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グランドコンディション  
    

日付  時刻  天候  
気温

(℃ )  

湿度

(％ )  
気圧  風向  

風速

(m/s) 

2015/6/21  9 :00 曇り    18 80       西      2.0 

2015/6/21 10:00 雨      17 87       北西    1.5 

2015/6/21 11:00 雨      17 89       西      0.5 

2015/6/21 12:00 雨      17 91       北西    0.8 

2015/6/21 13:00 曇り    18.9 84       西      2.3 

2015/6/21 14:00 雨      18.8 84       西      1.8 

 
本日樹立された記録  
種  目  氏   名  都道府県  所属名  記録  備考  

高校･一般男子 800m 白川  友一  一般  須坂陸協      1,58.18 大会新  

高校･一般男子 800m 小林  達哉 (3) 高校生  佐久平総合高      1,59.47 大会新  

      
 



第２０回菅平高原スポーツランド陸上競技記録会                                    
平成27年6月21日（日）                                                           
主催：上田陸上競技協会                                                          
　　　記録会実行委員会                                                          

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】203080  菅平スポーツランド陸上競技場

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
06/21 女子  +0.9 榊原 南実(3) 13.06 白石 舞(1) 13.43 高橋 うらら(1) 13.57 新田 美月(1) 13.97 髙橋 亜衣奈(3) 15.21

100m 一般･信州大 高校生･上田西高 高校生･上田西高 高校生･小諸 一般･長野高専
06/21  +1.2 新田 美月(1) 28.84 中里 未央(1) 29.13 大口 幸奈(1) 30.35

200m 高校生･小諸 高校生･須坂高 高校生･立志館
06/21 西野入 萌利(1) 2,33.88 内田 梨湖(1) 2,38.03 上原 萌花(1) 2,39.31 城下 真裕子(2) 2,40.24 小林 あかね(3) 3,07.95

800m 高校生･上田高 高校生･上田西高 高校生･岡谷東高 高校生･上田高 一般･長野高専
06/21 野澤 沙綺(1) 上田高 1.40 樋口 朋果(2) 1.30

走高跳 坂井 桃菜美(1) 須坂高 高校生･岡谷東高
06/21 榊原 南実(3) 4.74(+0.4) 西野入 萌利(1)4.44(+0.5) 溝尾 里菜(2) 3.66(+0.5)

走幅跳 一般･信州大 高校生･上田高 高校生･岡谷東高
06/21 髙波 舞(2) 28.03 浦野 美帆(1) 25.23 山岸 良美(3) 24.89 加納 南菜子(2) 19.86 野澤 沙綺(1) 14.33

やり投 高校生･松本県ヶ丘高 高校生･須坂高 高校生･立志館 高校生･上田高 高校生･上田高
06/21 上田高       57.87

4x100mR 加納 南菜子(2)
城下 真裕子(2)
西野入 萌利(1)
野澤 沙綺(1)

06/21 中学女子 永原 朱夏(3) 12.85 春日 佑月(3) 13.04 田村 純菜(2) 13.10 酒井 夢実(3) 13.47 寺澤 舞歩(3) 13.52 小島 すずか(3) 13.55 大塚 七星(2) 13.59 田口 璃乃佳(3) 13.64
100m 中学生･信濃中 中学生･長野北部 中学生･坂城 中学生･小諸東中 中学生･相森 中学生･櫻ヶ岡 中学生･小諸東中 中学生･長野東部中

06/21 横須賀 玲奈(2) 28.06 西山 ちひろ(3) 29.15 加部 菜花(3) 29.40 古越 微唯(2) 29.50 山田 真菜(2) 30.25 宮﨑 千華(2) 30.47 碓井 実生(2) 30.48 久田 あおい(1) 30.88
200m 中学生･小諸東中 中学生･柳町中 中学生･小諸東中 中学生･御代田中 中学生･櫻ヶ岡 中学生･川中島 中学生･柳町中 中学生･柳町中

06/21 諸山 理湖(2) 2,32.09 梅村 菜々子(3) 2,32.48 井上 愛美(2) 2,34.98 中島 有希(3) 2,40.47 田中 愛珠(1) 2,42.45 島田 弥玲(3) 2,43.04 内堀 実咲(2) 2,44.11 油科 夏葉(2) 2,44.67
800m 中学生･小諸東中 中学生･御代田中 中学生･長野東部中 中学生･墨坂 中学生･墨坂 中学生･長野東部中 中学生･丸子北中 中学生･飯山城北中

06/21 寺澤 舞歩(3) 1.35 武内 美南(2) 1.35 田中 にな(3) 1.35 加藤 依蕗(3) 1.30 高橋 雪衣(2) 中学生･相森 1.30 小嶋 麻莉(2) 中学生･南宮 1.20
走高跳 中学生･相森 中学生･長野東部中 中学生･中野平中 中学生･信濃中 西澤 茉奈(2) 中学生･篠ﾉ井東中 市川 のぞみ(3) 中学生･裾花中

横須賀 玲奈(2) 中学生･小諸東中
06/21 溝口 智子(3) 4.57(-0.7) 常田 麻奈(3) 4.54(+1.2) 山岸 萌香(2) 4.47(+0.6) 柳澤 優菜(3) 4.47(-0.3) 宮川 紗衣(3) 4.47(+1.0) 大塚 咲季(3) 4.44(+1.1) 小林 涼美(2) 4.29(+0.2) 土屋 さくら(3)4.27(+1.4)

走幅跳 中学生･丸子北中 中学生･長野北部 中学生･信濃中 中学生･坂城 中学生･長野東部中 中学生･坂城 中学生･飯山城北中 中学生･小諸東中
06/21 阿部 佳乃(2) 8.72 高橋 実結(3) 8.56 池田 彩香(3) 8.33 湯本 渚(2) 7.96 山本 美吹(3) 7.96 吉村 萌湧(3) 7.68 上野 七美(3) 7.48 荒井 美結(2) 6.85

砲丸投 中学生･柳町中 中学生･柳町中 中学生･長野東部中 中学生･小諸東中 中学生･長野東部中 中学生･信濃中 中学生･南宮 中学生･南宮
06/21 山本 彩雅(3) 29.96 中山 光裕(3) 26.81 割田 実夢(2) 22.57 牧 桃子(3) 21.01 小林 咲嬉(3) 20.06 竹下 日奈子(2) 19.27 阿部 佳乃(2) 15.20

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学生･相森 中学生･信濃中 中学生･長野北部 中学生･南宮 中学生･南宮 中学生･三陽中 中学生･柳町中
06/21 小諸東中(A)       52.53 相森(A)       54.14 長野東部中(A)      54.60 柳町中(A)       55.32 信濃中       55.36 南宮       55.97 長野東部中(B)      57.09 柳町中(B)       57.49

4x100mR 横須賀 玲奈(2) 永田 優芽(3) 小池 日夏里(2) 今井 ゆり(3) 若月 夕果(2) 上野 七美(3) 米澤 笑美(1) 松橋 祐奈(2)
酒井 夢実(3) 山本 彩雅(3) 田口 璃乃佳(3) 西山 ちひろ(3) 永原 可那(1) 伊藤 有乃(2) 寺島 玲雅(2) 碓井 実生(2)
加部 菜花(3) 高橋 雪衣(2) 山本 美吹(3) 宮澤 みらい(3) 吉村 萌湧(3) 中靜 美憂(2) 保科 真歩(1) 松橋 梨江(2)
土屋 さくら(3) 寺澤 舞歩(3) 宮川 紗衣(3) 小坂 桃花(3) 永原 朱夏(3) 久保 栞奈(3) 武内 美南(2) 小島 怜奈(2)

06/21 小学女子  +1.9 齊藤 結花(6) 16.12 成澤 仁菜(6) 16.21
100m 小学生･上田JSC 小学生･上田JSC



決勝 6月21日  9:40

大会新              12.53

風速 +0.9

 1 榊原 南実(3) 一般     13.06 
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ 信州大

 2 白石 舞(1) 高校生     13.43 
ｼﾗｲｼ  ﾏｲ 上田西高

 3 高橋 うらら(1) 高校生     13.57 
ﾀｶﾊｼ  ｳﾗﾗ 上田西高

 4 新田 美月(1) 高校生     13.97 
ﾆｯﾀ ﾐﾂﾞｷ 小諸

 5 髙橋 亜衣奈(3) 一般     15.21 
ﾀｶﾊｼ ｱｲﾅ 長野高専
小林 結衣子(1) 高校生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲｺ 小諸

女子

100m                100m                

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   152  152

22   151  151

66   149  149

33   125  125

77   207  207

55   124  124
欠場欠場



決勝 6月21日 11:20

大会新              26.36

風速 +1.2

 1 新田 美月(1) 高校生     28.84 
ﾆｯﾀ ﾐﾂﾞｷ 小諸

 2 中里 未央(1) 高校生     29.13 
ﾅｶｻﾞﾄ ﾐｵ 須坂高

 3 大口 幸奈(1) 高校生     30.35 
ｵｵｸﾞﾁ ﾕｷﾅ 立志館
小林 結衣子(1) 高校生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲｺ 小諸

3   307

4   124
欠場

2   125

5   166

女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 6月21日 13:15

大会新            2,23.38

 1 西野入 萌利(1) 高校生   2,33.88 
ﾆｼﾉｲﾘ ﾓｴﾘ 上田高

 2 内田 梨湖(1) 高校生   2,38.03 
ｳﾁﾀﾞ  ﾘｺ 上田西高

 3 上原 萌花(1) 高校生   2,39.31 
ｳｴﾊﾗ ﾓｴｶ 岡谷東高

 4 城下 真裕子(2) 高校生   2,40.24 
ｼﾞｮｳｼﾀ ﾏﾕｺ 上田高

 5 小林 あかね(3) 一般   3,07.95 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾈ 長野高専

2   206

5   102

4   146

6   147

3   150

女子

800m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 6月21日 12:30

大会新               1.50

野澤 沙綺(1) 高校生
ﾉｻﾞﾜ ｻｷ 上田高
坂井 桃菜美(1) 高校生
ｻｶｲ ﾐﾅﾐ 須坂高
樋口 朋果(2) 高校生
ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓｶ 岡谷東高

 1.30

 1.40

3 1   104
- - - XXO XXX

O XO XXO XXX
1 3   165

- - -

XXO XXX  1.40
1 2   148

- - O O XO

記録1m25 1m30 備考1m15 1m20 1m35 1m40 1m45 1m50

女子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 6月21日  9:30

大会新               5.84

榊原 南実(3) 一般   4.59   4.74   4.69    4.74 
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ 信州大   +0.2   +0.4    0.0    +0.4
西野入 萌利(1) 高校生   3.93   4.44   4.10    4.44 
ﾆｼﾉｲﾘ ﾓｴﾘ 上田高   +0.8   +0.5   -0.3    +0.5
溝尾 里菜(2) 高校生    X   3.66    X    3.66 
ﾐｿﾞｵ ﾘﾅ 岡谷東高   +0.5    +0.5
清水 希(1) 高校生 欠場
ｼﾐｽﾞ ﾉｿﾞﾐ 岡谷東高

3 1   101

2   103

1 4   152

2 3   147

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 6月21日 11:00

大会新              32.31

髙波 舞(2) 高校生
ﾀｶﾅﾐ ﾏｲ 松本県ヶ丘高
浦野 美帆(1) 高校生
ｳﾗﾉ ﾐﾎ 須坂高
山岸 良美(3) 高校生
ﾔﾏｷﾞｼ ﾖｼﾐ 立志館
加納 南菜子(2) 高校生
ｶﾉｳ ﾅﾅｺ 上田高
野澤 沙綺(1) 高校生
ﾉｻﾞﾜ ｻｷ 上田高

 14.33 

 19.86 

5 1   148
  O 14.33   X

 24.89 

4 2   145
19.86   O   X

 25.23 

3 3   306
  O   O 24.89

 28.03 

2 4   164
  X 25.23   X

1 5   142
  O 28.03   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



決勝 6月21日 14:10

大会新              48.66

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 上田高   145 加納 南菜子(2)     57.87 

ｳｴﾀﾞｺｳ ｶﾉｳ ﾅﾅｺ
  146 城下 真裕子(2)

ｼﾞｮｳｼﾀ ﾏﾕｺ
  147 西野入 萌利(1)

ﾆｼﾉｲﾘ ﾓｴﾘ
  148 野澤 沙綺(1)

ﾉｻﾞﾜ ｻｷ

女子

4x100mR             

決勝



決勝 6月21日  9:00

大会新              12.58

[ 1組] 風速 +2.3 [ 2組] 風速 +2.2

 1 上平 藍加(1) 中学生     16.32  1 宮尾 美希(1) 中学生     15.12 
ｶﾐﾋﾗ ｱｲｶ 相森 ﾐﾔｵ ﾐｷ 相森

 2 太田 万莉奈(1) 中学生     16.47  2 廣瀬 文香(1) 中学生     15.29 
ｵｵﾀ ﾏﾘﾅ 川中島 ﾋﾛｾ ﾌﾐｶ 長野東部中

 3 山﨑 帆登(1) 中学生     16.55  3 宮崎 由衣(1) 中学生     15.85 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾎﾄ 飯山城北中 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｲ 長野東部中

 4 藤沢 香花(1) 中学生     16.55  4 西原 万葉(1) 中学生     16.45 
ﾌｼﾞｻﾜ ｶﾊﾅ 相森 ﾆｼﾊﾗ ﾏﾘﾅ 長野東部中

 5 中村 茉那美(1) 中学生     16.66  5 岡澤 佳奈(1) 中学生     16.48 
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅﾐ 中野平中 ｵｶｻﾞﾜ ｶﾅ 裾花中

 6 宇田 唯乃(1) 中学生     16.69  6 牧 純花(1) 中学生     17.32 
ｳﾀﾞ ﾕｲﾉ 南宮 ﾏｷ ｱﾔｶ 長野東部中

 7 前川  香(1) 中学生     18.15 榎本 朱加里(1) 中学生
ﾏｴｶﾜ ｶｵﾘ 相森 ｴﾉﾓﾄ ｱｶﾘ 長野東部中
荒井 唯羅(2) 中学生 森川 楓(1) 中学生
ｱﾗｲ ﾕｲﾗ 南宮 ﾓﾘｶﾜ ｶｴﾃﾞ 長野東部中

[ 3組] 風速 +0.8 [ 4組] 風速 +1.1

 1 柳澤 志帆(1) 中学生     14.86  1 吉原 紗英(1) 中学生     15.49 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾎ 柳町中 ﾖｼﾊﾗ ｻｴ 長野東部中

 2 中村 茉椰(1) 中学生     15.39  2 高橋 知夏(1) 中学生     15.55 
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾔ 南宮 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｶ 柳町中

 3 田中 万葉(1) 中学生     15.52  3 澤田 伊織(1) 中学生     15.55 
ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾊ 南宮 ｻﾜﾀﾞ ｲｵﾘ 中野平中

 4 木村 渚月(1) 中学生     15.52  4 小林 朱里(1) 中学生     15.56 
ｷﾑﾗ ﾅﾂｷ 川中島 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾘ 中野平中

 5 小林 茉友香(1) 中学生     15.75  5 吉田 珠恩(1) 中学生     15.84 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕｶ 長野東部中 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｵﾝ 中野平中

 6 中村 星空(1) 中学生     15.80  6 髙橋 咲里菜(1) 中学生     15.93 
ﾅｶﾑﾗ ｾｲﾗ 南宮 ﾀｶﾊｼ ｻﾘﾅ 南宮

 7 髙橋 麗那(1) 中学生     15.87  7 清水 和音(1) 中学生     15.95 
ﾀｶﾊｼ ﾚﾅ 飯山城北中 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾈ 長野東部中

 8 原 聖葵(1) 中学生     16.63  8 名柄 香里(2) 中学生     16.14 
ﾊﾗ ﾏｻｷ 川中島 ﾅｶﾞﾗ ｶｵﾘ 長野東部中

[ 5組] 風速 +1.9 [ 6組] 風速 +1.5

 1 米澤 笑美(1) 中学生     14.72  1 永田 優芽(3) 中学生     14.79 
ﾖﾈｻﾞﾜ ｴﾐ 長野東部中 ﾅｶﾞﾀ ﾕﾒ 相森

 2 布利幡 祐美(2) 中学生     14.74  2 池田 実由(3) 中学生     14.98 
ﾌﾘﾊﾀ ﾕｳﾐ 長野東部中 ｲｹﾀﾞ ﾐﾕ 相森

 3 常川 葉月(2) 中学生     15.17  3 小日向 美波(2) 中学生     15.10 
ﾂﾈｶﾜ ﾊﾂﾞｷ 相森 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾐﾅﾐ 相森

 4 保科 真歩(1) 中学生     15.32  4 芹沢 紬(1) 中学生     15.17 
ﾎｼﾅ ﾏﾎ 長野東部中 ｾﾘｻﾞﾜ ﾂﾑｷﾞ 小諸東中

 5 武田 あゆみ(1) 中学生     15.48  5 住友 愛佳(1) 中学生     15.28 
ﾀｹﾀﾞ ｱﾕﾐ 長野東部中 ｽﾐﾄﾓ ﾏﾅｶ 小諸東中

 6 佐藤 あいり(1) 中学生     15.52  6 神頭 那奈(2) 中学生     15.53 
ｻﾄｳ ｱｲﾘ 長野東部中 ｺｳｽﾞ ﾅﾅ 長野東部中

 7 山田 佳奈(2) 中学生     16.47  7 山田 果音(1) 中学生     15.62 
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 長野東部中 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾉﾝ 長野東部中
清水 愛華(1) 中学生  8 中村 愛依(1) 中学生     15.67 
ｼﾐｽﾞﾏﾅｶ 三陽中 ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 南宮

[ 7組] 風速 +1.9 [ 8組] 風速 +1.4

 1 坂田 月姫(2) 中学生     14.63  1 宮下 葵衣(3) 中学生     14.54 
ｻｶﾀﾂﾐｷ 三陽中 ﾐﾔｼﾀ ｱｵｲ 長野北部

 2 荒井 美結(2) 中学生     14.77  2 渡辺 珠優(1) 中学生     14.71 
ｱﾗｲ ﾐﾕ 南宮 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 南宮

 3 横山 紗耶(3) 中学生     15.09  3 浅沼 志苑(1) 中学生     14.90 
ﾖｺﾔﾏ ｻﾔ 長野東部中 ｱｻﾇﾏ ｼｵﾝ 中野平中

 4 中山 優菜(1) 中学生     15.25  4 島田 華帆(3) 中学生     14.94 
ﾅｶﾔﾏ ﾕﾅ 信濃中 ｼﾏﾀﾞ ｶﾎ 中野平中

 5 田中 琴和(1) 中学生     15.26  5 西澤 咲(2) 中学生     14.99 
ﾀﾅｶ ｺﾄﾜ 南宮 ﾆｼｻﾞﾜ ｻｷ 相森

 6 後藤 杏菜(2) 中学生     15.32  6 松橋 梨江(2) 中学生     15.23 
ｺﾞﾄｳ ｱﾝﾅ 丸子北中 ﾏﾂﾊｼ ﾘｴ 柳町中

 7 和田 愛美(2) 中学生     16.06  7 小林 彩香(1) 中学生     15.26 
ﾜﾀﾞﾏﾅﾐ 三陽中 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 墨坂

 8 佐藤 亜海(1) 中学生     16.21  8 牧 佑佳(2) 中学生     15.29 
ｻﾄｳ ｱﾐ 川中島 ﾏｷ ﾕｶ 南宮
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[ 9組] 風速 +1.4 [ 10組] 風速 +1.8

 1 近藤 愛(3) 中学生     14.18  1 山本 彩雅(3) 中学生     14.22 
ｺﾝﾄﾞｳ ｱｲ 長野北部 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾐ 相森

 2 高橋 雪衣(2) 中学生     14.32  2 荒井 未来(2) 中学生     14.46 
ﾀｶﾊｼ ﾕｲ 相森 ｱﾗｲ ﾐｷ 長野東部中

 3 永原 可那(1) 中学生     14.47  3 綿貫 寧(1) 中学生     14.47 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｶﾅ 信濃中 ﾜﾀﾇｷ ﾈｲ 中野平中

 4 寺島 玲雅(2) 中学生     14.55  4 山田 真菜(2) 中学生     14.52 
ﾃﾗｼﾏ ﾚｲｶﾞ 長野東部中 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ 櫻ヶ岡

 5 小坂 桃花(3) 中学生     14.61  5 小澤 雪乃(2) 中学生     14.54 
ｺｻｶ ﾓﾓｶ 柳町中 ｵｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 南宮

 6 小島 怜奈(2) 中学生     14.80  6 高橋 千笑(1) 中学生     14.62 
ｺｼﾞﾏ ﾚｲﾅ 柳町中 ﾀｶﾊｼ ﾁｴ 柳町中

 7 黒岩 愛生(2) 中学生     15.10  7 中靜 美憂(2) 中学生     14.83 
ｸﾛｲﾜ ﾒｲ 墨坂 ﾅｶｼｽﾞ ﾐﾕｳ 南宮
平林 初菜(2) 中学生 清水 彩未(2) 中学生
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ 長野東部中 ｼﾐｽﾞ ｱﾐ 山ﾉ内中

[ 11組] 風速 +1.1 [ 12組] 風速 +1.2

 1 田口 璃乃佳(3) 中学生     13.64  1 永原 朱夏(3) 中学生     12.85 
ﾀｸﾞﾁ ﾘﾉｶ 長野東部中 ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ 信濃中

 2 丸山 那菜(2) 中学生     14.31  2 春日 佑月(3) 中学生     13.04 
ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅ 御代田中 ｶｽｶﾞ ﾕﾂﾞｷ 長野北部

 3 小池 日夏里(2) 中学生     14.35  3 田村 純菜(2) 中学生     13.10 
ｺｲｹ ﾋｶﾘ 長野東部中 ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 坂城

 4 伊藤 有乃(2) 中学生     14.40  4 酒井 夢実(3) 中学生     13.47 
ｲﾄｳ ﾕｳﾉ 南宮 ｻｶｲ ﾕﾒﾐ 小諸東中

 5 久保 栞奈(3) 中学生     14.47  5 寺澤 舞歩(3) 中学生     13.52 
ｸﾎﾞ ｶﾝﾅ 南宮 ﾃﾗｻﾜ ﾏﾎ 相森

 6 淺沼 愛(2) 中学生     14.75  6 小島 すずか(3) 中学生     13.55 
ｱｻﾇﾏ ﾒｸﾞﾐ 南宮 ｺｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 櫻ヶ岡
西山 ちひろ(3) 中学生  7 大塚 七星(2) 中学生     13.59 
ﾆｼﾔﾏ ﾁﾋﾛ 柳町中 ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ 小諸東中
中谷理重子(2) 中学生 関 明日美(2) 中学生
ﾅｶﾔ ﾘｴｺ 川中島 ｾｷ ｱｽﾐ 山ﾉ内中
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   1 永原 朱夏(3) 中学生 信濃中     12.85 (+1.2)  12   1
   2 春日 佑月(3) 中学生 長野北部     13.04 (+1.2)  12   2
   3 田村 純菜(2) 中学生 坂城     13.10 (+1.2)  12   3
   4 酒井 夢実(3) 中学生 小諸東中     13.47 (+1.2)  12   4
   5 寺澤 舞歩(3) 中学生 相森     13.52 (+1.2)  12   5
   6 小島 すずか(3) 中学生 櫻ヶ岡     13.55 (+1.2)  12   6
   7 大塚 七星(2) 中学生 小諸東中     13.59 (+1.2)  12   7
   8 田口 璃乃佳(3) 中学生 長野東部中     13.64 (+1.1)  11   1
   9 近藤 愛(3) 中学生 長野北部     14.18 (+1.4)   9   1
  10 山本 彩雅(3) 中学生 相森     14.22 (+1.8)  10   1
  11 丸山 那菜(2) 中学生 御代田中     14.31 (+1.1)  11   2
  12 高橋 雪衣(2) 中学生 相森     14.32 (+1.4)   9   2
  13 小池 日夏里(2) 中学生 長野東部中     14.35 (+1.1)  11   3
  14 伊藤 有乃(2) 中学生 南宮     14.40 (+1.1)  11   4
  15 荒井 未来(2) 中学生 長野東部中     14.46 (+1.8)  10   2
  16 永原 可那(1) 中学生 信濃中     14.47 (+1.4)   9   3
  16 綿貫 寧(1) 中学生 中野平中     14.47 (+1.8)  10   3
  16 久保 栞奈(3) 中学生 南宮     14.47 (+1.1)  11   5
  19 山田 真菜(2) 中学生 櫻ヶ岡     14.52 (+1.8)  10   4
  20 宮下 葵衣(3) 中学生 長野北部     14.54 (+1.4)   8   1
  20 小澤 雪乃(2) 中学生 南宮     14.54 (+1.8)  10   5
  22 寺島 玲雅(2) 中学生 長野東部中     14.55 (+1.4)   9   4
  23 小坂 桃花(3) 中学生 柳町中     14.61 (+1.4)   9   5
  24 高橋 千笑(1) 中学生 柳町中     14.62 (+1.8)  10   6
  25 坂田 月姫(2) 中学生 三陽中     14.63 (+1.9)   7   1
  26 渡辺 珠優(1) 中学生 南宮     14.71 (+1.4)   8   2
  27 米澤 笑美(1) 中学生 長野東部中     14.72 (+1.9)   5   1
  28 布利幡 祐美(2) 中学生 長野東部中     14.74 (+1.9)   5   2
  29 淺沼 愛(2) 中学生 南宮     14.75 (+1.1)  11   6
  30 荒井 美結(2) 中学生 南宮     14.77 (+1.9)   7   2
  31 永田 優芽(3) 中学生 相森     14.79 (+1.5)   6   1
  32 小島 怜奈(2) 中学生 柳町中     14.80 (+1.4)   9   6
  33 中靜 美憂(2) 中学生 南宮     14.83 (+1.8)  10   7
  34 柳澤 志帆(1) 中学生 柳町中     14.86 (+0.8)   3   1
  35 浅沼 志苑(1) 中学生 中野平中     14.90 (+1.4)   8   3
  36 島田 華帆(3) 中学生 中野平中     14.94 (+1.4)   8   4
  37 池田 実由(3) 中学生 相森     14.98 (+1.5)   6   2
  38 西澤 咲(2) 中学生 相森     14.99 (+1.4)   8   5
  39 横山 紗耶(3) 中学生 長野東部中     15.09 (+1.9)   7   3
  40 小日向 美波(2) 中学生 相森     15.10 (+1.5)   6   3
  40 黒岩 愛生(2) 中学生 墨坂     15.10 (+1.4)   9   7
  42 宮尾 美希(1) 中学生 相森     15.12 (+2.2)   2   1
  43 常川 葉月(2) 中学生 相森     15.17 (+1.9)   5   3
  43 芹沢 紬(1) 中学生 小諸東中     15.17 (+1.5)   6   4
  45 松橋 梨江(2) 中学生 柳町中     15.23 (+1.4)   8   6
  46 中山 優菜(1) 中学生 信濃中     15.25 (+1.9)   7   4
  47 田中 琴和(1) 中学生 南宮     15.26 (+1.9)   7   5
  47 小林 彩香(1) 中学生 墨坂     15.26 (+1.4)   8   7
  49 住友 愛佳(1) 中学生 小諸東中     15.28 (+1.5)   6   5
  50 廣瀬 文香(1) 中学生 長野東部中     15.29 (+2.2)   2   2
  50 牧 佑佳(2) 中学生 南宮     15.29 (+1.4)   8   8
  52 保科 真歩(1) 中学生 長野東部中     15.32 (+1.9)   5   4
  52 後藤 杏菜(2) 中学生 丸子北中     15.32 (+1.9)   7   6
  54 中村 茉椰(1) 中学生 南宮     15.39 (+0.8)   3   2
  55 武田 あゆみ(1) 中学生 長野東部中     15.48 (+1.9)   5   5
  56 吉原 紗英(1) 中学生 長野東部中     15.49 (+1.1)   4   1
  57 田中 万葉(1) 中学生 南宮     15.52 (+0.8)   3   3
  57 木村 渚月(1) 中学生 川中島     15.52 (+0.8)   3   4
  57 佐藤 あいり(1) 中学生 長野東部中     15.52 (+1.9)   5   6
  60 神頭 那奈(2) 中学生 長野東部中     15.53 (+1.5)   6   6
  61 高橋 知夏(1) 中学生 柳町中     15.55 (+1.1)   4   2
  61 澤田 伊織(1) 中学生 中野平中     15.55 (+1.1)   4   3
  63 小林 朱里(1) 中学生 中野平中     15.56 (+1.1)   4   4
  64 山田 果音(1) 中学生 長野東部中     15.62 (+1.5)   6   7
  65 中村 愛依(1) 中学生 南宮     15.67 (+1.5)   6   8
  66 小林 茉友香(1) 中学生 長野東部中     15.75 (+0.8)   3   5
  67 中村 星空(1) 中学生 南宮     15.80 (+0.8)   3   6
  68 吉田 珠恩(1) 中学生 中野平中     15.84 (+1.1)   4   5
  69 宮崎 由衣(1) 中学生 長野東部中     15.85 (+2.2)   2   3
  70 髙橋 麗那(1) 中学生 飯山城北中     15.87 (+0.8)   3   7
  71 髙橋 咲里菜(1) 中学生 南宮     15.93 (+1.1)   4   6
  72 清水 和音(1) 中学生 長野東部中     15.95 (+1.1)   4   7
  73 和田 愛美(2) 中学生 三陽中     16.06 (+1.9)   7   7
  74 名柄 香里(2) 中学生 長野東部中     16.14 (+1.1)   4   8
  75 佐藤 亜海(1) 中学生 川中島     16.21 (+1.9)   7   8
  76 上平 藍加(1) 中学生 相森     16.32 (+2.3)   1   1
  77 西原 万葉(1) 中学生 長野東部中     16.45 (+2.2)   2   4  228
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  78 太田 万莉奈(1) 中学生 川中島     16.47 (+2.3)   1   2
  78 山田 佳奈(2) 中学生 長野東部中     16.47 (+1.9)   5   7
  80 岡澤 佳奈(1) 中学生 裾花中     16.48 (+2.2)   2   5
  81 山﨑 帆登(1) 中学生 飯山城北中     16.55 (+2.3)   1   3
  81 藤沢 香花(1) 中学生 相森     16.55 (+2.3)   1   4
  83 原 聖葵(1) 中学生 川中島     16.63 (+0.8)   3   8
  84 中村 茉那美(1) 中学生 中野平中     16.66 (+2.3)   1   5
  85 宇田 唯乃(1) 中学生 南宮     16.69 (+2.3)   1   6
  86 牧 純花(1) 中学生 長野東部中     17.32 (+2.2)   2   6
  87 前川  香(1) 中学生 相森     18.15 (+2.3)   1   7
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決勝 6月21日 11:10

大会新              26.25

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 +0.3

 1 山田 真菜(2) 中学生     30.25  1 横須賀 玲奈(2) 中学生     28.06 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ 櫻ヶ岡 ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ 小諸東中

 2 宮﨑 千華(2) 中学生     30.47  2 西山 ちひろ(3) 中学生     29.15 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾁﾊﾙ 川中島 ﾆｼﾔﾏ ﾁﾋﾛ 柳町中

 3 碓井 実生(2) 中学生     30.48  3 加部 菜花(3) 中学生     29.40 
ｳｽｲ ﾐｳ 柳町中 ｶﾍﾞ ﾅﾉｶ 小諸東中

 4 久田 あおい(1) 中学生     30.88  4 古越 微唯(2) 中学生     29.50 
ﾋｻﾀﾞ ｱｵｲ 柳町中 ﾌﾙｺｼ ﾐﾕ 御代田中

 5 若月 夕果(2) 中学生     31.03 関 明日美(2) 中学生
ﾜｶﾂｷ ﾕｳｶ 信濃中 ｾｷ ｱｽﾐ 山ﾉ内中

 6 古畑 美空(1) 中学生     32.18 淀 日南子(2) 中学生
ﾌﾙﾊﾀ ﾐｸ 南宮 ﾖﾄﾞ ﾋﾅｺ 川中島

 7 進藤 真心(2) 中学生     32.46 春日 佑月(3) 中学生
ｼﾝﾄﾞｳ ﾏｺ 長野東部中 ｶｽｶﾞ ﾕﾂﾞｷ 長野北部
清水 彩未(2) 中学生
ｼﾐｽﾞ ｱﾐ 山ﾉ内中

欠場
2   122

欠場

欠場
1   225 7   248

欠場
5   253 5   182

4   161 4   120

6   286 8   110

8   284 2   129

7   173 3   301

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   309 6   127

中学女子

200m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 横須賀 玲奈(2) 中学生 小諸東中     28.06 (+0.3)   2   1
   2 西山 ちひろ(3) 中学生 柳町中     29.15 (+0.3)   2   2
   3 加部 菜花(3) 中学生 小諸東中     29.40 (+0.3)   2   3
   4 古越 微唯(2) 中学生 御代田中     29.50 (+0.3)   2   4
   5 山田 真菜(2) 中学生 櫻ヶ岡     30.25 (+1.1)   1   1
   6 宮﨑 千華(2) 中学生 川中島     30.47 (+1.1)   1   2
   7 碓井 実生(2) 中学生 柳町中     30.48 (+1.1)   1   3
   8 久田 あおい(1) 中学生 柳町中     30.88 (+1.1)   1   4
   9 若月 夕果(2) 中学生 信濃中     31.03 (+1.1)   1   5
  10 古畑 美空(1) 中学生 南宮     32.18 (+1.1)   1   6
  11 進藤 真心(2) 中学生 長野東部中     32.46 (+1.1)   1   7  225

  309
  173
  284
  286
  161
  253

組 順位
  127
  301
  129
  110

200m                
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

中学女子



決勝 6月21日 12:50

大会新            2,23.38

[ 1組] [ 2組]

 1 油科 夏葉(2) 中学生   2,44.67  1 中島 有希(3) 中学生   2,40.47 
ﾕｼﾅ ﾅﾂﾊ 飯山城北中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 墨坂

 2 冨岡 愛(1) 中学生   2,51.31  2 田中 愛珠(1) 中学生   2,42.45 
ﾄﾐｵｶ ｱｲ 柳町中 ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 墨坂

 3 栁澤 青空(1) 中学生   2,55.86  3 外谷 桐子(2) 中学生   2,45.62 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｾｲﾗ 小諸東中 ﾄﾔ ｷﾘｺ 信濃中

 4 土屋 杏恋(1) 中学生   2,56.14  4 山﨑 心優(2) 中学生   2,46.50 
ﾂﾁﾔ ｱｺ 小諸東中 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾕ 長野東部中

 5 加部 すみれ(1) 中学生   2,56.24  5 冨岡 真由(3) 中学生   2,46.79 
ｶﾍﾞ ｽﾐﾚ 小諸東中 ﾄﾐｵｶ ﾏﾕ 柳町中

 6 佐藤 菜乃和(1) 中学生   2,57.71  6 原山 紗果(3) 中学生   2,47.24 
ｻﾄｳ ﾅﾉﾜ 中野平中 ﾊﾗﾔﾏ ｽｽﾞｶ 柳町中

 7 西原 椿葉(3) 中学生   2,57.95  7 松本 亜美(3) 中学生   2,51.94 
ﾆｼﾊﾗ ﾊﾙﾅ 長野東部中 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ 裾花中

 8 井出 瑠奈(3) 中学生   3,05.26  8 中澤 あゆ美(2) 中学生   2,52.28 
ｲﾃﾞ ﾙﾅ 小諸東中 ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 裾花中

 9 中島 純子(1) 中学生   3,06.45  9 中島 伸子(3) 中学生   3,03.79 
ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｺ 長野東部中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾌﾞｺ 長野東部中

10 岡澤 佳奈(1) 中学生   3,14.09 野田 越百(2) 中学生
ｵｶｻﾞﾜ ｶﾅ 裾花中 ﾉﾀﾞ ｺｽﾓ 中野平中
鈴木 優奈(1) 中学生
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾅ 中野平中

[ 3組]

 1 諸山 理湖(2) 中学生   2,32.09 
ﾓﾛﾔﾏ ﾘｺ 小諸東中

 2 梅村 菜々子(3) 中学生   2,32.48 
ｳﾒﾑﾗ ﾅﾅｺ 御代田中

 3 井上 愛美(2) 中学生   2,34.98 
ｲﾉｳｴ ﾏﾅﾐ 長野東部中

 4 島田 弥玲(3) 中学生   2,43.04 
ｼﾏﾀﾞ ﾐﾚｲ 長野東部中

 5 内堀 実咲(2) 中学生   2,44.11 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾐｻｷ 丸子北中

 6 今井 ゆり(3) 中学生   2,47.00 
ｲﾏｲ ﾕﾘ 柳町中

 7 上野 七美(3) 中学生   2,55.88 
ｳｴﾉ ﾅﾅﾐ 南宮
平野 莉々佳(1) 中学生
ﾋﾗﾉ ﾘﾘｶ 飯山城北中
堀内 あかり(2) 中学生
ﾎﾘｳﾁ ｱｶﾘ 櫻ヶ岡
清水 美結(3) 中学生
ｼﾐｽﾞﾐﾕ 三陽中 欠場

欠場
6   314

欠場
8   117

1   259

2   276

9   108

7   293

3   208

5   234

記録／備考
10   134

4   111

欠場
6   204

欠場

順 No. 氏  名 所属名

1   167 2   203

10   230 1   231

11   126 6   171

8   227 8   170

2   196 7   288

3   128 3   304

9   139 9   216

5   141 5   157

7   303 4   282

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   277 10   281

中学女子

800m                

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 諸山 理湖(2) 中学生 小諸東中     2,32.09   3   1
   2 梅村 菜々子(3) 中学生 御代田中     2,32.48   3   2
   3 井上 愛美(2) 中学生 長野東部中     2,34.98   3   3
   4 中島 有希(3) 中学生 墨坂     2,40.47   2   1
   5 田中 愛珠(1) 中学生 墨坂     2,42.45   2   2
   6 島田 弥玲(3) 中学生 長野東部中     2,43.04   3   4
   7 内堀 実咲(2) 中学生 丸子北中     2,44.11   3   5
   8 油科 夏葉(2) 中学生 飯山城北中     2,44.67   1   1
   9 外谷 桐子(2) 中学生 信濃中     2,45.62   2   3
  10 山﨑 心優(2) 中学生 長野東部中     2,46.50   2   4
  11 冨岡 真由(3) 中学生 柳町中     2,46.79   2   5
  12 今井 ゆり(3) 中学生 柳町中     2,47.00   3   6
  13 原山 紗果(3) 中学生 柳町中     2,47.24   2   6
  14 冨岡 愛(1) 中学生 柳町中     2,51.31   1   2
  15 松本 亜美(3) 中学生 裾花中     2,51.94   2   7
  16 中澤 あゆ美(2) 中学生 裾花中     2,52.28   2   8
  17 栁澤 青空(1) 中学生 小諸東中     2,55.86   1   3
  18 上野 七美(3) 中学生 南宮     2,55.88   3   7
  19 土屋 杏恋(1) 中学生 小諸東中     2,56.14   1   4
  20 加部 すみれ(1) 中学生 小諸東中     2,56.24   1   5
  21 佐藤 菜乃和(1) 中学生 中野平中     2,57.71   1   6
  22 西原 椿葉(3) 中学生 長野東部中     2,57.95   1   7
  23 中島 伸子(3) 中学生 長野東部中     3,03.79   2   9
  24 井出 瑠奈(3) 中学生 小諸東中     3,05.26   1   8
  25 中島 純子(1) 中学生 長野東部中     3,06.45   1   9
  26 岡澤 佳奈(1) 中学生 裾花中     3,14.09   1  10

  227
  231
  126
  230
  167

  171
  141
  259
  139
  128
  196

  216
  304
  293
  288
  303
  170

  281
  282
  234
  108
  277
  157

備考 組 順位
  134
  111
  208

中学女子

800m                
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録



決勝 6月21日 14:10

大会新              49.89

[ 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   3 長野東部中(D)   244 廣瀬 文香(1)     58.30  1   5 柳町中(A)   293 今井 ゆり(3)     55.32 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳD ﾋﾛｾ ﾌﾐｶ ﾔﾅｷﾞﾏﾁﾁｭｳA ｲﾏｲ ﾕﾘ
  239 平林 初菜(2)   301 西山 ちひろ(3)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ ﾆｼﾔﾏ ﾁﾋﾛ
  237 武田 真奈(2)   287 宮澤 みらい(3)

ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾗｲ
  214 荒井 未来(2)   294 小坂 桃花(3)

ｱﾗｲ ﾐｷ ｺｻｶ ﾓﾓｶ
 2   6 丸子北中   107 小林 未央(2)     58.35  2   4 長野東部中(B)   240 米澤 笑美(1)     57.09 

ﾏﾙｺｷﾀﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｵ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳB ﾖﾈｻﾞﾜ ｴﾐ
  106 溝口 智子(3)   220 寺島 玲雅(2)

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾄﾓｺ ﾃﾗｼﾏ ﾚｲｶﾞ
  105 後藤 杏菜(2)   241 保科 真歩(1)

ｺﾞﾄｳ ｱﾝﾅ ﾎｼﾅ ﾏﾎ
  108 内堀 実咲(2)   238 武内 美南(2)

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾐｻｷ ﾀｹｳﾁ ﾐﾅﾐ
 3   2 相森(B)   188 小日向 美波(2)     58.82  3   7 柳町中(B)   299 松橋 祐奈(2)     57.49 

ｵｵﾓﾘB ｵﾋﾞﾅﾀ ﾐﾅﾐ ﾔﾅｷﾞﾏﾁﾁｭｳB ﾏﾂﾊｼ ﾕｳﾅ
  191 西澤 咲(2)   284 碓井 実生(2)

ﾆｼｻﾞﾜ ｻｷ ｳｽｲ ﾐｳ
  190 常川 葉月(2)   300 松橋 梨江(2)

ﾂﾈｶﾜ ﾊﾂﾞｷ ﾏﾂﾊｼ ﾘｴ
  193 池田 実由(3)   295 小島 怜奈(2)

ｲｹﾀﾞ ﾐﾕ ｺｼﾞﾏ ﾚｲﾅ
 4   7 長野東部中(C)   231 中島 伸子(3)     59.45  4   3 柳町中(D)   305 柳澤 志帆(1)     57.57 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳC ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾌﾞｺ ﾔﾅｷﾞﾏﾁﾁｭｳD ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾎ
  234 島田 弥玲(3)   286 久田 あおい(1)

ｼﾏﾀﾞ ﾐﾚｲ ﾋｻﾀﾞ ｱｵｲ
  229 池田 彩香(3)   296 小嶋 咲良(1)

ｲｹﾀﾞ ｱﾔｶ ｺｼﾞﾏ ｻｸﾗ
  210 横山 紗耶(3)   290 高橋 千笑(1)

ﾖｺﾔﾏ ｻﾔ ﾀｶﾊｼ ﾁｴ
 5   5 川中島(B)   181 木村 渚月(1)   1,03.03  5   6 小諸東中(B)   130 芹沢 紬(1)     59.25 

ｶﾜﾅｶｼﾞﾏB ｷﾑﾗ ﾅﾂｷ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼﾁｭｳB ｾﾘｻﾞﾜ ﾂﾑｷﾞ
  174 原 聖葵(1)   135 小泉 有唯(1)

ﾊﾗ ﾏｻｷ ｺｲｽﾞﾐ ｱｲ
  178 中村 優月(2)   133 住友 愛佳(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ ｽﾐﾄﾓ ﾏﾅｶ
  176 佐藤 亜海(1)   137 塚田 菜々(1)

ｻﾄｳ ｱﾐ ﾂｶﾀﾞ ﾅﾅ
 6   4 相森(C)   194 藤沢 香花(1)   1,04.59  6   2 柳町中(C)   298 松橋 香乃(2)   1,03.68 

ｵｵﾓﾘC ﾌｼﾞｻﾜ ｶﾊﾅ ﾔﾅｷﾞﾏﾁﾁｭｳC ﾏﾂﾊｼ ｶﾉ
  184 宮尾 美希(1)   292 高池 明日香(2)

ﾐﾔｵ ﾐｷ ﾀｶｲｹ ｱｽｶ
  192 前川  香(1)   297 小林 美咲(2)

ﾏｴｶﾜ ｶｵﾘ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ
  189 上平 藍加(1)   302 石井 碧海(2)

ｶﾐﾋﾗ ｱｲｶ ｲｼｲ ｱｵｲ
  8 飯山城北中   273 出澤 瑠奈(1)

ｼﾞｮｳﾎｸ ﾃﾞｻﾞﾜ ﾙﾅ 欠場
  275 小林 涼美(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞﾐ
  274 出澤 凛華(2)

ﾃﾞｻﾞﾜ ﾘﾝｶ
  277 油科 夏葉(2)

ﾕｼﾅ ﾅﾂﾊ

中学女子

4x100mR

決勝



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 小諸東中(A)   127 横須賀 玲奈(2)     52.53 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼﾁｭｳA ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ
  131 酒井 夢実(3)

ｻｶｲ ﾕﾒﾐ
  129 加部 菜花(3)

ｶﾍﾞ ﾅﾉｶ
  138 土屋 さくら(3)

ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ
 2   2 相森(A)   183 永田 優芽(3)     54.14 

ｵｵﾓﾘA ﾅｶﾞﾀ ﾕﾒ
  186 山本 彩雅(3)

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾐ
  185 高橋 雪衣(2)

ﾀｶﾊｼ ﾕｲ
  187 寺澤 舞歩(3)

ﾃﾗｻﾜ ﾏﾎ
 3   6 長野東部中(A)   221 小池 日夏里(2)     54.60 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ｺｲｹ ﾋｶﾘ
  233 田口 璃乃佳(3)

ﾀｸﾞﾁ ﾘﾉｶ
  219 山本 美吹(3)

ﾔﾏﾓﾄ ｲﾌﾞｷ
  213 宮川 紗衣(3)

ﾐﾔｶﾞﾜ ｻｴ
 4   7 信濃中   161 若月 夕果(2)     55.36 

ｼﾅﾉﾁｭｳ ﾜｶﾂｷ ﾕｳｶ
  153 永原 可那(1)

ﾅｶﾞﾊﾗ ｶﾅ
  158 吉村 萌湧(3)

ﾖｼﾑﾗ ﾓﾕ
  154 永原 朱夏(3)

ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ
 5   5 南宮   259 上野 七美(3)     55.97 

ﾅﾝｸﾞｳ ｳｴﾉ ﾅﾅﾐ
  250 伊藤 有乃(2)

ｲﾄｳ ﾕｳﾉ
  263 中靜 美憂(2)

ﾅｶｼｽﾞ ﾐﾕｳ
  252 久保 栞奈(3)

ｸﾎﾞ ｶﾝﾅ
 6   3 川中島(A)   173 宮﨑 千華(2)     57.59 

ｶﾜﾅｶｼﾞﾏA ﾐﾔｻﾞｷ ﾁﾊﾙ
  182 淀 日南子(2)

ﾖﾄﾞ ﾋﾅｺ
  180 風間 美海(2)

ｶｻﾞﾏ ﾐﾐ
  172 伊藤 綾音(2)

ｲﾄｳ ｱﾔﾈ

中学女子

4x100mR



   1 小諸東中(A)     52.53 横須賀 玲奈(2) 酒井 夢実(3) 加部 菜花(3) 土屋 さくら(3)   3   1
   2 相森(A)     54.14 永田 優芽(3) 山本 彩雅(3) 高橋 雪衣(2) 寺澤 舞歩(3)   3   2
   3 長野東部中(A)     54.60 小池 日夏里(2) 田口 璃乃佳(3) 山本 美吹(3) 宮川 紗衣(3)   3   3
   4 柳町中(A)     55.32 今井 ゆり(3) 西山 ちひろ(3) 宮澤 みらい(3) 小坂 桃花(3)   2   1
   5 信濃中     55.36 若月 夕果(2) 永原 可那(1) 吉村 萌湧(3) 永原 朱夏(3)   3   4
   6 南宮     55.97 上野 七美(3) 伊藤 有乃(2) 中靜 美憂(2) 久保 栞奈(3)   3   5
   7 長野東部中(B)     57.09 米澤 笑美(1) 寺島 玲雅(2) 保科 真歩(1) 武内 美南(2)   2   2
   8 柳町中(B)     57.49 松橋 祐奈(2) 碓井 実生(2) 松橋 梨江(2) 小島 怜奈(2)   2   3
   9 柳町中(D)     57.57 柳澤 志帆(1) 久田 あおい(1) 小嶋 咲良(1) 高橋 千笑(1)   2   4
  10 川中島(A)     57.59 宮﨑 千華(2) 淀 日南子(2) 風間 美海(2) 伊藤 綾音(2)   3   6
  11 長野東部中(D)     58.30 廣瀬 文香(1) 平林 初菜(2) 武田 真奈(2) 荒井 未来(2)   1   1
  12 丸子北中     58.35 小林 未央(2) 溝口 智子(3) 後藤 杏菜(2) 内堀 実咲(2)   1   2
  13 相森(B)     58.82 小日向 美波(2) 西澤 咲(2) 常川 葉月(2) 池田 実由(3)   1   3
  14 小諸東中(B)     59.25 芹沢 紬(1) 小泉 有唯(1) 住友 愛佳(1) 塚田 菜々(1)   2   5
  15 長野東部中(C)     59.45 中島 伸子(3) 島田 弥玲(3) 池田 彩香(3) 横山 紗耶(3)   1   4
  16 川中島(B)   1,03.03 木村 渚月(1) 原 聖葵(1) 中村 優月(2) 佐藤 亜海(1)   1   5
  17 柳町中(C)   1,03.68 松橋 香乃(2) 高池 明日香(2) 小林 美咲(2) 石井 碧海(2)   2   6
  18 相森(C)   1,04.59 藤沢 香花(1) 宮尾 美希(1) 前川  香(1) 上平 藍加(1)   1   6

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

4x100mR
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2

中学女子



決勝 6月21日 12:30

大会新               1.50

寺澤 舞歩(3) 中学生
ﾃﾗｻﾜ ﾏﾎ 相森
武内 美南(2) 中学生
ﾀｹｳﾁ ﾐﾅﾐ 長野東部中
田中 にな(3) 中学生
ﾀﾅｶ ﾆﾅ 中野平中
加藤 依蕗(3) 中学生
ｶﾄｳ ｲﾌﾞｷ 信濃中
高橋 雪衣(2) 中学生
ﾀｶﾊｼ ﾕｲ 相森
西澤 茉奈(2) 中学生
ﾆｼｻﾞﾜ  ﾏﾅ 篠ﾉ井東中
小嶋 麻莉(2) 中学生
ｺｼﾞﾏ ﾏﾘ 南宮
市川 のぞみ(3) 中学生
ｲﾁｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 裾花中
横須賀 玲奈(2) 中学生
ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ 小諸東中
中村 優月(2) 中学生
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ 川中島
松橋 香乃(2) 中学生
ﾏﾂﾊｼ ｶﾉ 柳町中
髙栁 彩香(2) 中学生 記録なし
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｱﾔｶ 南宮
高池 明日香(2) 中学生 記録なし
ﾀｶｲｹ ｱｽｶ 柳町中
秋元 南乃(3) 中学生 欠場
ｱｷﾓﾄ ﾖｼﾉ 山ﾉ内中
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6   292
XXX

 1.15

1   271
XXX

11 4   298
XXO XXX

 1.15

 1.20

10 2   178
O XXX

7 7   127
O O XXX

 1.20

 1.20

7 5   169
O O XXX

7 3   256
O O XXX

 1.30

 1.30

5 9   123
O XO XO O XXX

O XXX
5 8   185

O XO XO

 1.30

 1.35

4 10   155
O O O O XXX

O XO XXX
3 11   200

O O O

XXX  1.35

 1.35

2 12   238
- - - XO O

O O XXX

記録 備考
1 13   187

- - O

1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50

中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m15 1m20



決勝 6月21日  9:30

大会新               5.28

溝口 智子(3) 中学生   4.15   4.43   4.57    4.57 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 丸子北中   +0.6   +0.6   -0.7    -0.7
常田 麻奈(3) 中学生   4.11   4.54   4.32    4.54 
ﾄｷﾀﾞ ﾏﾅ 長野北部   +1.1   +1.2   -0.1    +1.2
山岸 萌香(2) 中学生   4.42   4.47   4.33    4.47 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾓｴｶ 信濃中   +1.1   +0.6   -0.4    +0.6
柳澤 優菜(3) 中学生    X   4.00   4.47    4.47 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾅ 坂城   +1.2   -0.3    -0.3
宮川 紗衣(3) 中学生    X   4.47    X    4.47 
ﾐﾔｶﾞﾜ ｻｴ 長野東部中   +1.0    +1.0
大塚 咲季(3) 中学生    X   4.44   4.37    4.44 
ｵｵﾂｶ ｻｷ 坂城   +1.1    0.0    +1.1
小林 涼美(2) 中学生   3.68   4.12   4.29    4.29 
ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞﾐ 飯山城北中   +1.7   +0.6   +0.2    +0.2
土屋 さくら(3) 中学生    X   4.27    X    4.27 
ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ 小諸東中   +1.4    +1.4
中山 光裕(3) 中学生   4.15    X   4.03    4.15 
ﾅｶﾔﾏ ﾐﾕ 信濃中   +1.9   +0.1    +1.9
池田 実由(3) 中学生   3.23   4.11   3.23    4.11 
ｲｹﾀﾞ ﾐﾕ 相森   +1.0   +1.9    0.0    +1.9
永田 優芽(3) 中学生   3.82    X   4.08    4.08 
ﾅｶﾞﾀ ﾕﾒ 相森   +0.3   -0.6    -0.6
原山 結衣(1) 中学生   4.00   4.00   3.86    4.00 
ﾊﾗﾔﾏ ﾕｲ 信濃中   +0.6   +0.8   -0.1    +0.6
小日向 美波(2) 中学生   3.92   3.99   3.96    3.99 
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾐﾅﾐ 相森   +0.3   +1.5   +0.6    +1.5
黒岩 愛生(2) 中学生   3.98   3.89   3.94    3.98 
ｸﾛｲﾜ ﾒｲ 墨坂   +0.8   +1.6   -0.3    +0.8
近藤 愛(3) 中学生   3.93   3.88   3.96    3.96 
ｺﾝﾄﾞｳ ｱｲ 長野北部   +0.6   +0.9   +0.2    +0.2
布利幡 祐美(2) 中学生   3.89   3.82   3.82    3.89 
ﾌﾘﾊﾀ ﾕｳﾐ 長野東部中   +1.3   +0.7    0.0    +1.3
松橋 祐奈(2) 中学生   3.87   3.75   3.62    3.87 
ﾏﾂﾊｼ ﾕｳﾅ 柳町中   +0.4   +1.3   +0.4    +0.4
武田 真奈(2) 中学生   3.86    X   3.67    3.86 
ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅ 長野東部中   +1.1   +0.5    +1.1
風間 美海(2) 中学生   3.69   3.84   3.80    3.84 
ｶｻﾞﾏ ﾐﾐ 川中島   +0.7   +0.9   -0.9    +0.9
小池 日夏里(2) 中学生   3.62   3.82   3.82    3.82 
ｺｲｹ ﾋｶﾘ 長野東部中   +0.8   +0.6    0.0    +0.6
小泉 有唯(1) 中学生    X   3.81    X    3.81 
ｺｲｽﾞﾐ ｱｲ 小諸東中   +1.8    +1.8
内山 彩夏(2) 中学生   3.73   3.80   3.63    3.80 
ｳﾁﾔﾏ ｻﾔｶ 櫻ヶ岡   +0.9   +1.4   +0.3    +1.4
兼松 わか菜(2) 中学生   3.80   3.43   1.52    3.80 
ｶﾈﾏﾂ ﾜｶﾅ 櫻ヶ岡   +0.6   +1.6    0.0    +0.6
牧 佑佳(2) 中学生   2.12    X   3.80    3.80 
ﾏｷ ﾕｶ 南宮   +1.4   +0.4    +0.4
淺沼 愛(2) 中学生    X   3.75   3.79    3.79 
ｱｻﾇﾏ ﾒｸﾞﾐ 南宮   +1.8    0.0     0.0
伊藤 綾音(2) 中学生    X   3.72   3.75    3.75 
ｲﾄｳ ｱﾔﾈ 川中島   +1.5   +0.2    +0.2
加藤 緋梨(1) 中学生    X   3.72   3.41    3.72 
ｶﾄｳ ｱｶﾘ 信濃中   +1.7   -0.7    +1.7
常川 葉月(2) 中学生   3.70   3.67    X    3.70 
ﾂﾈｶﾜ ﾊﾂﾞｷ 相森   +1.2   +1.3    +1.2
後藤 優奈(2) 中学生   3.68   3.25   3.39    3.68 
ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾅ 川中島   +1.1   +1.5   +0.2    +1.1
小嶋 咲良(1) 中学生   3.60   3.35   3.31    3.60 
ｺｼﾞﾏ ｻｸﾗ 柳町中   +0.5   +1.6   +0.4    +0.5
石井 碧海(2) 中学生    X   3.57    X    3.57 
ｲｼｲ ｱｵｲ 柳町中   +1.4    +1.4
岩﨑 桃夏(1) 中学生    X   3.46   3.28    3.46 
ｲﾜｻｷ ﾓﾓｶ 柳町中   +1.3   +0.7    +1.3
小林 美咲(2) 中学生   2.97   3.43    X    3.43 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ 柳町中   +0.4   +2.8    +2.8
小林 未央(2) 中学生   3.39    X   2.75    3.39 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｵ 丸子北中   +0.7   +0.4    +0.7
高橋 知夏(1) 中学生    X   3.33   3.25    3.33 
ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｶ 柳町中   +1.5   +0.1    +1.5
伊藤 有乃(2) 中学生   3.32   3.03   2.96    3.32 
ｲﾄｳ ﾕｳﾉ 南宮   +0.3   +1.7   +0.4    +0.3
上平 藍加(1) 中学生   3.21    X    X    3.21 
ｶﾐﾋﾗ ｱｲｶ 相森   +0.2    +0.2
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中学女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



出澤 瑠奈(1) 中学生    X   3.20    X    3.20 
ﾃﾞｻﾞﾜ ﾙﾅ 飯山城北中   +0.9    +0.9
出澤 凛華(2) 中学生   3.01   2.78   3.15    3.15 
ﾃﾞｻﾞﾜ ﾘﾝｶ 飯山城北中   +0.6   +0.9   +1.6    +1.6
藤沢 香花(1) 中学生   2.74   2.50   3.02    3.02 
ﾌｼﾞｻﾜ ｶﾊﾅ 相森   +0.6   +1.8   +0.7    +0.7
宮尾 美希(1) 中学生    X   2.27   3.01    3.01 
ﾐﾔｵ ﾐｷ 相森   +1.5   +0.3    +0.3
前川  香(1) 中学生   3.00   2.81   2.68    3.00 
ﾏｴｶﾜ ｶｵﾘ 相森   +1.1   +1.2   +0.4    +1.1
宮澤 みらい(3) 中学生 欠場
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾗｲ 柳町中
塚田 菜々(1) 中学生 欠場
ﾂｶﾀﾞ ﾅﾅ 小諸東中

26   137

42 3   192

6   287

40 11   194

41 9   184

記録 備考
38 5   273

39 2   274

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

中学女子

走幅跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 6月21日 11:30

大会新              11.56

阿部 佳乃(2) 中学生
ｱﾍﾞ ｶﾉ 柳町中
高橋 実結(3) 中学生
ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｳ 柳町中
池田 彩香(3) 中学生
ｲｹﾀﾞ ｱﾔｶ 長野東部中
湯本 渚(2) 中学生
ﾕﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 小諸東中
山本 美吹(3) 中学生
ﾔﾏﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 長野東部中
吉村 萌湧(3) 中学生
ﾖｼﾑﾗ ﾓﾕ 信濃中
上野 七美(3) 中学生
ｳｴﾉ ﾅﾅﾐ 南宮
荒井 美結(2) 中学生
ｱﾗｲ ﾐﾕ 南宮
前田 茜里(2) 中学生
ﾏｴﾀﾞ ｱｶﾘ 櫻ヶ岡
牧 桃子(3) 中学生
ﾏｷ ﾓﾓｺ 南宮
小林 咲嬉(3) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ 南宮
山田 佳奈(2) 中学生
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 長野東部中
小澤 雪乃(2) 中学生
ｵｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 南宮
内山 彩夏(2) 中学生
ｳﾁﾔﾏ ｻﾔｶ 櫻ヶ岡
西澤 咲(2) 中学生
ﾆｼｻﾞﾜ ｻｷ 相森
中靜 美憂(2) 中学生
ﾅｶｼｽﾞ ﾐﾕｳ 南宮
宮原　紗貴(2) 中学生
ﾐﾔﾊﾗ ｻｷ 櫻ヶ岡
洲﨑 光結(1) 中学生
ｽｻﾞｷ ﾐﾕ 小諸東中
岩﨑 桃夏(1) 中学生
ｲﾜｻｷ ﾓﾓｶ 柳町中
青沼 芽生(2) 中学生
ｱｵﾇﾏ ﾒｲ 櫻ヶ岡
荒井 葉月(2) 中学生
ｱﾗｲ ﾊﾂﾞｷ 裾花中
秋元 南乃(3) 中学生 欠場
ｱｷﾓﾄ ﾖｼﾉ 山ﾉ内中
淀 日南子(2) 中学生 欠場
ﾖﾄﾞ ﾋﾅｺ 川中島
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-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学女子

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 6月21日 12:30

大会新              42.10

山本 彩雅(3) 中学生
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾐ 相森
中山 光裕(3) 中学生
ﾅｶﾔﾏ ﾐﾕ 信濃中
割田 実夢(2) 中学生
ﾜﾘﾀ ﾐﾕ 長野北部
牧 桃子(3) 中学生
ﾏｷ ﾓﾓｺ 南宮
小林 咲嬉(3) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ 南宮
竹下 日奈子(2) 中学生
ﾀｹｼﾀﾋﾅｺ 三陽中
阿部 佳乃(2) 中学生
ｱﾍﾞ ｶﾉ 柳町中
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中学女子

ジャベリックスロー

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 6月21日  9:45

大会新              13.19

風速 +1.9

 1 齊藤 結花(6) 小学生     16.12 
ｻｲﾄｳ ﾕｲｶ 上田JSC

 2 成澤 仁菜(6) 小学生     16.21 
ﾅﾙｻﾜ ﾆｲﾅ 上田JSC

3   144

2   143

小学女子

100m

決勝
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