
第151回　東信高校総合体育大会　陸上競技大会                                     

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】204130  上田市営陸上競技場

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
05/12 女子  +0.2 髙橋 奈弓(1) 13.1 相澤 はるか(3) 13.3 井出 七彩(3) 13.4 佐藤 未来(3) 13.5 高橋 知里(2) 13.6 林 美朱(2) 13.8

１００ｍ 高校･上田東 高校･佐久長聖 高校･上田 高校･丸子修学館 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘
05/13  -3.5 髙橋 奈弓(1) 28.2 相澤 はるか(3) 28.5 井出 七彩(3) 29.0 佐藤 未来(3) 29.0 岩崎  尚美(3) 29.0 田中 里奈(3) 29.4

２００ｍ 高校･上田東 高校･佐久長聖 高校･上田 高校･丸子修学館 高校･小諸 高校･佐久長聖
05/11 山﨑 菜月(2) 60.7 小合 沙季(1) 62.5 田中 里奈(3) 63.5 川上 美葉(3) 63.7 佐藤 未来(3) 63.8 柳澤 祐希(3) 64.6

４００ｍ 高校･上田 高校･丸子修学館 高校･佐久長聖 高校･小諸 高校･丸子修学館 高校･佐久長聖
05/12 山﨑 菜月(2) 2,17.6 小合 沙季(1) 2,21.9 小宮山 悠(1) 2,27.6 岩波 香奈(2) 2,28.2 齋藤 みちる(3) 2,33.6 松下 恵里(3) 2,34.5 高田 花林(3) 2,35.2 菅沼 真衣(1) 2,35.7

８００ｍ 高校･上田 高校･丸子修学館 高校･野沢北 高校･小諸 高校･上田 高校･小諸 高校･上田西 高校･丸子修学館
05/11 小合 沙季(1) 4,53.5 中村 結(3) 4,56.7 岸 郁奈(3) 5,00.4 岩波 香奈(2) 5,01.2 小宮山 悠(1) 5,09.1 高田 花林(3) 5,10.2 山﨑 千夏(2) 5,10.8 松下 恵里(3) 5,18.0

１５００ｍ 高校･丸子修学館 高校･上田 高校･上田 高校･小諸 高校･野沢北 高校･上田西 高校･上田 高校･小諸
05/13 岩波 香奈(2) 10,42.7 中村 結(3) 10,45.8 岸 郁奈(3) 10,55.7 山﨑 千夏(2) 10,58.0 高田 花林(3) 11,18.4 西澤 可奈子(3) 11,29.2 松下 恵里(3) 11,31.2 菅沼 真衣(1) 11,31.4

３０００ｍ 高校･小諸 高校･上田 高校･上田 高校･上田 高校･上田西 高校･上田染谷丘 高校･小諸 高校･丸子修学館
05/11  +0.2 佐藤 静香(3) 16.2 米村  望(3) 17.5 吉池 桃子(3) 17.8 須江 絢子(3) 18.0 平林 恵子(3) 18.6 堀内 綾乃(3) 18.7

１００ｍＨ 高校･小諸 高校･小諸 高校･丸子修学館 高校･佐久長聖 高校･丸子修学館 高校･上田染谷丘
05/12 佐藤 静香(3) 67.8 川上 美葉(3) 70.8 米村  望(3) 71.6 花里 裕良(2) 73.1 平林 恵子(3) 74.1 須江 絢子(3) 77.4 堤 瑛子(2) 77.8 土屋 みなみ(2) 78.2

４００ｍＨ 高校･小諸 高校･小諸 高校･小諸 高校･佐久長聖 高校･丸子修学館 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘
05/11 西澤 可奈子(3) 27,40.3 石山 奈津子(3) 32,28.8 平林 恵子(3) 33,54.9 中島 和華(1) 37,35.0

５０００ｍＷ 高校･上田染谷丘 高校･北佐久農業 高校･丸子修学館 高校･上田染谷丘
05/13 山我 杏寿実(1) 1.50 間嶋 美優(2) 1.50 堀内 綾乃(3) 1.40 神谷 梨緒菜(1) 1.40 吉池 桃子(3) 1.35 林 美朱(2) 1.35 井出 七彩(3) 1.30 新津 まり菜(1) 1.25

走高跳 高校･野沢北 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘 高校･北佐久農業 高校･丸子修学館 高校･上田染谷丘 高校･上田 高校･野沢南
05/11 小林 睦美(3) 5.19(+0.4) 高橋 知里(2) 4.98(-0.6) 吉池 桃子(3) 4.87(+1.4) 花岡 美憂(2) 4.60(-1.5) 工藤 瑞希(3) 4.46(+1.6) 加藤 恭香(1) 4.41(-0.3) 箕輪 遥(1) 4.26(-1.0) 佐藤 有生(1) 4.08(0.0)

走幅跳 高校･上田東 高校･佐久長聖 高校･丸子修学館 高校･上田東 高校･佐久長聖 高校･上田東 高校･佐久長聖 高校･野沢南
05/12 下村 美幸(3) 10.58 木村 優衣(3) 9.15 小山 裕菜(3) 9.03 巣山 夏歩(2) 8.99 小林 優乃(1) 8.22 吉田 かほり(3) 8.04 土屋 鈴花(1) 7.72 鷹野 菜摘(3) 7.55

砲丸投(4.000kg) 高校･上田染谷丘 高校･上田染谷丘 高校･上田西 高校･丸子修学館 高校･岩村田 高校･丸子修学館 高校･上田染谷丘 高校･野沢北
05/13 木村 優衣(3) 34.77 下村 美幸(3) 30.29 井出 爽香(3) 29.30 巣山 夏歩(2) 25.29 吉田 かほり(3) 22.96 佐藤 くるみ(2) 22.63 小山 裕菜(3) 20.41 箕輪 遥(1) 18.98

円盤投(1.000kg) 高校･上田染谷丘 高校･上田染谷丘 高校･東御清翔 高校･丸子修学館 高校･丸子修学館 高校･丸子修学館 高校･上田西 高校･佐久長聖
05/11 川上 美葉(3) 42.92 高野 希恵(2) 32.94 巣山 夏歩(2) 31.13 吉田 かほり(3) 29.96 木村 優衣(3) 29.04 間嶋 美優(2) 28.23 下村 美幸(3) 28.10 有井 歩(2) 26.99

やり投(0.600kg) 高校･小諸 高校･野沢北 高校･丸子修学館 高校･丸子修学館 高校･上田染谷丘 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘 高校･野沢南
05/12 小諸       52.0 佐久長聖       52.6 丸子修学館       53.8 上田       54.5 上田染谷丘       55.6 野沢北       57.2 北佐久農業       59.7

４×１００ｍＲ 米村  望(3) 高橋 知里(2) 吉田 かほり(3) 温井 結(1) 下村 美幸(3) 鷹野 菜摘(3) 中島 鈴華(1)
岩崎  尚美(3) 田中 里奈(3) 佐藤 未来(3) 井出 七彩(3) 林 美朱(2) 高野 希恵(2) 外池 留佳(1)
川上 美葉(3) 柳澤 祐希(3) 佐藤 くるみ(2) 山﨑 菜月(2) 堀内 綾乃(3) 三浦 早央里(2) 神谷 梨緒菜(1)
佐藤 静香(3) 相澤 はるか(3) 半田 美春(1) 磯貝 美果(3) 土屋 みなみ(2) 原 ひかり(3) 石山 奈津子(3)

05/13 小諸     4,12.5 丸子修学館     4,14.3 佐久長聖     4,15.1 上田     4,17.1 野沢北     4,24.8 上田染谷丘     4,28.2 上田東     4,31.3 野沢南     4,47.9
４×４００ｍＲ 米村  望(3) 佐藤 未来(3) 菊原 麻由奈(1) 井出 七彩(3) 鷹野 菜摘(3) 花岡 美憂(2) 掛川 響(3)

川上 美葉(3) 佐藤 くるみ(2) 相澤 はるか(3) 山﨑 菜月(2) 小宮山 悠(1) 髙橋 奈弓(1) 有井 歩(2)
岩崎  尚美(3) 吉池 桃子(3) 柳澤 祐希(3) 齋藤 みちる(3) 高野 希恵(2) 小林 睦美(3) 新津 まり菜(1)
佐藤 静香(3) 小合 沙季(1) 田中 里奈(3) 温井 結(1) 原 ひかり(3) 加藤 恭香(1) 鈴木 麻衣(2)

05/13 佐藤 静香(3) 3559 米村  望(3) 3171 花里 裕良(2) 3033 堀内 綾乃(3) 2889 佐藤 くるみ(2) 2622 神谷 梨緒菜(1) 2495 柳沢 有香(1) 1745
七種競技 高校･小諸 高校･小諸 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘 高校･丸子修学館 高校･北佐久農業 高校･小諸

05/11 ｵｰﾌﾟﾝ女子  +0.6 工藤 瑞希(3) 14.1 阿部 恵里香(1) 14.2 花岡 美憂(2) 14.3 阿部 真里香(1) 14.4 工藤 明日香(2) 17.7
１００ｍ 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･上田東 高校･佐久長聖 高校･さくら国際

05/13  -1.5 阿部 真里香(1) 30.9 工藤 明日香(2) 39.2
２００ｍ 高校･佐久長聖 高校･さくら国際

05/11 齋藤 みちる(3) 5,21.4 出口 栞里(1) 5,31.4
１５００ｍ 高校･上田 高校･上田

05/13 齋藤 みちる(3) 11,40.5 出口 栞里(1) 11,50.5
３０００ｍ 高校･上田 高校･上田

05/11 石井 歩(2) 3.45(+0.9) 成澤 智織(1) 3.27(-0.1)
走幅跳 高校･さくら国際 高校･野沢南

05/12 佐々木 梨香(1) 4.87
砲丸投(4.000kg) 高校･丸子修学館

05/13 佐々木 梨香(1) 14.83 藤 未左衣(1) 13.56
円盤投(1.000kg) 高校･丸子修学館 高校･丸子修学館

05/11 藤 未左衣(1) 17.88
やり投(0.600kg) 高校･丸子修学館



予選 5月11日 14:45
準決勝 5月12日 10:55
決勝 5月12日 13:00

県高新              12.09
大会新              12.6

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 +1.0

 1 相澤 はるか(3) 高校      13.4 Q  1 佐藤 未来(3) 高校      13.6 Q
ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 佐久長聖 ｻﾄｳ ﾐｸ 丸子修学館

 2 半田 美春(1) 高校      14.1 Q  2 高橋 知里(2) 高校      13.7 Q
ﾊﾝﾀﾞ ﾐﾊﾙ 丸子修学館 ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ 佐久長聖

 3 有井 歩(2) 高校      14.6  3 青木 莉奈(1) 高校      14.9 
ｱﾘｲ ｱﾕﾐ 野沢南 ｱｵｷ ﾘﾅ 上田千曲

 4 中島 鈴華(1) 高校      14.7  4 岩崎  若葉(1) 高校      15.3 
ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 北佐久農業 ｲﾜｻｷ ﾜｶﾊﾞ 小諸

 5 村上 理紗(1) 高校      16.7  5 森田 リサ(1) 高校      17.4 
ﾑﾗｶﾐ ﾘｻ 岩村田 ﾓﾘﾀ ﾘｻ 東御清翔
工藤 愛恵(1) 高校
ｸﾄﾞｳ ﾅﾙｴ 野沢北

[ 3組] 風速 +0.3 [ 4組] 風速 +0.6

 1 小林 睦美(3) 高校      13.7 Q  1 髙橋 奈弓(1) 高校      13.1 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾑﾂﾐ 上田東 ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東

 2 林 美朱(2) 高校      13.8 Q  2 岩崎  尚美(3) 高校      13.9 Q
ﾊﾔｼ ﾐｱｶ 上田染谷丘 ｲﾜｻｷ ﾅｵﾐ 小諸

 3 外池 留佳(1) 高校      14.6  3 山我 杏寿実(1) 高校      14.6 
ｿﾄｲｹ ﾙｶ 北佐久農業 ﾔﾏｶﾞ ｱｽﾞﾐ 野沢北

 4 福島 左笑(1) 高校      15.1  4 関 遙(1) 高校      15.1 
ﾌｸｼﾏ ｻｴ 東御清翔 ｾｷ ﾊﾙｶ 上田西

 5 児玉  彩(2) 高校      17.8 佐藤 有生(1) 高校
ｺﾀﾞﾏｻﾔｶ 小諸商業 ｻﾄｳ ﾕｲ 野沢南

[ 5組] 風速 +2.6

 1 井出 七彩(3) 高校      13.5 Q
ｲﾃﾞ ﾅﾅｾ 上田

 2 菊原 麻由奈(1) 高校      13.7 Q
ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ 佐久長聖

 3 佐藤 くるみ(2) 高校      13.9 q
ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館

 4 竹之内 こずえ(1)高校      14.5 q
ﾀｹﾉｳﾁ ｺｽﾞｴ 上田東

 5 高橋 華(1) 高校      16.3 
ﾀｶﾊｼ ﾊﾅ 東御清翔

[ 1組] 風速 -0.8 [ 2組] 風速 -0.3

 1 相澤 はるか(3) 高校      13.6 Q  1 髙橋 奈弓(1) 高校      13.5 Q
ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 佐久長聖 ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東

 2 井出 七彩(3) 高校      13.8 Q  2 林 美朱(2) 高校      13.7 Q
ｲﾃﾞ ﾅﾅｾ 上田 ﾊﾔｼ ﾐｱｶ 上田染谷丘

 3 高橋 知里(2) 高校      13.9  3 佐藤 未来(3) 高校      13.8 q
ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ 佐久長聖 ｻﾄｳ ﾐｸ 丸子修学館

 4 小林 睦美(3) 高校      14.1  4 菊原 麻由奈(1) 高校      13.9 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾑﾂﾐ 上田東 ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ 佐久長聖

 5 半田 美春(1) 高校      14.2  5 岩崎  尚美(3) 高校      14.1 
ﾊﾝﾀﾞ ﾐﾊﾙ 丸子修学館 ｲﾜｻｷ ﾅｵﾐ 小諸

 6 佐藤 くるみ(2) 高校      14.4  6 竹之内 こずえ(1)高校      14.5 
ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館 ﾀｹﾉｳﾁ ｺｽﾞｴ 上田東

女子

１００ｍ１００ｍ

予選予選予選 通過基準  5組  2着 + 2通過基準  5組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

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
44  1307 1307

22  1385 1385

33  1243 1243

66  1295 1295

77  1280 1280

55  1225 1225
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
55  1388 1388

22  1301 1301

44  1494 1494

66  1331 1331

33  1375 1375

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
44  1432 1432

55  1482 1482

33  1294 1294

66  1373 1373

22  1362 1362

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
33  1443 1443

44  1340 1340

66  1224 1224

22  1536 1536

55  1245 1245
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
44  1411 1411

33  1300 1300

22  1396 1396

55  1444 1444

66  1374 1374

準決勝準決勝準決勝 通過基準  2組  2着 + 2通過基準  2組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

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
33  1307 1307

22  1411 1411

55  1301 1301

44  1432 1432

66  1385 1385

11  1396 1396

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
44  1443 1443

22  1482 1482

55  1388 1388

33  1300 1300

66  1340 1340

11  1444 1444



風速 +0.2

 1 髙橋 奈弓(1) 高校      13.1 
ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東

 2 相澤 はるか(3) 高校      13.3 
ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 佐久長聖

 3 井出 七彩(3) 高校      13.4 
ｲﾃﾞ ﾅﾅｾ 上田

 4 佐藤 未来(3) 高校      13.5 
ｻﾄｳ ﾐｸ 丸子修学館

 5 高橋 知里(2) 高校      13.6 
ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ 佐久長聖

 6 林 美朱(2) 高校      13.8 
ﾊﾔｼ ﾐｱｶ 上田染谷丘

女子女子

１００ｍ１００ｍ
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
22  1443 1443

55  1307 1307

33  1411 1411

66  1388 1388

11  1301 1301

44  1482 1482



予選 5月13日  9:30
準決勝 5月13日 11:20
決勝 5月13日 12:50

県高新              24.72
大会新              25.7

[ 1組] 風速 -1.4 [ 2組] 風速 -1.5

 1 井出 七彩(3) 高校      28.6 Q  1 岩崎  尚美(3) 高校      29.4 Q
ｲﾃﾞ ﾅﾅｾ 上田 ｲﾜｻｷ ﾅｵﾐ 小諸

 2 柳澤 祐希(3) 高校      29.0 Q  2 半田 美春(1) 高校      30.5 Q
ﾔﾅｷﾞｻﾞﾜ ﾕｷ 佐久長聖 ﾊﾝﾀﾞ ﾐﾊﾙ 丸子修学館

 3 中島 鈴華(1) 高校      31.4  3 加藤 恭香(1) 高校      31.4 
ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 北佐久農業 ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東

 4 岩崎  若葉(1) 高校      32.3  4 外池 留佳(1) 高校      31.8 
ｲﾜｻｷ ﾜｶﾊﾞ 小諸 ｿﾄｲｹ ﾙｶ 北佐久農業

 5 村上 理紗(1) 高校      36.5  5 三浦 早央里(2) 高校      32.9 
ﾑﾗｶﾐ ﾘｻ 岩村田 ﾐｳﾗ ｻｵﾘ 野沢北
工藤 愛恵(1) 高校  6 森田 リサ(1) 高校      37.9 
ｸﾄﾞｳ ﾅﾙｴ 野沢北 ﾓﾘﾀ ﾘｻ 東御清翔

[ 3組] 風速 -1.2 [ 4組] 風速 -1.5

 1 相澤 はるか(3) 高校      28.8 Q  1 髙橋 奈弓(1) 高校      28.1 Q
ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 佐久長聖 ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東

 2 花岡 美憂(2) 高校      29.9 Q  2 佐藤 未来(3) 高校      28.7 Q
ﾊﾅｵｶ ﾐﾕｳ 上田東 ｻﾄｳ ﾐｸ 丸子修学館

 3 温井 結(1) 高校      30.0 q  3 田中 里奈(3) 高校      28.8 q
ﾇｸｲ ﾕｲ 上田 ﾀﾅｶ ﾘﾅ 佐久長聖

 4 原 ひかり(3) 高校      30.4 q  4 小山 裕菜(3) 高校      30.8 q
ﾊﾗ ﾋｶﾘ 野沢北 ｺﾔﾏ ﾕｳﾅ 上田西

 5 関 遙(1) 高校      32.7  5 高橋 華(1) 高校      37.5 
ｾｷ ﾊﾙｶ 上田西 ﾀｶﾊｼ ﾊﾅ 東御清翔

[ 1組] 風速 -1.5 [ 2組] 風速 -3.0

 1 髙橋 奈弓(1) 高校      28.1 Q  1 相澤 はるか(3) 高校      28.6 Q
ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東 ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 佐久長聖

 2 佐藤 未来(3) 高校      28.6 Q  2 井出 七彩(3) 高校      28.9 Q
ｻﾄｳ ﾐｸ 丸子修学館 ｲﾃﾞ ﾅﾅｾ 上田

 3 田中 里奈(3) 高校      28.7 q  3 柳澤 祐希(3) 高校      29.2 
ﾀﾅｶ ﾘﾅ 佐久長聖 ﾔﾅｷﾞｻﾞﾜ ﾕｷ 佐久長聖

 4 岩崎  尚美(3) 高校      29.1 q  4 花岡 美憂(2) 高校      29.5 
ｲﾜｻｷ ﾅｵﾐ 小諸 ﾊﾅｵｶ ﾐﾕｳ 上田東

 5 小山 裕菜(3) 高校      30.0  5 半田 美春(1) 高校      29.8 
ｺﾔﾏ ﾕｳﾅ 上田西 ﾊﾝﾀﾞ ﾐﾊﾙ 丸子修学館

 6 温井 結(1) 高校      30.0  6 原 ひかり(3) 高校      30.3 
ﾇｸｲ ﾕｲ 上田 ﾊﾗ ﾋｶﾘ 野沢北

風速 -3.5

 1 髙橋 奈弓(1) 高校      28.2 
ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東

 2 相澤 はるか(3) 高校      28.5 
ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 佐久長聖

 3 井出 七彩(3) 高校      29.0 
ｲﾃﾞ ﾅﾅｾ 上田

 4 佐藤 未来(3) 高校      29.0 
ｻﾄｳ ﾐｸ 丸子修学館

 5 岩崎  尚美(3) 高校      29.0 
ｲﾜｻｷ ﾅｵﾐ 小諸

 6 田中 里奈(3) 高校      29.4 
ﾀﾅｶ ﾘﾅ 佐久長聖

女子

２００ｍ２００ｍ

予選予選予選 通過基準  4組  2着 + 4通過基準  4組  2着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

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
33  1411 1411

22  1306 1306

66  1295 1295

11  1331 1331

55  1280 1280

44  1225 1225
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
33  1340 1340

44  1385 1385

66  1445 1445

11  1294 1294

22  1221 1221

55  1375 1375

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
55  1307 1307

22  1441 1441

44  1418 1418

66  1239 1239

33  1536 1536

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
44  1443 1443

55  1388 1388

33  1305 1305

22  1534 1534

66  1374 1374

準決勝準決勝準決勝 通過基準  2組  2着 + 2通過基準  2組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

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
33  1443 1443

22  1388 1388

55  1305 1305

44  1340 1340

11  1534 1534

66  1418 1418

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
44  1307 1307

33  1411 1411

22  1306 1306

55  1441 1441

66  1385 1385

11  1239 1239

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
33  1443 1443

55  1307 1307

66  1411 1411

44  1388 1388

11  1340 1340

22  1305 1305



予選 5月11日 10:35
決勝 5月11日 14:05

県高新              55.42
大会新              59.2

[ 1組] [ 2組]

 1 川上 美葉(3) 高校      64.5 Q  1 小合 沙季(1) 高校      63.0 Q
ｶﾜｶﾐ ﾐﾊ 小諸 ｵｺﾞｳ ｻｷ 丸子修学館

 2 髙橋 奈弓(1) 高校      68.0  2 田中 里奈(3) 高校      63.9 q
ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東 ﾀﾅｶ ﾘﾅ 佐久長聖

 3 土屋 みなみ(2) 高校      70.2  3 岩崎  尚美(3) 高校      65.6 
ﾂﾁﾔ ﾐﾅﾐ 上田染谷丘 ｲﾜｻｷ ﾅｵﾐ 小諸

 4 北原 志保(2) 高校      70.7  4 温井 結(1) 高校      68.6 
ｷﾀﾊﾗ ｼﾎ 佐久長聖 ﾇｸｲ ﾕｲ 上田

 5 鈴木 麻衣(2) 高校      71.1  5 関 遙(1) 高校      80.3 
ｽｽﾞｷ ﾏｲ 野沢南 ｾｷ ﾊﾙｶ 上田西

 6 白川 ゆり(2) 高校      79.0 
ｼﾗｶﾜ ﾕﾘ 北佐久農業

[ 3組]

 1 山﨑 菜月(2) 高校      62.2 Q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂｷ 上田

 2 佐藤 未来(3) 高校      64.4 q
ｻﾄｳ ﾐｸ 丸子修学館

 3 柳澤 祐希(3) 高校      64.7 q
ﾔﾅｷﾞｻﾞﾜ ﾕｷ 佐久長聖

 4 原 ひかり(3) 高校      66.6 
ﾊﾗ ﾋｶﾘ 野沢北

 5 成澤 智織(1) 高校      87.6 
ﾅﾙｻﾜ ﾁｵﾘ 野沢南

 1 山﨑 菜月(2) 高校      60.7 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂｷ 上田

 2 小合 沙季(1) 高校      62.5 
ｵｺﾞｳ ｻｷ 丸子修学館

 3 田中 里奈(3) 高校      63.5 
ﾀﾅｶ ﾘﾅ 佐久長聖

 4 川上 美葉(3) 高校      63.7 
ｶﾜｶﾐ ﾐﾊ 小諸

 5 佐藤 未来(3) 高校      63.8 
ｻﾄｳ ﾐｸ 丸子修学館

 6 柳澤 祐希(3) 高校      64.6 
ﾔﾅｷﾞｻﾞﾜ ﾕｷ 佐久長聖

女子

４００ｍ４００ｍ

予選予選予選 通過基準  3組  1着 + 3通過基準  3組  1着 + 3 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

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
22  1335 1335

44  1443 1443

11  1484 1484

33  2252 2252

66  1242 1242

55  1292 1292

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
44  1381 1381

55  1305 1305

33  1340 1340

22  1418 1418

66  1536 1536

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
44  1422 1422

22  1388 1388

66  1306 1306

33  1239 1239

55  1246 1246

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
22  1422 1422

33  1381 1381

44  1305 1305

55  1335 1335

66  1388 1388

11  1306 1306



決勝 5月12日 12:00

県高新            2,05.78
大会新            2,18.1

[ 1組] [ 2組]

 1 松下 恵里(3) 高校    2,34.5  1 山﨑 菜月(2) 高校    2,17.6 
ﾏﾂｼﾀ ｴﾘ 小諸 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂｷ 上田

 2 鈴木 麻衣(2) 高校    2,37.1  2 小合 沙季(1) 高校    2,21.9 
ｽｽﾞｷ ﾏｲ 野沢南 ｵｺﾞｳ ｻｷ 丸子修学館

 3 佐藤 伶美(3) 高校    2,41.0  3 小宮山 悠(1) 高校    2,27.6 
ｻﾄｳ ﾚﾐ 野沢北 ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ 野沢北

 4 出口 栞里(1) 高校    2,41.9  4 岩波 香奈(2) 高校    2,28.2 
ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｵﾘ 上田 ｲﾜﾅﾐ  ｶﾅ 小諸

 5 池田 優子(2) 高校    2,44.3  5 齋藤 みちる(3) 高校    2,33.6 
ｲｹﾀﾞ ﾕｳｺ 丸子修学館 ｻｲﾄｳ ﾐﾁﾙ 上田

 6 熊澤 絃(3) 高校    2,51.2  6 高田 花林(3) 高校    2,35.2 
ｸﾏｻﾞﾜ ﾕﾐ 佐久長聖 ﾀｶﾀﾞ ｶﾘﾝ 上田西

 7 白川 ゆり(2) 高校    3,01.4  7 菅沼 真衣(1) 高校    2,35.7 
ｼﾗｶﾜ ﾕﾘ 北佐久農業 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏｲ 丸子修学館

 8 小泉 愛花(1) 高校    3,04.5 西澤 可奈子(3) 高校
ｺｲｽﾞﾐ ｱｲｶ 野沢南 ﾆｼｻﾞﾜ ｶﾅｺ 上田染谷丘

女子

８００ｍ８００ｍ

決勝決勝決勝

順順 No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
55  1334 1334

66  1242 1242

11  1238 1238

33  1416 1416

44  1397 1397

77  1309 1309

22  1292 1292

88  1244 1244

順順 No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
44  1422 1422

大会新大会新
33  1381 1381

55  1223 1223

88  1333 1333

22  1421 1421

77  1532 1532

11  1382 1382

66  1477 1477
失格失格



   1 山﨑 菜月(2) 高校 上田     2,17.6 大会新   2   1
   2 小合 沙季(1) 高校 丸子修学館     2,21.9   2   2
   3 小宮山 悠(1) 高校 野沢北     2,27.6   2   3
   4 岩波 香奈(2) 高校 小諸     2,28.2   2   4
   5 齋藤 みちる(3) 高校 上田     2,33.6   2   5
   6 松下 恵里(3) 高校 小諸     2,34.5   1   1
   7 高田 花林(3) 高校 上田西     2,35.2   2   6
   8 菅沼 真衣(1) 高校 丸子修学館     2,35.7   2   7
   9 鈴木 麻衣(2) 高校 野沢南     2,37.1   1   2
  10 佐藤 伶美(3) 高校 野沢北     2,41.0   1   3
  11 出口 栞里(1) 高校 上田     2,41.9   1   4
  12 池田 優子(2) 高校 丸子修学館     2,44.3   1   5
  13 熊澤 絃(3) 高校 佐久長聖     2,51.2   1   6
  14 白川 ゆり(2) 高校 北佐久農業     3,01.4   1   7
  15 小泉 愛花(1) 高校 野沢南     3,04.5   1   8

女子女子

８００ｍ８００ｍ
タイムレースタイムレースタイムレース

順位順位 No.No. 氏  名氏  名 都道府県都道府県 所属名所属名 記録記録 備考備考 組組 順位順位
 1422 1422
 1381 1381
 1223 1223
 1333 1333
 1421 1421
 1334 1334
 1532 1532
 1382 1382
 1242 1242
 1238 1238
 1416 1416
 1397 1397
 1309 1309
 1292 1292
 1244 1244



決勝 5月11日 13:15

県高新            4,23.10
大会新            4,40.3

 1 小合 沙季(1) 高校    4,53.5 
ｵｺﾞｳ ｻｷ 丸子修学館

 2 中村 結(3) 高校    4,56.7 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｲ 上田

 3 岸 郁奈(3) 高校    5,00.4 
ｷｼ ｱﾔﾅ 上田

 4 岩波 香奈(2) 高校    5,01.2 
ｲﾜﾅﾐ  ｶﾅ 小諸

 5 小宮山 悠(1) 高校    5,09.1 
ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ 野沢北

 6 高田 花林(3) 高校    5,10.2 
ﾀｶﾀﾞ ｶﾘﾝ 上田西

 7 山﨑 千夏(2) 高校    5,10.8 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂｷ 上田

 8 松下 恵里(3) 高校    5,18.0 
ﾏﾂｼﾀ ｴﾘ 小諸

 9 菅沼 真衣(1) 高校    5,23.2 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏｲ 丸子修学館

10 池田 優子(2) 高校    5,38.7 
ｲｹﾀﾞ ﾕｳｺ 丸子修学館

11 熊澤 絃(3) 高校    6,09.7 
ｸﾏｻﾞﾜ ﾕﾐ 佐久長聖

12 中島 和華(1) 高校    6,12.6 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾜｶ 上田染谷丘

13 小泉 愛花(1) 高校    6,25.0 
ｺｲｽﾞﾐ ｱｲｶ 野沢南

女子

１５００ｍ１５００ｍ

決勝決勝決勝

順順 No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
66  1381 1381

99  1412 1412

55  1420 1420

44  1333 1333

77  1223 1223

1313  1532 1532

1111  1413 1413

1010  1334 1334

88  1382 1382

22  1397 1397

33  1309 1309

11  1451 1451

1212  1244 1244



決勝 5月13日 12:00

県高新            9,16.29
大会新           10,12.0

 1 岩波 香奈(2) 高校   10,42.7 
ｲﾜﾅﾐ  ｶﾅ 小諸

 2 中村 結(3) 高校   10,45.8 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｲ 上田

 3 岸 郁奈(3) 高校   10,55.7 
ｷｼ ｱﾔﾅ 上田

 4 山﨑 千夏(2) 高校   10,58.0 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂｷ 上田

 5 高田 花林(3) 高校   11,18.4 
ﾀｶﾀﾞ ｶﾘﾝ 上田西

 6 西澤 可奈子(3) 高校   11,29.2 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶﾅｺ 上田染谷丘

 7 松下 恵里(3) 高校   11,31.2 
ﾏﾂｼﾀ ｴﾘ 小諸

 8 菅沼 真衣(1) 高校   11,31.4 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏｲ 丸子修学館

 9 池田 優子(2) 高校   12,05.7 
ｲｹﾀﾞ ﾕｳｺ 丸子修学館

10 中島 和華(1) 高校   13,14.8 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾜｶ 上田染谷丘
小宮山 悠(1) 高校
ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ 野沢北
梶田 侑伽(2) 高校
ｶｼﾞﾀ ﾕｳｶ 北佐久農業

女子

３０００ｍ３０００ｍ

決勝決勝決勝

順順 No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
66  1333 1333

77  1412 1412

55  1420 1420

33  1413 1413

88  1532 1532

22  1477 1477

11  1334 1334

1010  1382 1382

44  1397 1397

1212  1451 1451

99  1223 1223
欠場欠場

1111  1291 1291
欠場欠場



予選 5月11日 11:35
決勝 5月11日 13:40

県高新              14.28
大会新              14.6

[ 1組] 風速 +2.5 [ 2組] 風速 -1.2

 1 佐藤 静香(3) 高校      16.7 Q  1 米村  望(3) 高校      17.7 Q
ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 小諸 ﾖﾈﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 小諸

 2 平林 恵子(3) 高校      18.0 q  2 花里 裕良(2) 高校      18.6 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲｺ 丸子修学館 ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ 佐久長聖

 3 須江 絢子(3) 高校      18.3 q  3 小林 睦美(3) 高校      18.9 
ｽｴ ｱﾔｺ 佐久長聖 ｺﾊﾞﾔｼ ﾑﾂﾐ 上田東

 4 堀内 綾乃(3) 高校      18.5 q  4 福島 左笑(1) 高校      21.2 
ﾎﾘｳﾁ ｱﾔﾉ 上田染谷丘 ﾌｸｼﾏ ｻｴ 東御清翔

 5 木下 真凛(1) 高校      20.5  5 半田 美春(1) 高校      23.0 
ｷﾉｼﾀ ﾏﾘﾝ 野沢北 ﾊﾝﾀﾞ ﾐﾊﾙ 丸子修学館

[ 3組] 風速 -0.4

 1 吉池 桃子(3) 高校      18.6 Q
ﾖｼｲｹ ﾓﾓｺ 丸子修学館

 2 土屋 みなみ(2) 高校      18.6 
ﾂﾁﾔ ﾐﾅﾐ 上田染谷丘

 3 堤 瑛子(2) 高校      18.7 
ﾂﾂﾐ ｴｺ 佐久長聖

 4 加藤 恭香(1) 高校      21.5 
ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東

風速 +0.2

 1 佐藤 静香(3) 高校      16.2 
ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 小諸

 2 米村  望(3) 高校      17.5 
ﾖﾈﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 小諸

 3 吉池 桃子(3) 高校      17.8 
ﾖｼｲｹ ﾓﾓｺ 丸子修学館

 4 須江 絢子(3) 高校      18.0 
ｽｴ ｱﾔｺ 佐久長聖

 5 平林 恵子(3) 高校      18.6 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲｺ 丸子修学館

 6 堀内 綾乃(3) 高校      18.7 
ﾎﾘｳﾁ ｱﾔﾉ 上田染谷丘

女子

１００ｍＨ１００ｍＨ

予選予選予選 通過基準  3組  1着 + 3通過基準  3組  1着 + 3 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

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
44  1332 1332

66  1389 1389

55  1308 1308

22  1475 1475

33  1226 1226

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
33  1336 1336

55  1302 1302

44  1432 1432

66  1373 1373

22  1385 1385

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
44  1391 1391

22  1484 1484

33  1297 1297

55  1445 1445

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
44  1332 1332

22  1336 1336

66  1391 1391

55  1308 1308

33  1389 1389

11  1475 1475



決勝 5月12日 12:30

県高新              58.80
大会新              65.8

[ 1組] [ 2組]

 1 平林 恵子(3) 高校      74.1  1 佐藤 静香(3) 高校      67.8 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲｺ 丸子修学館 ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 小諸

 2 須江 絢子(3) 高校      77.4  2 川上 美葉(3) 高校      70.8 
ｽｴ ｱﾔｺ 佐久長聖 ｶﾜｶﾐ ﾐﾊ 小諸

 3 堤 瑛子(2) 高校      77.8  3 米村  望(3) 高校      71.6 
ﾂﾂﾐ ｴｺ 佐久長聖 ﾖﾈﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 小諸

 4 土屋 みなみ(2) 高校      78.2  4 花里 裕良(2) 高校      73.1 
ﾂﾁﾔ ﾐﾅﾐ 上田染谷丘 ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ 佐久長聖

女子

４００ｍＨ４００ｍＨ

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
22  1389 1389

33  1308 1308

55  1297 1297

44  1484 1484

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
44  1332 1332

22  1335 1335

55  1336 1336

33  1302 1302



   1 佐藤 静香(3) 高校 小諸       67.8   2   1
   2 川上 美葉(3) 高校 小諸       70.8   2   2
   3 米村  望(3) 高校 小諸       71.6   2   3
   4 花里 裕良(2) 高校 佐久長聖       73.1   2   4
   5 平林 恵子(3) 高校 丸子修学館       74.1   1   1
   6 須江 絢子(3) 高校 佐久長聖       77.4   1   2
   7 堤 瑛子(2) 高校 佐久長聖       77.8   1   3
   8 土屋 みなみ(2) 高校 上田染谷丘       78.2   1   4

女子女子

４００ｍＨ４００ｍＨ
タイムレースタイムレースタイムレース

順位順位 No.No. 氏  名氏  名 都道府県都道府県 所属名所属名 記録記録 備考備考 組組 順位順位
 1332 1332
 1335 1335
 1336 1336

 1297 1297
 1484 1484

 1302 1302
 1389 1389
 1308 1308



決勝 5月11日 11:55

県高新           23,10.04
大会新           27,31.5

 1 西澤 可奈子(3) 高校   27,40.3 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶﾅｺ 上田染谷丘

 2 石山 奈津子(3) 高校   32,28.8 
ｲｼﾔﾏ ﾅﾂｺ 北佐久農業

 3 平林 恵子(3) 高校   33,54.9 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲｺ 丸子修学館

 4 中島 和華(1) 高校   37,35.0 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾜｶ 上田染谷丘
中川 晏(1) 高校
ﾅｶｶﾞﾜ ｼｽﾞｶ 丸子修学館

女子

５０００ｍＷ５０００ｍＷ

決勝決勝決勝

順順 No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
33  1477 1477

11  1289 1289

44  1389 1389

55  1451 1451

22  1383 1383
失格失格



決勝 5月13日 10:30

県高新               1.77
大会新               1.65

山我 杏寿実(1) 高校
ﾔﾏｶﾞ ｱｽﾞﾐ 野沢北
間嶋 美優(2) 高校
ﾏｼﾏ ﾐｳ 佐久長聖
堀内 綾乃(3) 高校
ﾎﾘｳﾁ ｱﾔﾉ 上田染谷丘
神谷 梨緒菜(1) 高校
ｶﾐﾔ ﾘｵﾅ 北佐久農業
吉池 桃子(3) 高校
ﾖｼｲｹ ﾓﾓｺ 丸子修学館
林 美朱(2) 高校
ﾊﾔｼ ﾐｱｶ 上田染谷丘
井出 七彩(3) 高校
ｲﾃﾞ ﾅﾅｾ 上田
新津 まり菜(1) 高校
ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ 野沢南

女子

走高跳走高跳

決勝決勝決勝

順位順位順位 試技試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名氏  名 所属名所属名所属名 記録記録記録1m301m30 1m351m35 備考備考備考1m201m201m20 1m251m251m25 1m30 1m35 1m401m401m40 1m451m451m45 1m501m501m50 1m551m551m55
11 33  1224 1224

-- -- OO OO OO OO XXOXXO XXXXXX  1.50 1.50

22 55  1296 1296
-- -- OO OO OO OO XXOXXO XXXXXX  1.50 1.50

33 88  1475 1475
-- -- -- OO OO XXXXXX  1.40 1.40

44 44  1293 1293
-- -- -- XXOXXO OO XXXXXX  1.40 1.40

55 66  1391 1391
XOXO OO XOXO OO XXXXXX  1.35 1.35

66 11  1482 1482
OO OO XOXO XXOXXO XXXXXX  1.35 1.35

77 77  1411 1411
-- OO OO -- -- -- XXXXXX  1.30 1.30

88 22  1247 1247
OO OO XXXXXX  1.25 1.25



決勝 5月11日 10:00

県高新               6.06
大会新               5.55

小林 睦美(3) 高校   5.19    X   5.17   5.01   5.12    X    5.19 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾑﾂﾐ 上田東   +0.4   -1.6   -2.4   -1.3    +0.4
高橋 知里(2) 高校   4.84    X   4.98   4.65    X    X    4.98 
ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ 佐久長聖   +2.1   -0.6   -2.3    -0.6
吉池 桃子(3) 高校    X   4.87   4.73   4.59   4.71   4.84    4.87 
ﾖｼｲｹ ﾓﾓｺ 丸子修学館   +1.4   -1.0   -2.6   -1.5   -1.8    +1.4
花岡 美憂(2) 高校   4.38   4.58   4.60   4.43    -    -    4.60 
ﾊﾅｵｶ ﾐﾕｳ 上田東   +1.1   +0.3   -1.5   -1.1    -1.5
工藤 瑞希(3) 高校   4.46   4.32    X   2.25   4.36    X    4.46 
ｸﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ 佐久長聖   +1.6   +1.5   -2.3   -2.0    +1.6
加藤 恭香(1) 高校   4.29   4.41    X   4.33   4.32    X    4.41 
ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東   +1.9   -0.3   -1.3   -2.3    -0.3
箕輪 遥(1) 高校   4.15    X   4.26   4.23    X   4.16    4.26 
ﾐﾉﾜ ﾊﾙｶ 佐久長聖   +1.2   -1.0   -1.4   -2.1    -1.0
佐藤 有生(1) 高校    X   4.08    X   3.10    X   3.77    4.08 
ｻﾄｳ ﾕｲ 野沢南    0.0   -2.4   -2.2     0.0
三浦 早央里(2) 高校   4.00   4.06   3.87    4.06 
ﾐｳﾗ ｻｵﾘ 野沢北    0.0   +1.4   -0.2    +1.4
新津 まり菜(1) 高校   3.95   3.78   3.70    3.95 
ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ 野沢南   +0.8   +0.4   +0.2    +0.8
有井 歩(2) 高校   3.81   3.87   3.75    3.87 
ｱﾘｲ ｱﾕﾐ 野沢南   +0.8    0.0   -0.6     0.0

女子

走幅跳走幅跳

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4- 備考備考
11 1111  1432 1432

-5--5-

22 88  1301 1301

33 1010  1391 1391

44 99  1441 1441

55 33  1299 1299

66 77  1445 1445

77 66  1310 1310

88 11  1245 1245

99 22  1221 1221

1010 44  1247 1247

1111 55  1243 1243



決勝 5月12日 11:00

県高新              13.65
大会新              13.65

下村 美幸(3) 高校
ｼﾓﾑﾗ ﾐﾕｷ 上田染谷丘
木村 優衣(3) 高校
ｷﾑﾗ ﾕｲ 上田染谷丘
小山 裕菜(3) 高校
ｺﾔﾏ ﾕｳﾅ 上田西
巣山 夏歩(2) 高校
ｽﾔﾏ ｶﾎ 丸子修学館
小林 優乃(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ 岩村田
吉田 かほり(3) 高校
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾘ 丸子修学館
土屋 鈴花(1) 高校
ﾂﾁﾔ ｽｽﾞｶ 上田染谷丘
鷹野 菜摘(3) 高校
ﾀｶﾉ ﾅﾂﾐ 野沢北
井出 爽香(3) 高校
ｲﾃﾞ ｻﾔｶ 東御清翔
掛川 響(3) 高校
ｶｹｶﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ 野沢南
藤 未左衣(1) 高校
ﾌｼﾞ ﾐｻｷ 丸子修学館
竹之内 こずえ(1) 高校 欠場
ﾀｹﾉｳﾁ ｺｽﾞｴ 上田東

女子

砲丸投(4.000kg)砲丸投(4.000kg)

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -2--2- -3--3- -4--4- -5--5- -6--6- 記録記録 備考備考
11 1212  1476 1476

 8.53 8.53  9.42 9.42  9.60 9.60 10.1610.16  8.92 8.92 10.5810.58  10.58  10.58 

22 1010  1480 1480
 8.84 8.84  8.20 8.20  9.15 9.15  8.78 8.78  8.80 8.80  8.41 8.41   9.15   9.15 

33 88  1534 1534
 8.14 8.14  8.69 8.69  8.81 8.81  8.61 8.61  9.03 9.03   X  X   9.03   9.03 

44 1111  1398 1398
 8.29 8.29  8.64 8.64  8.38 8.38  8.68 8.68  8.59 8.59  8.99 8.99   8.99   8.99 

55 44  1278 1278
 8.01 8.01  7.88 7.88  8.22 8.22  7.39 7.39  7.71 7.71  8.19 8.19   8.22   8.22 

66 99  1390 1390
 7.83 7.83  7.69 7.69   X  X   X  X  8.04 8.04  7.73 7.73   8.04   8.04 

77 55  1452 1452
 7.72 7.72  6.97 6.97  7.47 7.47  7.66 7.66  7.04 7.04  7.38 7.38   7.72   7.72 

88 66  1240 1240
 7.55 7.55  7.22 7.22  7.20 7.20  6.95 6.95  7.25 7.25  6.91 6.91   7.55   7.55 

99 77  1372 1372
 7.29 7.29   X  X  7.33 7.33   7.33   7.33 

1010 33  1241 1241
 7.21 7.21  6.43 6.43  6.69 6.69   7.21   7.21 

1111 11  1384 1384
 5.74 5.74  6.24 6.24  5.97 5.97   6.24   6.24 

22  1444 1444



決勝 5月13日 12:00

県高新              44.69
大会新              43.41

木村 優衣(3) 高校
ｷﾑﾗ ﾕｲ 上田染谷丘
下村 美幸(3) 高校
ｼﾓﾑﾗ ﾐﾕｷ 上田染谷丘
井出 爽香(3) 高校
ｲﾃﾞ ｻﾔｶ 東御清翔
巣山 夏歩(2) 高校
ｽﾔﾏ ｶﾎ 丸子修学館
吉田 かほり(3) 高校
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾘ 丸子修学館
佐藤 くるみ(2) 高校
ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館
小山 裕菜(3) 高校
ｺﾔﾏ ﾕｳﾅ 上田西
箕輪 遥(1) 高校
ﾐﾉﾜ ﾊﾙｶ 佐久長聖
小林 優乃(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ 岩村田
土屋 鈴花(1) 高校
ﾂﾁﾔ ｽｽﾞｶ 上田染谷丘
掛川 響(3) 高校
ｶｹｶﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ 野沢南
阿部 恵里香(1) 高校
ｱﾍﾞ ｴﾘｶ 佐久長聖
柳沢 有香(1) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸
阿部 真里香(1) 高校
ｱﾍﾞ ﾏﾘｶ 佐久長聖
竹之内 こずえ(1) 高校
ﾀｹﾉｳﾁ ｺｽﾞｴ 上田東
林 未加(1) 高校
ﾊﾔｼ ﾐｶ 小諸
依田 清華(1) 高校
ﾖﾀﾞ ｷﾖｶ 野沢南

女子

円盤投(1.000kg)円盤投(1.000kg)

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -2--2- -3--3- -4--4- -5--5- -6--6- 記録記録 備考備考
11 1717  1480 1480

 34.77  34.77 

22 1111  1476 1476
 30.29  30.29 

33 1616  1372 1372
 29.30  29.30 

44 1414  1398 1398
 25.29  25.29 

55 1212  1390 1390
 22.96  22.96 

66 99  1396 1396
 22.63  22.63 

77 1515  1534 1534
 20.41  20.41 

88 66  1310 1310
 18.98  18.98 

99 77  1278 1278
 18.33  18.33 

1010 88  1452 1452
 18.03  18.03 

1111 1010  1241 1241
 17.68  17.68 

1212 11  1304 1304
 17.38  17.38 

1313 55  1345 1345
 17.35  17.35 

1414 33  1303 1303
 17.15  17.15 

1515 44  1444 1444
 16.18  16.18 

1616 1313  1347 1347
 15.24  15.24 

1717 22  1248 1248
 12.89  12.89 



決勝 5月11日 14:30

県高新              48.07
大会新              44.88

川上 美葉(3) 高校
ｶﾜｶﾐ ﾐﾊ 小諸
高野 希恵(2) 高校
ﾀｶﾉ ｷｴ 野沢北
巣山 夏歩(2) 高校
ｽﾔﾏ ｶﾎ 丸子修学館
吉田 かほり(3) 高校
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾘ 丸子修学館
木村 優衣(3) 高校
ｷﾑﾗ ﾕｲ 上田染谷丘
間嶋 美優(2) 高校
ﾏｼﾏ ﾐｳ 佐久長聖
下村 美幸(3) 高校
ｼﾓﾑﾗ ﾐﾕｷ 上田染谷丘
有井 歩(2) 高校
ｱﾘｲ ｱﾕﾐ 野沢南
新津 まり菜(1) 高校
ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ 野沢南
柳沢 有香(1) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸
堤 瑛子(2) 高校
ﾂﾂﾐ ｴｺ 佐久長聖
林 未加(1) 高校
ﾊﾔｼ ﾐｶ 小諸
小林 優乃(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ 岩村田
掛川 響(3) 高校
ｶｹｶﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ 野沢南
北原 志保(2) 高校
ｷﾀﾊﾗ ｼﾎ 佐久長聖
児玉  彩(2) 高校
ｺﾀﾞﾏｻﾔｶ 小諸商業
土屋 鈴花(1) 高校
ﾂﾁﾔ ｽｽﾞｶ 上田染谷丘
佐々木 梨香(1) 高校
ｻｻｷ ﾘｶ 丸子修学館

女子

やり投(0.600kg)やり投(0.600kg)

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -2--2- -3--3- -4--4- -5--5- -6--6- 記録記録 備考備考
11 1818  1335 1335

 42.92  42.92 

22 1717  1222 1222
 32.94  32.94 

33 1515  1398 1398
 31.13  31.13 

44 1313  1390 1390
 29.96  29.96 

55 1616  1480 1480
 29.04  29.04 

66 1010  1296 1296
 28.23  28.23 

77 1212  1476 1476
 28.10  28.10 

88 1414  1243 1243
 26.99  26.99 

99 55  1247 1247
 25.25  25.25 

1010 1111  1345 1345
 22.07  22.07 

1111 44  1297 1297
 21.07  21.07 

1212 88  1347 1347
 20.15  20.15 

1313 22  1278 1278
 17.01  17.01 

1414 77  1241 1241
 15.51  15.51 

1515 11  2252 2252
 14.77  14.77 

1616 66  1362 1362
 14.59  14.59 

1717 99  1452 1452
 14.41  14.41 

1818 33  1386 1386
 13.26  13.26 



決勝 5月12日 14:10

県高新              47.90
大会新              50.1

[ 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 上田  1418 温井 結(1)      54.5  1   2 小諸  1336 米村  望(3)      52.0 

ｳｴﾀﾞ ﾇｸｲ ﾕｲ ｺﾓﾛ ﾖﾈﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ
 1411 井出 七彩(3)  1340 岩崎  尚美(3)

ｲﾃﾞ ﾅﾅｾ ｲﾜｻｷ ﾅｵﾐ
 1422 山﨑 菜月(2)  1335 川上 美葉(3)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂｷ ｶﾜｶﾐ ﾐﾊ
 1419 磯貝 美果(3)  1332 佐藤 静香(3)

ｲｿｶﾞｲ ﾐｶ ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ
 2   3 上田染谷丘  1476 下村 美幸(3)      55.6  2   3 佐久長聖  1301 高橋 知里(2)      52.6 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ｼﾓﾑﾗ ﾐﾕｷ ｻｸﾁｮｳｾｲ ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ
 1482 林 美朱(2)  1305 田中 里奈(3)

ﾊﾔｼ ﾐｱｶ ﾀﾅｶ ﾘﾅ
 1475 堀内 綾乃(3)  1306 柳澤 祐希(3)

ﾎﾘｳﾁ ｱﾔﾉ ﾔﾅｷﾞｻﾞﾜ ﾕｷ
 1484 土屋 みなみ(2)  1307 相澤 はるか(3)

ﾂﾁﾔ ﾐﾅﾐ ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾙｶ
 3   2 野沢北  1240 鷹野 菜摘(3)      57.2  3   5 丸子修学館  1390 吉田 かほり(3)      53.8 

ﾉｻﾞﾜｷﾀ ﾀｶﾉ ﾅﾂﾐ ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝ ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾘ
 1222 高野 希恵(2)  1388 佐藤 未来(3)

ﾀｶﾉ ｷｴ ｻﾄｳ ﾐｸ
 1221 三浦 早央里(2)  1396 佐藤 くるみ(2)

ﾐｳﾗ ｻｵﾘ ｻﾄｳ ｸﾙﾐ
 1239 原 ひかり(3)  1385 半田 美春(1)

ﾊﾗ ﾋｶﾘ ﾊﾝﾀﾞ ﾐﾊﾙ
 4   5 北佐久農業  1295 中島 鈴華(1)      59.7   4 上田東  1445 加藤 恭香(1)

ｷﾀｻｸﾉｳｷﾞｮｳ ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼ ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 失格
 1294 外池 留佳(1)  1443 髙橋 奈弓(1)

ｿﾄｲｹ ﾙｶ ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ
 1293 神谷 梨緒菜(1)  1441 花岡 美憂(2)

ｶﾐﾔ ﾘｵﾅ ﾊﾅｵｶ ﾐﾕｳ
 1289 石山 奈津子(3)  1432 小林 睦美(3)

ｲｼﾔﾏ ﾅﾂｺ ｺﾊﾞﾔｼ ﾑﾂﾐ
  4 野沢南

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐ 失格

女子

４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ

決勝決勝決勝



   1 小諸      52.0 米村  望(3) 岩崎  尚美(3) 川上 美葉(3) 佐藤 静香(3)   2   1
   2 佐久長聖      52.6 高橋 知里(2) 田中 里奈(3) 柳澤 祐希(3) 相澤 はるか(3)   2   2
   3 丸子修学館      53.8 吉田 かほり(3) 佐藤 未来(3) 佐藤 くるみ(2) 半田 美春(1)   2   3
   4 上田      54.5 温井 結(1) 井出 七彩(3) 山﨑 菜月(2) 磯貝 美果(3)   1   1
   5 上田染谷丘      55.6 下村 美幸(3) 林 美朱(2) 堀内 綾乃(3) 土屋 みなみ(2)   1   2
   6 野沢北      57.2 鷹野 菜摘(3) 高野 希恵(2) 三浦 早央里(2) 原 ひかり(3)   1   3
   7 北佐久農業      59.7 中島 鈴華(1) 外池 留佳(1) 神谷 梨緒菜(1) 石山 奈津子(3)   1   4

女子女子

４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ
タイムレースタイムレースタイムレース

順位順位 所属名所属名 都道府県都道府県 記録記録 備考備考 ｵｰﾀﾞｰ1ｵｰﾀﾞｰ1 組組 順位順位ｵｰﾀﾞｰ2ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4ｵｰﾀﾞｰ4



決勝 5月13日 13:50

県高新            3,53.12
大会新            4,07.0

[ 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 野沢北  1240 鷹野 菜摘(3)    4,24.8  1   5 小諸  1336 米村  望(3)    4,12.5 

ﾉｻﾞﾜｷﾀ ﾀｶﾉ ﾅﾂﾐ ｺﾓﾛ ﾖﾈﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ
 1223 小宮山 悠(1)  1335 川上 美葉(3)

ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ ｶﾜｶﾐ ﾐﾊ
 1222 高野 希恵(2)  1340 岩崎  尚美(3)

ﾀｶﾉ ｷｴ ｲﾜｻｷ ﾅｵﾐ
 1239 原 ひかり(3)  1332 佐藤 静香(3)

ﾊﾗ ﾋｶﾘ ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ
 2   5 上田染谷丘    4,28.2  2   4 丸子修学館  1388 佐藤 未来(3)    4,14.3 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝ ｻﾄｳ ﾐｸ
 1396 佐藤 くるみ(2)

ｻﾄｳ ｸﾙﾐ
 1391 吉池 桃子(3)

ﾖｼｲｹ ﾓﾓｺ
 1381 小合 沙季(1)

ｵｺﾞｳ ｻｷ
 3   6 上田東  1441 花岡 美憂(2)    4,31.3  3   3 佐久長聖  1300 菊原 麻由奈(1)    4,15.1 

ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼ ﾊﾅｵｶ ﾐﾕｳ ｻｸﾁｮｳｾｲ ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ
 1443 髙橋 奈弓(1)  1307 相澤 はるか(3)

ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾙｶ
 1432 小林 睦美(3)  1306 柳澤 祐希(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾑﾂﾐ ﾔﾅｷﾞｻﾞﾜ ﾕｷ
 1445 加藤 恭香(1)  1305 田中 里奈(3)

ｶﾄｳ ｷｮｳｶ ﾀﾅｶ ﾘﾅ
 4   2 野沢南  1241 掛川 響(3)    4,47.9  4   2 上田  1411 井出 七彩(3)    4,17.1 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐ ｶｹｶﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ ｳｴﾀﾞ ｲﾃﾞ ﾅﾅｾ
 1243 有井 歩(2)  1422 山﨑 菜月(2)

ｱﾘｲ ｱﾕﾐ ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂｷ
 1247 新津 まり菜(1)  1421 齋藤 みちる(3)

ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ ｻｲﾄｳ ﾐﾁﾙ
 1242 鈴木 麻衣(2)  1418 温井 結(1)

ｽｽﾞｷ ﾏｲ ﾇｸｲ ﾕｲ
 5   3 北佐久農業  1292 白川 ゆり(2)    5,00.5 

ｷﾀｻｸﾉｳｷﾞｮｳ ｼﾗｶﾜ ﾕﾘ
 1294 外池 留佳(1)

ｿﾄｲｹ ﾙｶ
 1289 石山 奈津子(3)

ｲｼﾔﾏ ﾅﾂｺ
 1295 中島 鈴華(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ

女子

４×４００ｍＲ４×４００ｍＲ

決勝決勝決勝



   1 小諸    4,12.5 米村  望(3) 川上 美葉(3) 岩崎  尚美(3) 佐藤 静香(3)   2   1
   2 丸子修学館    4,14.3 佐藤 未来(3) 佐藤 くるみ(2) 吉池 桃子(3) 小合 沙季(1)   2   2
   3 佐久長聖    4,15.1 菊原 麻由奈(1) 相澤 はるか(3) 柳澤 祐希(3) 田中 里奈(3)   2   3
   4 上田    4,17.1 井出 七彩(3) 山﨑 菜月(2) 齋藤 みちる(3) 温井 結(1)   2   4
   5 野沢北    4,24.8 鷹野 菜摘(3) 小宮山 悠(1) 高野 希恵(2) 原 ひかり(3)   1   1
   6 上田染谷丘    4,28.2   1   2
   7 上田東    4,31.3 花岡 美憂(2) 髙橋 奈弓(1) 小林 睦美(3) 加藤 恭香(1)   1   3
   8 野沢南    4,47.9 掛川 響(3) 有井 歩(2) 新津 まり菜(1) 鈴木 麻衣(2)   1   4
   9 北佐久農業    5,00.5 白川 ゆり(2) 外池 留佳(1) 石山 奈津子(3) 中島 鈴華(1)   1   5

女子女子

４×４００ｍＲ４×４００ｍＲ
タイムレースタイムレースタイムレース

順位順位 所属名所属名 都道府県都道府県 記録記録 備考備考 ｵｰﾀﾞｰ1ｵｰﾀﾞｰ1 組組 順位順位ｵｰﾀﾞｰ2ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4ｵｰﾀﾞｰ4



決勝 5月13日 13:10

県高新               4459
大会新               3836

佐藤 静香(3) 高校
ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 小諸
米村  望(3) 高校
ﾖﾈﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 小諸
花里 裕良(2) 高校
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ 佐久長聖
堀内 綾乃(3) 高校
ﾎﾘｳﾁ ｱﾔﾉ 上田染谷丘
佐藤 くるみ(2) 高校
ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館
神谷 梨緒菜(1) 高校
ｶﾐﾔ ﾘｵﾅ 北佐久農業
柳沢 有香(1) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸
林 美朱(2) 高校 欠場
ﾊﾔｼ ﾐｱｶ 上田染谷丘

女子

七種競技七種競技

順位順位 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 記録記録 備考備考
11  1332 1332

  3559  3559

22  1336 1336
  3171  3171

33  1302 1302
  3033  3033

44  1475 1475
  2889  2889

55  1396 1396
  2622  2622

66  1293 1293
  2495  2495

77  1345 1345
  1745  1745

 1482 1482



決勝 5月11日 14:40

県高新              12.09
大会新              12.6

風速 +0.6

 1 工藤 瑞希(3) 高校      14.1 
ｸﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ 佐久長聖

 2 阿部 恵里香(1) 高校      14.2 
ｱﾍﾞ ｴﾘｶ 佐久長聖

 3 花岡 美憂(2) 高校      14.3 
ﾊﾅｵｶ ﾐﾕｳ 上田東

 4 阿部 真里香(1) 高校      14.4 
ｱﾍﾞ ﾏﾘｶ 佐久長聖

 5 工藤 明日香(2) 高校      17.7 
ｸﾄﾞｳ ｱｽｶ さくら国際
箕輪 遥(1) 高校
ﾐﾉﾜ ﾊﾙｶ 佐久長聖

ｵｰﾌﾟﾝ女子

１００ｍ１００ｍ

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
55  1299 1299

77  1304 1304

66  1441 1441

33  1303 1303

44  1186 1186

22  1310 1310
欠場欠場



決勝 5月13日  9:30

県高新              24.72
大会新              25.7

風速 -1.5

 1 阿部 真里香(1) 高校      30.9 
ｱﾍﾞ ﾏﾘｶ 佐久長聖

 2 工藤 明日香(2) 高校      39.2 
ｸﾄﾞｳ ｱｽｶ さくら国際
阿部 恵里香(1) 高校
ｱﾍﾞ ｴﾘｶ 佐久長聖
菊原 麻由奈(1) 高校
ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ 佐久長聖

ｵｰﾌﾟﾝ女子

２００ｍ２００ｍ

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
55  1303 1303

44  1186 1186

22  1304 1304
欠場欠場

33  1300 1300
欠場欠場



決勝 5月11日 13:15

県高新            4,23.10
大会新            4,40.3

 1 齋藤 みちる(3) 高校    5,21.4 
ｻｲﾄｳ ﾐﾁﾙ 上田

 2 出口 栞里(1) 高校    5,31.4 
ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｵﾘ 上田

ｵｰﾌﾟﾝ女子

１５００ｍ１５００ｍ

決勝決勝決勝

順順 No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
11  1421 1421

22  1416 1416



決勝 5月13日 12:00

県高新            9,16.29
大会新           10,12.0

 1 齋藤 みちる(3) 高校   11,40.5 
ｻｲﾄｳ ﾐﾁﾙ 上田

 2 出口 栞里(1) 高校   11,50.5 
ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｵﾘ 上田

ｵｰﾌﾟﾝ女子

３０００ｍ３０００ｍ

決勝決勝決勝

順順 No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
11  1421 1421

22  1416 1416



決勝 5月11日 10:00

県高新               6.06
大会新               5.55

石井 歩(2) 高校   3.29   3.45   3.36    3.45 
ｲｼｲ ｱﾕﾐ さくら国際   +0.1   +0.9   +0.5    +0.9
成澤 智織(1) 高校   2.42   3.17   3.27    3.27 
ﾅﾙｻﾜ ﾁｵﾘ 野沢南   +0.1   +0.2   -0.1    -0.1

ｵｰﾌﾟﾝ女子

走幅跳走幅跳

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4- 備考備考
11 11  1189 1189

-5--5-

22 22  1246 1246



決勝 5月12日 11:00

県高新              13.65
大会新              13.65

佐々木 梨香(1) 高校
ｻｻｷ ﾘｶ 丸子修学館

ｵｰﾌﾟﾝ女子

砲丸投(4.000kg)砲丸投(4.000kg)

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -2--2- -3--3- -4--4- -5--5- -6--6- 記録記録 備考備考
11 11  1386 1386

 4.32 4.32  4.59 4.59  4.87 4.87   4.87   4.87 



決勝 5月13日 12:00

県高新              44.69
大会新              43.41

佐々木 梨香(1) 高校
ｻｻｷ ﾘｶ 丸子修学館
藤 未左衣(1) 高校
ﾌｼﾞ ﾐｻｷ 丸子修学館

ｵｰﾌﾟﾝ女子

円盤投(1.000kg)円盤投(1.000kg)

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -2--2- -3--3- -4--4- -5--5- -6--6- 記録記録 備考備考
11 11  1386 1386

 14.83  14.83 

22 22  1384 1384
 13.56  13.56 



決勝 5月11日 14:30

県高新              48.07
大会新              44.88

藤 未左衣(1) 高校
ﾌｼﾞ ﾐｻｷ 丸子修学館

ｵｰﾌﾟﾝ女子

やり投(0.600kg)やり投(0.600kg)

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -2--2- -3--3- -4--4- -5--5- -6--6- 記録記録 備考備考
11 11  1384 1384

 17.88  17.88 



決勝 5月12日 13:30

県高新              24.72
大会新              25.7

[ 1組] 風速 +2.2 [ 2組] 風速 -2.3

 1 佐藤 静香(3) 高校 27.3(668)  1 花里 裕良(2) 高校 29.3(515)
ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 小諸 ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ 佐久長聖

 2 米村  望(3) 高校 28.1(604)  2 堀内 綾乃(3) 高校 29.9(472)
ﾖﾈﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 小諸 ﾎﾘｳﾁ ｱﾔﾉ 上田染谷丘

 3 佐藤 くるみ(2) 高校 29.4(508)  3 神谷 梨緒菜(1) 高校 31.9(343)
ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館 ｶﾐﾔ ﾘｵﾅ 北佐久農業

 4 柳沢 有香(1) 高校 33.7(243) 林 美朱(2) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸 ﾊﾔｼ ﾐｱｶ 上田染谷丘

混成女子

七種２００ｍ七種２００ｍ

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
44  1332 1332

55  1336 1336

22  1396 1396

33  1345 1345

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
22  1302 1302

33  1475 1475

55  1293 1293

44  1482 1482
欠場欠場



   1 佐藤 静香(3) 高校 小諸      27.3 (+2.2)   1   1
   2 米村  望(3) 高校 小諸      28.1 (+2.2)   1   2
   3 花里 裕良(2) 高校 佐久長聖      29.3 (-2.3)   2   1
   4 佐藤 くるみ(2) 高校 丸子修学館      29.4 (+2.2)   1   3
   5 堀内 綾乃(3) 高校 上田染谷丘      29.9 (-2.3)   2   2
   6 神谷 梨緒菜(1) 高校 北佐久農業      31.9 (-2.3)   2   3
   7 柳沢 有香(1) 高校 小諸      33.7 (+2.2)   1   4

混成女子混成女子

七種２００ｍ七種２００ｍ
タイムレースタイムレースタイムレース

順位順位 No.No. 氏  名氏  名 都道府県都道府県 所属名所属名 記録（風）記録（風） 備考備考 組組 順位順位
 1332 1332
 1336 1336
 1302 1302

 1345 1345

 1396 1396
 1475 1475
 1293 1293



決勝 5月13日 13:10

県高新            2,11.84
大会新            2,18.1

 1 佐藤 静香(3) 高校 2,41.8(552)
ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 小諸

 2 花里 裕良(2) 高校 2,43.2(537)
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ 佐久長聖

 3 米村  望(3) 高校 2,45.1(516)
ﾖﾈﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 小諸

 4 佐藤 くるみ(2) 高校 2,48.5(479)
ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館

 5 神谷 梨緒菜(1) 高校 2,49.7(467)
ｶﾐﾔ ﾘｵﾅ 北佐久農業

 6 堀内 綾乃(3) 高校 2,54.6(417)
ﾎﾘｳﾁ ｱﾔﾉ 上田染谷丘

 7 柳沢 有香(1) 高校 3,07.0(303)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸
林 美朱(2) 高校
ﾊﾔｼ ﾐｱｶ 上田染谷丘

混成女子

七種８００ｍ七種８００ｍ

決勝決勝決勝

順順 No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
44  1332 1332

77  1302 1302

22  1336 1336

88  1396 1396

11  1293 1293

55  1475 1475

66  1345 1345

33  1482 1482
欠場欠場



決勝 5月12日  9:30

県高新              14.28
大会新              14.6

[ 1組] 風速 -1.4 [ 2組] 風速 -1.9

 1 佐藤 静香(3) 高校 17.6(505)  1 花里 裕良(2) 高校 18.6(405)
ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 小諸 ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ 佐久長聖

 2 米村  望(3) 高校 18.4(424)  2 堀内 綾乃(3) 高校 18.8(387)
ﾖﾈﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 小諸 ﾎﾘｳﾁ ｱﾔﾉ 上田染谷丘

 3 神谷 梨緒菜(1) 高校 20.1(275)  3 佐藤 くるみ(2) 高校 20.8(222)
ｶﾐﾔ ﾘｵﾅ 北佐久農業 ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館
林 美朱(2) 高校  4 柳沢 有香(1) 高校 22.7(104)
ﾊﾔｼ ﾐｱｶ 上田染谷丘 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸

混成女子

七種１００ｍH七種１００ｍH

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
55  1332 1332

33  1336 1336

22  1293 1293

44  1482 1482
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
44  1302 1302

22  1475 1475

55  1396 1396

33  1345 1345



   1 佐藤 静香(3) 高校 小諸      17.6 (-1.4)   1   1
   2 米村  望(3) 高校 小諸      18.4 (-1.4)   1   2
   3 花里 裕良(2) 高校 佐久長聖      18.6 (-1.9)   2   1
   4 堀内 綾乃(3) 高校 上田染谷丘      18.8 (-1.9)   2   2
   5 神谷 梨緒菜(1) 高校 北佐久農業      20.1 (-1.4)   1   3
   6 佐藤 くるみ(2) 高校 丸子修学館      20.8 (-1.9)   2   3
   7 柳沢 有香(1) 高校 小諸      22.7 (-1.9)   2   4

混成女子混成女子

七種１００ｍH七種１００ｍH
タイムレースタイムレースタイムレース

順位順位 No.No. 氏  名氏  名 都道府県都道府県 所属名所属名 記録（風）記録（風） 備考備考 組組 順位順位
 1332 1332
 1336 1336
 1302 1302

 1345 1345

 1475 1475
 1293 1293
 1396 1396



決勝 5月12日 10:20

県高新               1.77
大会新               1.65

堀内 綾乃(3) 高校
ﾎﾘｳﾁ ｱﾔﾉ 上田染谷丘 (566)
神谷 梨緒菜(1) 高校
ｶﾐﾔ ﾘｵﾅ 北佐久農業 (552)
佐藤 静香(3) 高校
ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 小諸 (512)
花里 裕良(2) 高校
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ 佐久長聖 (512)
柳沢 有香(1) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸 (359)
佐藤 くるみ(2) 高校
ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館 (359)
米村  望(3) 高校
ﾖﾈﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 小諸 (312)
林 美朱(2) 高校 欠場
ﾊﾔｼ ﾐｱｶ 上田染谷丘

混成女子

七種走高跳七種走高跳

決勝決勝決勝

順位順位順位 試技試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名氏  名 所属名所属名所属名 記録記録記録 備考備考備考
11 55  1475 1475

 1.45 1.45

22 11  1293 1293
 1.40 1.40

22 44  1332 1332
 1.40 1.40

22 77  1302 1302
 1.40 1.40

55 66  1345 1345
 1.25 1.25

55 88  1396 1396
 1.25 1.25

77 22  1336 1336
 1.20 1.20

33  1482 1482



決勝 5月13日  9:30

県高新               6.02
大会新               5.55

花里 裕良(2) 高校    4.78 
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ 佐久長聖    +3.1 (500)
佐藤 静香(3) 高校    4.76 
ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 小諸    +3.1 (495)
米村  望(3) 高校    4.69 
ﾖﾈﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 小諸    +2.1 (477)
堀内 綾乃(3) 高校    4.64 
ﾎﾘｳﾁ ｱﾔﾉ 上田染谷丘    +0.9 (464)
佐藤 くるみ(2) 高校    4.33 
ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館    +3.5 (386)
神谷 梨緒菜(1) 高校    4.19 
ｶﾐﾔ ﾘｵﾅ 北佐久農業    +3.1 (352)
柳沢 有香(1) 高校    3.58 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸    +5.4 (216)
林 美朱(2) 高校 欠場
ﾊﾔｼ ﾐｱｶ 上田染谷丘

混成女子

七種走幅跳七種走幅跳

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4- 備考備考
11 33  1302 1302

-5--5-

22 88  1332 1332

33 66  1336 1336

44 11  1475 1475

55 44  1396 1396

66 55  1293 1293

77 22  1345 1345

77  1482 1482



決勝 5月12日 12:20

県高新              13.65
大会新              13.65

佐藤 静香(3) 高校
ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 小諸 (366)
神谷 梨緒菜(1) 高校
ｶﾐﾔ ﾘｵﾅ 北佐久農業 (348)
花里 裕良(2) 高校
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ 佐久長聖 (341)
佐藤 くるみ(2) 高校
ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館 (337)
堀内 綾乃(3) 高校
ﾎﾘｳﾁ ｱﾔﾉ 上田染谷丘 (331)
米村  望(3) 高校
ﾖﾈﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 小諸 (323)
柳沢 有香(1) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸 (228)
林 美朱(2) 高校 欠場
ﾊﾔｼ ﾐｱｶ 上田染谷丘

混成女子

七種砲丸投七種砲丸投

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -2--2- -3--3- -4--4- -5--5- -6--6- 記録記録 備考備考
11 88  1332 1332

  7.48   7.48 

22 33  1293 1293
  7.21   7.21 

33 55  1302 1302
  7.10   7.10 

44 44  1396 1396
  7.03   7.03 

55 77  1475 1475
  6.93   6.93 

66 22  1336 1336
  6.81   6.81 

77 66  1345 1345
  5.31   5.31 

11  1482 1482



決勝 5月13日 11:00

県高新              47.14
大会新              44.88

米村  望(3) 高校
ﾖﾈﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 小諸 (515)
佐藤 静香(3) 高校
ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 小諸 (461)
佐藤 くるみ(2) 高校
ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館 (331)
柳沢 有香(1) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸 (292)
堀内 綾乃(3) 高校
ﾎﾘｳﾁ ｱﾔﾉ 上田染谷丘 (252)
花里 裕良(2) 高校
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ 佐久長聖 (223)
神谷 梨緒菜(1) 高校
ｶﾐﾔ ﾘｵﾅ 北佐久農業 (198)
林 美朱(2) 高校 欠場
ﾊﾔｼ ﾐｱｶ 上田染谷丘

混成女子

七種やり投七種やり投

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -2--2- -3--3- -4--4- -5--5- -6--6- 記録記録 備考備考
11 66  1336 1336

 32.04  32.04 

22 44  1332 1332
 29.20  29.20 

33 88  1396 1396
 22.24  22.24 

44 22  1345 1345
 20.18  20.18 

55 33  1475 1475
 18.00  18.00 

66 11  1302 1302
 16.43  16.43 

77 77  1293 1293
 15.08  15.08 

55  1482 1482



混成競技記録表   得点表  （男子・[女子]）

陸協名 (なし)     [-1] 競技会名 第151回　東信高校総合体育大会　陸上競技大会 ｺｰﾄﾞ  [2201503]

競技場名 上田市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [204130]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
女子 05/13  1 佐藤 静香(3) 高校    3559  2 米村  望(3) 高校    3171  3 花里 裕良(2) 高校    3033  4 堀内 綾乃(3) 高校    2889

小諸 小諸 佐久長聖 上田染谷丘
 5 佐藤 くるみ(2) 高校    2622  6 神谷 梨緒菜(1) 高校    2495  7 柳沢 有香(1) 高校    1745 林 美朱(2) 高校 欠場    

丸子修学館 北佐久農業 小諸 上田染谷丘

七種競技

順
位

順
位

順
位

順
位


	女子
	女子
	F02000000
	決勝記録一覧表

	TP02002000
	用紙

	TP02003000
	用紙

	TP02005000
	用紙

	TP02006000
	用紙

	TP02008000
	用紙

	TP02010000
	用紙

	TP02032000
	用紙

	TP02042000
	用紙

	TP02061000
	用紙

	TP02071000
	用紙

	TP02073000
	用紙

	TP02083000
	用紙

	TP02093000
	用紙

	TP02112000
	用紙

	TP02201000
	用紙

	TP02205000
	用紙

	TP02306000
	用紙

	TP04002000
	用紙

	TP04003000
	用紙

	TP04008000
	用紙

	TP04010000
	用紙

	TP04073000
	用紙

	TP04083000
	用紙

	TP04093000
	用紙

	TP04112000
	用紙

	TP06003000
	用紙

	TP06006000
	用紙

	TP06032000
	用紙

	TP06071000
	用紙

	TP06073000
	用紙

	TP06083000
	用紙

	TP06112000
	用紙


	男子2


