
決勝記録一覧表
(GR:大会新) 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
09/13 女子  +2.3 金田 華実(2) 12.29 田村 有利奈(1) 12.56 酒井 菜月(1) 12.83 金井 梨里(2) 12.96 関 沙紀穂(2) 13.32 柳沢 華歩(1) 13.43 古川 真央(1) 14.09 三井 マイキ(1) 14.14

１００ｍ 高校･野沢北 高校･上田東高 高校･野沢北 高校･上田染谷丘 高校･野沢北 高校･上田西高 高校･丸子修学館 高校･小諸商業
09/14 金田 華実(2) 25.58 酒井 菜月(1) 26.22 田村 有利奈(1) 26.54 金井 梨里(2) 27.35 柳沢 華歩(1) 27.62 土屋 なつみ(2) 27.67 矢島 芽衣(1) 28.76 古川 真央(1) 28.95

２００ｍ 高校･野沢北 高校･野沢北 高校･上田東高 高校･上田染谷丘 高校･上田西高 高校･野沢北 高校･佐久長聖 高校･丸子修学館
09/13 岸田 藍(2) 1,00.01 酒井 菜月(1) 1,01.42 田中 祐里(1) 1,02.97 土屋 なつみ(2) 1,03.21 渡辺 恵衣(1) 1,03.61 川田 佑香(1) 1,04.04 金井 梨里(2) 1,05.36 清水口 愛(2) 1,06.58

４００ｍ 高校･上田染谷丘 高校･野沢北 高校･上田西高 高校･野沢北 高校･岩村田 高校･上田西高 高校･上田染谷丘 高校･丸子修学館
09/14 田川 綺菜(2) 2,25.47 渡辺 恵衣(1) 2,26.78 川田 佑香(1) 2,27.03 清水口 愛(2) 2,27.34 甘利 祐子(2) 2,33.23 成澤 優(1) 2,33.65 山本 彩恵(2) 2,34.71 城下 真裕子(1) 2,45.25

８００ｍ 高校･上田染谷丘 高校･岩村田 高校･上田西高 高校･丸子修学館 高校･佐久長聖 高校･上田東高 高校･佐久長聖 高校･上田
09/13 田川 綺菜(2) 4,58.59 甘利 祐子(2) 4,58.63 清水口 愛(2) 5,14.64 成澤 優(1) 5,18.03 山本 彩恵(2) 5,33.76 渡辺 恵衣(1) 5,39.31 城下 真裕子(1) 5,49.54 中島 瑞穂(2) 6,00.07

１５００ｍ 高校･上田染谷丘 高校･佐久長聖 高校･丸子修学館 高校･上田東高 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･上田 高校･上田
09/14 甘利 祐子(2) 10,33.95 田川 綺菜(2) 11,00.17

３０００ｍ 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘
09/13  +1.0 細田 真央(2) 15.03 岸田 藍(2) 15.85 田中 祐里(1) 16.28 渡邉 希(2) 17.38 清水 晶絵(2) 17.42 宮下 あかね(1) 18.07 加納 南菜子(1) 18.08 住友 佐耶佳(1) 19.38

１００ｍＨ 高校･上田染谷丘 GR 高校･上田染谷丘 GR 高校･上田西高 高校･小諸 高校･小諸 高校･上田染谷丘 高校･上田 高校･野沢北
09/14  +1.5 細田 真央(2) 1,03.59 岸田 藍(2) 1,03.81 金田 華実(2) 1,06.30 田中 祐里(1) 1,06.96 渡邉 希(2) 1,11.10 清水 晶絵(2) 1,13.47 住友 佐耶佳(1) 1,16.53 小林 茉菜美(1) 1,20.71

４００ｍＨ 高校･上田染谷丘 GR 高校･上田染谷丘 GR 高校･野沢北 高校･上田西高 高校･小諸 高校･小諸 高校･野沢北 高校･野沢北
09/13 萩原 千尋(2) 1.40 宮下 あかね(1) 1.35 堀内 槙乃(2) 1.25

走高跳 高校･野沢南 高校･上田染谷丘 高校･上田染谷丘
09/14 田村 有利奈(1)5.56(+0.7) 宮下 あかね(1)5.15(+2.4) 清水 晶絵(2) 4.95(+0.9) 矢島 芽衣(1) 4.89(+1.3) 堀内 槙乃(2) 4.76(+0.3) 河西 由利香(1)4.72(+3.5) 立野 佑奈(2) 4.60(+1.8) 江原 成美(2) 4.46(-2.6)

走幅跳 高校･上田東高 GR 高校･上田染谷丘 高校･小諸 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘 高校･北佐久農高 高校･小諸商業 高校･上田東高
09/14 佐藤 芹香(2) 11.01 永井 琴美(2) 10.54 宮下 彩奈(1) 7.54

砲丸投(4.000kg) 高校･佐久長聖 高校･上田東高 高校･東御清翔
09/13 佐藤 芹香(2) 31.88 永井 琴美(2) 29.80 宮下 彩奈(1) 23.58 古川 真央(1) 21.68 香坂 成美(2) 19.39 荒井 祐里奈(1) 15.69

円盤投(1.000kg) 高校･佐久長聖 高校･上田東高 高校･東御清翔 高校･丸子修学館 高校･岩村田 高校･岩村田
09/14 佐藤 芹香(2) 36.19 宮下 彩奈(1) 24.53 永井 琴美(2) 23.84 小林 茉菜美(1) 21.97

やり投(0.600kg) 高校･佐久長聖 高校･東御清翔 高校･上田東高 高校･野沢北
09/13 野沢北       49.88 上田染谷丘       50.46 上田東高       53.34

４×１００ｍＲ 関 沙紀穂(2) GR 宮下 あかね(1) 永井 琴美(2)
金田 華実(2) 金井 梨里(2) 田村 有利奈(1)
土屋 なつみ(2) 岸田 藍(2) 成澤 優(1)
酒井 菜月(1) 細田 真央(2) 江原 成美(2)

09/14 上田染谷丘     4,06.03 野沢北     4,09.85
４×４００ｍＲ 宮下 あかね(1 GR 酒井 菜月(1)

岸田 藍(2) 土屋 なつみ(2)
金井 梨里(2) 住友 佐耶佳(1)
細田 真央(2) 金田 華実(2)

09/13 細田 真央(2) 4352 住友 佐耶佳(1) 2681 萩原 千尋(2) 2586 小林 茉菜美(1) 2444 橋本 実季(2) 2150 横山 藍(1) 1543
七種競技 高校･上田染谷丘 GR 高校･野沢北 高校･野沢南 高校･野沢北 高校･野沢南 高校･岩村田

09/14 上田染谷丘 野沢北 佐久長聖 上田東 上田西高 岩村田 小諸 丸子修学館
学校対抗 123 90 56 56 33 24 22 20



予選 9月13日 11:00
決勝 9月13日 13:15

県高新(KR)          12.09
大会新(GR)          12.40

[ 1組] 風速 -1.3 [ 2組] 風速 -0.7

 1 田村 有利奈(1) 高校     12.86 Q  1 金田 華実(2) 高校     12.77 Q
ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 上田東高 ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 野沢北

 2 酒井 菜月(1) 高校     13.20 Q  2 金井 梨里(2) 高校     13.27 Q
ｻｶｲ ﾅﾂｷ 野沢北 ｶﾅｲ ﾘﾘ 上田染谷丘

 3 三井 マイキ(1) 高校     14.45 Q  3 関 沙紀穂(2) 高校     13.61 Q
ﾐﾂｲ ﾏｲｷ 小諸商業 ｾｷ ｻｷﾎ 野沢北

 4 古川 真央(1) 高校     14.51 q  4 柳沢 華歩(1) 高校     13.68 q
ﾌﾙｶﾜ ﾏｵ 丸子修学館 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾎ 上田西高

 5 阿部 さくら(1) 高校     14.64  5 立野 佑奈(2) 高校     14.58 
ｱﾍﾞ ｻｸﾗ 小諸商業 ﾀﾃﾉ ﾕｳﾅ 小諸商業

 6 河西 由利香(1) 高校     14.92  6 江原 成美(2) 高校     14.72 
ｶｻｲ ﾕﾘｶ 北佐久農高 ｴﾊﾗ ﾅﾙﾐ 上田東高

 7 堀内 槙乃(2) 高校     14.93 矢島 芽衣(1) 高校
ﾎﾘｳﾁ ﾏｷﾉ 上田染谷丘 ﾔｼﾞﾏ ﾒｲ 佐久長聖

風速 +2.3

 1 金田 華実(2) 高校     12.29 
ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 野沢北

 2 田村 有利奈(1) 高校     12.56 
ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 上田東高

 3 酒井 菜月(1) 高校     12.83 
ｻｶｲ ﾅﾂｷ 野沢北

 4 金井 梨里(2) 高校     12.96 
ｶﾅｲ ﾘﾘ 上田染谷丘

 5 関 沙紀穂(2) 高校     13.32 
ｾｷ ｻｷﾎ 野沢北

 6 柳沢 華歩(1) 高校     13.43 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾎ 上田西高

 7 古川 真央(1) 高校     14.09 
ﾌﾙｶﾜ ﾏｵ 丸子修学館

 8 三井 マイキ(1) 高校     14.14 
ﾐﾂｲ ﾏｲｷ 小諸商業
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決勝 9月14日 13:00

県高新(KR)          24.72
大会新(GR)          25.13

[ 1組] 風速 +3.3 [ 2組] 風速 +2.5

 1 柳沢 華歩(1) 高校     27.62  1 金田 華実(2) 高校     25.58 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾎ 上田西高 ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 野沢北

 2 矢島 芽衣(1) 高校     28.76  2 酒井 菜月(1) 高校     26.22 
ﾔｼﾞﾏ ﾒｲ 佐久長聖 ｻｶｲ ﾅﾂｷ 野沢北

 3 古川 真央(1) 高校     28.95  3 田村 有利奈(1) 高校     26.54 
ﾌﾙｶﾜ ﾏｵ 丸子修学館 ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 上田東高

 4 成澤 優(1) 高校     29.08  4 金井 梨里(2) 高校     27.35 
ﾅﾙｻﾜ ﾕｳ 上田東高 ｶﾅｲ ﾘﾘ 上田染谷丘

 5 渡邉 希(2) 高校     29.18  5 土屋 なつみ(2) 高校     27.67 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 小諸 ﾂﾁﾔ ﾅﾂﾐ 野沢北

   1 金田 華実(2) 高校 野沢北     25.58 (+2.5)   2   1
   2 酒井 菜月(1) 高校 野沢北     26.22 (+2.5)   2   2
   3 田村 有利奈(1) 高校 上田東高     26.54 (+2.5)   2   3
   4 金井 梨里(2) 高校 上田染谷丘     27.35 (+2.5)   2   4
   5 柳沢 華歩(1) 高校 上田西高     27.62 (+3.3)   1   1
   6 土屋 なつみ(2) 高校 野沢北     27.67 (+2.5)   2   5
   7 矢島 芽衣(1) 高校 佐久長聖     28.76 (+3.3)   1   2
   8 古川 真央(1) 高校 丸子修学館     28.95 (+3.3)   1   3
   9 成澤 優(1) 高校 上田東高     29.08 (+3.3)   1   4
  10 渡邉 希(2) 高校 小諸     29.18 (+3.3)   1   5
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決勝 9月13日 12:25

県高新(KR)          55.42
大会新(GR)          58.35

 1 岸田 藍(2) 高校   1,00.01 
ｷｼﾀﾞ ｱｲ 上田染谷丘

 2 酒井 菜月(1) 高校   1,01.42 
ｻｶｲ ﾅﾂｷ 野沢北

 3 田中 祐里(1) 高校   1,02.97 
ﾀﾅｶ ﾕｳﾘ 上田西高

 4 土屋 なつみ(2) 高校   1,03.21 
ﾂﾁﾔ ﾅﾂﾐ 野沢北

 5 渡辺 恵衣(1) 高校   1,03.61 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｲ 岩村田

 6 川田 佑香(1) 高校   1,04.04 
ｶﾜﾀ ﾕｶ 上田西高

 7 金井 梨里(2) 高校   1,05.36 
ｶﾅｲ ﾘﾘ 上田染谷丘

 8 清水口 愛(2) 高校   1,06.58 
ｼﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱｲ 丸子修学館

 9 山本 彩恵(2) 高校   1,07.63 
ﾔﾏﾓﾄ ｻｴ 佐久長聖

決勝 9月14日 12:40

県高新(KR)        2,05.78
大会新(GR)        2,16.97

 1 田川 綺菜(2) 高校   2,25.47 
ﾀｶﾞﾜ ｱﾔﾅ 上田染谷丘

 2 渡辺 恵衣(1) 高校   2,26.78 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｲ 岩村田

 3 川田 佑香(1) 高校   2,27.03 
ｶﾜﾀ ﾕｶ 上田西高

 4 清水口 愛(2) 高校   2,27.34 
ｼﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱｲ 丸子修学館

 5 甘利 祐子(2) 高校   2,33.23 
ｱﾏﾘ ﾕｳｺ 佐久長聖

 6 成澤 優(1) 高校   2,33.65 
ﾅﾙｻﾜ ﾕｳ 上田東高

 7 山本 彩恵(2) 高校   2,34.71 
ﾔﾏﾓﾄ ｻｴ 佐久長聖

 8 城下 真裕子(1) 高校   2,45.25 
ｼﾞｮｳｼﾀ ﾏﾕｺ 上田

 9 中島 瑞穂(2) 高校   2,56.26 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞﾎ 上田

10 原田 彩(1) 高校   3,06.99 
ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔ 北佐久農高
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決勝 9月13日 12:50

県高新(KR)        4,23.10
大会新(GR)        4,45.75

 1 田川 綺菜(2) 高校   4,58.59 
ﾀｶﾞﾜ ｱﾔﾅ 上田染谷丘

 2 甘利 祐子(2) 高校   4,58.63 
ｱﾏﾘ ﾕｳｺ 佐久長聖

 3 清水口 愛(2) 高校   5,14.64 
ｼﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱｲ 丸子修学館

 4 成澤 優(1) 高校   5,18.03 
ﾅﾙｻﾜ ﾕｳ 上田東高

 5 山本 彩恵(2) 高校   5,33.76 
ﾔﾏﾓﾄ ｻｴ 佐久長聖

 6 渡辺 恵衣(1) 高校   5,39.31 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｲ 岩村田

 7 城下 真裕子(1) 高校   5,49.54 
ｼﾞｮｳｼﾀ ﾏﾕｺ 上田

 8 中島 瑞穂(2) 高校   6,00.07 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞﾎ 上田
佐藤 佑郁(1) 高校
ｻﾄｳ ﾕｳｶ 東御清翔

決勝 9月14日 10:35

県高新(KR)        9,16.29
大会新(GR)       10,16.94

 1 甘利 祐子(2) 高校  10,33.95 
ｱﾏﾘ ﾕｳｺ 佐久長聖

 2 田川 綺菜(2) 高校  11,00.17 
ﾀｶﾞﾜ ｱﾔﾅ 上田染谷丘
佐藤 佑郁(1) 高校
ｻﾄｳ ﾕｳｶ 東御清翔

2  1379
欠場

1  1306

3  1457

女子

３０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  1379
欠場

9  1425

1  1411

2  1266

4  1447

5  1307

8  1387

7  1457

6  1306

女子

１５００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月13日 11:40

県高新(KR)          14.28
大会新(GR)          16.23

風速 +1.0

 1 細田 真央(2) 高校     15.03 
ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘

 2 岸田 藍(2) 高校     15.85 
ｷｼﾀﾞ ｱｲ 上田染谷丘

 3 田中 祐里(1) 高校     16.28 
ﾀﾅｶ ﾕｳﾘ 上田西高

 4 渡邉 希(2) 高校     17.38 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 小諸

 5 清水 晶絵(2) 高校     17.42 
ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ 小諸

 6 宮下 あかね(1) 高校     18.07 
ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ 上田染谷丘

 7 加納 南菜子(1) 高校     18.08 
ｶﾉｳ ﾅﾅｺ 上田

 8 住友 佐耶佳(1) 高校     19.38 
ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ 野沢北

決勝 9月14日 11:30

県高新(KR)          58.80
大会新(GR)        1,06.25

 1 細田 真央(2) 高校   1,03.59 
ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘

 2 岸田 藍(2) 高校   1,03.81 
ｷｼﾀﾞ ｱｲ 上田染谷丘

 3 金田 華実(2) 高校   1,06.30 
ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 野沢北

 4 田中 祐里(1) 高校   1,06.96 
ﾀﾅｶ ﾕｳﾘ 上田西高

 5 渡邉 希(2) 高校   1,11.10 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 小諸

 6 清水 晶絵(2) 高校   1,13.47 
ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ 小諸

 7 住友 佐耶佳(1) 高校   1,16.53 
ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ 野沢北

 8 小林 茉菜美(1) 高校   1,20.71 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 野沢北

8  1233

2  1231

9  1350

5  1537

7  1342

大会新
3  1227

6  1455
大会新

4  1453

女子

４００ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

9  1424

2  1233

3  1458

4  1342

8  1350

大会新
6  1537

5  1455
大会新

7  1453

女子

１００ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月13日 14:40

県高新(KR)          47.90
大会新(GR)          50.02

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 野沢北  1228 関 沙紀穂(2)     49.88 

ﾉｻﾞﾜｷﾀ ｾｷ ｻｷﾎ 大会新
 1227 金田 華実(2)

ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ
 1229 土屋 なつみ(2)

ﾂﾁﾔ ﾅﾂﾐ
 1232 酒井 菜月(1)

ｻｶｲ ﾅﾂｷ
 2   4 上田染谷丘  1458 宮下 あかね(1)     50.46 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ
 1454 金井 梨里(2)

ｶﾅｲ ﾘﾘ
 1453 岸田 藍(2)

ｷｼﾀﾞ ｱｲ
 1455 細田 真央(2)

ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ
 3   5 上田東高  1448 永井 琴美(2)     53.34 

ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼｺｳ ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ
 1450 田村 有利奈(1)

ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ
 1447 成澤 優(1)

ﾅﾙｻﾜ ﾕｳ
 1446 江原 成美(2)

ｴﾊﾗ ﾅﾙﾐ
  7 上田西高

ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ 欠場

女子

４×１００ｍＲ

決勝



決勝 9月14日 14:50

県高新(KR)        3,53.12
大会新(GR)        4,07.65

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 上田染谷丘  1458 宮下 あかね(1)   4,06.03 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ 大会新
 1453 岸田 藍(2)

ｷｼﾀﾞ ｱｲ
 1454 金井 梨里(2)

ｶﾅｲ ﾘﾘ
 1455 細田 真央(2)

ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ
 2   6 野沢北  1232 酒井 菜月(1)   4,09.85 

ﾉｻﾞﾜｷﾀ ｻｶｲ ﾅﾂｷ
 1229 土屋 なつみ(2)

ﾂﾁﾔ ﾅﾂﾐ
 1233 住友 佐耶佳(1)

ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ
 1227 金田 華実(2)

ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ
  4 上田東高

ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼｺｳ 欠場

女子

４×４００ｍＲ

決勝



決勝 9月13日 10:10

県高新(KR)           1.77
大会新(GR)           1.65

萩原 千尋(2) 高校
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 野沢南
宮下 あかね(1) 高校
ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ 上田染谷丘
堀内 槙乃(2) 高校
ﾎﾘｳﾁ ﾏｷﾉ 上田染谷丘
原田 彩(1) 高校
ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔ 北佐久農高
三井 マイキ(1) 高校 欠場
ﾐﾂｲ ﾏｲｷ 小諸商業

決勝 9月14日 11:00

県高新(KR)           6.06
大会新(GR)           5.55

田村 有利奈(1) 高校   5.52   5.56    X    X   5.52   5.24    5.56 大会新
ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 上田東高   +1.3   +0.7   +0.9   +0.5    +0.7
宮下 あかね(1) 高校    X   5.15   4.89   2.86   4.23    X    5.15 
ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ 上田染谷丘   +2.4   +2.8   +2.0   -0.6    +2.4
清水 晶絵(2) 高校   4.68   4.82    -   4.95   3.26   4.69    4.95 
ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ 小諸   +0.3   +2.4   +0.9   -1.2   -2.0    +0.9
矢島 芽衣(1) 高校   4.76   4.63    X   4.89   4.56   4.78    4.89 
ﾔｼﾞﾏ ﾒｲ 佐久長聖   -1.0   +3.1   +1.3   -1.3   -0.5    +1.3
堀内 槙乃(2) 高校    X   4.65    X   4.66   4.76   4.34    4.76 
ﾎﾘｳﾁ ﾏｷﾉ 上田染谷丘   +2.0   +2.2   +0.3   +0.2    +0.3
河西 由利香(1) 高校    X   4.61   4.72   4.61   4.66   4.64    4.72 
ｶｻｲ ﾕﾘｶ 北佐久農高   +2.5   +3.5   +0.9   -0.3   -0.7    +3.5
立野 佑奈(2) 高校   4.60   4.41   4.38   4.15   4.46   4.10    4.60 
ﾀﾃﾉ ﾕｳﾅ 小諸商業   +1.8   +2.0   +3.0   +0.7   +2.1   +0.8    +1.8
江原 成美(2) 高校   4.14   4.17   4.46   4.24   4.06   3.54    4.46 
ｴﾊﾗ ﾅﾙﾐ 上田東高    0.0   -0.3   -2.6   +1.4   +2.5   +0.4    -2.6
橋本 実季(2) 高校   4.27   4.24   4.39    4.39 
ﾊｼﾓﾄ ﾐｷ 野沢南   -0.8   +0.9   +2.9    +2.9
関 沙紀穂(2) 高校   3.98   3.88   3.98    3.98 
ｾｷ ｻｷﾎ 野沢北   -0.6   +0.3   +2.6    -0.6
阿部 さくら(1) 高校    X   3.75   2.69    3.75 
ｱﾍﾞ ｻｸﾗ 小諸商業   -0.6   +0.7    -0.6

10 3  1228

11 1  1365

8 2  1446

9 4  1249

6 7  1286

7 6  1363

4 5  1301

5 9  1456

2 10  1458

3 8  1350

記録 備考
1 11  1450

-3- -4- -5- -6-

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

2  1352

 1.25

1  1287
XXX

XXX

 1.40

 1.35

3 4  1456
- O O

2 3  1458
- O O O XXO

XO XXX

XXX

1 5  1250
- - - O O

記録 備考1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m43

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 9月14日 11:00

県高新(KR)          13.65
大会新(GR)          13.65

佐藤 芹香(2) 高校
ｻﾄｳ ｾﾘｶ 佐久長聖
永井 琴美(2) 高校
ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ 上田東高
宮下 彩奈(1) 高校
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾅ 東御清翔

決勝 9月13日 11:20

県高新(KR)          44.69
大会新(GR)          43.41

佐藤 芹香(2) 高校
ｻﾄｳ ｾﾘｶ 佐久長聖
永井 琴美(2) 高校
ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ 上田東高
宮下 彩奈(1) 高校
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾅ 東御清翔
古川 真央(1) 高校
ﾌﾙｶﾜ ﾏｵ 丸子修学館
香坂 成美(2) 高校
ｺｳｻｶ ﾅﾙﾐ 岩村田
荒井 祐里奈(1) 高校
ｱﾗｲ ﾕﾘﾅ 岩村田
吉田 安里紗(1) 高校 欠場
ﾖｼﾀﾞ ｱﾘｻ 小諸
腰越 妃夏(1) 高校 欠場
ｺｼｺﾞｴ ﾋﾒｶ 小諸

決勝 9月14日 10:00

県高新(KR)          48.07
大会新(GR)          44.88

佐藤 芹香(2) 高校
ｻﾄｳ ｾﾘｶ 佐久長聖
宮下 彩奈(1) 高校
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾅ 東御清翔
永井 琴美(2) 高校
ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ 上田東高
小林 茉菜美(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 野沢北
吉田 安里紗(1) 高校 欠場
ﾖｼﾀﾞ ｱﾘｻ 小諸
腰越 妃夏(1) 高校 欠場
ｺｼｺﾞｴ ﾋﾒｶ 小諸

3  1341

  -  21.97 

1  1344

  O  23.84 

4 2  1231
21.97   X   O   -   -

24.53  24.53 

3 5  1448
22.47   X   O   X 23.84

  O  36.19 

2 4  1380
  O 22.77   X   O   O

記録 備考
1 6  1305

  O 36.19   O   O   O

-3- -4- -5- -6-

女子

やり投(0.600kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

3  1341

  O  15.69 

1  1344

  X  19.39 

6 2  1267
  O   O 15.69   O   O

21.68  21.68 

5 4  1269
  O 17.73   O   O 19.39

  O  23.58 

4 5  1393
  X   O 20.19   X   O

  O  29.80 

3 6  1380
  O   O 22.90   O 23.58

  O  31.88 

2 7  1448
  X   O 29.80   X   O

記録 備考
1 8  1305

  X   O 31.88   O   O

-3- -4- -5- -6-

女子

円盤投(1.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

 7.26   7.54 

10.24  10.54 

3 1  1380
  X  6.93  6.79  7.23  7.54

11.01  11.01 

2 2  1448
10.25 10.07 10.54 10.36 10.41

記録 備考
1 3  1305

10.54 10.67   X 10.36   X

-3- -4- -5- -6-

女子

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月13日 13:55

風速 +2.4

 1 細田 真央(2) 高校 26.15(784)
ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘

 2 住友 佐耶佳(1) 高校 28.42(598)
ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ 野沢北

 3 橋本 実季(2) 高校 30.06(478)
ﾊｼﾓﾄ ﾐｷ 野沢南

 4 小林 茉菜美(1) 高校 30.25(465)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 野沢北

 5 萩原 千尋(2) 高校 30.36(457)
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 野沢南

 6 横山 藍(1) 高校 32.15(342)
ﾖｺﾔﾏ ｱｲ 岩村田

決勝 9月14日 13:30

 1 細田 真央(2) 高校 2,27.67(722)
ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘

 2 住友 佐耶佳(1) 高校 2,41.36(557)
ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ 野沢北

 3 小林 茉菜美(1) 高校 2,56.76(396)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 野沢北

 4 横山 藍(1) 高校 3,01.01(356)
ﾖｺﾔﾏ ｱｲ 岩村田

 5 橋本 実季(2) 高校 3,07.22(301)
ﾊｼﾓﾄ ﾐｷ 野沢南

 6 萩原 千尋(2) 高校 3,14.74(240)
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 野沢南

決勝 9月13日 10:00

七種１００ｍH
風速 +1.4

 1 細田 真央(2) 高校 15.11(827)
ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘

 2 萩原 千尋(2) 高校 18.53(435)
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 野沢南

 3 住友 佐耶佳(1) 高校 19.22(370)
ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ 野沢北

 4 小林 茉菜美(1) 高校 19.34(359)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 野沢北

 5 橋本 実季(2) 高校 20.48(264)
ﾊｼﾓﾄ ﾐｷ 野沢南

 6 横山 藍(1) 高校 22.73(115)
ﾖｺﾔﾏ ｱｲ 岩村田

4  1268

2  1231

3  1249

5  1233

7  1455

6  1250

混成女子

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  1250

2  1268

3  1249

4  1231

5  1455

7  1233

混成女子

七種８００ｍ

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  1268

7  1231

3  1250

6  1249

2  1455

4  1233

混成女子

七種２００ｍ

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月13日 11:40

細田 真央(2) 高校
ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘 (512)
萩原 千尋(2) 高校
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 野沢南 (460)
小林 茉菜美(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 野沢北 (359)
住友 佐耶佳(1) 高校
ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ 野沢北 (312)
橋本 実季(2) 高校
ﾊｼﾓﾄ ﾐｷ 野沢南 (222)
横山 藍(1) 高校
ﾖｺﾔﾏ ｱｲ 岩村田 (  0)

決勝 9月14日 10:00

細田 真央(2) 高校   5.24   5.16   5.16    5.24 
ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘   +1.6   -0.9   +1.8    +1.6 (626)
萩原 千尋(2) 高校   4.52   4.54   4.74    4.74 
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 野沢南   +0.8   -1.3   +1.0    +1.0 (490)
橋本 実季(2) 高校    X   4.36    X    4.36 
ﾊｼﾓﾄ ﾐｷ 野沢南   -0.4    -0.4 (393)
住友 佐耶佳(1) 高校    X   4.23   4.19    4.23 
ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ 野沢北    0.0   +2.0     0.0 (362)
小林 茉菜美(1) 高校   3.48    X   3.90    3.90 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 野沢北   +1.1   +1.0    +1.0 (285)
横山 藍(1) 高校    X   3.49   3.49    3.49 
ﾖｺﾔﾏ ｱｲ 岩村田   -1.1   +0.3    -1.1 (198)

決勝 9月13日 12:40

七種砲丸投

細田 真央(2) 高校
ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘 (434)
住友 佐耶佳(1) 高校
ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ 野沢北 (280)
橋本 実季(2) 高校
ﾊｼﾓﾄ ﾐｷ 野沢南 (276)
萩原 千尋(2) 高校
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 野沢南 (276)
横山 藍(1) 高校
ﾖｺﾔﾏ ｱｲ 岩村田 (263)
小林 茉菜美(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 野沢北 (247)
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細田 真央(2) 高校
ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘 (447)
小林 茉菜美(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 野沢北 (333)
横山 藍(1) 高校
ﾖｺﾔﾏ ｱｲ 岩村田 (269)
萩原 千尋(2) 高校
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 野沢南 (228)
橋本 実季(2) 高校
ﾊｼﾓﾄ ﾐｷ 野沢南 (216)
住友 佐耶佳(1) 高校
ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ 野沢北 (202)
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