
13　佐久地区陸上競技選手権大会                                                  

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
07/21 女子   0.0 金田 華実(1) 12.70 菊原 麻由奈(2) 13.07 阿部 真里香(2) 13.25 片桐 穂花(1) 13.38 有井 歩(3) 13.77 関 沙紀穂(1) 13.91 岩崎 若葉(2) 13.93 土屋 なつみ(1) 14.11

１００ｍ 高校･野沢北高 高校･佐久長聖高 高校･佐久長聖高 高校･望月AC 高校･野沢南高 高校･野沢北高 高校･小諸高 高校･野沢北高
07/21 菊原 麻由奈(2) 1,01.08 阿部 恵里香(2) 1,05.12 土屋 なつみ(1) 1,05.66 清水 晶絵(1) 1,06.41 渡邉 希(1) 1,08.92 甘利 祐子(1) 1,11.59

４００ｍ 高校･佐久長聖高 高校･佐久長聖高 高校･野沢北高 高校･小諸高 高校･小諸高 高校･佐久長聖高
07/21 小宮山 悠(1) 2,26.68 甘利 祐子(1) 2,31.69 中島 鈴華(2) 2,37.53 小泉 愛花(2) 2,42.44

８００ｍ 高校･野沢北高 高校･佐久長聖高 高校･北佐久農業高 高校･野沢南高
07/21  +0.8 岩崎 若葉(2) 17.72 渡邉 希(1) 18.14 木下 真凛(2) 18.64 萩原 千尋(1) 19.63 成澤 智織(2) 21.65

１００ｍＨ 高校･小諸高 高校･小諸高 高校･野沢北高 高校･野沢南高 高校･野沢南高
07/21 神谷 梨緒菜(2) 1.50 萩原 千尋(1) 1.40 林 未加(2) 1.30

走高跳 高校･北佐久農業高 高校･野沢南高 高校･小諸高
07/21 片桐 穂花(1) 4.99(+0.9) 清水 晶絵(1) 4.79(+2.3) 佐藤 有生(2) 4.45(+0.4) 立野 佑奈(1) 4.20(+1.7) 箕輪 遥(2) 4.18(+1.0) 橋本 実季(1) 3.43(+0.8)

走幅跳 高校･望月AC 高校･小諸高 高校･野沢南高 高校･小諸商高 高校･佐久長聖高 高校･野沢南高
07/21 佐藤 芹香(1) 10.09

砲丸投 高校･佐久長聖高
07/21 佐藤 芹香(1) 30.28 新津 まり菜(2) 28.78 小林 優乃(2) 27.34 柳沢 有香(2) 19.33 橋本 実季(1) 15.34

円盤投 高校･佐久長聖高 高校･野沢南高 高校･岩村田高 高校･小諸高 高校･野沢南高
07/21 新津 まり菜(2) 36.10 柳沢 有香(2) 28.29 林 未加(2) 27.73 箕輪 遥(2) 25.38 宮内  泉 20.78

やり投 高校･野沢南高 高校･小諸高 高校･小諸高 高校･佐久長聖高 一般･T&F佐久平
07/21 小共通女子 山本 冴(6) 3,26.72 髙見澤 美良(6) 3,30.75 碓氷 眞子(6) 3,32.85 依田 仁美(6) 3,33.86 依田 真由子(6) 3,45.73 井出 彩聖(6) 3,48.98 木次 悠菜(6) 3,52.35 大工原 月那(6) 3,53.81

１０００ｍ 小学･浅科AC 小学･南牧北小 小学･浅科AC 小学･軽井沢A&AC 小学･南牧北小 小学･佐久西小 小学･佐久城山小 小学･T&F佐久平
07/21 林  実玲(6) 15.06 宇都宮 悠奈(6) 15.10 米山 野乃佳(6) 15.97 塚田 菜々(5) 16.24 小泉 有唯(5) 16.75 赤城 莉望(6) 16.97 菊池こころ(4) 20.36 板津 藍(6) 21.45

８０ｍＨ 小学･T&F佐久平 小学･軽井沢中部小 小学･浅科AC 小学･美南ｶﾞ丘小 小学･美南ｶﾞ丘小 小学･T&F佐久平 小学･南牧北小 小学･南相木小
07/21 軽井沢A&AC       57.44 美南ｶﾞ丘小(A)      59.19 T&F佐久平(A)       59.21 軽井沢中部小       59.76 浅科AC     1,01.05 野沢小     1,01.23 佐久西小(A)     1,02.04 南牧北小     1,02.09

４×１００ｍR 前田 望乃花(5) 大工原 初(6) 三浦 元海(6) 森川 日菜歩(5) 北村 典子(6) 三石 季奈(6) 三井 亜矢乃(6) 藤本 唯花(6)
土屋 愛理(6) 大井 彩彌子(5) 荒井 奈々実(6) 鈴木 みのり(6) 木内 サラ(6) 井出 亜実加(6) 三井 茜音(6) 菊池 さらい(6)
依田 仁美(6) 大塚 七星(6) 林  実玲(6) 宇都宮 悠奈(6) 碓氷 眞子(6) 内津 玲奈(6) 井出 彩聖(6) 藤本 梨瑚(6)
藤巻 百未(6) 横須賀 玲奈(6) 掛川 莉里(6) 寺井 萌々香(6) 山本 冴(6) 山浦  優(6) 友野 恵(6) 井出 凜生(6)

御代田南小
高柳 菜乃香(5)
荻原 未優(6)
宮澤 志帆(6)
小島 泉緒(6)

07/21 小6女子  +0.1 藤巻 百未(6) 14.66 土屋 愛理(6) 14.83 大塚 七星(6) 14.95 荒井 奈々実(6) 15.03 横須賀 玲奈(6) 15.04 井出 怜那(6) 15.05 井出 凜生(6) 15.35 三浦 元海(6) 15.38
１００ｍ 小学･軽井沢A&AC 小学･軽井沢A&AC 小学･美南ｶﾞ丘小 小学･T&F佐久平 小学･美南ｶﾞ丘小 小学･川上第一小 小学･南牧北小 小学･T&F佐久平

07/21 犬飼 楓(6) 3.70(+1.0) 友野 恵(6) 3.66(+1.1) 髙見澤 悠月(6)3.59(+1.6) 掛川 莉里(6) 3.50(+1.2) 大工原 初(6) 3.47(+1.9) 雫田 海玖(6) 3.47(+0.3) 宇羽野 陽(6) 3.46(+1.6) 大井 彩彌子(5)3.39(+1.7)
走幅跳 小学･川上第一小 小学･佐久西小 小学･南牧南小 小学･T&F佐久平 小学･美南ｶﾞ丘小 小学･南牧北小 小学･ﾛﾃﾞｨｵ 小学･美南ｶﾞ丘小

07/21 小5女子  -0.5 前田 望乃花(5) 14.66 中島 亜実(5) 15.10 小林 奈央(5) 15.11 森川 日菜歩(5) 15.31 中村 睦(5) 15.59 篠原 まひな(5) 15.72 由井 梨夢(5) 15.74 遠藤 和泉(5) 15.78
１００ｍ 小学･軽井沢A&AC 小学･南相木小 小学･千曲小 小学･軽井沢中部小 小学･坂の上小 小学･軽井沢中部小 小学･川上第一小 小学･T&F佐久平

07/21 齋藤 愛夏(5) 3.49(+0.7) 間島 小雪(5) 3.44(+0.2) 植田 春香(5) 3.34(+1.5) 土屋 美優(5) 3.33(-0.2) 川崎 涼花(5) 3.32(+0.6) 今井 香凜(5) 3.27(+0.8) 井出萌音(5) 3.26(+0.7) 砥石  明(5) 3.21(+0.4)
走幅跳 小学･立科小 小学･中込小 小学･佐久西小 小学･ﾛﾃﾞｨｵ 小学･T&F佐久平 小学･南牧南小 小学･南牧北小 小学･野沢小

07/21 中学女子  +1.4 小林 千夏(3) 13.31 齊藤 陽向(1) 13.35 土屋 かなめ(2) 13.43 小野 寛奈(3) 13.57 柳澤 莉子(3) 13.75 柳澤 真衣(3) 13.77 酒井 夢実(1) 13.86 栁澤 光季子(3) 14.05
１００ｍ 中学･浅間中 中学･望月AC 中学･望月AC 中学･野沢中 中学･浅間中 中学･野沢中 中学･小諸東中 中学･浅間中

07/21 髙橋 うらら(2) 28.12 齊藤 陽向(1) 中学･望月AC 28.14 住友 佐耶佳(3) 28.47 土屋 かなめ(2) 28.64 柳澤 真衣(3) 29.00 佐藤 真由(2) 29.30 小平 佳乃(3) 29.37
２００ｍ 中学･軽井沢中 小野 寛奈(3) 中学･野沢中 中学･小諸東中 中学･望月AC 中学･野沢中 中学･小諸東中 中学･野沢中

07/21 佐藤 真由(2) 2,30.45 紫 美海(1) 2,46.55 加納 南菜子(3) 2,46.98 武藤 衣里加(1) 2,47.24 林脇 結衣(2) 2,47.78 下平 祐梨子(3) 2,47.79 臼田 可子(2) 2,54.09 高見澤 花(1) 3,06.66
８００ｍ 中学･小諸東中 中学･軽井沢中 中学･芦原中 中学･芦原中 中学･臼田中 中学･中込中 中学･野沢中 中学･野沢中

07/21 土屋 みやび(1) 16.14 髙橋 うらら(2) 16.46 矢澤 瑠佳(2) 17.38 加納 南菜子(3) 18.57 塩川 里咲(3) 19.38 神津 梨乃(3) 19.50 荒井 杏奈(1) 19.79 辻 奈緒(2) 19.82
１００ｍＨ 中学･軽井沢中 中学･軽井沢中 中学･軽井沢中 中学･芦原中 中学･小諸東中 中学･佐久東中 中学･野沢中 中学･小諸東中

07/21 野澤 沙綺(2) 1.35 神津 梨乃(3) 1.30 櫻井 裕梨(1) 1.30 矢澤 瑠佳(2) 1.30 野中 梨紗子(2) 1.30 佐々木 はな実(3) 1.25 宮沢 凜子(2) 1.20 塚本 美乃(1) 1.20
走高跳 中学･小諸東中 中学･佐久東中 中学･野沢中 中学･軽井沢中 中学･佐久東中 中学･浅間中 中学･佐久東中 中学･浅間中

07/21 山浦 恵梨(2) 4.67(+0.9) 住友 佐耶佳(3)4.53(+0.8) 土屋 みやび(1)4.52(+1.9) 鈴木 香琳(2) 4.40(+1.5) 清水 千亜紀(2)4.40(+1.0) 木内 麻衣子(2)4.33(+2.0) 西原 叶子(3) 4.29(+0.8) 柳沢 杏沙(3) 4.10(+1.7)
走幅跳 中学･小諸東中 中学･小諸東中 中学･軽井沢中 中学･浅間中 中学･望月AC 中学･佐久東中 中学･浅間中 中学･中込中



13　佐久地区陸上競技選手権大会                                                  

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
07/21 栁澤 光季子(3) 9.21 大塚 美月(3) 8.02 鈴木 香琳(2) 7.58 中山 麻衣(1) 6.39  栁澤 広奈(1) 6.20 長坂 希美(1) 5.80 高橋 麻央(1) 5.45 篠澤 ひより(1) 5.36

砲丸投 中学･浅間中 中学･小諸東中 中学･浅間中 中学･中込中 中学･中込中 中学･中込中 中学･中込中 中学･浅間中
07/21 山浦 恵梨(2) 16.26 野澤 沙綺(2) 16.18 辻 奈緒(2) 14.55 住友 優香(2) 11.13

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･小諸東中 中学･小諸東中 中学･小諸東中 中学･小諸東中
07/21 マスターズ女  +0.4 青木　江里(3) 14.05

１００ｍ 一般･佐久マスターズ
07/21 青木　江里(3) 5.25

砲丸投 一般･佐久マスターズ
07/21 小４女子  -0.7 清水 奈都紀(4) 15.41 松川 杏奈(4) 15.51 藤松 あい(4) 15.80 佐藤 千花(4) 16.04 角田 彩音(4) 16.05 柳沢 風花(4) 16.09 市村 彩美(4) 16.17 松井 朋香(4) 16.20

１００ｍ 小学･望月AC 小学･中佐都小 小学･坂の上小 小学･軽井沢中部小 小学･中込小 小学･御代田南小 小学･軽井沢中部小 小学･望月AC
07/21 土屋 ほのか(4)3.64(+1.0) 高見沢 愛結(4)2.90(+0.9) 小林 莉緒(4) 2.85(+1.0) 長岡 涼子(4) 2.84(-0.5) 中原 杏樹(4) 2.76(-0.8) 菊池 美羽(4) 2.76(+1.2) 原野 花菜(4) 2.71(0.0) 三石 そな(4) 2.62(+0.2)

走幅跳 小学･軽井沢中部小 小学･T&F佐久平 小学･美南ｶﾞ丘小 小学･野沢小 小学･南牧北小 小学･南牧北小 小学･中佐都小 小学･中佐都小



トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [-1] 競技会名 13　佐久地区陸上競技選手権大会                                                  ｺｰﾄﾞ  [13200556]

競技場名 佐久総合運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202060]

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
小6女子 07/21  1組 -0.2  1 横須賀 玲奈(6) 小学    14.91  2 山浦 留奈(6) 小学    15.23  3 鈴木 みのり(6) 小学    15.37  4 北村 典子(6) 小学    15.41

美南ｶﾞ丘小 ﾛﾃﾞｨｵ 軽井沢中部小 浅科AC
 5 長岡 藍理(6) 小学    15.45  6 小林 稚奈(6) 小学    15.49  7 油井 桃夏(6) 小学    15.80 佐藤 友里(6) 小学 欠場    

中込小 立科小 小海小 坂の上小
 2組 +1.3  1 土屋 愛理(6) 小学    14.61  2 井出 怜那(6) 小学    14.97  3 三浦 元海(6) 小学    15.04  4 寺井 萌々香(6) 小学    15.29

軽井沢A&AC 川上第一小 T&F佐久平 軽井沢中部小
 5 石田 音央(6) 小学    15.51  6 永原 彩(6) 小学    15.54  7 三井 茜音(6) 小学    15.98  8 横森 湖鳩(6) 小学    20.77

佐久城山小 中込小 佐久西小 青沼小
 3組 +0.9  1 藤巻 百未(6) 小学    14.49  2 大塚 七星(6) 小学    14.90  3 藤本 唯花(6) 小学    15.07  4 小島 泉緒(6) 小学    15.42

軽井沢A&AC 美南ｶﾞ丘小 南牧北小 御代田南小
 5 三井 亜矢乃(6) 小学    15.68  6 小林 楓(6) 小学    15.86  7 吉田 清華(6) 小学    17.18

佐久西小 川上第二小 青沼小
 4組 +0.8  1 荒井 奈々実(6) 小学    14.91  2 井出 凜生(6) 小学    14.96  3 井出 杏佳(6) 小学    15.47  4 荻原 未優(6) 小学    15.55

T&F佐久平 南牧北小 川上第一小 御代田南小
 5 遠山 愛乃(6) 小学    15.64  6 木内 サラ(6) 小学    15.68  7 日向 優美(6) 小学    16.90

立科小 浅科AC 切原小
小5女子 07/21  1組 +0.2  1 遠藤 和泉(5) 小学    15.47  2 篠原 まひな(5) 小学    15.61  3 由井 梨夢(5) 小学    15.74  4 岡部 鈴(5) 小学    16.13

T&F佐久平 軽井沢中部小 川上第一小 佐久西小
 5 熊谷 美来(5) 小学    16.23  6 武舎 葵唯(5) 小学    17.38  7 篠原 唯凪(5) 小学    20.00 渡邉 亜美(5) 小学 欠場    

中込小 青沼小 切原小 坂の上小
 2組 -0.1  1 小林 奈央(5) 小学    14.85  2 竹鼻 花凜(5) 小学    15.76  3 森泉 怜南(5) 小学    15.77  4 高柳 菜乃香(5) 小学    16.24

千曲小 中込小 佐久西小 御代田南小
 5 山下 むすび(5) 小学    16.60  6 土屋 菜緒(5) 小学    17.23  7 原 姫奈乃(5) 小学    17.43  8 油井 彩奈(5) 小学    19.12

軽井沢A&AC 青沼小 川上第一小 切原小
 3組 -0.9  1 森川 日菜歩(5) 小学    15.27  2 篠原 妃花(5) 小学    16.16  3 志摩 真心(5) 小学    16.48  4 瀧澤 侑未(5) 小学    16.51

軽井沢中部小 田口小 T&F佐久平 御代田北小
 5 長谷川 美和(5) 小学    16.58  6 山浦 萌衣(4) 小学    17.43  7 井上 野恵(5) 小学    17.53

ﾛﾃﾞｨｵ 美南ｶﾞ丘小 立科小
 4組 -1.7  1 前田 望乃花(5) 小学    14.76  2 中島 亜実(5) 小学    15.08  3 中村 睦(5) 小学    15.62  4 志富 真歩(5) 小学    15.96

軽井沢A&AC 南相木小 坂の上小 田口小
 5 山浦 日菜乃(5) 小学    16.56  6 井出 帆南(5) 小学    17.92  7 遠山 あずさ(5) 小学    18.72

立科小 八千穂小 ﾛﾃﾞｨｵ
中学女子 07/21  1組 +0.8  1 小林 千夏(3) 中学    13.36  2 荒井 祐里奈(3) 中学    14.08  3 湯浅 恋(2) 中学    14.10  4 清水 千亜紀(2) 中学    14.38

浅間中 浅間中 芦原中 望月AC
 5 斉藤 智香(3) 中学    14.59  6 小澤 美結(3) 中学    14.98  7 生島 初音(1) 中学    15.86  8 佐々木 杏樹(1) 中学    16.38

野沢中 T&F佐久平 中込中 浅間中
久保村 沙那(2) 中学 欠場    

佐久東中
 2組 +0.3  1 柳澤 莉子(3) 中学    13.64  2 小平 佳乃(3) 中学    14.05  3 中村 葵(2) 中学    14.08  4 森川 いずみ(3) 中学    14.46

浅間中 野沢中 芦原中 中込中
 5 小林 茉菜美(3) 中学    14.60  6 加部 菜花(1) 中学    14.64  7 宮沢 凜子(2) 中学    16.13  8 黛 ひより(1) 中学    16.27

浅間中 小諸東中 佐久東中 浅間中
 3組 +1.9  1 齊藤 陽向(1) 中学    13.33  2 小野 寛奈(3) 中学    13.47  3 井出 彩月(1) 中学    14.04  4 大井 富貴(3) 中学    14.29

望月AC 野沢中 野沢中 芦原中
 5 小林 未稀(3) 中学    14.42  6 廣川 紗良(1) 中学    14.50  7 木内 麻衣子(2) 中学    14.68  8 下平茉里奈(1) 中学    14.73

浅間中 芦原中 佐久東中 中込中
 9 秋山 咲花(1) 中学    15.37

浅間中
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トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [-1] 競技会名 13　佐久地区陸上競技選手権大会                                                  ｺｰﾄﾞ  [13200556]

競技場名 佐久総合運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202060]

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
順
位

順
位

順
位

順
位

 4組 +0.7  1 土屋 かなめ(2) 中学    13.36  2 柳澤 真衣(3) 中学    13.61  3 栁澤 光季子(3) 中学    13.95  4 酒井 夢実(1) 中学    13.96
望月AC 野沢中 浅間中 小諸東中

 5 工藤 仁美(2) 中学    14.30  6 渡邉 美南(2) 中学    14.66  7 鈴木 風香(1) 中学    14.67  8 高柳 冴香(2) 中学    15.85
佐久東中 芦原中 浅間中 T&F佐久平

小４女子 07/21  1組 +1.4  1 津布子 せな(4) 小学    16.13  2 荒井 利奈(4) 小学    16.21  3 土屋 璃乃(4) 小学    17.05  4 武藤 凜(4) 小学    17.10
美南ｶﾞ丘小 野沢小 坂の上小 佐久城山小

 5 諸星 美璃(4) 小学    17.70  6 小林 美菜子(4) 小学    18.14  7 井出彩美(4) 小学    18.35
軽井沢A&AC 中佐都小 南牧北小

 2組 +1.0  1 角田 彩音(4) 小学    15.64  2 柳沢 風花(4) 小学    15.71  3 藤松 あい(4) 小学    15.72  4 市村 彩美(4) 小学    15.79
中込小 御代田南小 坂の上小 軽井沢中部小

 5 松井 朋香(4) 小学    16.05  6 栁澤 仁美(4) 小学    16.64  7 渡邉 美祐(4) 小学    17.49
望月AC 立科小 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 3組 +1.9  1 清水 奈都紀(4) 小学    15.47  2 新津 由茉(4) 小学    16.49  3 濱村  涼(4) 小学    16.50  4 佐藤 史菜(4) 小学    16.60
望月AC 小海小 野沢小 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 5 浅川 真愛(4) 小学    16.64  6 菊池 愛理(4) 小学    17.42  7 竹中 さくら(4) 小学    18.60
佐久城山小 南牧北小 御代田南小

 4組 +0.4  1 松川 杏奈(4) 小学    15.42  2 佐藤 千花(4) 小学    16.00  3 山﨑 茉歩蕗(4) 小学    16.13  4 大工原 伶(4) 小学    16.67
中佐都小 軽井沢中部小 岩村田AC 美南ｶﾞ丘小

 5 今井 菜々子(4) 小学    16.80  6 依田 靖恵(4) 小学    17.12  7 佐々木 紗弥(4) 小学    18.29
立科小 小諸JEC 八千穂小

１００ｍ１００ｍ１００ｍ



トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [-1] 競技会名 13　佐久地区陸上競技選手権大会                                                  ｺｰﾄﾞ  [13200556]

競技場名 佐久総合運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202060]

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 07/21 0.0  1 金田 華実(1) 高校    12.70  2 菊原 麻由奈(2) 高校    13.07  3 阿部 真里香(2) 高校    13.25  4 片桐 穂花(1) 高校    13.38

野沢北高 佐久長聖高 佐久長聖高 望月AC
 5 有井 歩(3) 高校    13.77  6 関 沙紀穂(1) 高校    13.91  7 岩崎 若葉(2) 高校    13.93  8 土屋 なつみ(1) 高校    14.11

野沢南高 野沢北高 小諸高 野沢北高
 9 宮内  泉 一般    14.77

T&F佐久平
女子 07/21  1 菊原 麻由奈(2) 高校  1,01.08  2 阿部 恵里香(2) 高校  1,05.12  3 土屋 なつみ(1) 高校  1,05.66  4 清水 晶絵(1) 高校  1,06.41

佐久長聖高 佐久長聖高 野沢北高 小諸高
 5 渡邉 希(1) 高校  1,08.92  6 甘利 祐子(1) 高校  1,11.59 小林 優乃(2) 高校 欠場    中島 鈴華(2) 高校 欠場    

小諸高 佐久長聖高 岩村田高 北佐久農業高
女子 07/21  1 小宮山 悠(1) 高校  2,26.68  2 甘利 祐子(1) 高校  2,31.69  3 中島 鈴華(2) 高校  2,37.53  4 小泉 愛花(2) 高校  2,42.44

野沢北高 佐久長聖高 北佐久農業高 野沢南高
諸山 楓(1) 高校 欠場    丸橋 由起子(1) 高校 欠場    

小諸商高 小諸高
女子 07/21 +0.8  1 岩崎 若葉(2) 高校    17.72  2 渡邉 希(1) 高校    18.14  3 木下 真凛(2) 高校    18.64  4 萩原 千尋(1) 高校    19.63

小諸高 小諸高 野沢北高 野沢南高
 5 成澤 智織(2) 高校    21.65 山我 杏寿実(2) 高校 欠場    

野沢南高 野沢北高
小共通女子 07/21  1 山本 冴(6) 小学  3,26.72  2 髙見澤 美良(6) 小学  3,30.75  3 碓氷 眞子(6) 小学  3,32.85  4 依田 仁美(6) 小学  3,33.86

浅科AC 南牧北小 浅科AC 軽井沢A&AC
 5 依田 真由子(6) 小学  3,45.73  6 井出 彩聖(6) 小学  3,48.98  7 木次 悠菜(6) 小学  3,52.35  8 大工原 月那(6) 小学  3,53.81

南牧北小 佐久西小 佐久城山小 T&F佐久平
 9 吉村 佳穂(6) 小学  3,57.54 10 土屋 里紗(6) 小学  3,59.43 11 山﨑 七海(6) 小学  4,00.49 12 土屋 朱音(6) 小学  4,06.00

立科小 千曲小 佐久西小 軽井沢東部小
13 加部 すみれ(5) 小学  4,07.84 14 小宮山 ?生(5) 小学  4,09.78 15 塩沢 星七(6) 小学  4,13.41 16 岩松 優利(5) 小学  4,15.57

美南ｶﾞ丘小 坂の上小 立科小 青沼小
17 桜井 莉彩(4) 小学  4,19.94 18 川上 璃子(4) 小学  4,21.36 19 荻原 祥(5) 小学  4,23.47 20 依田 美空(5) 小学  4,46.44

野沢小 野沢小 南相木小 南相木小
小共通女子 07/21  1組 -0.7  1 小泉 有唯(5) 小学    16.75  2 赤城 莉望(6) 小学    16.97  3 菊池こころ(4) 小学    20.36  4 板津 藍(6) 小学    21.45

美南ｶﾞ丘小 T&F佐久平 南牧北小 南相木小
 5 清水 彩香(5) 小学    21.47  6 ｷﾝﾊﾟﾝ ｼｬｰﾘﾝ ｼﾞ 小学    21.60

小諸JEC 坂の上小
 2組 -0.3  1 林  実玲(6) 小学    15.06  2 宇都宮 悠奈(6) 小学    15.10  3 米山 野乃佳(6) 小学    15.97  4 塚田 菜々(5) 小学    16.24

T&F佐久平 軽井沢中部小 浅科AC 美南ｶﾞ丘小
望月 唯菜(5) 小学 欠場    

軽井沢中部小
小6女子 07/21 +0.1  1 藤巻 百未(6) 小学    14.66  2 土屋 愛理(6) 小学    14.83  3 大塚 七星(6) 小学    14.95  4 荒井 奈々実(6) 小学    15.03

軽井沢A&AC 軽井沢A&AC 美南ｶﾞ丘小 T&F佐久平
 5 横須賀 玲奈(6) 小学    15.04  6 井出 怜那(6) 小学    15.05  7 井出 凜生(6) 小学    15.35  8 三浦 元海(6) 小学    15.38

美南ｶﾞ丘小 川上第一小 南牧北小 T&F佐久平
小5女子 07/21 -0.5  1 前田 望乃花(5) 小学    14.66  2 中島 亜実(5) 小学    15.10  3 小林 奈央(5) 小学    15.11  4 森川 日菜歩(5) 小学    15.31

軽井沢A&AC 南相木小 千曲小 軽井沢中部小
 5 中村 睦(5) 小学    15.59  6 篠原 まひな(5) 小学    15.72  7 由井 梨夢(5) 小学    15.74  8 遠藤 和泉(5) 小学    15.78

坂の上小 軽井沢中部小 川上第一小 T&F佐久平
中学女子 07/21 +1.4  1 小林 千夏(3) 中学    13.31  2 齊藤 陽向(1) 中学    13.35  3 土屋 かなめ(2) 中学    13.43  4 小野 寛奈(3) 中学    13.57

浅間中 望月AC 望月AC 野沢中
 5 柳澤 莉子(3) 中学    13.75  6 柳澤 真衣(3) 中学    13.77  7 酒井 夢実(1) 中学    13.86  8 栁澤 光季子(3) 中学    14.05

浅間中 野沢中 小諸東中 浅間中
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トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [-1] 競技会名 13　佐久地区陸上競技選手権大会                                                  ｺｰﾄﾞ  [13200556]

競技場名 佐久総合運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202060]

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
順
位

順
位

順
位

順
位

中学女子 07/21  1組 -2.1  1 下平 祐梨子(3) 中学    30.19  2 森川 いずみ(3) 中学    30.47  3 斉藤 智香(3) 中学    31.02  4 池田 明日香(1) 中学    31.81
中込中 中込中 野沢中 中込中

 5 内藤 香里(1) 中学    34.34 大塚 美月(3) 中学 欠場    斉藤 美咲(2) 中学 欠場    
中込中 小諸東中 佐久東中

 2組 -2.0  1 齊藤 陽向(1) 中学    28.14  2 佐藤 真由(2) 中学    29.30  3 湯浅 恋(2) 中学    29.75  4 中村 葵(2) 中学    29.86
望月AC 小諸東中 芦原中 芦原中

 5 荒井 祐里奈(3) 中学    30.13  6 小林 未稀(3) 中学    30.24
浅間中 浅間中

 3組 -2.9  1 髙橋 うらら(2) 中学    28.12  2 小野 寛奈(3) 中学    28.14  3 住友 佐耶佳(3) 中学    28.47  4 土屋 かなめ(2) 中学    28.64
軽井沢中 野沢中 小諸東中 望月AC

 5 柳澤 真衣(3) 中学    29.00  6 小平 佳乃(3) 中学    29.37
野沢中 野沢中

中学女子 07/21  1 佐藤 真由(2) 中学  2,30.45  2 紫 美海(1) 中学  2,46.55  3 加納 南菜子(3) 中学  2,46.98  4 武藤 衣里加(1) 中学  2,47.24
小諸東中 軽井沢中 芦原中 芦原中

 5 林脇 結衣(2) 中学  2,47.78  6 下平 祐梨子(3) 中学  2,47.79  7 臼田 可子(2) 中学  2,54.09  8 高見澤 花(1) 中学  3,06.66
臼田中 中込中 野沢中 野沢中

野中 梨紗子(2) 中学 欠場    
佐久東中

中学女子 07/21  1組 +0.3  1 荒井 杏奈(1) 中学    19.79  2 辻 奈緒(2) 中学    19.82  3 工藤 仁美(2) 中学    19.93  4 小澤 美結(3) 中学    20.90
野沢中 小諸東中 佐久東中 T&F佐久平

 5 住友 優香(2) 中学    21.55  6 塚本 美乃(1) 中学    22.36  7 渡邉 美南(2) 中学    23.72
小諸東中 浅間中 芦原中

 2組 +0.8  1 土屋 みやび(1) 中学    16.14  2 髙橋 うらら(2) 中学    16.46  3 矢澤 瑠佳(2) 中学    17.38  4 加納 南菜子(3) 中学    18.57
軽井沢中 軽井沢中 軽井沢中 芦原中

 5 塩川 里咲(3) 中学    19.38  6 神津 梨乃(3) 中学    19.50 斉藤 美咲(2) 中学 欠場    
小諸東中 佐久東中 佐久東中

マスターズ女子 07/21 +0.4  1 青木　江里(3) 一般    14.05
佐久マスターズ

小４女子 07/21 -0.7  1 清水 奈都紀(4) 小学    15.41  2 松川 杏奈(4) 小学    15.51  3 藤松 あい(4) 小学    15.80  4 佐藤 千花(4) 小学    16.04
望月AC 中佐都小 坂の上小 軽井沢中部小

 5 角田 彩音(4) 小学    16.05  6 柳沢 風花(4) 小学    16.09  7 市村 彩美(4) 小学    16.17  8 松井 朋香(4) 小学    16.20
中込小 御代田南小 軽井沢中部小 望月AC
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リレー種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [-1] 競技会名 13　佐久地区陸上競技選手権大会                                                  ｺｰﾄﾞ  [13200556]

競技場名 佐久総合運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202060]

種  目 月/日 組 順位 選手名２ 選手名３ 選手名４ 記  録 備  考
小共通女子 07/21  1組     1 T&F佐久平(A) 三浦 元海(6) 荒井 奈々実(6) 林  実玲(6) 掛川 莉里(6)       59.21

    2浅科AC 北村 典子(6) 木内 サラ(6) 碓氷 眞子(6) 山本 冴(6)     1,01.05
    3野沢小 三石 季奈(6) 井出 亜実加(6) 内津 玲奈(6) 山浦  優(6)     1,01.23
    4南牧北小 藤本 唯花(6) 菊池 さらい(6) 藤本 梨瑚(6) 井出 凜生(6)     1,02.09
    5御代田南小 高柳 菜乃香(5) 荻原 未優(6) 宮澤 志帆(6) 小島 泉緒(6)     1,02.09
    6佐久城山小(B) 鈴木 沙來(5) 石田 新菜(5) 井澤 可奈子(5) 小井出 潤奈(5)     1,06.20
    7小諸東小 栁沢 美来(5) 白戸 泉穂(5) 栁沢 青空(5) 住友 愛佳(5)     1,09.72
    8南相木小 依田 美空(5) 中島 亜実(5) 荻原 祥(5) 板津 藍(6)     1,09.73

 2組     1軽井沢A&AC 前田 望乃花(5) 土屋 愛理(6) 依田 仁美(6) 藤巻 百未(6)       57.44
    2佐久西小(A) 三井 亜矢乃(6) 三井 茜音(6) 井出 彩聖(6) 友野 恵(6)     1,02.04
    3佐久城山小(A) 片井 葉月(6) 木次 悠菜(6) 伊藤 遼(6) 石田 音央(6)     1,02.75
    4中込小 芳澤 真綺(6) 栁澤 早智(6) 森泉 ひかる(6) 竹内 愛珠咲(6)     1,02.79
    5美南ｶﾞ丘小(B) 甘利　佳椰(5) 山浦 萌衣(4) 小泉 有唯(5) 塚田 菜々(5)     1,05.54
    6 ﾛﾃﾞｨｵ 遠山 あずさ(5) 大森 詩穂(5) 長谷川 美和(5) 土屋 美優(5)     1,07.25
    7青沼小 武舎 葵唯(5) 土屋 菜緒(5) 岩松 優利(5) 吉田 清華(6)     1,09.49

立科小(B) 尾美 朱夏(5) 山浦 日菜乃(5) 井上 野恵(5) 齋藤 愛夏(5) 失格      
 3組     1美南ｶﾞ丘小(A) 大工原 初(6) 大井 彩彌子(5) 大塚 七星(6) 横須賀 玲奈(6)       59.19

    2軽井沢中部小 森川 日菜歩(5) 鈴木 みのり(6) 宇都宮 悠奈(6) 寺井 萌々香(6)       59.76
    3田口小 三部 優月(6) 志富 真歩(5) 志摩 京香(5) 大工原 千尋(6)     1,02.50
    4 T&F佐久平(B) 志摩 真心(5) 遠藤 和泉(5) 大工原 月那(6) 赤城 莉望(6)     1,03.30
    5佐久西小(B) 森泉 怜南(5) 小林 瑠菜(5) 植田 春香(5) 岡部 鈴(5)     1,03.37
    6立科小(A) 佐藤 このみ(6) 遠山 愛乃(6) 吉村 佳穂(6) 小林 稚奈(6)     1,03.44
    7南牧南小 今井 香凜(5) 髙見澤 ゆずか(6) 菊池 季良(6) 髙見澤 悠月(6)     1,07.25

チーム名 選手名１

４×１００ｍR４×１００ｍR４×１００ｍR



フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [-1] 競技会名 13　佐久地区陸上競技選手権大会                                                  ｺｰﾄﾞ  [13200556]

競技場名 佐久総合運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202060]

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 07/21  1 神谷 梨緒菜(2) 高校    1.50  2 萩原 千尋(1) 高校    1.40  3 林 未加(2) 高校    1.30 山我 杏寿実(2) 高校 欠場    

北佐久農業高 野沢南高 小諸高 野沢北高
女子 07/21  1 片桐 穂花(1) 高校    4.99  2 清水 晶絵(1) 高校    4.79  3 佐藤 有生(2) 高校    4.45  4 立野 佑奈(1) 高校    4.20

望月AC    +0.9 小諸高    +2.3 野沢南高    +0.4 小諸商高    +1.7
 5 箕輪 遥(2) 高校    4.18  6 橋本 実季(1) 高校    3.43 金田 華実(1) 高校 欠場    

佐久長聖高    +1.0 野沢南高    +0.8 野沢北高
女子 07/21  1 佐藤 芹香(1) 高校   10.09

佐久長聖高
女子 07/21  1 佐藤 芹香(1) 高校   30.28  2 新津 まり菜(2) 高校   28.78  3 小林 優乃(2) 高校   27.34  4 柳沢 有香(2) 高校   19.33

佐久長聖高 野沢南高 岩村田高 小諸高
 5 橋本 実季(1) 高校   15.34

野沢南高
女子 07/21  1 新津 まり菜(2) 高校   36.10  2 柳沢 有香(2) 高校   28.29  3 林 未加(2) 高校   27.73  4 箕輪 遥(2) 高校   25.38

野沢南高 小諸高 小諸高 佐久長聖高
 5 宮内  泉 一般   20.78

T&F佐久平
小6女子 07/21  1 犬飼 楓(6) 小学    3.70  2 友野 恵(6) 小学    3.66  3 髙見澤 悠月(6) 小学    3.59  4 掛川 莉里(6) 小学    3.50

川上第一小    +1.0 佐久西小    +1.1 南牧南小    +1.6 T&F佐久平    +1.2
 5 大工原 初(6) 小学    3.47  6 雫田 海玖(6) 小学    3.47  7 宇羽野 陽(6) 小学    3.46  8 大井 彩彌子(5) 小学    3.39

美南ｶﾞ丘小    +1.9 南牧北小    +0.3 ﾛﾃﾞｨｵ    +1.6 美南ｶﾞ丘小    +1.7
 9 髙見澤 ゆずか(6小学    3.36 10 藤本 梨瑚(6) 小学    3.23 11 宮澤 志帆(6) 小学    3.18 12 小林 美月(6) 小学    3.08

南牧南小    +0.9 南牧北小    +0.7 御代田南小    -0.4 ﾛﾃﾞｨｵ    +0.5
13 佐藤 このみ(6) 小学    2.98 14 堀米 桃花(6) 小学    2.87 15 巣永 京花(6) 小学    2.78 16 由井 つむぎ(6) 小学    2.12

立科小    +2.1 佐久城山小    +1.3 佐久西小    -0.3 青沼小    +0.5
小5女子 07/21  1 齋藤 愛夏(5) 小学    3.49  2 間島 小雪(5) 小学    3.44  3 植田 春香(5) 小学    3.34  4 土屋 美優(5) 小学    3.33

立科小    +0.7 中込小    +0.2 佐久西小    +1.5 ﾛﾃﾞｨｵ    -0.2
 5 川崎 涼花(5) 小学    3.32  6 今井 香凜(5) 小学    3.27  7 井出萌音(5) 小学    3.26  8 砥石  明(5) 小学    3.21

T&F佐久平    +0.6 南牧南小    +0.8 南牧北小    +0.7 野沢小    +0.4
 9 白山 さくら(5) 小学    3.00 10 大森 詩穂(5) 小学    2.98 11 小泉 優花(5) 小学    2.97 12 三井 陽和(5) 小学    2.96

軽井沢東部小    +1.0 ﾛﾃﾞｨｵ    -0.3 T&F佐久平    +0.6 南牧南小    +0.4
13 田丸 華淑(5) 小学    2.92 14 柳沢絢音(5) 小学    2.90 15 宮沢 おとめ(5) 小学    2.88 16 尾美 朱夏(5) 小学    2.85

佐久西小    +0.2 川上第一小    +1.5 軽井沢東部小    +0.4 立科小    +0.2
17 小宮山 華(5) 小学    2.84 18 丸山 衣代(5) 小学    2.40

八千穂小    +0.7 八千穂小    +0.6
中学女子 07/21  1 野澤 沙綺(2) 中学    1.35  2 神津 梨乃(3) 中学    1.30  3 櫻井 裕梨(1) 中学    1.30  4 矢澤 瑠佳(2) 中学    1.30

小諸東中 佐久東中 野沢中 軽井沢中
 5 野中 梨紗子(2) 中学    1.30  6 佐々木 はな実(3中学    1.25  7 宮沢 凜子(2) 中学    1.20  8 塚本 美乃(1) 中学    1.20

佐久東中 浅間中 佐久東中 浅間中
 9 小林 茉菜美(3) 中学    1.20 久保村 沙那(2) 中学 欠場    

浅間中 佐久東中
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フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [-1] 競技会名 13　佐久地区陸上競技選手権大会                                                  ｺｰﾄﾞ  [13200556]

競技場名 佐久総合運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202060]

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
順
位

順
位

順
位

順
位

中学女子 07/21  1 山浦 恵梨(2) 中学    4.67  2 住友 佐耶佳(3) 中学    4.53  3 土屋 みやび(1) 中学    4.52  4 鈴木 香琳(2) 中学    4.40
小諸東中    +0.9 小諸東中    +0.8 軽井沢中    +1.9 浅間中    +1.5

 5 清水 千亜紀(2) 中学    4.40  6 木内 麻衣子(2) 中学    4.33  7 西原 叶子(3) 中学    4.29  8 柳沢 杏沙(3) 中学    4.10
望月AC    +1.0 佐久東中    +2.0 浅間中    +0.8 中込中    +1.7

 9 土屋 さくら(1) 中学    3.97 10 木村 楓(3) 中学    3.89 11 荒井 杏奈(1) 中学    3.85 12 塩川 里咲(3) 中学    3.80
小諸東中    +0.7 芦原中    +0.9 野沢中    +1.4 小諸東中    +0.2

13 鈴木 風香(1) 中学    3.77 14 臼田 寧々(1) 中学    3.57 15 秋山 咲花(1) 中学    3.43 16 中島 菫(1) 中学    3.39
浅間中    +1.0 野沢中    +0.2 浅間中    +0.5 野沢中    +0.5

17 篠澤 ひより(1) 中学    3.19 18 井出 瑠奈(1) 中学    3.01 梅田 佳奈(1) 中学 欠場    
浅間中    +1.1 小諸東中    +1.6 浅間中

中学女子 07/21  1 栁澤 光季子(3) 中学    9.21  2 大塚 美月(3) 中学    8.02  3 鈴木 香琳(2) 中学    7.58  4 中山 麻衣(1) 中学    6.39
浅間中 小諸東中 浅間中 中込中

 5  栁澤 広奈(1) 中学    6.20  6 長坂 希美(1) 中学    5.80  7 高橋 麻央(1) 中学    5.45  8 篠澤 ひより(1) 中学    5.36
中込中 中込中 中込中 浅間中

 9 黛 ひより(1) 中学    4.55 10 佐々木 杏樹(1) 中学    4.35 11 梅田 佳奈(1) 中学 11 中澤 徳子(1) 中学
浅間中 浅間中 浅間中 中込中

中学女子 07/21  1 山浦 恵梨(2) 中学   16.26  2 野澤 沙綺(2) 中学   16.18  3 辻 奈緒(2) 中学   14.55  4 住友 優香(2) 中学   11.13
小諸東中 小諸東中 小諸東中 小諸東中

マスターズ女子 07/21  1 青木　江里(3) 一般    5.25
佐久マスターズ

小４女子 07/21  1 土屋 ほのか(4) 小学    3.64  2 高見沢 愛結(4) 小学    2.90  3 小林 莉緒(4) 小学    2.85  4 長岡 涼子(4) 小学    2.84
軽井沢中部小    +1.0 T&F佐久平    +0.9 美南ｶﾞ丘小    +1.0 野沢小    -0.5

 5 中原 杏樹(4) 小学    2.76  6 菊池 美羽(4) 小学    2.76  7 原野 花菜(4) 小学    2.71  8 三石 そな(4) 小学    2.62
南牧北小    -0.8 南牧北小    +1.2 中佐都小     0.0 中佐都小    +0.2

 9 渡邉 美咲(4) 小学    2.59 10 碓氷 梨乃(4) 小学    2.54 11 黒岩 美秀(4) 小学    2.50 上野 愛梨(4) 小学 欠場    
佐久ﾄﾞﾘｰﾑ    -0.6 浅科AC    +0.3 南牧南小    +0.2 望月AC

塩川 夕奈(4) 小学 欠場    丸山 衣代(5) 小学 欠場    
美南ｶﾞ丘小 八千穂小
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県小新               4.50
大会新               3.78

犬飼 楓(6) 小学   3.65   3.70   3.67    3.70 
ｲﾇｶｲｶｴﾃﾞ 川上第一小   -0.4   +1.0   +1.7    +1.0
友野 恵(6) 小学   3.50   3.66   3.41    3.66 
ﾄﾓﾉ ﾒｸﾞﾐ 佐久西小   +1.3   +1.1   +0.8    +1.1
髙見澤 悠月(6) 小学   3.59   3.45    X    3.59 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ 南牧南小   +1.6   +0.5   +0.2    +1.6
掛川 莉里(6) 小学   3.50   3.09   3.11    3.50 
ｶｹｶﾞﾜ  ﾘﾘ T&F佐久平   +1.2   +0.3    0.0    +1.2
大工原 初(6) 小学    X   3.46   3.47    3.47 
ﾀﾞｲｸﾊ ﾗｳｲ 美南ｶﾞ丘小   -0.9   +1.8   +1.9    +1.9
雫田 海玖(6) 小学   3.47   3.42   3.26    3.47 
ｼｽﾞｸﾀﾞ ﾐｸ 南牧北小   +0.3   +1.7   +0.1    +0.3
宇羽野 陽(6) 小学   3.34   3.46   3.25    3.46 
ｳﾊﾞﾉ ﾐﾅﾐ ﾛﾃﾞｨｵ    0.0   +1.6   +0.2    +1.6
大井 彩彌子(5) 小学   2.86   3.25   3.39    3.39 
ｵｵｲ ｻﾔｺ 美南ｶﾞ丘小    0.0   +2.2   +1.7    +1.7
髙見澤 ゆずか(6) 小学   3.36   3.23   3.18    3.36 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾕｽﾞｶ 南牧南小   +0.9   +0.4   +1.3    +0.9
藤本 梨瑚(6) 小学   3.14   3.23   3.23    3.23 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｺ 南牧北小   -0.3   +0.7   -1.2    +0.7
宮澤 志帆(6) 小学   3.18   2.94   2.35    3.18 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼﾎ 御代田南小   -0.4   +0.2   +0.1    -0.4
小林 美月(6) 小学   3.08   2.96    X    3.08 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂﾞｷ ﾛﾃﾞｨｵ   +0.5   +0.6   +0.5    +0.5
佐藤 このみ(6) 小学   2.86   2.83   2.98    2.98 
ｻﾄｳ ｺﾉﾐ 立科小   +1.2   +2.5   +2.1    +2.1
堀米 桃花(6) 小学   2.83   2.87   2.62    2.87 
ﾎﾘｺﾞﾒ ﾓﾓｶ 佐久城山小   +0.8   +1.3   +0.7    +1.3
巣永 京花(6) 小学   2.78   2.10   2.60    2.78 
ｽﾅｶﾞ ｷｮｳｶ 佐久西小   -0.3   +1.4   +2.4    -0.3
由井 つむぎ(6) 小学   2.10    X   2.12    2.12 
ﾕｲ ﾂﾑｷﾞ 青沼小   -0.2   +0.2   +0.5    +0.5

小6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 55    97   97

-5--5-

22 66    68   68

33 99   136  136

44 1010     2    2

55 44   161  161

66 1414   145  145

77 1515    12   12

88 77   160  160

99 1111   135  135

1010 1616   148  148

1111 22    39   39

1212 1212    15   15

1313 1313   184  184

1414 88    55   55

1515 33    66   66

1616 11    89   89



決勝 7月21日 10:00

県小新               4.50
大会新               3.73

齋藤 愛夏(5) 小学   3.37   3.08   3.49    3.49 
ｻｲﾄｳ ﾏﾅ 立科小   +0.5   +0.4   +0.7    +0.7
間島 小雪(5) 小学   3.44   3.33   3.39    3.44 
ﾏｼﾏ ｺﾕｷ 中込小   +0.2   +0.9   +0.5    +0.2
植田 春香(5) 小学   3.22   2.94   3.34    3.34 
ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｶ 佐久西小   +1.2   +1.0   +1.5    +1.5
土屋 美優(5) 小学    X   3.33   3.32    3.33 
ﾂﾁﾔ ﾐﾕ ﾛﾃﾞｨｵ   +0.5   -0.2   +0.2    -0.2
川崎 涼花(5) 小学   3.01   3.23   3.32    3.32 
ｶﾜｻｷ  ｽｽﾞｶ T&F佐久平   +0.3   +0.2   +0.6    +0.6
今井 香凜(5) 小学   3.09   3.25   3.27    3.27 
ｲﾏｲ ｶﾘﾝ 南牧南小   +1.3   +0.6   +0.8    +0.8
井出萌音(5) 小学   3.24   3.26   3.26    3.26 
ｲﾃﾞ ﾓﾈ 南牧北小   +0.7   +0.7   +0.8    +0.7
砥石  明(5) 小学   3.17   3.21   3.15    3.21 
ﾄｲｼ ﾒｲ 野沢小   -0.3   +0.4   +1.0    +0.4
白山 さくら(5) 小学   3.00   2.94   2.85    3.00 
ｼﾗﾔﾏ ｻｸﾗ 軽井沢東部小   +1.0   -0.2   +0.4    +1.0
大森 詩穂(5) 小学   2.82   2.89   2.98    2.98 
ｵｵﾓﾘ ｼﾎ ﾛﾃﾞｨｵ    0.0   +0.8   -0.3    -0.3
小泉 優花(5) 小学   2.95   2.66   2.97    2.97 
ｺｲｽﾞﾐ  ﾕｳｶ T&F佐久平   -0.1    0.0   +0.6    +0.6
三井 陽和(5) 小学   2.94   2.83   2.96    2.96 
ﾐﾂｲ ﾋﾖﾘ 南牧南小   +0.2   +0.6   +0.4    +0.4
田丸 華淑(5) 小学   2.51   2.92   2.72    2.92 
ﾀﾏﾙ ｶｽﾐ 佐久西小   +0.8   +0.2   +0.3    +0.2
柳沢絢音(5) 小学   2.90   2.77    X    2.90 
ﾔﾅｷﾞｻﾜｱﾔﾈ 川上第一小   +1.5   +0.8   +1.1    +1.5
宮沢 おとめ(5) 小学   2.82   2.88   2.75    2.88 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｵﾄﾒ 軽井沢東部小   -0.2   +0.4   +1.2    +0.4
尾美 朱夏(5) 小学    X   2.85   2.83    2.85 
ｵﾐ ｱﾔｶ 立科小   +0.7   +0.2   +0.4    +0.2
小宮山 華(5) 小学   2.84    X   2.76    2.84 
ｺﾐﾔﾏ ﾊﾅ 八千穂小   +0.7    0.0   +1.1    +0.7
丸山 衣代(5) 小学   2.15   2.40   2.14    2.40 
ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖ 八千穂小   +1.3   +0.6   +0.5    +0.6

小5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 1313   188  188

-5--5-

22 1010   110  110

33 11    64   64

44 1414    18   18

55 99     9    9

66 1717   133  133

77 1616   139  139

88 88   176  176

99 44    37   37

1010 1111    16   16

1111 66     7    7

1212 1212   134  134

1313 33    67   67

1414 22    99   99

1515 77    35   35

1616 1515   187  187

1717 55   153  153

1818 1818   151  151



決勝 7月21日 10:00

県中新               1.75
大会新               1.53

野澤 沙綺(2) 中学
ﾉｻﾞﾜ ｻｷ 小諸東中
神津 梨乃(3) 中学
ｺｳﾂﾞ ﾘﾉ 佐久東中
櫻井 裕梨(1) 中学
ｻｸﾗｲ ﾕﾘ 野沢中
矢澤 瑠佳(2) 中学
ﾔｻﾞﾜ ﾙｶ 軽井沢中
野中 梨紗子(2) 中学
ﾉﾅｶ ﾘｻｺ 佐久東中
佐々木 はな実(3) 中学
ｻｻｷ ﾊﾅﾐ 浅間中
宮沢 凜子(2) 中学
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘﾝｺ 佐久東中
塚本 美乃(1) 中学
ﾂｶﾓﾄ ﾖｼﾉ 浅間中
小林 茉菜美(3) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 浅間中
久保村 沙那(2) 中学 欠場
ｸﾎﾞﾑﾗ ｻﾅ 佐久東中

中学女子

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1m151m15 1m201m20 備考備考備考1m051m051m05 1m101m101m10 1m15 1m20 1m251m251m25 1m301m301m30 1m351m351m35 1m401m401m40
11 88   368  368

-- -- -- -- OO XOXO XOXO XXXXXX  1.35 1.35

22 77   282  282
-- -- -- -- OO OO XXXXXX  1.30 1.30

33 66   188  188
OO OO OO OO OO XOXO XXXXXX  1.30 1.30

44 1010   303  303
-- OO OO OO OO XXOXXO XXXXXX  1.30 1.30

55 33   285  285
-- -- OO OO XOXO XXOXXO XXXXXX  1.30 1.30

66 99   260  260
-- -- -- -- XOXO XXXXXX  1.25 1.25

77 11   287  287
OO OO OO OO XXXXXX  1.20 1.20

88 22   269  269
XOXO OO OO XOXO XXXXXX  1.20 1.20

99 44   258  258
-- -- OO XXOXXO XXXXXX  1.20 1.20

55   286  286



決勝 7月21日 13:00

県中新               5.59
大会新               4.73

山浦 恵梨(2) 中学   4.67   4.26   4.48    X    X   4.66    4.67 
ﾔﾏｳﾗ ｴﾘ 小諸東中   +0.9   +1.2   +1.0   -0.1   +0.4   -1.0    +0.9
住友 佐耶佳(3) 中学   3.86   4.01   4.17   4.15   4.49   4.53    4.53 
ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ 小諸東中   +0.9   +1.3   +0.8   +0.1   +0.6   +0.8    +0.8
土屋 みやび(1) 中学   4.25   4.52   4.42   4.31    X   4.32    4.52 
ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ 軽井沢中   +1.2   +1.9   +0.6    0.0   +0.6   +0.1    +1.9
鈴木 香琳(2) 中学   4.40    X   4.36    X   4.10    X    4.40 
ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 浅間中   +1.5   +1.4    0.0   +0.4   +0.9   +0.3    +1.5
清水 千亜紀(2) 中学   4.40    X    X   4.32   4.19   4.32    4.40 
ｼﾐｽﾞ ﾁｱｷ 望月AC   +1.0   +1.0   +0.1   +1.4   +0.5   +0.1    +1.0
木内 麻衣子(2) 中学   4.13   4.04   4.25   4.22   4.33   4.31    4.33 
ｷｳﾁ ﾏｲｺ 佐久東中   +0.8   +0.8   +0.1   +0.4   +2.0   -1.2    +2.0
西原 叶子(3) 中学   4.29   4.23   4.09   4.13   4.27   4.22    4.29 
ﾆｼﾊﾗ ｶﾅｺ 浅間中   +0.8   +1.3   +0.5   -0.4   +0.6   +0.3    +0.8
柳沢 杏沙(3) 中学    X   4.10    X   4.03   4.01   3.93    4.10 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｽﾞｻ 中込中   +0.4   +1.7   +0.1   -1.0   +1.2   +0.9    +1.7
土屋 さくら(1) 中学    X   3.94   3.97    3.97 
ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ 小諸東中   +0.7   +0.5   +0.7    +0.7
木村 楓(3) 中学    X   3.89    X    3.89 
ｷﾑﾗ ｶｴﾃﾞ 芦原中    0.0   +0.9   +0.4    +0.9
荒井 杏奈(1) 中学   3.74   3.85   3.65    3.85 
ｱﾗｲ ｱﾝﾅ 野沢中   +1.9   +1.4   +1.0    +1.4
塩川 里咲(3) 中学   3.80   3.75   3.65    3.80 
ｼｵｶﾜ ﾘｻ 小諸東中   +0.2   +1.0   +0.2    +0.2
鈴木 風香(1) 中学   3.59   3.77   3.57    3.77 
ｽｽﾞｷ ﾌｳｶ 浅間中   +1.1   +1.0   +0.4    +1.0
臼田 寧々(1) 中学   2.88    X   3.57    3.57 
ｳｽﾀﾞ ﾈﾈ 野沢中   +0.3   +1.9   +0.2    +0.2
秋山 咲花(1) 中学   3.31   3.30   3.43    3.43 
ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ 浅間中   +1.3   +1.3   +0.5    +0.5
中島 菫(1) 中学   3.38   3.20   3.39    3.39 
ﾅｶｼﾞﾏ ｽﾐﾚ 野沢中   +1.2   +1.6   +0.5    +0.5
篠澤 ひより(1) 中学   3.19    X   3.19    3.19 
ｻｻｻﾞﾜ ﾋﾖﾘ 浅間中   +1.1   +1.5   +1.1    +1.1
井出 瑠奈(1) 中学   3.01   2.88   2.88    3.01 
ｲﾃﾞ ﾙﾅ 小諸東中   +1.6   +0.6   +0.3    +1.6
梅田 佳奈(1) 中学 欠場
ｳﾒﾀﾞ ｶﾅ 浅間中

中学女子

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 1919   365  365

-5--5-

22 1414   362  362

33 1717   304  304

44 1616   244  244

55 1111   483  483

66 1515   288  288

77 1818   261  261

88 1313   230  230

99 1212   371  371

1010 99   400  400

1111 33   189  189

1212 1010   361  361

1313 44   268  268

1414 55   186  186

1515 66   264  264

1616 77   187  187

1717 22   267  267

1818 11   370  370

88   265  265



決勝 7月21日  9:30

県中新              13.49
大会新              12.87

栁澤 光季子(3) 中学
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐｷｺ 浅間中
大塚 美月(3) 中学
ｵｵﾂｶ ﾐﾂﾞｷ 小諸東中
鈴木 香琳(2) 中学
ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 浅間中
中山 麻衣(1) 中学
ﾅｶﾔﾏ ﾏｲ 中込中
 栁澤 広奈(1) 中学
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾛﾅ 中込中
長坂 希美(1) 中学
ﾅｶﾞｻｶ ｷﾐ 中込中
高橋 麻央(1) 中学
ﾀｶﾊｼ ﾏｵ 中込中
篠澤 ひより(1) 中学
ｻｻｻﾞﾜ ﾋﾖﾘ 浅間中
黛 ひより(1) 中学
ﾏﾕｽﾞﾐ ﾋﾖﾘ 浅間中
佐々木 杏樹(1) 中学
ｻｻｷ ｱﾝｼﾞｭ 浅間中
梅田 佳奈(1) 中学
ｳﾒﾀﾞ ｶﾅ 浅間中
中澤 徳子(1) 中学
ﾅｶｻﾞﾜ ﾄｸｺ 中込中

中学女子

砲丸投(2.721kg)砲丸投(2.721kg)

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   262  262

 7.98 7.98  7.84 7.84  8.56 8.56  9.21 9.21  8.82 8.82  8.75 8.75   9.21   9.21 

22 1111   363  363
 8.02 8.02  7.10 7.10  7.40 7.40  7.09 7.09  7.19 7.19  7.60 7.60   8.02   8.02 

33 1010   244  244
 6.81 6.81  6.79 6.79  7.58 7.58  7.01 7.01  6.86 6.86  7.24 7.24   7.58   7.58 

44 11   221  221
 6.10 6.10  5.94 5.94  6.37 6.37   X  X  6.38 6.38  6.39 6.39   6.39   6.39 

55 77   222  222
 6.07 6.07  5.75 5.75  5.57 5.57  6.20 6.20  6.04 6.04  6.05 6.05   6.20   6.20 

66 33   212  212
 5.24 5.24  5.18 5.18  5.58 5.58  5.80 5.80  5.72 5.72  5.41 5.41   5.80   5.80 

77 55   218  218
 5.32 5.32  5.24 5.24  5.38 5.38  5.37 5.37  4.69 4.69  5.45 5.45   5.45   5.45 

88 22   267  267
 4.83 4.83  4.01 4.01  5.20 5.20  4.69 4.69  4.50 4.50  5.36 5.36   5.36   5.36 

99 66   270  270
 4.55 4.55  4.37 4.37  4.39 4.39   4.55   4.55 

1010 88   266  266
 4.23 4.23  4.29 4.29  4.35 4.35   4.35   4.35 

1111 44   265  265

1111 99   217  217



決勝 7月21日 10:15

県中新              43.39
大会新        

山浦 恵梨(2) 中学 大会新
ﾔﾏｳﾗ ｴﾘ 小諸東中
野澤 沙綺(2) 中学 大会新
ﾉｻﾞﾜ ｻｷ 小諸東中
辻 奈緒(2) 中学 大会新
ﾂｼﾞ ﾅｵ 小諸東中
住友 優香(2) 中学 大会新
ｽﾐﾄﾓ ﾕｳｶ 小諸東中

中学女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

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 33   365  365

16.2616.26   O  O   O  O   O  O   O  O   O  O  16.26  16.26 

22 22   368  368
  -  -   X  X   O  O   O  O 16.1816.18   O  O  16.18  16.18 

33 44   367  367
  O  O 14.5514.55   O  O   X  X   O  O   O  O  14.55  14.55 

44 11   366  366
  O  O   X  X   O  O  11.13  11.13   O  O 11.1311.13   O  O



決勝 7月21日 11:30

県新                13.70
大会新        

青木　江里(3) 一般 大会新
ｱｵｷ ｴﾘ 佐久マスターズ

マスターズ女子

砲丸投砲丸投

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 11  7003 7003

  X  X  5.25 5.25   X  X  4.65 4.65   5.25   5.25 



決勝 7月21日  9:00

県小新               4.50
大会新               3.65

土屋 ほのか(4) 小学   3.64    X    X    3.64 
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 軽井沢中部小   +1.0   +1.0   +1.0    +1.0
高見沢 愛結(4) 小学   2.77   2.81   2.90    2.90 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ｱﾕ T&F佐久平   -1.0   -0.1   +0.9    +0.9
小林 莉緒(4) 小学    X   2.50   2.85    2.85 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵ 美南ｶﾞ丘小   -0.7   +0.7   +1.0    +1.0
長岡 涼子(4) 小学   2.84   2.84   2.50    2.84 
ﾅｶﾞｵｶ ｽｽﾞｺ 野沢小   -0.5   +0.4   +0.3    -0.5
中原 杏樹(4) 小学   2.76   2.65   2.76    2.76 
ﾅｶﾊﾗ ｱﾝｼﾞｭ 南牧北小   -0.8   -0.3   +0.5    -0.8
菊池 美羽(4) 小学    X    X   2.76    2.76 
ｷｸﾁ ﾐﾊﾈ 南牧北小   -0.2   +0.2   +1.2    +1.2
原野 花菜(4) 小学    X   2.45   2.71    2.71 
ﾊﾗﾉ ﾊﾅ 中佐都小   -0.6   +0.6    0.0     0.0
三石 そな(4) 小学   2.28   2.49   2.62    2.62 
ﾐﾂｲｼ ｿﾅ 中佐都小   -0.7   -0.3   +0.2    +0.2
渡邉 美咲(4) 小学   2.59   2.52   2.42    2.59 
ﾜﾀﾅﾍ ﾞﾐｻｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   -0.6   -0.1   +0.9    -0.6
碓氷 梨乃(4) 小学   2.41   2.10   2.54    2.54 
ｳｽｲ ﾘﾉ 浅科AC   -0.2   +0.4   +0.3    +0.3
黒岩 美秀(4) 小学   2.14   2.50   2.29    2.50 
ｸﾛｲﾜ ﾐﾎ 南牧南小   +1.2   +0.2    0.0    +0.2
上野 愛梨(4) 小学 欠場
ｳｴﾉ ｱｲﾘ 望月AC
塩川 夕奈(4) 小学 欠場
ｼｵｶﾜ ﾕﾅ 美南ｶﾞ丘小
丸山 衣代(5) 小学 欠場
ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖ 八千穂小

小４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 1414    32   32

-5--5-

22 66     4    4

33 1010   159  159

44 33   175  175

55 99   146  146

66 1111   144  144

77 22   118  118

88 44   119  119

99 77    45   45

1010 11   102  102

1111 1313   132  132

55   167  167

88   154  154

1212   151  151
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