
第45回佐久地区陸上競技選手権大会                                                

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
08/02 女子  -4.1 土屋 かなめ(1) 13.57 片桐 穂花(3) 13.85 新田 美月(1) 14.05 小林 結衣子(1) 14.31 中村  葵(1) 14.45 黛 うらら(1) 15.81

１００ｍ 岩村田高 望月AC 小諸高 小諸高 野沢北高 野沢南高
08/02 横須賀 玲奈(2) 1,01.98 渡辺 恵衣(2) 1,02.22 住友 佐耶佳(2) 1,03.71 佐藤 真由(1) 1,04.27 松田 華歩(1) 1,05.86 土屋 かなめ(1) 1,06.46 鈴木 香琳(1) 1,07.56 山浦 恵梨(1) 1,08.22

４００ｍ 小諸東中 岩村田高 野沢北高 野沢北高 岩村田高 岩村田高 岩村田高 軽井沢高
08/02 渡辺 恵衣(2) 2,43.05 友野  遥(1) 3,01.60

８００ｍ 岩村田高 野沢北高
08/02  +0.1 松田 華歩(1) 16.40

１００ｍＨ 岩村田高 GR
08/02 木内 麻衣子(1) 1.35

走高跳 野沢南高
08/02 片桐 穂花(3) 4.71(-2.6) 河西 由利香(2) 4.51(-3.1) 木内 麻衣子(1) 4.25(-2.8) 黛 うらら(1) 3.61(-3.0)

走幅跳 望月AC 佐久平総合高 野沢南高 野沢南高
08/02 高野 希恵 36.12 鈴木 香琳(1) 26.39 新田 美月(1) 25.48 山浦 恵梨(1) 23.06

やり投(0.600kg) 野沢北ｸﾗﾌﾞ 岩村田高 小諸高 軽井沢高
08/02 小共通女子 西澤　望未(5) 3,25.09 竹花 碧乃(5) 3,29.76 渡邉 美祐(6) 3,36.39 市川 笑花(5) 3,47.59 菊池 こころ(6) 3,51.86 浅沼 花歩(5) 3,53.65 牧野 心(5) 3,58.11 篠原 可菜(5) 4,03.27

１０００ｍ 佐久東小 GR T&F佐久平 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ T&F佐久平 南牧北小 御代田南ｸﾗﾌﾞ 岸野小 青沼小
08/02  +1.1 土屋 ほのか(6) 13.54 中嶋 愛佳(5) 14.71 髙見澤 双葉(5) 17.86 碓氷 梨乃(6) 18.48 ?山 莉里花(5) 18.89 中里 さくら(5) 19.02 竹中 さくら(6) 19.65 油井 楓(5) 20.39

８０ｍＨ 軽井沢A&AC GR 軽井沢A&AC 南牧北小 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 御代田南ｸﾗﾌﾞ 浅科AC 御代田南ｸﾗﾌﾞ 川上第一小
08/02 軽井沢A&AC       56.27 望月AC       59.72 T&F佐久平     1,00.34 御代田南ｸﾗﾌﾞ(A)    1,01.50 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     1,01.62 小海小     1,01.71 御代田南ｸﾗﾌﾞ(B)    1,03.16 小諸東小     1,04.24

４×１００ｍR 土屋 ほのか(6 GR 田中 葵(5) 高見沢 愛結(6) 小林 佳奈(6) 渡辺 美祐(6) 砂原 里幸子(6) 青木 葉月(5) 甘利 未珠咲(5)
佐藤 千花(6) 上野 愛梨(6) 竹花 碧乃(5) 泰井 柊香(6) 柏木 萌(5) 土橋 美月(6) ?山 莉里花(5) 北村 陽向(6)
市村 彩美(6) 松井 朋香(6) 小林 恭子(6) 渡辺 香凜(6) 碓氷 梨乃(6) 土屋 遥菜(5) 望月 花佳(5) 吉澤 歩希(5)
松川 杏奈(6) 比田井 凜(6) 川上 璃子(6) 柳沢 風花(6) 佐藤 史菜(6) 新津 由茉(6) 渡邉 姫華(5) 小林 花(5)

08/02 中学女子  -3.4 齊藤 陽向(3) 13.63 荒井 奈々実(2) 13.80 井出 彩月(3) 14.01 前田 望乃花(1) 14.14 荒井 杏奈(3) 14.33 原野 茉優(2) 14.38 大塚 七星(2) 14.47 下平 涼羽(2) 14.48
１００ｍ 望月AC 浅間中 野沢中 軽井沢A&AC 野沢中 野沢中 小諸東中 小諸東中

08/02 齊藤 陽向(3) 27.96 荒井 奈々実(2) 28.66 前田 望乃花(1) 28.80 原野 茉優(2) 29.06 三浦 元海(2) 29.59 佐藤 亜美佳(3) 29.67 古越 微唯(2) 29.81 上野 結生(1) 29.94
２００ｍ 望月AC GR 浅間中 軽井沢A&AC 野沢中 野沢中 浅科中 御代田中 軽井沢中

08/02 碓氷 眞子(2) 2,42.13 中山 琉那(2) 2,43.03 上野 結生(1) 2,46.88 内藤 香里(3) 2,51.03 小平 七彩(1) 2,56.21 栁澤 真奈(1) 2,58.82 加部 すみれ(1) 3,02.45 生島 初音(3) 3,02.61
８００ｍ 浅科中 浅間中 軽井沢中 中込中 野沢中 中込中 小諸東中 中込中

08/02 塚田 菜々(1) 16.66 米山 野乃佳(2) 17.52 宇都宮 悠奈(2) 17.65 佐藤 妃菜(2) 18.10 白井 鈴(2) 18.27 青木 涼香(2) 18.39 川野 智佳(2) 19.66 坂根 樺音(1) 19.96
１００ｍＨ 小諸東中 浅科中 軽井沢中 軽井沢中 軽井沢A&AC 浅間中 佐久東中 野沢中

08/02 宇都宮 悠奈(2) 1.43 米山 野乃佳(2) 1.35 佐藤 妃菜(2) 1.30 青木 涼香(2) 1.25 岡田 朋佳(1) 1.25 川野 智佳(2) 1.10
走高跳 軽井沢中 浅科中 軽井沢中 浅間中 軽井沢中 佐久東中

08/02 寺井 萌々香(2) 4.21(-1.3) 三浦 元海(2) 4.20(-1.7) 碓氷 眞子(2) 4.18(-2.3) 荒井 杏奈(3) 4.09(-3.0) 小須田 ゆあ(2) 3.83(-0.7) 萩原 彩音(2) 3.77(-2.0) 佐藤 佑羽(2) 3.76(-3.6) 小泉 優花(1) 3.76(-1.4)
走幅跳 軽井沢中 野沢中 浅科中 野沢中 御代田中 浅間中 浅間中 野沢中

08/02 林 実玲(2) 8.64 北村 典子(2) 7.63 木内 サラ(2) 6.74
砲丸投(2.721kg) 野沢中 浅科中 浅科中

08/02 小6女子 松川 杏奈(6) 14.45 佐藤 千花(6) 14.54 佐藤 史菜(6) 15.44 川上 璃子(6) 15.57 新津 由茉(6) 15.76 北村 日向(6) 16.05 小林 佳奈(6) 16.34 松井 朋香(6) 16.36
１００ｍ 軽井沢A&AC GR 軽井沢A&AC GR 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ T&F佐久平 小海小 小諸東小 御代田南ｸﾗﾌﾞ 望月AC

08/02 比田井 凜(6) 4.33(-0.4) 市村 彩美(6) 4.26(+2.8) 柳澤 萌(6) 3.90(-0.1) 上野 愛梨(6) 3.82(-0.1) 高見沢 愛結(6) 3.64(+1.2) 尾沼 未来(6) 3.44(+1.5) 砂原 里幸子(6) 3.28(+1.6) 栁澤 恋(6) 3.27(-0.7)
走幅跳 望月AC 軽井沢A&AC 佐久A&AC 望月AC T&F佐久平 佐久A&AC 小海小 御代田北小

08/02 小5女子  -3.2 手塚 菜々(5) 15.51 中村 仁子(5) 15.67 吉田 七海(5) 15.80 柏木 萌(5) 15.85 渡邉 姫華(5) 16.14 伊藤 紅葉(5) 16.33 大鹿 愛和(5) 16.37 角地 乃亜(5) 16.65
１００ｍ ﾛﾃﾞｨｵ 東部小 中込小 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 御代田南ｸﾗﾌﾞ 南相木小 T&F佐久平 浅科AC

08/02 大森 里香(5) 4.07(+1.9) 田中 葵(5) 3.70(+0.4) 土屋 遥菜(5) 3.44(-0.1) 薩田 こゆき(5)3.03(-0.3) 菊池 起良里(5)2.99(+0.3) 宮嶋 佑月(5) 2.93(-0.2) 菅沼 花菜(5) 2.34(-0.2)
走幅跳 佐久A&AC 望月AC 小海小 南牧北小 南牧北小 中込小 ﾛﾃﾞｨｵ

08/02 小４女子 橋本 春花(4) 16.47 長谷川 美玖(4) 16.55 山本 紗帆(4) 16.61 酒井 あいか 16.91 高見澤 沙慧(4) 17.43 吉田 未旅(4) 17.47 清水 彩莉(4) 17.96 谷口 里緒(4) 18.03
１００ｍ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ 佐久A&AC T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ 野岸小 T&F佐久平 東部小 水明AC 水明AC

08/02 小林 美月(4) 2.94(+1.3) 漆原 衣咲(4) 2.78(+1.8) 井出 叶羽(4) 2.77(+1.5) 竹中 なぎさ(4)2.73(+0.7) 上村 暖花(4) 2.44(+0.5)
走幅跳 野沢小 佐久A&AC 南牧北小 御代田南AC 南牧北小

08/02 マスターズ女  +0.9 青地　実樹(3) 15.58
１００ｍ 佐久マスターズ

08/02 土屋　和嘉子(3)3.89(-3.1)
走幅跳 上田マスターズ

08/02 塩川　真澄(3) 20.22
やり投(0.600kg) 佐久マスターズ



決勝 8月2日 13:50

県新(KR)            11.98
大会新(GR)          12.70

風速 -4.1

 1 土屋 かなめ(1) 高校     13.57 
ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 岩村田高

 2 片桐 穂花(3) 高校     13.85 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 望月AC

 3 新田 美月(1) 高校     14.05 
ﾆｯﾀ ﾐﾂﾞｷ 小諸高

 4 小林 結衣子(1) 高校     14.31 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲｺ 小諸高

 5 中村  葵(1) 高校     14.45 
ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 野沢北高

 6 黛 うらら(1) 高校     15.81 
ﾏﾕｽﾞﾐ ｳﾗﾗ 野沢南高
湯浅 恋(1) 高校
ﾕｱｻ ﾚﾝ 佐久平総合高

決勝 8月2日 14:55

県新(KR)            54.56
大会新(GR)        1,01.08

 1 横須賀 玲奈(2) 中学   1,01.98 
ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ 小諸東中

 2 渡辺 恵衣(2) 高校   1,02.22 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｲ 岩村田高

 3 住友 佐耶佳(2) 高校   1,03.71 
ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ 野沢北高

 4 佐藤 真由(1) 高校   1,04.27 
ｻﾄｳ ﾏﾕｳ 野沢北高

 5 松田 華歩(1) 高校   1,05.86 
ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ 岩村田高

 6 土屋 かなめ(1) 高校   1,06.46 
ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 岩村田高

 7 鈴木 香琳(1) 高校   1,07.56 
ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 岩村田高

 8 山浦 恵梨(1) 高校   1,08.22 
ﾔﾏｳﾗ ｴﾘ 軽井沢高

決勝 8月2日 15:25

県新(KR)          2,05.78
大会新(GR)        2,26.68

 1 渡辺 恵衣(2) 高校   2,43.05 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｲ 岩村田高

 2 友野  遥(1) 高校   3,01.60 
ﾄﾓﾉ ﾊﾙｶ 野沢北高
江元 さくら(1) 高校
ｴﾓﾄ ｻｸﾗ 佐久平総合高

女子

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  1270

8   114

6  1331

4  1332

3  1235

2  1243

5  1289
欠場

女子

４００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  4295

6  1266

5  1233

3  1234

4  1271

2  1270

7  1272

8  1322

女子

８００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1266

2  1236

3  1288
失格



決勝 8月2日  9:20

県新(KR)            13.81
大会新(GR)          17.72

風速 +0.1

 1 松田 華歩(1) 高校     16.40 
ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ 岩村田高

決勝 8月2日 10:00

県新                 1.81
大会新               1.58

木内 麻衣子(1) 高校
ｷｳﾁ ﾏｲｺ 野沢南高

決勝 8月2日 13:30

県新                 6.41
大会新               5.13

片桐 穂花(3) 高校    -   4.48    -    X   4.00   4.71    4.71 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 望月AC   -2.4   -4.3   -2.6    -2.6
河西 由利香(2) 高校   4.45   4.36   4.41    X   4.48   4.51    4.51 
ｶｻｲ ﾕﾘｶ 佐久平総合高   -1.9   -1.5   -2.8   -1.8   -3.1    -3.1
木内 麻衣子(1) 高校   3.93    X   4.11    X   4.25    X    4.25 
ｷｳﾁ ﾏｲｺ 野沢南高   -1.6   -2.7   -2.8    -2.8
黛 うらら(1) 高校    -   3.57   3.30   3.46   3.61    X    3.61 
ﾏﾕｽﾞﾐ ｳﾗﾗ 野沢南高   -1.4   -3.8   -1.1   -3.0    -3.0

決勝 8月2日 13:00

県新                57.17
大会新              37.32

高野 希恵 一般
ﾀｶﾉ ｷｴ 野沢北ｸﾗﾌﾞ
鈴木 香琳(1) 高校
ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 岩村田高
新田 美月(1) 高校
ﾆｯﾀ ﾐﾂﾞｷ 小諸高
山浦 恵梨(1) 高校
ﾔﾏｳﾗ ｴﾘ 軽井沢高

  X   X   O  23.06 

  -   O   O  25.48 

4 3  1322
23.06   O   O

  O 26.39   O  26.39 

3 1  1331
  O 25.48   O

  O   O   O  36.12 

2 2  1272
  O 25.71   O

1 4   118
36.12   O   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-

3 2  1251

4 1  1243

記録 備考
1 4   114

2 3  1286

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

 1.35

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

O O XXO

記録 備考
1 1  1251

O O O

1m20 1m25 1m30 1m35

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m10 1m15

女子

１００ｍＨ

決勝

5  1271
大会新

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 8月2日 12:10
決勝 8月2日 13:55

県中新(KR)          12.0
大会新(GR)          13.31

[ 1組] 風速 +1.5 [ 2組] 風速 +1.4

 1 荒井 杏奈(3) 中学     13.69 q  1 齊藤 陽向(3) 中学     13.29 q
ｱﾗｲ ｱﾝﾅ 野沢中 ｻｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 望月AC

 2 丸山 那菜(2) 中学     14.13  2 中島 菫(3) 中学     14.32 
ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅ 御代田中 ﾅｶｼﾞﾏ ｽﾐﾚ 野沢中

 3 小泉 優花(1) 中学     14.30  3 佐藤 亜美佳(3) 中学     14.41 
ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳｶ 野沢中 ｻﾄｳ ｱﾐｶ 浅科中

 4 小宮山 怜佳(1) 中学     14.77  4 市川 なつ美(1) 中学     15.40 
ｺﾐﾔﾏ ﾚｲｶ 軽井沢中 ｲﾁｶﾜ ﾅﾂﾐ 中込中

 5 萩原 彩音(2) 中学     15.13  5 北澤 霞(1) 中学     15.47 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾔﾈ 浅間中 ｷﾀｻﾞﾜ ｶｽﾐ 御代田中

 6 井出 瑠奈(3) 中学     15.94  6 佐藤 佑羽(2) 中学     15.57 
ｲﾃﾞ ﾙﾅ 小諸東中 ｻﾄｳ ﾕｳ 浅間中

 7 上原 叶有(1) 中学     16.58  7 小林 明日海(1) 中学     16.91 
ｳｴﾊﾗ ｶﾅｳ 中込中 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽﾐ 中込中
白井 鈴(2) 中学 池田 奈央(1) 中学
ｼﾗｲ ﾘﾝ 軽井沢A&AC ｲｹﾀﾞ ﾅｵ 野沢中

[ 3組] 風速 +1.3 [ 4組] 風速 -0.1

 1 荒井 奈々実(2) 中学     13.55 q  1 大塚 七星(2) 中学     13.98 q
ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 浅間中 ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ 小諸東中

 2 北村 典子(2) 中学     14.59  2 原野 茉優(2) 中学     14.01 q
ｷﾀﾑﾗ ﾉﾘｺ 浅科中 ﾊﾗﾉ ﾏﾕ 野沢中

 3 林 実玲(2) 中学     14.78  3 木内 サラ(2) 中学     14.76 
ﾊﾔｼ ﾐﾚｲ 野沢中 ｷｳﾁ ｻﾗ 浅科中

 4 齋藤 明日香(2) 中学     15.12  4 栗田 怜奈(1) 中学     15.45 
ｻｲﾄｳ ｱｽｶ 佐久東中 ｸﾘﾀ ﾚｲﾅ 浅間中

 5 内藤 香里(3) 中学     15.17 熊谷 美来(1) 中学
ﾅｲﾄｳ ｶｵﾘ 中込中 ｸﾏｶﾞｲ ﾐｸ 中込中

 6 小林 藍子(1) 中学     16.86 小井出 潤奈(1) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲｺ 御代田中 ｺｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝﾅ 中込中
土屋 愛理(2) 中学 西澤 咲花(1) 中学
ﾂﾁﾔ ｱｲﾘ 軽井沢中 ﾆｼｻﾞﾜ ｻｸﾗ 野沢中

[ 5組] 風速 +1.5 [ 6組] 風速 +2.0

 1 前田 望乃花(1) 中学     13.68 q  1 井出 彩月(3) 中学     13.63 q
ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 軽井沢A&AC ｲﾃﾞ ｻﾂｷ 野沢中

 2 遠藤 和泉(1) 中学     14.11  2 下平 涼羽(2) 中学     13.74 q
ｴﾝﾄﾞｳ  ｲｽﾞﾐ T&F佐久平 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｽｽﾞﾊ 小諸東中

 3 坂根 樺音(1) 中学     14.26  3 氏家 幸乃(2) 中学     14.29 
ｻｶﾈ ｶﾉﾝ 野沢中 ｳｼﾞｲｴ ﾕｷﾉ 軽井沢中

 4 塩野 琴梨 中学     15.46  4 髙栁 菜乃香(1) 中学     14.77 
ｼｵﾉ ｺﾄﾘ 軽井沢中 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾅﾉｶ 御代田中

 5 生島 初音(3) 中学     15.47  5 今野 瑠奈(1) 中学     14.88 
ｲｸｼﾏ ﾊﾂﾈ 中込中 ｺﾝﾉ ﾙﾅ 野沢中

 6 中山 琉那(2) 中学     15.76  6 星野 月花(2) 中学     15.78 
ﾅｶﾔﾏ ﾙﾅ 浅間中 ﾎｼﾉ ﾙｶ 佐久東中
渡辺 彩夏(1) 中学  7 栁澤 真奈(1) 中学     16.75 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｶ 御代田中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏﾅ 中込中

風速 -3.4

 1 齊藤 陽向(3) 中学     13.63 
ｻｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 望月AC

 2 荒井 奈々実(2) 中学     13.80 
ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 浅間中

 3 井出 彩月(3) 中学     14.01 
ｲﾃﾞ ｻﾂｷ 野沢中

 4 前田 望乃花(1) 中学     14.14 
ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 軽井沢A&AC

 5 荒井 杏奈(3) 中学     14.33 
ｱﾗｲ ｱﾝﾅ 野沢中

 6 原野 茉優(2) 中学     14.38 
ﾊﾗﾉ ﾏﾕ 野沢中

 7 大塚 七星(2) 中学     14.47 
ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ 小諸東中

 8 下平 涼羽(2) 中学     14.48 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｽｽﾞﾊ 小諸東中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
5  4072

8  4262

中学女子

１００ｍ

予選 通過基準  6組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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9    27
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4  4115

3  4293

7  4221

8  4268

2  4086

4  4166

5  4120

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  4331

4  4139

7  4075

6    24

8  4072

3  4079

2  4290

9  4293



決勝 8月2日 14:45

県中新(KR)          25.16
大会新(GR)          28.12

[ 1組] 風速 -0.9 [ 2組] 風速 -2.8

 1 佐藤 亜美佳(3) 中学     29.67  1 齊藤 陽向(3) 中学     27.96 
ｻﾄｳ ｱﾐｶ 浅科中 ｻｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 望月AC

 2 上野 結生(1) 中学     29.94  2 荒井 奈々実(2) 中学     28.66 
ｳｴﾉ ﾕｲ 軽井沢中 ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 浅間中

 3 氏家 幸乃(2) 中学     31.12  3 前田 望乃花(1) 中学     28.80 
ｳｼﾞｲｴ ﾕｷﾉ 軽井沢中 ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 軽井沢A&AC

 4 寺井 萌々香(2) 中学     31.36  4 原野 茉優(2) 中学     29.06 
ﾃﾗｲ ﾓﾓｶ 軽井沢中 ﾊﾗﾉ ﾏﾕ 野沢中

 5 依田 仁美(2) 中学     31.56  5 三浦 元海(2) 中学     29.59 
ﾖﾀﾞ ﾋﾄﾐ 軽井沢中 ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ 野沢中

 6 金澤 七海(1) 中学     32.37  6 古越 微唯(2) 中学     29.81 
ｶﾅｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 御代田中 ﾌﾙｺｼ ﾐﾕ 御代田中

 7 塩野 琴梨 中学     32.63  7 遠藤 和泉(1) 中学     30.02 
ｼｵﾉ ｺﾄﾘ 軽井沢中 ｴﾝﾄﾞｳ  ｲｽﾞﾐ T&F佐久平

 8 市川 なつ美(1) 中学     32.98 横須賀 玲奈(2) 中学
ｲﾁｶﾜ ﾅﾂﾐ 中込中 ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ 小諸東中

   1 齊藤 陽向(3) 中学 望月AC     27.96 (-2.8) 大会新   2   1
   2 荒井 奈々実(2) 中学 浅間中     28.66 (-2.8)   2   2
   3 前田 望乃花(1) 中学 軽井沢A&AC     28.80 (-2.8)   2   3
   4 原野 茉優(2) 中学 野沢中     29.06 (-2.8)   2   4
   5 三浦 元海(2) 中学 野沢中     29.59 (-2.8)   2   5
   6 佐藤 亜美佳(3) 中学 浅科中     29.67 (-0.9)   1   1
   7 古越 微唯(2) 中学 御代田中     29.81 (-2.8)   2   6
   8 上野 結生(1) 中学 軽井沢中     29.94 (-0.9)   1   2
   9 遠藤 和泉(1) 中学 T&F佐久平     30.02 (-2.8)   2   7
  10 氏家 幸乃(2) 中学 軽井沢中     31.12 (-0.9)   1   3
  11 寺井 萌々香(2) 中学 軽井沢中     31.36 (-0.9)   1   4
  12 依田 仁美(2) 中学 軽井沢中     31.56 (-0.9)   1   5
  13 金澤 七海(1) 中学 御代田中     32.37 (-0.9)   1   6
  14 塩野 琴梨 中学 軽井沢中     32.63 (-0.9)   1   7
  15 市川 なつ美(1) 中学 中込中     32.98 (-0.9)   1   8

決勝 8月2日 15:20

県中(KR)          2,16.18
大会新(GR)        2,30.45

 1 碓氷 眞子(2) 中学   2,42.13 
ｳｽｲ ﾏｺ 浅科中

 2 中山 琉那(2) 中学   2,43.03 
ﾅｶﾔﾏ ﾙﾅ 浅間中

 3 上野 結生(1) 中学   2,46.88 
ｳｴﾉ ﾕｲ 軽井沢中

 4 内藤 香里(3) 中学   2,51.03 
ﾅｲﾄｳ ｶｵﾘ 中込中

 5 小平 七彩(1) 中学   2,56.21 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾅﾅｾ 野沢中

 6 栁澤 真奈(1) 中学   2,58.82 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏﾅ 中込中

 7 加部 すみれ(1) 中学   3,02.45 
ｶﾍﾞ ｽﾐﾚ 小諸東中

 8 生島 初音(3) 中学   3,02.61 
ｲｸｼﾏ ﾊﾂﾈ 中込中

 9 丸山 暖乃(1) 中学   3,04.36 
ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾙﾉ 軽井沢中

10 上原 叶有(1) 中学   3,05.03 
ｳｴﾊﾗ ｶﾅｳ 中込中
鈴木 みのり(2) 中学
ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ 軽井沢中

中学女子

２００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
7  4206
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タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
 4331
 4139
   24
 4079
 4080
 4206
 4263
 4227
 4022
 4221
 4219
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 4265
 4226
 4121

中学女子
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3  4119
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決勝 8月2日  9:10

県中新(KR)          14.54
大会新(GR)          16.14

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 +0.7

 1 佐藤 妃菜(2) 中学     18.10  1 塚田 菜々(1) 中学     16.66 
ｻﾄｳ ﾋﾅ 軽井沢中 ﾂｶﾀﾞ ﾅﾅ 小諸東中

 2 青木 涼香(2) 中学     18.39  2 米山 野乃佳(2) 中学     17.52 
ｱｵｷ ｽｽﾞｶ 浅間中 ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 浅科中

 3 川野 智佳(2) 中学     19.66  3 宇都宮 悠奈(2) 中学     17.65 
ｶﾜﾉ ﾄﾓｶ 佐久東中 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ 軽井沢中

 4 坂根 樺音(1) 中学     19.96  4 白井 鈴(2) 中学     18.27 
ｻｶﾈ ｶﾉﾝ 野沢中 ｼﾗｲ ﾘﾝ 軽井沢A&AC

 5 齋藤 明日香(2) 中学     20.04  5 関 愛梨(2) 中学     20.46 
ｻｲﾄｳ ｱｽｶ 佐久東中 ｾｷ ｱｲﾘ 軽井沢A&AC

 6 栗田 怜奈(1) 中学     20.16 翠川 明日香(2) 中学
ｸﾘﾀ ﾚｲﾅ 浅間中 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｱｽｶ 軽井沢A&AC

 7 依田 智恵梨(1) 中学     20.17 土屋 愛理(2) 中学
ﾖﾀﾞ ﾁｴﾘ 軽井沢中 ﾂﾁﾔ ｱｲﾘ 軽井沢中
品原 鈴美香(2) 中学 土屋 うらら(2) 中学
ｼﾅﾊﾗ ﾚﾐｶ 小諸東中 ﾂﾁﾔ ｳﾗﾗ 浅間中

   1 塚田 菜々(1) 中学 小諸東中     16.66 (+0.7)   2   1
   2 米山 野乃佳(2) 中学 浅科中     17.52 (+0.7)   2   2
   3 宇都宮 悠奈(2) 中学 軽井沢中     17.65 (+0.7)   2   3
   4 佐藤 妃菜(2) 中学 軽井沢中     18.10 (+1.1)   1   1
   5 白井 鈴(2) 中学 軽井沢A&AC     18.27 (+0.7)   2   4
   6 青木 涼香(2) 中学 浅間中     18.39 (+1.1)   1   2
   7 川野 智佳(2) 中学 佐久東中     19.66 (+1.1)   1   3
   8 坂根 樺音(1) 中学 野沢中     19.96 (+1.1)   1   4
   9 齋藤 明日香(2) 中学 佐久東中     20.04 (+1.1)   1   5
  10 栗田 怜奈(1) 中学 浅間中     20.16 (+1.1)   1   6
  11 依田 智恵梨(1) 中学 軽井沢中     20.17 (+1.1)   1   7
  12 関 愛梨(2) 中学 軽井沢A&AC     20.46 (+0.7)   2   5

決勝 8月2日 10:00

県中新               1.75
大会新               1.53

宇都宮 悠奈(2) 中学
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ 軽井沢中
米山 野乃佳(2) 中学
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 浅科中
佐藤 妃菜(2) 中学
ｻﾄｳ ﾋﾅ 軽井沢中
青木 涼香(2) 中学
ｱｵｷ ｽｽﾞｶ 浅間中
岡田 朋佳(1) 中学
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 軽井沢中
川野 智佳(2) 中学
ｶﾜﾉ ﾄﾓｶ 佐久東中
小林 明日海(1) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽﾐ 中込中
池田 奈央(1) 中学
ｲｹﾀﾞ ﾅｵ 野沢中
関 愛梨(2) 中学
ｾｷ ｱｲﾘ 軽井沢A&AC
翠川 明日香(2) 中学
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｱｽｶ 軽井沢A&AC
櫻井 裕梨(3) 中学
ｻｸﾗｲ ﾕﾘ 野沢中

中学女子

１００ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
5  4220

3  4138

2  4168
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欠場
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欠場

3    23
欠場

4

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
 4299
 4201
 4218
 4220
   27
 4138
 4168
 4087
 4167
 4195
 4223
   19

中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m05 1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m43 1m46 記録 備考
1 10  4218

- - - - - O O XO O XXX  1.43

2 9  4201
- - - O O O O XXX  1.35

3 7  4220
- - - - XO O XXX  1.30

4 8  4138
- O O XXO O XXX  1.25

5 5  4224
- - O O XO XXX  1.25

6 3  4168
O O XXX  1.10

1  4123
XXX

2  4083

4    19

6    23

11  4073



決勝 8月2日 13:30

県中新               5.59
大会新               4.73

寺井 萌々香(2) 中学   3.84   4.06   4.17   4.21   3.68   4.03    4.21 
ﾃﾗｲ ﾓﾓｶ 軽井沢中   -1.7   -1.6   -3.9   -1.3   -2.1   -1.4    -1.3
三浦 元海(2) 中学   4.20   3.93   3.86    -   4.02   3.77    4.20 
ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ 野沢中   -1.7   -2.1   -1.8   -2.5   -2.4    -1.7
碓氷 眞子(2) 中学    X   4.18    X   4.13   3.76    X    4.18 
ｳｽｲ ﾏｺ 浅科中   -2.3   -1.4   -2.4    -2.3
荒井 杏奈(3) 中学    -   4.09   3.91    X    X    X    4.09 
ｱﾗｲ ｱﾝﾅ 野沢中   -3.0   -3.0    -3.0
小須田 ゆあ(2) 中学   3.39   3.83   3.76   3.61    X   3.62    3.83 
ｺｽﾀﾞ ﾕｱ 御代田中   -0.4   -0.7   -1.6   -0.1   -3.4    -0.7
萩原 彩音(2) 中学   3.66   3.65    X   3.77    X   3.74    3.77 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾔﾈ 浅間中   -3.5   -1.5   -2.0   -2.1    -2.0
佐藤 佑羽(2) 中学   3.61    X   3.76   3.64   3.52   3.50    3.76 
ｻﾄｳ ﾕｳ 浅間中   -2.3   -3.6   -1.3   -2.3   -3.6    -3.6
小泉 優花(1) 中学   3.64   3.76   3.53   3.16   3.58   2.51    3.76 
ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳｶ 野沢中   -1.5   -1.4   -2.2    0.0   -3.0   -2.7    -1.4
小宮山 怜佳(1) 中学   3.61   3.15   3.48    3.61 
ｺﾐﾔﾏ ﾚｲｶ 軽井沢中   -2.1   -2.1   -0.8    -2.1
田村 遥(1) 中学   3.46    X    X    3.46 
ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ 御代田中   -2.3    -2.3
星野 月花(2) 中学   3.44   3.45    X    3.45 
ﾎｼﾉ ﾙｶ 佐久東中   -1.6   -3.2    -3.2
今野 瑠奈(1) 中学   3.18   3.34   3.29    3.34 
ｺﾝﾉ ﾙﾅ 野沢中   -2.5   -1.9   -1.3    -1.9
小平 七彩(1) 中学   2.51   2.64   2.77    2.77 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾅﾅｾ 野沢中   -1.7   +1.1   -2.1    -2.1
土屋 うらら(2) 中学 欠場
ﾂﾁﾔ ｳﾗﾗ 浅間中
西澤 咲花(1) 中学 欠場
ﾆｼｻﾞﾜ ｻｸﾗ 野沢中
山崎 莉湖(2) 中学 欠場
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｺ 御代田中
塚田 菜々(1) 中学 欠場
ﾂｶﾀﾞ ﾅﾅ 小諸東中

決勝 8月2日  9:30

県中新              13.49
大会新              12.87

林 実玲(2) 中学
ﾊﾔｼ ﾐﾚｲ 野沢中
北村 典子(2) 中学
ｷﾀﾑﾗ ﾉﾘｺ 浅科中
木内 サラ(2) 中学
ｷｳﾁ ｻﾗ 浅科中
湯本 渚(2) 中学
ﾕﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 小諸東中

中学女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 10  4219

-5-

2 11  4080

3 15  4203

4 17  4072

5 3  4261

6 12  4143

7 14  4140

8 13  4084

9 8  4222

10 5  4269

11 9  4166

12 6  4086

13 1  4085

2  4141

4  4088

7  4259

16  4299

中学女子

砲丸投(2.721kg)

決勝

記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

 8.64

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

 7.18

備考
1 3  4078

 7.78  8.39  7.48  8.57  8.27

 6.74

  8.64 

2 1  4204
 6.66  7.23  7.63  7.32  7.05   7.63 

3 2  4202
 6.60  6.19  6.57  6.41  6.61   6.74 

4  4294



決勝 8月2日 14:35

県小新(KR)          13.06
大会新(GR)          14.66

[ 1組] 風速 -3.8 [ 2組] 風速 -2.5

 1 川上 璃子(6) 小学     15.57  1 松川 杏奈(6) 小学     14.45 
ｶﾜｶﾐ  ﾘｺ T&F佐久平 ﾏﾂｶﾜ ｱﾝﾅ 軽井沢A&AC

 2 北村 日向(6) 小学     16.05  2 佐藤 千花(6) 小学     14.54 
ｷﾀﾑﾗ ﾋﾅﾀ 小諸東小 ｻﾄｳ ﾁｶ 軽井沢A&AC

 3 松井 朋香(6) 小学     16.36  3 佐藤 史菜(6) 小学     15.44 
ﾏﾂｲ ﾄﾓｶ 望月AC ｻﾄｳ ﾌﾐﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 土橋 美月(6) 小学     16.68  4 新津 由茉(6) 小学     15.76 
ﾄﾞﾊﾞｼ ﾐﾂﾞｷ 小海小 ﾆｲﾂ ﾕﾏ 小海小

 5 菊池 愛理(6) 小学     16.87  5 小林 佳奈(6) 小学     16.34 
ｷｸﾁ ｱｲﾘ 南牧北小 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 御代田南ｸﾗﾌﾞ

 6 井出 彩水(6) 小学     16.88  6 柳沢 風花(6) 小学     17.22 
ｲﾃﾞ ｱﾔﾐ 南牧北小 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ 御代田南ｸﾗﾌﾞ

 7 諸星 美璃(6) 小学     17.02 浜村 涼(6) 小学
ﾓﾛﾎﾞｼ ﾐﾘ 佐久A&AC ﾊﾏﾑﾗ ﾘｮｳ 野沢小

   1 松川 杏奈(6) 小学 軽井沢A&AC     14.45 (-2.5) 大会新   2   1
   2 佐藤 千花(6) 小学 軽井沢A&AC     14.54 (-2.5) 大会新   2   2
   3 佐藤 史菜(6) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.44 (-2.5)   2   3
   4 川上 璃子(6) 小学 T&F佐久平     15.57 (-3.8)   1   1
   5 新津 由茉(6) 小学 小海小     15.76 (-2.5)   2   4
   6 北村 日向(6) 小学 小諸東小     16.05 (-3.8)   1   2
   7 小林 佳奈(6) 小学 御代田南ｸﾗﾌﾞ     16.34 (-2.5)   2   5
   8 松井 朋香(6) 小学 望月AC     16.36 (-3.8)   1   3
   9 土橋 美月(6) 小学 小海小     16.68 (-3.8)   1   4
  10 菊池 愛理(6) 小学 南牧北小     16.87 (-3.8)   1   5
  11 井出 彩水(6) 小学 南牧北小     16.88 (-3.8)   1   6
  12 諸星 美璃(6) 小学 佐久A&AC     17.02 (-3.8)   1   7
  13 柳沢 風花(6) 小学 御代田南ｸﾗﾌﾞ     17.22 (-2.5)   2   6

小6女子

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
4     8

5    68

   98

6   110

7    64

3    44

順 ﾚｰﾝ No.

2   101

8

所属名 記録／備考
3    22

大会新
7    20

   40

大会新
2    51

6    62

5   117
欠場

8    32

4

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

  110

記録（風） 備考 組 順位
   22
   20

   64

   40

  101
   98
   44

   51
    8
   62
   68
   32



予選 8月2日 10:35
決勝 8月2日 14:30

県小新(KR)    
大会新(GR)    

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 -0.2

 1 手塚 菜々(5) 小学     15.36 q  1 大鹿 愛和(5) 小学     15.75 q
ﾃﾂﾞｶ ﾅﾅ ﾛﾃﾞｨｵ ｵｵｼｶ  ﾏﾅ T&F佐久平

 2 角地 乃亜(5) 小学     15.75 q  2 伊藤 紅葉(5) 小学     15.85 q
ｶｸﾁ ﾉｱ 浅科AC ｲﾄｳ ｸﾚﾊ 南相木小

 3 青木 優(5) 小学     15.96  3 森 美陽(5) 小学     15.86 
ｱｵｷ ﾕｳ 佐久平浅間小 ﾓﾘ ﾐﾊﾙ 岸野小

 4 三浦 茉舞(5) 小学     17.04  4 倉根 慧(5) 小学     15.96 
ﾐｳﾗ ﾏﾑ 浅科AC ｸﾗﾈ  ｹｲ T&F佐久平

 5 依田 凜夏(5) 小学     17.25  5 関口 あすか(5) 小学     16.00 
ﾖﾀﾞ ﾘﾝｶ ﾛﾃﾞｨｵ ｾｷｸﾞﾁ ｱｽｶ 坂の上小

 6 原 栞乃子(5) 小学     17.31  6 由井 陽琴(5) 小学     16.23 
ﾊﾗ ｶﾉｺ 川上第一小 ﾕｲ ﾋｺﾄ 南相木小

 7 和田 美咲(5) 小学     17.52  7 甘利 未珠咲(5) 小学     17.05 
ﾜﾀﾞ ﾐｻｷ 佐久平浅間小 ｱﾏﾘ ﾐｽﾞｷ 小諸東小

 8 髙見澤 優芽(5) 小学     19.08  8 井出 柚羽(5) 小学     17.26 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾕﾒ 南牧北小 ｲﾃﾞ ﾕｽﾞﾊ 南牧北小

[ 3組] 風速 -0.2

 1 吉田 七海(5) 小学     15.47 q
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ 中込小

 2 渡邉 姫華(5) 小学     15.49 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾒｶ 御代田南ｸﾗﾌﾞ

 3 柏木 萌(5) 小学     15.58 q
ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 中村 仁子(5) 小学     15.81 q
ﾅｶﾑﾗ ﾆｺ 東部小

 5 小林 花(5) 小学     16.16 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ 小諸東小

 6 青木 葉月(5) 小学     16.22 
ｱｵｷ ﾊﾂﾞｷ 御代田南ｸﾗﾌﾞ

 7 中島 未也美(5) 小学     17.20 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾔﾋﾞ 中込小

風速 -3.2

 1 手塚 菜々(5) 小学     15.51 
ﾃﾂﾞｶ ﾅﾅ ﾛﾃﾞｨｵ

 2 中村 仁子(5) 小学     15.67 
ﾅｶﾑﾗ ﾆｺ 東部小

 3 吉田 七海(5) 小学     15.80 
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ 中込小

 4 柏木 萌(5) 小学     15.85 
ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 5 渡邉 姫華(5) 小学     16.14 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾒｶ 御代田南ｸﾗﾌﾞ

 6 伊藤 紅葉(5) 小学     16.33 
ｲﾄｳ ｸﾚﾊ 南相木小

 7 大鹿 愛和(5) 小学     16.37 
ｵｵｼｶ  ﾏﾅ T&F佐久平

 8 角地 乃亜(5) 小学     16.65 
ｶｸﾁ ﾉｱ 浅科AC

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
9    14

6    80

小5女子

１００ｍ

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

   76

7    57

2    82

5    59

4   109

3    13

8

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考 記録／備考
7    10

8    92

3    17

5     9

9    60

6    94

4    65

2    99

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8    85

3    38

4    54

6    91

7    67

5    33

2    87

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    14

2    91

6    85

7    54

5    38

3    92

9    10

8    80



決勝 8月2日 14:20

県小新(KR)          13.06
大会新(GR)          15.41

[ 1組] 風速 -3.9 [ 2組] 風速 -3.4

 1 高見澤 沙慧(4) 小学     17.43  1 橋本 春花(4) 小学     16.47 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ｻｴ T&F佐久平 ﾊｼﾓﾄ  ﾊﾙｶ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ

 2 吉田 未旅(4) 小学     17.47  2 長谷川 美玖(4) 小学     16.55 
ﾖｼﾀﾞ ﾐﾀﾋﾞ 東部小 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 佐久A&AC

 3 谷口 里緒(4) 小学     18.03  3 山本 紗帆(4) 小学     16.61 
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｵ 水明AC ﾔﾏﾓﾄ  ｻﾎ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ

 4 山浦 瑞稀(4) 小学     18.30  4 酒井 あいか 小学     16.91 
ﾔﾏｳﾗ ﾐｽﾞｷ 浅科AC ｻｶｲ ｱｲｶ 野岸小

 5 横山 優月(4) 小学     18.36  5 清水 彩莉(4) 小学     17.96 
ﾖｺﾔﾏ ﾕﾂﾞ 浅科AC ｼﾐｽﾞ ｻﾘ 水明AC

 6 木内 柚乃(4) 小学     18.57  6 吉澤 美咲(4) 小学     20.29 
ｷｳﾁ ﾕｽﾞﾉ 佐久平浅間小 ﾖｼｻﾞﾜ  ﾐｻｷ 南牧南小

 7 柳澤 智穂(4) 小学     18.67  7 長林 梨紗(4) 小学     20.33 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁﾎ 御代田南AC ﾅｶﾞﾊﾞﾔｼ ﾘｻ 南牧南小

 8 石垣 美心(4) 小学     19.07 柳沢 瑠那(4)
ｲｼｶﾞｷ  ﾐﾋﾛ T&F佐久平 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾙﾅ ｱｻﾏﾈSC

   1 橋本 春花(4) 小学 T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ     16.47 (-3.4)   2   1
   2 長谷川 美玖(4) 小学 佐久A&AC     16.55 (-3.4)   2   2
   3 山本 紗帆(4) 小学 T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ     16.61 (-3.4)   2   3
   4 酒井 あいか 小学 野岸小     16.91 (-3.4)   2   4
   5 高見澤 沙慧(4) 小学 T&F佐久平     17.43 (-3.9)   1   1
   6 吉田 未旅(4) 小学 東部小     17.47 (-3.9)   1   2
   7 清水 彩莉(4) 小学 水明AC     17.96 (-3.4)   2   5
   8 谷口 里緒(4) 小学 水明AC     18.03 (-3.9)   1   3
   9 山浦 瑞稀(4) 小学 浅科AC     18.30 (-3.9)   1   4
  10 横山 優月(4) 小学 浅科AC     18.36 (-3.9)   1   5
  11 木内 柚乃(4) 小学 佐久平浅間小     18.57 (-3.9)   1   6
  12 柳澤 智穂(4) 小学 御代田南AC     18.67 (-3.9)   1   7
  13 石垣 美心(4) 小学 T&F佐久平     19.07 (-3.9)   1   8
  14 吉澤 美咲(4) 小学 南牧南小     20.29 (-3.4)   2   6
  15 長林 梨紗(4) 小学 南牧南小     20.33 (-3.4)   2   7

小４女子

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
2     4

8    90

4    73

7    83

3    79

9    58

5    31

6     7

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3     1

9    46

7     2

   96

8   115

4    72

5    12
欠場

2    95

6

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
    1
   46
    2
  115
    4
   90
   72
   73

   96
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   79
   58
   31
    7
   95



決勝 8月2日 11:10

県小新(KR)        3,03.46
大会新(GR)        3,26.72

 1 西澤　望未(5) 小学   3,25.09 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 佐久東小

 2 竹花 碧乃(5) 小学   3,29.76 
ﾀｹﾊﾅ  ｱｵﾉ T&F佐久平

 3 渡邉 美祐(6) 小学   3,36.39 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｳ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 市川 笑花(5) 小学   3,47.59 
ｲﾁｶﾜ  ｴﾐｶ T&F佐久平

 5 菊池 こころ(6) 小学   3,51.86 
ｷｸﾁ ｺｺﾛ 南牧北小

 6 浅沼 花歩(5) 小学   3,53.65 
ｱｻﾇﾏ ｶﾎ 御代田南ｸﾗﾌﾞ

 7 牧野 心(5) 小学   3,58.11 
ﾏｷﾉ ｺｺﾛ 岸野小

 8 篠原 可菜(5) 小学   4,03.27 
ｼﾉﾊﾗ ｶﾅ 青沼小

 9 吉田 芭菜(5) 小学   4,05.01 
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾅ 東部小

10 丸山 愛夏(5) 小学   4,13.63 
ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾅｶ 浅科AC

11 望月 花佳(5) 小学   4,14.45 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾅｶ 御代田南ｸﾗﾌﾞ

12 美齊津 栞乃(4) 小学   4,23.15 
ﾐｻｲﾂﾞ ｶﾉ 御代田南AC

13 菊池 萌花(5) 小学   4,23.51 
ｷｸﾁ ﾓｴｶ 南相木小

14 白井 まお(4) 小学   4,29.32 
ｼﾗｲ ﾏｵ 御代田南AC

15 内藤 愛絵(5) 小学   4,31.69 
ﾅｲﾄｳ ﾏﾅｴ 中込小

16 鈴木 夢美(6) 小学   4,42.01 
ｽｽﾞｷ ﾕﾒﾐ 佐久A&AC

17 新海 多恵(5) 小学   4,51.50 
ｼﾝｶｲﾀｴ 川上第一小

18 髙見澤 咲々(6) 小学   5,09.27 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｻｻ 南牧北小

決勝 8月2日  9:00

県小新(KR)          13.26
大会新(GR)          15.06

風速 +1.1

 1 土屋 ほのか(6) 小学     13.54 
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 軽井沢A&AC

 2 中嶋 愛佳(5) 小学     14.71 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ 軽井沢A&AC

 3 髙見澤 双葉(5) 小学     17.86 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾌﾀﾊﾞ 南牧北小

 4 碓氷 梨乃(6) 小学     18.48 
ｳｽｲ ﾘﾉ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 5 ?山 莉里花(5) 小学     18.89 
ｳﾙｼﾔﾏ ﾘﾘｶ 御代田南ｸﾗﾌﾞ

 6 中里 さくら(5) 小学     19.02 
ﾅｶｻﾞﾄ ｻｸﾗ 浅科AC

 7 竹中 さくら(6) 小学     19.65 
ﾀｹﾅｶ ｻｸﾗ 御代田南ｸﾗﾌﾞ

 8 油井 楓(5) 小学     20.39 
ﾕｲｶｴﾃﾞ 川上第一小

小共通女子

１０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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5     5

11   100

2    34

17    18

15    75

8    89

3    81

14    39

10    30

13    93

12    29

16    88

4    49

6    77

1   107

小共通女子

８０ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7    26

大会新
5    25

4   108

3    50

2    41

6    84

8    36

9    78



決勝 8月2日 13:20

大会新(GR)          57.44

[ 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 御代田南ｸﾗﾌﾞ(A)    32 小林 佳奈(6)   1,01.50  1   5 軽井沢A&AC    26 土屋 ほのか(6)     56.27 

ﾐﾖﾀﾐﾅﾐｸﾗﾌﾞA ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ ｶﾙｲｻﾞﾜ ｴｰ ｱﾝﾄﾞ ｴ ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 大会新
   35 泰井 柊香(6)    20 佐藤 千花(6)

ﾀｲｲ ｼｭｳｶ ｻﾄｳ ﾁｶ
   37 渡辺 香凜(6)    21 市村 彩美(6)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ
   40 柳沢 風花(6)    22 松川 杏奈(6)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ ﾏﾂｶﾜ ｱﾝﾅ
 2   2 御代田南ｸﾗﾌﾞ(B)    33 青木 葉月(5)   1,03.16  2   4 望月AC   112 田中 葵(5)     59.72 

ﾐﾖﾀﾐﾅﾐｸﾗﾌﾞB ｱｵｷ ﾊﾂﾞｷ ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ ﾀﾅｶ ｱｵｲ
   41 ?山 莉里花(5)   111 上野 愛梨(6)

ｳﾙｼﾔﾏ ﾘﾘｶ ｳｴﾉ ｱｲﾘ
   39 望月 花佳(5)   110 松井 朋香(6)

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾅｶ ﾏﾂｲ ﾄﾓｶ
   38 渡邉 姫華(5)   113 比田井 凜(6)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾒｶ ﾋﾀﾞｲ ﾘﾝ
 3   5 浅科AC    82 三浦 茉舞(5)   1,05.65  3   7 T&F佐久平     3 高見沢 愛結(6)   1,00.34 

ｱｻｼﾅｴｰｼｰ ﾐｳﾗ ﾏﾑ ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ｱﾕ
   81 丸山 愛夏(5)    11 竹花 碧乃(5)

ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾅｶ ﾀｹﾊﾅ  ｱｵﾉ
   84 中里 さくら(5)     6 小林 恭子(6)

ﾅｶｻﾞﾄ ｻｸﾗ ｺﾊﾞﾔｼ  ｷｮｳｺ
   80 角地 乃亜(5)     8 川上 璃子(6)

ｶｸﾁ ﾉｱ ｶﾜｶﾐ  ﾘｺ
 4   7 ﾛﾃﾞｨｵ(A)    16 竹花 望来(5)   1,05.72  4   6 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ    52 渡辺 美祐(6)   1,01.62 

ﾛﾃﾞｨｵA ﾀｹﾊﾅ ﾐｸﾙ ｻｸﾄﾞﾘｰﾑ ﾜﾀﾅﾍﾞﾐﾕｳ
   13 依田 凜夏(5)    54 柏木 萌(5)

ﾖﾀﾞ ﾘﾝｶ ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ
   15 菅沼 花菜(5)    50 碓氷 梨乃(6)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ ｳｽｲ ﾘﾉ
   14 手塚 菜々(5)    51 佐藤 史菜(6)

ﾃﾂﾞｶ ﾅﾅ ｻﾄｳ ﾌﾐﾅ
 5   6 南牧北小    98 井出 彩水(6)   1,08.06  5   2 小海小    61 砂原 里幸子(6)   1,01.71 

ﾐﾅﾐﾏｷｷﾀｼｮｳ ｲﾃﾞ ｱﾔﾐ ｺｳﾐｼｮｳ ｽﾅﾊﾗ ﾘｻｺ
  103 菊池 美羽(6)    64 土橋 美月(6)

ｷｸﾁ ﾐﾊﾈ ﾄﾞﾊﾞｼ ﾐﾂﾞｷ
  107 髙見澤 咲々(6)    63 土屋 遥菜(5)

ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｻｻ ﾂﾁﾔ ﾊﾙﾅ
  100 菊池 こころ(6)    62 新津 由茉(6)

ｷｸﾁ ｺｺﾛ ﾆｲﾂ ﾕﾏ
  3 中込小    88 内藤 愛絵(5)  6   3 小諸東小    65 甘利 未珠咲(5)   1,04.24 

ﾅｶｺﾞﾐｼｮｳ ﾅｲﾄｳ ﾏﾅｴ 失格 ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ｱﾏﾘ ﾐｽﾞｷ
   87 中島 未也美(5)    69 北村 陽向(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾔﾋﾞ ｷﾀﾑﾗ ﾋﾅﾀ
   86 宮嶋 佑月(5)    66 吉澤 歩希(5)

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕﾂﾞｷ ﾖｼｻﾞﾜ ﾎﾏﾚ
   85 吉田 七海(5)    67 小林 花(5)

ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ

   1 軽井沢A&AC     56.27 大会新 土屋 ほのか(6) 佐藤 千花(6) 市村 彩美(6) 松川 杏奈(6)   2   1
   2 望月AC     59.72 田中 葵(5) 上野 愛梨(6) 松井 朋香(6) 比田井 凜(6)   2   2
   3 T&F佐久平   1,00.34 高見沢 愛結(6) 竹花 碧乃(5) 小林 恭子(6) 川上 璃子(6)   2   3
   4 御代田南ｸﾗﾌﾞ(A)   1,01.50 小林 佳奈(6) 泰井 柊香(6) 渡辺 香凜(6) 柳沢 風花(6)   1   1
   5 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   1,01.62 渡辺 美祐(6) 柏木 萌(5) 碓氷 梨乃(6) 佐藤 史菜(6)   2   4
   6 小海小   1,01.71 砂原 里幸子(6) 土橋 美月(6) 土屋 遥菜(5) 新津 由茉(6)   2   5
   7 御代田南ｸﾗﾌﾞ(B)   1,03.16 青木 葉月(5) ?山 莉里花(5) 望月 花佳(5) 渡邉 姫華(5)   1   2
   8 小諸東小   1,04.24 甘利 未珠咲(5) 北村 陽向(6) 吉澤 歩希(5) 小林 花(5)   2   6
   9 浅科AC   1,05.65 三浦 茉舞(5) 丸山 愛夏(5) 中里 さくら(5) 角地 乃亜(5)   1   3
  10 ﾛﾃﾞｨｵ(A)   1,05.72 竹花 望来(5) 依田 凜夏(5) 菅沼 花菜(5) 手塚 菜々(5)   1   4
  11 南牧北小   1,08.06 井出 彩水(6) 菊池 美羽(6) 髙見澤 咲々(6) 菊池 こころ(6)   1   5

ｵｰﾀﾞｰ1

小共通女子

４×１００ｍR

決勝

タイムレース

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4順位 所属名 都道府県 記録 備考



決勝 8月2日 12:00

県小新               4.50
大会新               3.78

比田井 凜(6) 小学   3.67   3.88   4.33    4.33 大会新
ﾋﾀﾞｲ ﾘﾝ 望月AC   +1.8   +0.6   -0.4    -0.4
市村 彩美(6) 小学   4.10   4.26   4.15    4.26 大会新
ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ 軽井沢A&AC   +0.2   +2.8    0.0    +2.8
柳澤 萌(6) 小学   3.66   3.77   3.90    3.90 大会新
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾓｴ 佐久A&AC   +1.0   +0.2   -0.1    -0.1
上野 愛梨(6) 小学   3.82   3.72   3.80    3.82 大会新
ｳｴﾉ ｱｲﾘ 望月AC   -0.1   +0.8   +0.6    -0.1
高見沢 愛結(6) 小学   3.36   3.54   3.64    3.64 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ｱﾕ T&F佐久平   +1.4   +0.1   +1.2    +1.2
尾沼 未来(6) 小学    X   3.44    X    3.44 
ｵﾇﾏ ﾐｸ 佐久A&AC   +1.5    +1.5
砂原 里幸子(6) 小学   3.28   2.17   2.48    3.28 
ｽﾅﾊﾗ ﾘｻｺ 小海小   +1.6   +0.4   +0.9    +1.6
栁澤 恋(6) 小学    X    X   3.27    3.27 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾚﾝ 御代田北小   -0.7    -0.7
中原 杏樹(6) 小学   3.08   3.21   3.09    3.21 
ﾅｶﾊﾗ ｱﾝｼﾞｭ 南牧北小   +2.4   +0.7   -0.8    +0.7
小林 恭子(6) 小学   2.93   3.02   3.16    3.16 
ｺﾊﾞﾔｼ  ｷｮｳｺ T&F佐久平   +0.6   +0.6   +1.5    +1.5
白石 優和(6) 小学   2.94   3.09   3.03    3.09 
ｼﾗｲｼ ﾕｳﾅ 水明AC   +2.1   +0.7   -0.5    +0.7
笹崎 絢莉(6) 小学    X   3.08   2.73    3.08 
ｻｻｻﾞｷ ｱﾔﾘ 水明AC   +1.9   -1.0    +1.9
菊池 美羽(6) 小学   3.06   2.55   2.82    3.06 
ｷｸﾁ ﾐﾊﾈ 南牧北小   +1.5   +1.0   +0.7    +1.5

決勝 8月2日 10:30

県小新               4.50
大会新               3.73

大森 里香(5) 小学   4.07   3.84   3.65    4.07 大会新
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 佐久A&AC   +1.9   +0.1   -0.2    +1.9
田中 葵(5) 小学   3.41   3.47   3.70    3.70 
ﾀﾅｶ ｱｵｲ 望月AC   -0.2    0.0   +0.4    +0.4
土屋 遥菜(5) 小学   3.22   3.28   3.44    3.44 
ﾂﾁﾔ ﾊﾙﾅ 小海小   +0.4   -0.2   -0.1    -0.1
薩田 こゆき(5) 小学    X    X   3.03    3.03 
ｻｯﾀ ｺﾕｷ 南牧北小   -0.3    -0.3
菊池 起良里(5) 小学   2.65    X   2.99    2.99 
ｷｸﾁ ｷﾗﾘ 南牧北小   -0.1   +0.3    +0.3
宮嶋 佑月(5) 小学   2.90   2.82   2.93    2.93 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕﾂﾞｷ 中込小   -0.1   +0.2   -0.2    -0.2
菅沼 花菜(5) 小学    X    X   2.34    2.34 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ ﾛﾃﾞｨｵ   -0.2    -0.2
竹花 望来(5) 小学    X    X    X 記録なし
ﾀｹﾊﾅ ﾐｸﾙ ﾛﾃﾞｨｵ

小6女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 10   113

-5-

2 13    21

3 4    48

4 12   111

5 1     3

6 6    47

7 3    61

8 5    42

9 8   106

10 2     6

11 9    74

12 7    71

13 11   103

小5女子

走幅跳

決勝

-5- -6- 記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 備考
1 8    45

2 7   112

-2- -3- -4-

3 6    63

4 1   104

5 3   102

6 5    86

7 4    15

2    16



決勝 8月2日  9:00

県小新               4.50
大会新               3.65

小林 美月(4) 小学   2.45   2.94    X    2.94 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｷ 野沢小   +1.0   +1.3    +1.3
漆原 衣咲(4) 小学    X   2.78    X    2.78 
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 佐久A&AC   +1.8    +1.8
井出 叶羽(4) 小学   2.25   2.76   2.77    2.77 
ｲﾃﾞ ｶﾅﾊ 南牧北小   +1.1    0.0   +1.5    +1.5
竹中 なぎさ(4) 小学   2.51   2.73   2.64    2.73 
ﾀｹﾅｶ ﾅｷﾞｻ 御代田南AC   +0.9   +0.7   +1.1    +0.7
上村 暖花(4) 小学    X    X   2.44    2.44 
ｳｴﾑﾗ ﾎﾉｶ 南牧北小   +0.5    +0.5
長谷川 美玖(4) 小学
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 佐久A&AC 欠場

小４女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 5   116

2 6    43

3 2    97

4 3    28

5 1   105

4    46



決勝 8月2日 11:25

風速 +0.9

 1 青地　実樹(3)     15.58 
ｱｵﾁ ﾐｷ 佐久マスターズ

決勝 8月2日 13:30

土屋　和嘉子(3)   3.89   3.78   3.88   3.75    3.89 
ﾂﾁﾔ ﾜｶｺ 上田マスターズ   -3.1   -2.5   -2.3   -0.3    -3.1

決勝 8月2日 13:00

塩川　真澄(3)
ｼｵｶﾜ ﾏｽﾐ 佐久マスターズ

マスターズ女子

１００ｍ
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    56

マスターズ女子

走幅跳
決勝

-6- 記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 備考
1 1    70

マスターズ女子

やり投

-2- -3- -4- -5-

-6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

  O   -

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

  -  20.22 

記録 備考
1 1    55

  O 20.22   O
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