
大会で樹立された記録大会コード 16200556

第46回佐久陸上競技選手権大会

期　日

場　所

コード

平成28年7月24日（日）

佐久総合運動公園陸上競技場

202060

主催

後援

佐久市・小諸市・北佐久郡・南佐久郡体育協会

信 濃 毎 日 新 聞 社

佐久市・小諸市・北佐久郡・南佐久郡陸上競技協会

佐 久 市 教 育 委 員 会

佐 久 地 区 地 教 連 絡 協 議 会

月　日 種　　　　目 予・準・決 記　　　録 氏　　　　名 男女 所　　属 従来の記録 備　　　考

7/24 中学女子100mH 決勝 16.04 市村　彩美 女 軽井沢中 16.14

男子110H 決勝 14.96 五十嵐　大樹 男 野沢北クラブ 15.14

小4男子走幅跳 決勝 3m77 大草　芽生 男 望月AC 3m72

小6男子100m 予選 13.04 柳沢 隼士 男 中込小 13.11

中学男子砲丸投 決勝 10ｍ81 塚田　陽樹 男 浅間中 10ｍ58

男子円盤投 決勝 32ｍ17 荻原　翼 男 佐久総合 31ｍ30

小6女子走幅跳 決勝 4m40 大森　里香 女 軽井沢A&AC 4m33

女子やり投 決勝 40m09 新津　まり菜 女 信州大学 37ｍ32

中学女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 決勝 30ｍ49 林　美怜 女 野沢中 16ｍ26

グランドコンディション

月　　　　日 時　　刻 天　　候 風　　向 風速　m/s 気温　℃ 湿度　％ 計測場所

7月24日（日） 9：00 晴れ 北西 1.6 24.5 60.0

10：00 晴れ 北北西 1.1 26.5 55.0

11：00 晴れ 北 0.4 27.5 50.0

12：00 晴れ 北西 1.8 28.5 50.0

13：00 晴れ 北東 1.4 29.0 52.0

14：00 晴れ 南東 3.8 28.5 52.0

15：00 晴れ 南東 4.4 27.0 56.0



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
07/24 女子  -3.5 土屋 かなめ(2) 13.27 廣川 紗良(1) 13.79 酒井 夢実(1) 13.97 秋山 咲花(1) 14.30 荒井 杏奈(1) 14.54 鈴木 風香(1) 15.05 佐藤 亜美佳(1) 15.42 小野沢 愛莉(1) 17.29

１００ｍ 高校･岩村田高 高校･岩村田高 高校･小諸高 高校･岩村田高 高校･佐久平総合高 高校･佐久平総合高 高校･岩村田高 高校･野沢北高
07/24 佐藤 真由(2) 1,02.93 土屋 かなめ(2) 1,03.60 加部 菜花(1) 1,04.51 秋山 咲花(1) 1,05.04 安藤 あかり(1) 1,07.77 廣川 紗良(1) 1,08.01 鈴木 香琳(2) 1,09.07 佐藤 亜美佳(1) 1,10.54

４００ｍ 高校･野沢北高 高校･岩村田高 高校･野沢南高 高校･岩村田高 高校･野沢北高 高校･岩村田高 高校･岩村田高 高校･岩村田高
07/24 紫 美海(1) 2,49.63 臼田 寧々(1) 3,00.76 内藤 香里(1) 3,14.91

８００ｍ 高校･岩村田高 高校･佐久平総合高 高校･佐久平総合高
07/24  +0.7 加部 菜花(1) 17.64 新田 美月(2) 18.05 鈴木 風香(1) 21.01

１００ｍＨ 高校･野沢南高 高校･小諸高 高校･佐久平総合高
07/24 櫻井 裕梨(1) 1.48 木内 麻衣子(2) 1.30 山浦 恵梨(2) 1.30

走高跳 高校･野沢北高 高校･野沢南高 高校･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
07/24 山浦 恵梨(2) 4.61(-3.3) 片桐 穂花 4.57(+0.4) 土屋さくら(1) 4.51(-0.4) 木内麻衣子(2) 4.27(-4.2) 荒井 杏奈(1) 4.12(-1.9)

走幅跳 高校･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 一般･望月AC 高校･岩村田高 高校･野沢南高 高校･佐久平総合高
07/24 梅田 佳奈(1) 8.20 中山 麻衣(1) 6.84

砲丸投(4.000kg) 高校･野沢北高 高校･野沢南高
07/24 新津 まり菜(2) 33.44 武藤 衣里加(1) 24.27 小平 美来(1) 22.50

円盤投(1.000kg) 一般･信大 高校･野沢南高 高校･野沢南高
07/24 新津 まり菜(2) 40.09 新田 美月(2) 33.85 鈴木 香琳(2) 30.50 森田 優海(1) 22.23 中山 麻衣(1) 17.90 西入 由実(1) 16.55

やり投(0.600kg) 一般･信大 GR 高校･小諸高 高校･岩村田高 高校･岩村田高 高校･野沢南高 高校･小諸高
07/24 中学女子  -1.7 荒井 奈々実(3) 13.52 前田 望乃花(2) 13.58 大塚 七星(3) 13.62 遠藤 和泉(2) 13.90 土屋 うらら(3) 14.09 比田井 凜(1) 14.50 三浦 元海(3) 14.52 青木 涼香(3) 14.75

１００ｍ 中学･浅間中 中学･軽井沢A&AC 中学･小諸東中 中学･T&F佐久平 中学･浅間中 中学･望月AC 中学･野沢中 中学･浅間中
07/24 荒井 奈々実(3) 27.90 遠藤 和泉(2) 28.44 栁澤 風花(1) 29.96 小泉 優花(2) 30.11 今野 瑠奈(2) 30.43 川上 璃子(1) 30.51 住友 愛佳(2) 31.17 武藤 凜(1) 31.54

２００ｍ 中学･浅間中 GR 中学･T&F佐久平 中学･御代田中 中学･野沢中 中学･野沢中 中学･野沢中 中学･小諸東中 中学･中込中
07/24 土屋 うらら(3) 2,34.15 前田 望乃花(2) 2,34.83 碓氷 眞子(3) 2,37.99 佐伯 三葉(1) 2,40.88 中山 琉那(3) 2,41.87 依田 仁美(3) 2,48.16 三浦 元海(3) 2,48.43 丸山 暖乃(2) 2,55.02

８００ｍ 中学･浅間中 中学･軽井沢A&AC 中学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 中学･軽井沢中 中学･浅間中 中学･軽井沢中 中学･野沢中 中学･軽井沢中
07/24 市村 彩美(1) 16.04 米山  野乃佳(3) 16.78 坂根 樺音(2) 17.19 佐藤 妃菜(3) 17.20 宇都宮 悠奈(3) 17.23 栗田 怜奈(2) 17.69 川野 智佳(3) 18.94 滝澤 遥香(1) 19.19

１００ｍＨ 中学･軽井沢中 GR 中学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 中学･野沢中 中学･軽井沢A&AC 中学･軽井沢A&AC 中学･浅間中 中学･佐久東中 中学･軽井沢A&AC
07/24 宇都宮 悠奈(3) 1.45 岡田 朋佳(2) 1.40 米山  野乃佳(3) 1.40 青木 涼香(3) 1.35 佐藤 妃菜(3) 1.35 坂根 樺音(2) 1.35 今野 瑠奈(2) 1.25 栗田 怜奈(2) 1.20

走高跳 中学･軽井沢A&AC 中学･軽井沢中 中学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 中学･浅間中 中学･軽井沢A&AC 中学･野沢中 中学･野沢中 中学･浅間中
07/24 小泉 優花(2) 4.39(-3.3) 市村 彩美(1) 4.34(-3.5) 碓氷 眞子(3) 4.32(-0.3) 萩原 彩音(3) 3.98(-0.5) 佐伯 三葉(1) 3.93(-1.1) 田村 遥(2) 3.91(-1.7) 比田井 凜(1) 3.82(-1.7) 塩野 琴梨(2) 3.75(-1.7)

走幅跳 中学･野沢中 中学･軽井沢中 中学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 中学･浅間中 中学･軽井沢中 中学･御代田中 中学･望月AC 中学･軽井沢中
07/24 寺井 萌々香(3) 9.77 湯本 渚(3) 8.52 芹沢 紬(2) 7.12 品原 鈴美香(3) 6.26 上野 愛梨(1) 6.20 清水 奈都紀(1) 5.23 市川 なつ美(2) 5.10

砲丸投(2.721kg) 中学･軽井沢A&AC 中学･小諸東中 中学･小諸東中 中学･小諸東中 中学･望月AC 中学･望月AC 中学･中込中
07/24 林 実玲(3) 30.49 野口 すみれ(1) 15.26 上原 叶有(2) 11.51

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･野沢中 GR 中学･中込中 中学･中込中
07/24 小共通女子 角地 乃亜(6) 3,25.24 市川 笑花(6) 3,29.08 田丸 純望(6) 3,35.18 中島 優菜(6) 3,40.55 小須田 美裕(5) 3,44.54 篠原 可奈(6) 3,46.46 栁澤 瑠那(5) 3,46.70 丸山 愛夏(6) 3,47.71

１０００ｍ 小学･浅科AC 小学･T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ 小学･佐久穂小 小学･美南ｶﾞ丘小 小学･小海小 小学･青沼小 あさまねSC 小学･浅科AC
07/24 中嶋 愛佳(6) 13.58 竹花 碧乃(6) 13.88 柏木 萌(6) 14.23 荻原 佳那(5) 15.22 中里 さくら(6) 17.20 原 栞乃子(6) 17.94 髙見澤 双葉(6) 18.06 山口 優歩(4) 18.41

８０ｍＨ 小学･軽井沢A&AC 小学･T&F佐久平 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･軽井沢A&AC 小学･浅科AC 小学･川上第一小 小学･南牧北小 小学･小海小
07/24 T&F佐久平  58.72 T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ   1,00.53 軽井沢A&AC(B)   1,01.52 浅科AC  1,01.89 中込小  1,02.27 望月小  1,02.28 望月AC  1,02.61 小海小  1,03.86

４×１００ｍR 橋本 春花(5) 荻原 佳那(5) 丸山 愛夏(6) 栁澤 菜月(6) 竹花 望来(6) 田中 葵(6) 畠山 留奈(5)
竹花 碧乃(6) 佐伯 風帆(5) 角地 乃亜(6) 井出 由花(6) 依田 凛花(6) 原 里菜(5) 小須田 美裕(5)
倉根 慧(6) 鈴木 天音(6) 中里 さくら(6) 古越 妃夏(6) 菅沼 花菜(6) 小松 優花(5) 平林 しずく(5)
大鹿 愛和(6) 漆原 衣咲(5) 三浦 茉舞(6) 市川 千尋(6) 手塚 菜々(6) 小林 彩華(5) 土屋 遙菜(6)

07/24 小6女子 吉田 七海(6) 15.13 竹岡 古琴(6) 15.52 中村 仁子(6) 15.59 大鹿 愛和(6) 15.80 手塚 菜々(6) 15.94 冨岡 桃花(6) 16.12 竹之内 愛奈(6) 16.65 鈴木 天音(6) 16.98
１００ｍ 小学･中込小 小学･軽井沢A&AC 小学･軽井沢東部小 小学･T&F佐久平 小学･望月小 小学･T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ 小学･野岸小 小学･軽井沢A&AC

07/24 大森 里香(6) 4.41(+2.1) 倉根 慧(6) 3.88(-0.8) 田中 葵(6) 3.83(+2.1) 吉田 芭菜(6) 3.44(+0.3) 諸澤 愛花(6) 3.41(+1.7) 土屋 遙菜(6) 3.37(0.0) 宮嶋 佑月(6) 3.30(+0.2) 井出 柚羽(6) 3.17(+2.6)
走幅跳 小学･軽井沢A&AC 小学･T&F佐久平 小学･望月AC 小学･軽井沢東部小 小学･中込小 小学･小海小 小学･中込小 小学･南牧北小

07/24 小5女子  -5.2 中野 佐羽子(5) 15.17 長谷川 美玖(5) 15.88 佐伯 風帆(5) 15.94 橋本 春花(5) 小学･T&F佐久平 16.05 高見澤 沙慧(5) 16.96 柳澤 智穂(5) 17.01 吉田 未旅(5) 17.22
１００ｍ 小学･軽井沢中部小 小学･軽井沢A&AC 小学･軽井沢A&AC 山本 紗帆(5) 小学･T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ 小学･T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ 小学･御代田南小 小学･軽井沢東部小

07/24 漆原 衣咲(5) 3.45(+1.2) 小松 優花(5) 3.36(+1.3) 原 里菜(5) 3.26(+1.7) 小林 美月(5) 3.08(+2.8) 竹中なぎさ(5) 3.01(+0.9) 上村 暖花(5) 2.79(+1.0) 矢野 咲帆(5) 2.66(-0.1)
走幅跳 小学･軽井沢A&AC 小学･望月AC 小学･望月AC 小学･T&F佐久平 小学･御代田南小 小学･南牧北小 南牧南小

07/24 小４女子  -4.9 田中 雪乃(4) 16.52 齊藤 優羽(4) 16.78 神津 沙夏(4) 17.11 柳沢 美玖(4) 17.22 甘利 瑞希(4) 17.54 吉田 心美(4) 17.60 佐藤 蒼衣(4) 17.62 川上 珠美(4) 17.65
１００ｍ 小学･S.Sｸﾗﾌﾞ 小学･御代田南AC 小学･御代田南小 小学･中込小 小学･美南ｶﾞ丘小 小学･中込小 小学･浅科AC 小学･T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ

07/24 田口 朱音(4) 3.07(+1.6) 井上 葵(4) 2.99(+1.6) 三井 渚沙(4) 2.92(-0.2) 薩田 朱里(4) 2.82(+2.1) 馬場 夏芽(4) 2.65(+1.5) 小金沢真央(4) 2.57(+0.5) 安部 涼奈(4) 2.53(+1.1) 大森 萌衣(4) 2.50(+0.4)
走幅跳 小学･軽井沢A&AC 小学･小海小 南牧南小 小学･南牧北小 小学･御代田南AC 小学･中込小 小学･浅科AC 小学･浅科AC



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
07/24 マスターズ女  +2.6 青木　江里(4) 14.07 青地　実樹(3) 15.13 高塚　弘美(5) 16.61

１００ｍ 佐久マスターズ 佐久マスターズ 佐久マスターズ
07/24 青木　江里(4) 1.10

走高跳 佐久マスターズ
07/24 高塚　弘美(5) 3.40(-2.0)

走幅跳 佐久マスターズ
07/24 田中　裕美(3) 9.98

砲丸投 佐久マスターズ
07/24 塩川　真澄(3) 16.61

円盤投 佐久マスターズ
07/24 田中　裕美(3) 22.67 相米　友紀(4) 17.88 塩川　真澄(3) 17.75

やり投 佐久マスターズ 佐久マスターズ 佐久マスターズ



決勝 7月24日 13:40

県新(KR)  11.98
大会新(GR)  12.70

風速 -3.5

 1 土屋 かなめ(2) 高校  13.27 
ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 岩村田高

 2 廣川 紗良(1) 高校  13.79 
ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 岩村田高

 3 酒井 夢実(1) 高校  13.97 
ｻｶｲ ﾕﾒﾐ 小諸高

 4 秋山 咲花(1) 高校  14.30 
ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ 岩村田高

 5 荒井 杏奈(1) 高校  14.54 
ｱﾗｲ ｱﾝﾅ 佐久平総合高

 6 鈴木 風香(1) 高校  15.05 
ｽｽﾞｷ ﾌｳｶ 佐久平総合高

 7 佐藤 亜美佳(1) 高校  15.42 
ｻﾄｳ ｱﾐｶ 岩村田高

 8 小野沢 愛莉(1) 高校  17.29 
ｵﾉｻﾞﾜ ｱｲﾘ 野沢北高
松田 華歩(2) 高校
ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ 岩村田高

決勝 7月24日 14:40

県新(KR)  54.56
大会新(GR)  1,01.08

[ 1組] [ 2組]

 1 加部 菜花(1) 高校  1,04.51  1 佐藤 真由(2) 高校  1,02.93 
ｶﾍﾞ ﾅﾉｶ 野沢南高 ｻﾄｳ ﾏﾕｳ 野沢北高

 2 安藤 あかり(1) 高校  1,07.77  2 土屋 かなめ(2) 高校  1,03.60 
ｱﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ 野沢北高 ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 岩村田高

 3 佐藤 亜美佳(1) 高校  1,10.54  3 秋山 咲花(1) 高校  1,05.04 
ｻﾄｳ ｱﾐｶ 岩村田高 ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ 岩村田高

 4 紫 美海(1) 高校  1,10.92  4 廣川 紗良(1) 高校  1,08.01 
ﾑﾗｻｷ ﾐｳ 岩村田高 ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 岩村田高

 5 土屋 さくら(1) 高校  1,11.96  5 鈴木 香琳(2) 高校  1,09.07 
ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ 岩村田高 ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 岩村田高

 6 森田 優海(1) 高校  1,13.19 松田 華歩(2) 高校
ﾓﾘﾀ ﾕｳﾐ 岩村田高 ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ 岩村田高

 1 佐藤 真由(2) 高校 野沢北高  1,02.93  2  1
 2 土屋 かなめ(2) 高校 岩村田高  1,03.60  2  2
 3 加部 菜花(1) 高校 野沢南高  1,04.51  1  1
 4 秋山 咲花(1) 高校 岩村田高  1,05.04  2  3
 5 安藤 あかり(1) 高校 野沢北高  1,07.77  1  2
 6 廣川 紗良(1) 高校 岩村田高  1,08.01  2  4
 7 鈴木 香琳(2) 高校 岩村田高  1,09.07  2  5
 8 佐藤 亜美佳(1) 高校 岩村田高  1,10.54  1  3
 9 紫 美海(1) 高校 岩村田高  1,10.92  1  4

 10 土屋 さくら(1) 高校 岩村田高  1,11.96  1  5
 11 森田 優海(1) 高校 岩村田高  1,13.19  1  6

順 ﾚｰﾝ No.

女子

１００ｍ

決勝

5  1270
氏  名 所属名 記録／備考

6  1333

3  1275

8  1290

9  1273

1  1277

4  1291

7  1271
欠場

2  1240

女子

４００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1245 5  1234

5  1239 4  1270

3  1277 3  1273

6  1278 2  1275

7  1274 7  1272

2  1276 6  1271
欠場

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
 1234
 1270

 1278
 1274
 1276

 1245
 1273
 1239
 1275
 1272
 1277



決勝 7月24日 15:05

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

 1 紫 美海(1) 高校   2,49.63 
ﾑﾗｻｷ ﾐｳ 岩村田高

 2 臼田 寧々(1) 高校   3,00.76 
ｳｽﾀﾞ ﾈﾈ 佐久平総合高

 3 内藤 香里(1) 高校   3,14.91 
ﾅｲﾄｳ ｶｵﾘ 佐久平総合高

決勝 7月24日  9:25

県新(KR)            13.81
大会新(GR)          16.40

風速 +0.7

 1 加部 菜花(1) 高校     17.64 
ｶﾍﾞ ﾅﾉｶ 野沢南高

 2 新田 美月(2) 高校     18.05 
ﾆｯﾀ ﾐﾂﾞｷ 小諸高

 3 鈴木 風香(1) 高校     21.01 
ｽｽﾞｷ ﾌｳｶ 佐久平総合高

決勝 7月24日 11:20

県新(KR)             1.81
大会新(GR)           1.58

櫻井 裕梨(1) 高校
ｻｸﾗｲ ﾕﾘ 野沢北高
木内 麻衣子(2) 高校
ｷｳﾁ ﾏｲｺ 野沢南高
山浦 恵梨(2) 高校
ﾔﾏｳﾗ ｴﾘ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

決勝 7月24日 13:30

県新(KR)             6.41
大会新(GR)           5.13

山浦 恵梨(2) 高校   4.41   4.61    X    X   4.59    X    4.61 
ﾔﾏｳﾗ ｴﾘ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   -3.9   -3.3   -2.4    -3.3
片桐 穂花 一般   4.37    X   4.30   4.57   4.57   4.45    4.57 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 望月AC   -0.4   -3.0   +0.4   -1.2   -0.8    +0.4
土屋 さくら(1) 高校   4.40   4.21    -   4.21   4.51   4.49    4.51 
ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ 岩村田高   -2.6   -3.9   -1.3   -0.4   +1.7    -0.4
木内 麻衣子(2) 高校   4.16   4.04   4.27   4.05   4.10    X    4.27 
ｷｳﾁ ﾏｲｺ 野沢南高   -2.9   -2.5   -4.2   -3.5   -1.2    -4.2
荒井 杏奈(1) 高校    -   4.12   3.97    X    X    X    4.12 
ｱﾗｲ ｱﾝﾅ 佐久平総合高   -1.9   -1.7    -1.9

順 No.

女子

８００ｍ

決勝

3  1278
氏  名 所属名 記録／備考

2  1292

4  1293

女子

１００ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1245

2  1331

3  1291

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m48 1m51 記録 備考
1 3  1238

- - - - - XO XO XO XXX  1.48

2 1  1251
O O O O XXX  1.30

3 2   180
O O XO XXO XXX  1.30

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 4   180

2 5   182

3 2  1274

4 1  1251

5 3  1290



決勝 7月24日 11:30

県新(KR)  13.70
大会新(GR)  11.08

梅田 佳奈(1) 高校
ｳﾒﾀﾞ ｶﾅ 野沢北高
中山 麻衣(1) 高校
ﾅｶﾔﾏ ﾏｲ 野沢南高

決勝 7月24日 10:15

県新(KR)  45.73
大会新(GR)  38.32

新津 まり菜(2) 一般
ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ 信大
武藤 衣里加(1) 高校
ﾑﾄｳ ｴﾘｶ 野沢南高
小平 美来(1) 高校
ｺﾀﾞｲﾗ ﾐｸ 野沢南高

決勝 7月24日 13:00

県新(KR)  57.17
大会新(GR)  37.32

新津 まり菜(2) 一般 大会新
ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ 信大
新田 美月(2) 高校
ﾆｯﾀ ﾐﾂﾞｷ 小諸高
鈴木 香琳(2) 高校
ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 岩村田高
森田 優海(1) 高校
ﾓﾘﾀ ﾕｳﾐ 岩村田高
中山 麻衣(1) 高校
ﾅｶﾔﾏ ﾏｲ 野沢南高
西入 由実(1) 高校
ﾆｼｲﾘ ﾕﾐ 小諸高

女子

砲丸投(4.000kg)

決勝

-4-氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 備考
1 1  1237

 8.01

-5- -6- 記録-2- -3-

2 2  1247

 8.04  7.84  8.20  7.83  7.88  8.20

 6.84  6.67  6.82  6.84 6.53  5.70  6.45

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 3  181

 X 33.44  X  X  O  O  33.44 

2 2  1246
 O 24.27  O  O  O  O  24.27 

3 1  1244
 X 22.50  O  X  O  O  22.50 

女子

やり投(0.600kg)

-6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

 O  O

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

 O  O

記録 備考
1 6  181

 O  O 39.78

 O 30.50

40.09  40.09 

2 4  1331
 O 33.85  O

22.23  O

 O  33.85 

3 5  1272
 X  X  O

 O  O

 X  30.50 

4 2  1276
 O 21.95  O

 O  X

 O  22.23 

5 3  1247
 O 17.90 17.90

 X  16.55 

 O  17.90 

6 1  1334
 O  O 16.55



予選 7月24日 12:30
決勝 7月24日 13:45

県中新(KR)  12.0
大会新(GR)  13.31

[ 1組] 風速 +1.3 [ 2組] 風速 -2.0

 1 荒井 奈々実(3) 中学  13.25 q  1 前田 望乃花(2) 中学  13.43 q
ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 浅間中 ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 軽井沢A&AC

 2 土屋 うらら(3) 中学  13.85 q  2 青木 涼香(3) 中学  13.99 q
ﾂﾁﾔ ｳﾗﾗ 浅間中 ｱｵｷ ｽｽﾞｶ 浅間中

 3 三浦 元海(3) 中学  14.06 q  3 高柳 菜乃香(2) 中学  14.15 
ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ 野沢中 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾅﾉｶ 御代田中

 4 比田井 凜(1) 中学  14.08 q  4 栁澤 風花(1) 中学  14.47 
ﾋﾀﾞｲ ﾘﾝ 望月AC ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ 御代田中

 5 泰井 柊香(1) 中学  14.29  5 清水 奈都紀(1) 中学  14.97 
ﾀｲｲ ｼｭｳｶ 御代田中 ｼﾐｽﾞ ﾅﾂｷ 望月AC

 6 上野 結生(2) 中学  14.32  6 野口 すみれ(1) 中学  15.11 
ｳｴﾉ ﾕｲ 軽井沢中 ﾉｸﾞﾁ ｽﾐﾚ 中込中

 7 土屋 茉広(1) 中学  15.60  7 碓氷 和叶(1) 中学  15.20 
ﾂﾁﾔ ﾏﾋﾛ 野沢中 ｳｽｲ ﾜｶﾅ 野沢中

 8 𠮷澤 妃織(1) 中学  16.03 熊谷 実来(2) 中学
ﾖｼｻﾞﾜ ﾋｵﾘ 佐久東中 ｸﾏｶﾞﾔ ﾐｸ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 9 栁澤 瑞希(1) 中学  17.03 新井 清楓(1) 中学
ﾔﾅｷﾞﾜｻ ﾐｽﾞｷ 中込中 ｱﾗｲ ｻﾔｶ 軽井沢中

[ 3組] 風速 -1.3

 1 大塚 七星(3) 中学  13.74 q
ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ 小諸東中

 2 遠藤 和泉(2) 中学  13.84 q
ｴﾝﾄﾞｳ  ｲｽﾞﾐ T&F佐久平

 3 川上 璃子(1) 中学  14.54 
ｶﾜｶﾐ ﾘｺ 野沢中

 4 武藤 凜(1) 中学  14.98 
ﾑﾄｳ ﾘﾝ 中込中

 5 萩原 彩音(3) 中学  15.09 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾔﾈ 浅間中

 6 金澤 七海(2) 中学  15.16 
ｶﾅｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 御代田中

 7 清水 彩羽(1) 中学  16.10 
ｼﾐｽﾞ ｻﾜ 軽井沢中
上野 愛梨(1) 中学
ｳｴﾉ ｱｲﾘ 望月AC

風速 -1.7

 1 荒井 奈々実(3) 中学  13.52 
ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 浅間中

 2 前田 望乃花(2) 中学  13.58 
ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 軽井沢A&AC

 3 大塚 七星(3) 中学  13.62 
ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ 小諸東中

 4 遠藤 和泉(2) 中学  13.90 
ｴﾝﾄﾞｳ  ｲｽﾞﾐ T&F佐久平

 5 土屋 うらら(3) 中学  14.09 
ﾂﾁﾔ ｳﾗﾗ 浅間中

 6 比田井 凜(1) 中学  14.50 
ﾋﾀﾞｲ ﾘﾝ 望月AC

 7 三浦 元海(3) 中学  14.52 
ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ 野沢中

 8 青木 涼香(3) 中学  14.75 
ｱｵｷ ｽｽﾞｶ 浅間中

中学女子

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

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

4  4141

8  4139
大会新

9  4199

7  4080

6  4227

5  4270

3  4171

1  4072

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

3  4138

8  29

7  4273

1  4268

9  4110

4  4182

5  56
欠場

2  4070

順 ﾚｰﾝ No.

6  4243
欠場

2  4112

8  4290
氏  名 所属名 記録／備考

5  4071

4  9

3  4143

6  4111

欠場

7  4245

9  4265

決勝

順 ﾚｰﾝ No.

2  4183

6  29

氏  名 所属名 記録／備考
4  4139

7  9

5  4290

3  4199

9  4141

8  4138

2  4080



決勝 7月24日 14:30

県中新(KR)  25.16
大会新(GR)  27.96

[ 1組] 風速 -3.4 [ 2組] 風速 -2.8

 1 栁澤 風花(1) 中学  29.96  1 荒井 奈々実(3) 中学  27.90 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ 御代田中 ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 浅間中

 2 小泉 優花(2) 中学  30.11  2 遠藤 和泉(2) 中学  28.44 
ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳｶ 野沢中 ｴﾝﾄﾞｳ  ｲｽﾞﾐ T&F佐久平

 3 武藤 凜(1) 中学  31.54  3 今野 瑠奈(2) 中学  30.43 
ﾑﾄｳ ﾘﾝ 中込中 ｺﾝﾉ ﾙﾅ 野沢中

 4 金澤 七海(2) 中学  31.62  4 川上 璃子(1) 中学  30.51 
ｶﾅｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 御代田中 ｶﾜｶﾐ ﾘｺ 野沢中

 5 市川夏雅里(1) 中学  32.24  5 住友 愛佳(2) 中学  31.17 
ｲﾁｶﾜ ｶｶﾞﾘ 御代田中 ｽﾐﾄﾓ ﾏﾅｶ 小諸東中

 6 市川 なつ美(2) 中学  32.39 泰井 柊香(1) 中学
ｲﾁｶﾜ ﾅﾂﾐ 中込中 ﾀｲｲ ｼｭｳｶ 御代田中

 7 渡邉 香凛(1) 中学  34.31 原野 茉優(3) 中学
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 御代田中 ﾊﾗﾉ ﾏﾕ 野沢中

 8 小林 明日海(2) 中学  35.08 高柳 菜乃香(2) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽﾐ 中込中 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾅﾉｶ 御代田中

 1 荒井 奈々実(3) 中学 浅間中  27.90 (-2.8) 大会新  2  1
 2 遠藤 和泉(2) 中学 T&F佐久平  28.44 (-2.8)  2  2
 3 栁澤 風花(1) 中学 御代田中  29.96 (-3.4)  1  1
 4 小泉 優花(2) 中学 野沢中  30.11 (-3.4)  1  2
 5 今野 瑠奈(2) 中学 野沢中  30.43 (-2.8)  2  3
 6 川上 璃子(1) 中学 野沢中  30.51 (-2.8)  2  4
 7 住友 愛佳(2) 中学 小諸東中  31.17 (-2.8)  2  5
 8 武藤 凜(1) 中学 中込中  31.54 (-3.4)  1  3
 9 金澤 七海(2) 中学 御代田中  31.62 (-3.4)  1  4

 10 市川夏雅里(1) 中学 御代田中  32.24 (-3.4)  1  5
 11 市川 なつ美(2) 中学 中込中  32.39 (-3.4)  1  6
 12 渡邉 香凛(1) 中学 御代田中  34.31 (-3.4)  1  7
 13 小林 明日海(2) 中学 中込中  35.08 (-3.4)  1  8

決勝 7月24日 15:00

県中(KR)  2,16.18
大会新(GR)  2,30.45

 1 土屋 うらら(3) 中学  2,34.15 
ﾂﾁﾔ ｳﾗﾗ 浅間中

 2 前田 望乃花(2) 中学  2,34.83 
ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 軽井沢A&AC

 3 碓氷 眞子(3) 中学  2,37.99 
ｳｽｲ ﾏｺ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 佐伯 三葉(1) 中学  2,40.88 
ｻｴｷ ﾐﾂﾊﾞ 軽井沢中

 5 中山 琉那(3) 中学  2,41.87 
ﾅｶﾔﾏ ﾙﾅ 浅間中

 6 依田 仁美(3) 中学  2,48.16 
ﾖﾀﾞ ﾋﾄﾐ 軽井沢中

 7 三浦 元海(3) 中学  2,48.43 
ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ 野沢中

 8 丸山 暖乃(2) 中学  2,55.02 
ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾙﾉ 軽井沢中

 9 宮本 裕子(2) 中学  2,57.60 
ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｺ 佐久東中

10 上原 叶有(2) 中学  2,58.53 
ｳｴﾊﾗ ｶﾅｳ 中込中

11 栁澤 真奈(2) 中学  3,05.99 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏﾅ 中込中

12 望月 咲侑(1) 中学  3,14.08 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｳ 浅間中

ﾚｰﾝ No. 氏  名
9  4273

中学女子

２００ｍ

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順

8  4111

2  4084

3  4272

7  4265

 4123

5  4271

4  4121

所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

4  9

3  4139
大会新

5  4071

9  4086

2  4270
欠場

6  4297

8  4268
欠場

7  4079
欠場

順位 No. 氏  名

タイムレース

6

備考 組 順位都道府県 所属名 記録（風）

 4084
 4086
 4071

 4139
 9

 4273

 4123

 4272
 4121
 4271

 4297
 4111
 4265

中学女子

８００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  4141

10  29

8  4203

7  4242

2  4142

9  4215

5  4080

11  4228

12  4169

1  4119

3  4120

4  4152



決勝 7月24日  9:15

県中新(KR)  14.54
大会新(GR)  16.14

[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速 +1.1

 1 栗田 怜奈(2) 中学  17.69  1 市村 彩美(1) 中学  16.04 
ｸﾘﾀ ﾚｲﾅ 浅間中 ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ 軽井沢中

 2 川野 智佳(3) 中学  18.94  2 米山  野乃佳(3) 中学  16.78 
ｶﾜﾉ ﾄﾓｶ 佐久東中 ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 3 依田 智恵梨(2) 中学  19.49  3 坂根 樺音(2) 中学  17.19 
ﾖﾀﾞ ﾁｴﾘ 軽井沢中 ｻｶﾈ ｶﾉﾝ 野沢中

 4 田村 遥(2) 中学  20.06  4 佐藤 妃菜(3) 中学  17.20 
ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ 御代田中 ｻﾄｳ ﾋﾅ 軽井沢A&AC

 5 岸田 葉月(1) 中学  21.38  5 宇都宮 悠奈(3) 中学  17.23 
ｷｼﾀﾞ ﾊﾂﾞｷ 浅間中 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ 軽井沢A&AC

 6 市川 七海(1) 中学  23.43  6 滝澤 遥香(1) 中学  19.19 
ｲﾁｶﾜ ﾅﾅﾐ 浅間中 ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 軽井沢A&AC
小林 美菜子(1) 中学 林 実玲(3) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅｺ 浅間中 ﾊﾔｼ ﾐﾚｲ 野沢中

 1 市村 彩美(1) 中学 軽井沢中  16.04 (+1.1) 大会新  2  1
 2 米山  野乃佳(3) 中学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ  16.78 (+1.1)  2  2
 3 坂根 樺音(2) 中学 野沢中  17.19 (+1.1)  2  3
 4 佐藤 妃菜(3) 中学 軽井沢A&AC  17.20 (+1.1)  2  4
 5 宇都宮 悠奈(3) 中学 軽井沢A&AC  17.23 (+1.1)  2  5
 6 栗田 怜奈(2) 中学 浅間中  17.69 (+1.2)  1  1
 7 川野 智佳(3) 中学 佐久東中  18.94 (+1.2)  1  2
 8 滝澤 遥香(1) 中学 軽井沢A&AC  19.19 (+1.1)  2  6
 9 依田 智恵梨(2) 中学 軽井沢中  19.49 (+1.2)  1  3

 10 田村 遥(2) 中学 御代田中  20.06 (+1.2)  1  4
 11 岸田 葉月(1) 中学 浅間中  21.38 (+1.2)  1  5
 12 市川 七海(1) 中学 浅間中  23.43 (+1.2)  1  6

決勝 7月24日 11:20

県中新(KR)  1.75
大会新(GR)  1.53

宇都宮 悠奈(3) 中学
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ 軽井沢A&AC
岡田 朋佳(2) 中学
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 軽井沢中
米山  野乃佳(3) 中学
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
青木 涼香(3) 中学
ｱｵｷ ｽｽﾞｶ 浅間中
佐藤 妃菜(3) 中学
ｻﾄｳ ﾋﾅ 軽井沢A&AC
坂根 樺音(2) 中学
ｻｶﾈ ｶﾉﾝ 野沢中
今野 瑠奈(2) 中学
ｺﾝﾉ ﾙﾅ 野沢中
栗田 怜奈(2) 中学
ｸﾘﾀ ﾚｲﾅ 浅間中
池田 奈央(2) 中学
ｲｹﾀﾞ ﾅｵ 野沢中
碓氷 和叶(1) 中学
ｳｽｲ ﾜｶﾅ 野沢中
栁澤 真奈(2) 中学
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏﾅ 中込中
品原 鈴美香(3) 中学
ｼﾅﾊﾗ ﾚﾐｶ 小諸東中
小林 明日海(2) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽﾐ 中込中

中学女子

１００ｍＨ

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 順

5  4168

6  4145

3  4269

7  4223

 4151
欠場

8  4147

2  4150

 4240
大会新

氏  名 所属名 記録／備考

5  4087

ﾚｰﾝ No.
3

2  4201

6  23

4  25

7  4078
欠場

8  31

順位 No. 氏  名

タイムレース

4

備考 組 順位都道府県 所属名 記録（風）

 25
 23

 4145

 4240
 4201
 4087

 4269
 4150
 4147

 4168
 31

 4223

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 1m45 1m48 記録 備考
1 13  23

- - - - - - - O O XXX  1.45

2 12  4224
- - - - - O O O XXX  1.40

3 10  4201
- - - - - O XO XXO XXX  1.40

4 9  4138
- - - O O XXO O XXX  1.35

5 11  25
- - - - - O XO XXX  1.35

6 4  4087
- - O O O O XXO XXX  1.35

7 8  4086
- O O O O XXX  1.25

8 7  4145
- O O O XXX  1.20

9 6  4083
- O O XO XXX  1.20

10 2  4070
O O XO XO - XXX  1.20

11 1  4120
O O O XXX  1.15

11 3  4292
O O O XXX  1.15

13 5  4123
XXO O XXX  1.10



決勝 7月24日 13:30

県中新(KR) 5.59
大会新(GR) 4.73

小泉 優花(2) 中学   4.39   4.22   4.33   4.16   4.29   4.29    4.39 
ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳｶ 野沢中   -3.3   -3.5    0.0   -0.9   -1.8   -2.2    -3.3
市村 彩美(1) 中学   4.19   4.34   4.09    X   4.30   4.25    4.34 
ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ 軽井沢中   -1.3   -3.5   -0.2   -0.6   -1.0    -3.5
碓氷 眞子(3) 中学    X   4.28   4.32   4.11   4.26   4.29    4.32 
ｳｽｲ ﾏｺ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   -3.6   -0.3   -2.4   -0.2   -0.7    -0.3
萩原 彩音(3) 中学    X   3.86   3.92   3.98   3.82    X    3.98 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾔﾈ 浅間中   -4.1   -2.4   -0.5    0.0    -0.5
佐伯 三葉(1) 中学   3.91   3.32   3.82   3.89   3.93    X    3.93 
ｻｴｷ ﾐﾂﾊﾞ 軽井沢中   -1.3   -3.5   -1.9   -2.3   -1.1    -1.1
田村 遥(2) 中学   3.38   3.75    X    X   3.79   3.91    3.91 
ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ 御代田中   -3.1   -2.9   -1.6   -1.7    -1.7
比田井 凜(1) 中学    -    X   3.82    -    X    X    3.82 
ﾋﾀﾞｲ ﾘﾝ 望月AC   -1.7    -1.7
塩野 琴梨(2) 中学   3.62   3.47   3.75   3.55   3.51   3.42    3.75 
ｼｵﾉ ｺﾄﾘ 軽井沢中   -1.7   -4.3   -1.7   -1.8   -0.1   -2.5    -1.7
栁澤 恋(1) 中学   3.47   3.58    X    3.58 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾚﾝ 御代田中   -1.4   -3.6    -3.6
諸星 美璃(1) 中学   3.35   3.07   3.16    3.35 
ﾓﾛﾎｼ ﾐﾘ 軽井沢中   -0.7   -3.4   -2.3    -0.7
𠮷澤 妃織(1) 中学   3.25   3.18   3.31    3.31 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾋｵﾘ 佐久東中   -1.9   -4.0   +0.1    +0.1
山田 千晶(1) 中学   2.95   3.00    X    3.00 
ﾔﾏﾀﾞ ﾁｱｷ 浅間中   -0.2   -4.3    -4.3
土屋 茉広(1) 中学   2.85   2.86   3.00    3.00 
ﾂﾁﾔ ﾏﾋﾛ 野沢中   -1.9   -4.1   -2.6    -2.6
栁澤 瑞希(1) 中学   2.87   2.75   2.83    2.87 
ﾔﾅｷﾞﾜｻ ﾐｽﾞｷ 中込中   -1.6   -5.3   -4.5    -1.6
小宮山 伶佳(2) 中学 欠場
ｺﾐﾔﾏ ﾚｲｶ 軽井沢中

決勝 7月24日  9:30

県中新(KR) 13.49
大会新(GR) 12.87

寺井 萌々香(3) 中学
ﾃﾗｲ ﾓﾓｶ 軽井沢A&AC
湯本 渚(3) 中学
ﾕﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 小諸東中
芹沢 紬(2) 中学
ｾﾘｻﾞﾜ ﾂﾑｷﾞ 小諸東中
品原 鈴美香(3) 中学
ｼﾅﾊﾗ ﾚﾐｶ 小諸東中
上野 愛梨(1) 中学
ｳｴﾉ ｱｲﾘ 望月AC
清水 奈都紀(1) 中学
ｼﾐｽﾞ ﾅﾂｷ 望月AC
市川 なつ美(2) 中学
ｲﾁｶﾜ ﾅﾂﾐ 中込中

決勝 7月24日 13:00

県中新(KR) 43.39
大会新(GR) 16.26

林 実玲(3) 中学 大会新
ﾊﾔｼ ﾐﾚｲ 野沢中
野口 すみれ(1) 中学
ﾉｸﾞﾁ ｽﾐﾚ 中込中
上原 叶有(2) 中学
ｳｴﾊﾗ ｶﾅｳ 中込中

中学女子

走幅跳

決勝

氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 備考
1 13  4084

-5- -6- 記録-2- -3- -4-

3 15  4203

2 12  4240

5 9  4242

4 11  4143

7 14  4199

6 10  4269

9 8  4274

8 5  4226

11 6  4171

10 3  4246

13 2  4072

12 4  4153

7  4222

14 1  4112

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 8    27  8.63  9.77  8.95  9.16  7.48  8.91   9.77 

2 7  4294  7.77  7.01  7.11  8.52  7.97  8.49   8.52 

3 5  4301  5.53  7.12  6.99  6.58  6.52  6.78   7.12 

4 3  4292  6.16  6.11  6.26  5.80  5.89  6.17   6.26 

5 2  4183  6.20  5.92  6.07  6.02  5.92  5.96   6.20 

6 1  4182  4.77  5.23  4.38  4.91  4.85  4.83   5.23 

7 4  4121  4.60  5.10  4.16

中学女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

 4.67  4.89  4.98   5.10 

-6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

  O   O

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

15.26   O

記録 備考
1 3  4078   O   O 30.49

11.51   O

  O  30.49 

2 2  4110   O 14.90 14.90

  O  11.51 

  O  15.26 

3 1  4119   O   O 10.34



決勝 7月24日 11:25

県小新(KR)        3,03.46
大会新(GR)        3,25.09

 1 角地 乃亜(6) 小学   3,25.24 
ｶｸﾁ ﾉｱ 浅科AC

 2 市川 笑花(6) 小学   3,29.08 
ｲﾁｶﾜ  ｴﾐｶ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ

 3 田丸 純望(6) 小学   3,35.18 
ﾀﾏﾙ ｱﾔﾐ 佐久穂小

 4 中島 優菜(6) 小学   3,40.55 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾅ 美南ｶﾞ丘小

 5 小須田 美裕(5) 小学   3,44.54 
ｺｽﾀﾞ ﾐﾕ 小海小

 6 篠原 可奈(6) 小学   3,46.46 
ｼﾉﾊﾗ ｶﾅ 青沼小

 7 栁澤 瑠那(5)   3,46.70 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾙﾅ あさまねSC

 8 丸山 愛夏(6) 小学   3,47.71 
ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾅｶ 浅科AC

 9 酒井 あいか(5)   3,48.60 
ｻｶｲ ｱｲｶ あさまねSC

10 新海 彩菜恵(5)   3,59.14 
ｼﾝｶﾞｲ ｻﾅｴ 南牧南小

11 石垣 美心(5) 小学   4,05.10 
ｲｼｶﾞｷ  ﾐﾋﾛ T&F佐久平

12 新海 多恵(6) 小学   4,11.16 
ｼﾝｶｲ ﾀｴ 川上第一小

13 内藤 愛絵(6) 小学   4,11.79 
ﾅｲﾄｳ ﾏﾅｴ 中込小

14 白井 まお(5) 小学   4,14.23 
ｼﾗｲ ﾏｵ 御代田南小

15 清水 春菜(5) 小学   4,19.83 
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾅ 佐久平浅間小

16 吉田 純子(4) 小学   4,37.80 
ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 御代田南AC

決勝 7月24日  9:00

県小新(KR)          13.26
大会新(GR)          13.45

[ 1組] 風速 +1.3 [ 2組] 風速 +1.3

 1 中里 さくら(6) 小学     17.20  1 中嶋 愛佳(6) 小学     13.58 
ﾅｶｻﾞﾄ ｻｸﾗ 浅科AC ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ 軽井沢A&AC

 2 原 栞乃子(6) 小学     17.94  2 竹花 碧乃(6) 小学     13.88 
ﾊﾗ ｶﾉｺ 川上第一小 ﾀｹﾊﾅ  ｱｵﾉ T&F佐久平

 3 髙見澤 双葉(6) 小学     18.06  3 柏木 萌(6) 小学     14.23 
ﾀｶﾐｻﾜ  ﾌﾀﾊﾞ 南牧北小 ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 山口 優歩(4) 小学     18.41  4 荻原 佳那(5) 小学     15.22 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｱ 小海小 ｵｷﾞﾊﾗ ｶﾅ 軽井沢A&AC

 5 三浦 茉舞(6) 小学     19.30  5 油井 楓(6) 小学     18.95 
ﾐｳﾗ ﾏﾑ 浅科AC ﾕｲ ｶｴﾃﾞ 川上第一小

 6 薩田 こゆき(6) 小学     21.14 宮嶋 愛佳(4) 小学
ｻｯﾀ  ｺﾕｷ 南牧北小 ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｲｶ 中込小

   1 中嶋 愛佳(6) 小学 軽井沢A&AC     13.58 (+1.3)   2   1
   2 竹花 碧乃(6) 小学 T&F佐久平     13.88 (+1.3)   2   2
   3 柏木 萌(6) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     14.23 (+1.3)   2   3
   4 荻原 佳那(5) 小学 軽井沢A&AC     15.22 (+1.3)   2   4
   5 中里 さくら(6) 小学 浅科AC     17.20 (+1.3)   1   1
   6 原 栞乃子(6) 小学 川上第一小     17.94 (+1.3)   1   2
   7 髙見澤 双葉(6) 小学 南牧北小     18.06 (+1.3)   1   3
   8 山口 優歩(4) 小学 小海小     18.41 (+1.3)   1   4
   9 油井 楓(6) 小学 川上第一小     18.95 (+1.3)   2   5
  10 三浦 茉舞(6) 小学 浅科AC     19.30 (+1.3)   1   5
  11 薩田 こゆき(6) 小学 南牧北小     21.14 (+1.3)   1   6

小共通女子

１０００ｍ

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 No.

15     5

12    94

6   137

10    69

2    85

1    76

14    95

5    22

3   121

9    18

11    87

8    12

16    51

4   112

13    44

7    62

小共通女子

８０ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   100 5    33

2    86 2    15

4   133 6    57

7    75 7    24

5    97 3    89

失格
6   129 4   104

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
   33
   15
   57
   24

  129

  100
   86
  133
   75
   89
   97



決勝 7月24日 13:20

大会新(GR)          56.27

[ 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 浅科AC    95 丸山 愛夏(6)   1,01.89  1   2 T&F佐久平    10 橋本 春花(5)     58.72 

ｱｻｼﾅｴｰｼｰ ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾅｶ ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ﾊｼﾓﾄ  ﾊﾙｶ
   94 角地 乃亜(6)    15 竹花 碧乃(6)

ｶｸﾁ ﾉｱ ﾀｹﾊﾅ  ｱｵﾉ
  100 中里 さくら(6)    13 倉根 慧(6)

ﾅｶｻﾞﾄ ｻｸﾗ ｸﾗﾈ  ｹｲ
   97 三浦 茉舞(6)    14 大鹿 愛和(6)

ﾐｳﾗ ﾏﾑ ｵｵｼｶ  ﾏﾅ
 2   2 望月小   146 竹花 望来(6)   1,02.28  2   6 T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ   1,00.53 

ﾀｹﾊﾅ ﾐｸﾙ ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸｼﾞｭ
  142 依田 凛花(6)

ﾖﾀﾞ ﾘﾝｶ
  144 菅沼 花菜(6)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ
  143 手塚 菜々(6)

ﾃﾂｶ ﾅﾅ
 3   9 小海小    79 畠山 留奈(5)   1,03.86  3   9 軽井沢A&AC(B)    24 荻原 佳那(5)   1,01.52 

ｺｳﾐｼｮｳ ﾊﾀｹﾔﾏ ﾙﾅ ｶﾙｲｻﾞﾜｴｰｱﾝﾄﾞｴｰｼｰ ｵｷﾞﾊﾗ ｶﾅ
   76 小須田 美裕(5)    26 佐伯 風帆(5)

ｺｽﾀﾞ ﾐﾕ ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ
   80 平林 しずく(5)    36 鈴木 天音(6)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｼｽﾞｸ ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ
   78 土屋 遙菜(6)    28 漆原 衣咲(5)

ﾂﾁﾔ ﾊﾙﾅ ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ
 4   7 佐久平浅間小    65 長谷 百花(5)   1,05.79  4   4 中込小   114 栁澤 菜月(6)   1,02.27 

ｻｸﾀﾞｲﾗｱｻﾏｼｮｳ ﾊｾ ﾓﾓｶ ﾅｶｺﾞﾐｼｮｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅﾂｷ
   66 堀内 涼華(5)   101 井出 由花(6)

ﾎﾘｳﾁ ｽｽﾞｶ ｲﾃﾞ ﾕｳｶ
   63 大島 彩(5)   106 古越 妃夏(6)

ｵｵｼﾏ ｱﾔ ﾌﾙｺｼ ﾋﾅ
   64 池田 愛(5)   107 市川 千尋(6)

ｲｹﾀﾞ ｱｲ ｲﾁｶﾜ ﾁﾋﾛ
 5   6 南牧北小   134 髙見澤 優芽(6)   1,05.94  5   8 望月AC   141 田中 葵(6)   1,02.61 

ﾐﾅﾐﾏｷｷﾀｼｮｳ ﾀｶﾐｻﾜ  ﾕﾒ ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ ﾀﾅｶ ｱｵｲ
  126 井出 柚羽(6)   138 原 里菜(5)

ｲﾃﾞ  ﾕｽﾞﾊ ﾊﾗ ﾘﾅ
  129 薩田 こゆき(6)   139 小松 優花(5)

ｻｯﾀ  ｺﾕｷ ｺﾏﾂ ﾕｳｶ
  133 髙見澤 双葉(6)   140 小林 彩華(5)

ﾀｶﾐｻﾜ  ﾌﾀﾊﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾛﾊ
 6   4 御代田南小    53 柳澤 智穂(5)   1,06.06  6   3 あさまねSC    17 横須賀 さくら(4)   1,10.33 

ﾐﾖﾀﾐﾅﾐ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁﾎ ｱｻﾏﾈSC ﾖｺｽｶ ｻｸﾗ
   52 美齊津 栞乃(5)    19 住沢 叶和子(4)

ﾐｻｲﾂﾞ ｶﾉ ｽﾐｻﾜ ﾄﾜｺ
   51 白井 まお(5)    20 小林 粋佳(4)

ｼﾗｲ ﾏｵ ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖｶ
   50 竹中 なぎさ(5)    21 渡辺 安希(4)

ﾀｹﾅｶ ﾅｷﾞｻ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷ
 7   5 南牧南小(A)   124 眞野 郁奈(6)   1,06.86   5 軽井沢A&AC(A)    32 竹岡 古琴(6)

ﾐﾅﾐﾏｷﾐﾅﾐA ﾏﾉ ﾌﾐﾅ ｶﾙｲｻﾞﾜｴｰｱﾝﾄﾞｴｰｼｰ ﾀｹｵｶ ｺﾄ 失格
  115 亀岡 ゆきの(6)    33 中嶋 愛佳(6)

ｶﾒｵｶ ﾕｷﾉ ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ
  120 山本 絢愛(6)    34 長谷川 美玖(5)

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾒ ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ
  122 宅間 萌野(6)    30 大森 里香(6)

ﾀｸﾏ ﾓｴﾉ ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ
 8   8 川上第一小    90 由井 真優(5)   1,07.51 

ｶﾜｶﾐﾀﾞｲｲﾁｼｮｳ ﾕｲ ﾏﾋﾙ
   87 新海 多恵(6)

ｼﾝｶｲ ﾀｴ
   88 日向 七槻(5)

ﾋﾅﾀ ﾅﾂｷ
   86 原 栞乃子(6)

ﾊﾗ ｶﾉｺ
  1 南牧南小(B)   117 吉澤 結女(5)

ﾐﾅﾐﾏｷﾐﾅﾐB ﾖｼｻﾞﾜ ﾕﾒ 失格
  123 矢野 咲帆(5)

ﾔﾉ ｻﾎ
  118 吉澤 美咲(5)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｻｷ
  121 新海 彩菜恵(5)

ｼﾝｶﾞｲ ｻﾅｴ

小共通女子

４×１００ｍR

決勝



   1 T&F佐久平     58.72 橋本 春花(5) 竹花 碧乃(6) 倉根 慧(6) 大鹿 愛和(6)   2   1
   2 T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ   1,00.53   2   2
   3 軽井沢A&AC(B)   1,01.52 荻原 佳那(5) 佐伯 風帆(5) 鈴木 天音(6) 漆原 衣咲(5)   2   3
   4 浅科AC   1,01.89 丸山 愛夏(6) 角地 乃亜(6) 中里 さくら(6) 三浦 茉舞(6)   1   1
   5 中込小   1,02.27 栁澤 菜月(6) 井出 由花(6) 古越 妃夏(6) 市川 千尋(6)   2   4
   6 望月小   1,02.28 竹花 望来(6) 依田 凛花(6) 菅沼 花菜(6) 手塚 菜々(6)   1   2
   7 望月AC   1,02.61 田中 葵(6) 原 里菜(5) 小松 優花(5) 小林 彩華(5)   2   5
   8 小海小   1,03.86 畠山 留奈(5) 小須田 美裕(5) 平林 しずく(5) 土屋 遙菜(6)   1   3
   9 佐久平浅間小   1,05.79 長谷 百花(5) 堀内 涼華(5) 大島 彩(5) 池田 愛(5)   1   4
  10 南牧北小   1,05.94 髙見澤 優芽(6) 井出 柚羽(6) 薩田 こゆき(6) 髙見澤 双葉(6)   1   5
  11 御代田南小   1,06.06 柳澤 智穂(5) 美齊津 栞乃(5) 白井 まお(5) 竹中 なぎさ(5)   1   6
  12 南牧南小(A)   1,06.86 眞野 郁奈(6) 亀岡 ゆきの(6) 山本 絢愛(6) 宅間 萌野(6)   1   7
  13 川上第一小   1,07.51 由井 真優(5) 新海 多恵(6) 日向 七槻(5) 原 栞乃子(6)   1   8
  14 あさまねSC   1,10.33 横須賀 さくら(4住沢 叶和子(4) 小林 粋佳(4) 渡辺 安希(4)   2   6

決勝 7月24日 13:21

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   1 坂城JAC    72 富山 萌衣(6)     53.73 

ｻｶｷｼﾞｪｰｴｰｼｰ ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ
   71 宮原 凛成(6)

ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ
   70 宮下 留花(6)

ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ
   73 牧内 愛実(6)

ﾏｷｳﾁ ｱﾐ

ｵｰﾀﾞｰ1順位 所属名 都道府県

小共通女子

４×１００ｍR
タイムレース

ｵｰﾌﾟﾝ女子

４×１００ｍＲ

決勝

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4記録 備考



決勝 7月24日 14:20

県小新(KR)          13.06
大会新(GR)          14.05

[ 1組] 風速 -5.3 [ 2組] 風速 -4.7

 1 手塚 菜々(6) 小学     15.94  1 吉田 七海(6) 小学     15.13 
ﾃﾂｶ ﾅﾅ 望月小 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ 中込小

 2 冨岡 桃花(6) 小学     16.12  2 竹岡 古琴(6) 小学     15.52 
ﾄﾐｵｶ  ﾓﾓｶ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ ﾀｹｵｶ ｺﾄ 軽井沢A&AC

 3 竹之内 愛奈(6) 小学     16.65  3 中村 仁子(6) 小学     15.59 
ﾀｹﾉｳﾁ ｱｲﾅ 野岸小 ﾅｶﾑﾗ ﾆｺ 軽井沢東部小

 4 甘利 未珠咲(6) 小学     17.39  4 大鹿 愛和(6) 小学     15.80 
ｱﾏﾘ ﾐｽﾞｷ 小諸東小 ｵｵｼｶ  ﾏﾅ T&F佐久平

 5 中島 未也美(6) 小学     17.54  5 鈴木 天音(6) 小学     16.98 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾔﾋﾞ 中込小 ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ 軽井沢A&AC

 6 菊池 起良里(6) 小学     18.80 
ｷｸﾁ  ｷﾗﾘ 南牧北小

   1 吉田 七海(6) 小学 中込小     15.13 (-4.7)   2   1
   2 竹岡 古琴(6) 小学 軽井沢A&AC     15.52 (-4.7)   2   2
   3 中村 仁子(6) 小学 軽井沢東部小     15.59 (-4.7)   2   3
   4 大鹿 愛和(6) 小学 T&F佐久平     15.80 (-4.7)   2   4
   5 手塚 菜々(6) 小学 望月小     15.94 (-5.3)   1   1
   6 冨岡 桃花(6) 小学 T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ     16.12 (-5.3)   1   2
   7 竹之内 愛奈(6) 小学 野岸小     16.65 (-5.3)   1   3
   8 鈴木 天音(6) 小学 軽井沢A&AC     16.98 (-4.7)   2   5
   9 甘利 未珠咲(6) 小学 小諸東小     17.39 (-5.3)   1   4
  10 中島 未也美(6) 小学 中込小     17.54 (-5.3)   1   5
  11 菊池 起良里(6) 小学 南牧北小     18.80 (-5.3)   1   6

決勝 7月24日 12:00

県小新(KR)           4.50
大会新(GR)           3.78

大森 里香(6) 小学   4.41   4.40   4.40    4.41 
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 軽井沢A&AC   +2.1    0.0   -1.5    +2.1
倉根 慧(6) 小学   3.87   3.79   3.88    3.88 
ｸﾗﾈ  ｹｲ T&F佐久平   +2.1   -0.3   -0.8    -0.8
田中 葵(6) 小学   3.83   3.60   3.58    3.83 
ﾀﾅｶ ｱｵｲ 望月AC   +2.1   +0.6   +0.7    +2.1
吉田 芭菜(6) 小学   3.09   3.09   3.44    3.44 
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾅ 軽井沢東部小   +1.9    0.0   +0.3    +0.3
諸澤 愛花(6) 小学   3.21   3.41    X    3.41 
ﾓﾛｻﾜ ﾏﾅｶ 中込小   +1.1   +1.7    +1.7
土屋 遙菜(6) 小学   3.17   3.30   3.37    3.37 
ﾂﾁﾔ ﾊﾙﾅ 小海小   +2.8   +0.5    0.0     0.0
宮嶋 佑月(6) 小学   3.12   3.16   3.30    3.30 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕﾂﾞｷ 中込小   +1.6   +0.8   +0.2    +0.2
井出 柚羽(6) 小学   3.17   2.92   2.93    3.17 
ｲﾃﾞ  ﾕｽﾞﾊ 南牧北小   +2.6   +0.8   -0.1    +2.6
髙見澤 優芽(6) 小学   2.84    X    X    2.84 
ﾀｶﾐｻﾜ  ﾕﾒ 南牧北小   +0.9    +0.9

順 ﾚｰﾝ No.

小6女子

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No.
4   143

氏  名 所属名 記録／備考

3   147

7     7

6

氏  名 所属名 記録／備考

2   127

5   110

  148

6    32

2   102

3    14

5    42

順位 No. 氏  名

タイムレース

4    36

  102
   32
   42

備考 組 順位都道府県 所属名 記録（風）

  110
  127

  147
   36
  148

   14
  143
    7

小6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 9    30

2 6    13

3 8   141

4 5    40

5 3   108

6 7    78

9 2   134

7 1   105

8 4   126



予選 7月24日 10:55
決勝 7月24日 14:15

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

[ 1組] 風速 +2.3 [ 2組] 風速 +1.0

 1 中野 佐羽子(5) 小学     14.50 q  1 長谷川 美玖(5) 小学     14.96 q
ﾅｶﾉ ｻﾜｺ 軽井沢中部小 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 軽井沢A&AC

 2 佐伯 風帆(5) 小学     14.66 q  2 中島 千花(5) 小学     16.24 
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢A&AC ﾅｶｼﾞﾏ ﾁｶ 水明AC

 3 吉田 未旅(5) 小学     15.77 q  3 平林 季奈 小学     16.51 
ﾖｼﾀﾞ ﾐﾀﾋﾞ 軽井沢東部小 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｷﾅ 佐久平浅間AC

 4 高見澤 沙慧(5) 小学     15.93 q  4 吉澤 結女(5)     16.72 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ｻｴ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ ﾖｼｻﾞﾜ ﾕﾒ 南牧南小

 5 長谷 百花(5) 小学     16.33  5 畠山 留奈(5) 小学     16.79 
ﾊｾ ﾓﾓｶ 佐久平浅間小 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾙﾅ 小海小

 6 横山 優月(5) 小学     17.24  6 小林 彩華(5) 小学     16.83 
ﾖｺﾔﾏ ﾕｽﾞ 浅科AC ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾛﾊ 望月AC

 7 由井 真優(5) 小学     17.40  7 山浦 瑞稀(5) 小学     16.86 
ﾕｲ ﾏﾋﾙ 川上第一小 ﾔﾏｳﾗ ﾐｽﾞｷ 浅科AC

 8 井出 叶羽(5) 小学     17.80  8 中嶋 紗彩(5) 小学     18.42 
ｲﾃﾞ  ｶﾅﾊ 南牧北小 ﾅｶｼﾞﾏ  ｻｱﾔ 南牧北小

[ 3組] 風速 +1.4

 1 橋本 春花(5) 小学     15.06 q
ﾊｼﾓﾄ  ﾊﾙｶ T&F佐久平

 2 山本 紗帆(5) 小学     15.29 q
ﾔﾏﾓﾄ  ｻﾎ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ

 3 柳澤 智穂(5) 小学     15.84 q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁﾎ 御代田南小

 4 堀内 涼華(5) 小学     16.09 
ﾎﾘｳﾁ ｽｽﾞｶ 佐久平浅間小

 5 日向 七槻(5) 小学     16.67 
ﾋﾅﾀ ﾅﾂｷ 川上第一小

 6 上原 麻結(5) 小学     16.99 
ｳｴﾊﾗ ﾏﾕ 軽井沢中部小

 7 佐々木 涙璃(5) 小学     17.24 
ｻｻｷ  ﾙｲﾘ 美南ｶﾞ丘小
清水 彩莉(5) 小学
ｼﾐｽﾞ ｻﾘ 水明AC

風速 -5.2

 1 中野 佐羽子(5) 小学     15.17 
ﾅｶﾉ ｻﾜｺ 軽井沢中部小

 2 長谷川 美玖(5) 小学     15.88 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 軽井沢A&AC

 3 佐伯 風帆(5) 小学     15.94 
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢A&AC

 4 橋本 春花(5) 小学     16.05 
ﾊｼﾓﾄ  ﾊﾙｶ T&F佐久平

 4 山本 紗帆(5) 小学     16.05 
ﾔﾏﾓﾄ  ｻﾎ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ

 6 高見澤 沙慧(5) 小学     16.96 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ｻｴ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ

 7 柳澤 智穂(5) 小学     17.01 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁﾎ 御代田南小

 8 吉田 未旅(5) 小学     17.22 
ﾖｼﾀﾞ ﾐﾀﾋﾞ 軽井沢東部小

順 ﾚｰﾝ No.

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

順 ﾚｰﾝ
7    39

氏  名 所属名 記録／備考

8    41

5    26

2

3    34

   93

6    65

3     3

4   125

9    90

氏  名 所属名 記録／備考

6    60

No.

9    82

2    79

8   117

5    98

4   140

順 ﾚｰﾝ No.

7   132

8    10
氏  名 所属名 記録／備考

3    53

6     4

2    88

9    66

欠場

5   136

4    38

決勝

順 ﾚｰﾝ No.

7    81

6    34

氏  名 所属名 記録／備考
7    39

4    10

5    26

3     3

9     4

8    41

2    53



決勝 7月24日 10:30

県小新(KR)           4.50
大会新(GR)           3.73

漆原 衣咲(5) 小学    X    X   3.45    3.45 
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 軽井沢A&AC   +1.2    +1.2
小松 優花(5) 小学   3.13   3.16   3.36    3.36 
ｺﾏﾂ ﾕｳｶ 望月AC   -0.1   -0.2   +1.3    +1.3
原 里菜(5) 小学   2.96   3.18   3.26    3.26 
ﾊﾗ ﾘﾅ 望月AC   +1.1   +0.9   +1.7    +1.7
小林 美月(5) 小学   3.05   3.04   3.08    3.08 
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾐﾂｷ T&F佐久平   +0.9   +0.1   +2.8    +2.8
竹中 なぎさ(5) 小学   2.92   3.01    X    3.01 
ﾀｹﾅｶ ﾅｷﾞｻ 御代田南小   +0.7   +0.9    +0.9
上村 暖花(5) 小学   2.72   2.79   2.77    2.79 
ｳｴﾑﾗ  ﾎﾉｶ 南牧北小   +0.5   +1.0   +0.5    +1.0
矢野 咲帆(5)   2.62   2.10   2.66    2.66 
ﾔﾉ ｻﾎ 南牧南小   +0.3   +1.0   -0.1    -0.1

小5女子

走幅跳

決勝

氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 備考
1 7    28

-5- -6- 記録-2- -3- -4-

3 4   138

2 6   139

5 3    50

4 5    11

7 2   123

6 1   131



予選 7月24日 10:45
決勝 7月24日 14:10

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

[ 1組] 風速 +1.6 [ 2組] 風速 +0.9

 1 田中 雪乃(4) 小学     15.26 q  1 齊藤 優羽(4) 小学     15.80 q
ﾀﾅｶ ﾕｷﾉ S.Sｸﾗﾌﾞ ｻｲﾄｳ ﾕｳ 御代田南AC

 2 柳沢 美玖(4) 小学     15.80 q  2 神津 沙夏(4) 小学     16.12 q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐｸ 中込小 ｺｳﾂﾞ ｻﾅ 御代田南小

 3 川上 珠美(4) 小学     16.25 q  3 佐藤 蒼衣(4) 小学     16.41 q
ｶﾜｶﾐ  ﾀﾏﾐ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ ｻﾄｳ ｱｵｲ 浅科AC

 4 伊藤 穂乃(4) 小学     16.79  4 吉田 心美(4) 小学     16.62 q
ｲﾄｳ ﾎﾉ 浅科AC ﾖｼﾀﾞ ｺｺﾐ 中込小

 5 山崎 心愛 小学     16.80  5 宮川 紗和(4) 小学     16.76 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾗ 佐久平浅間AC ﾐﾔｶﾞﾜ  ｻﾜ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ

 6 岡 祐里奈(4) 小学     16.84  6 高見澤 理琴(4) 小学     17.43 
ｵｶ ﾕﾘﾅ 佐久穂小 ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ﾘｺ 南牧北小

 7 若杉 未来(4) 小学     16.98  7 東海林 優心花(4) 小学     17.68 
ﾜｶｽｷﾞ ﾐｸ 佐久平浅間小 ﾄｳｶｲﾘﾝ  ﾕﾐｶ T&F佐久平

 8 吉澤 葵(4)     17.31  8 藤田 真梨子(4) 小学     17.83 
ﾖｼｻﾞﾜ ｱｵｲ 南牧南小 ﾌｼﾞﾀ ﾏﾘｺ 御代田北小

 9 大湊 あかね(4) 小学     17.44  9 仲宗根 椿(4) 小学     19.08 
ｵｵﾐﾅﾄ ｱｶﾈ 御代田南小 ﾅｶｿﾈ ﾂﾊﾞｷ 水明AC

[ 3組] 風速 +1.9

 1 甘利 瑞希(4) 小学     16.39 q
ｱﾏﾘ ﾐｽﾞｷ 美南ｶﾞ丘小

 2 中村 眞子(4) 小学     16.71 
ﾅｶﾑﾗ ﾏｺ 軽井沢東部小

 3 岩﨑 沙織(4) 小学     16.73 
ｲﾜｻｷ ｻｵﾘ 御代田北小

 4 坂本 優(4) 小学     17.04 
ｻｶﾓﾄ ﾕｳ 佐久穂小

 5 小山 知華(4) 小学     17.10 
ｺﾔﾏ ﾁｶ 御代田南AC

 6 横須賀 さくら(4)     17.32 
ﾖｺｽｶ ｻｸﾗ あさまねSC

 7 井出 優奈(4) 小学     17.34 
ｲﾃﾞ  ﾕﾅ T&F佐久平

 8 小松 みゆき 小学     17.61 
ｺﾏﾂ ﾐﾕｷ 佐久平浅間AC

 9 白石 華和(4) 小学     18.38 
ｼﾗｲｼ ｶﾅ 水明AC

風速 -4.9

 1 田中 雪乃(4) 小学     16.52 
ﾀﾅｶ ﾕｷﾉ S.Sｸﾗﾌﾞ

 2 齊藤 優羽(4) 小学     16.78 
ｻｲﾄｳ ﾕｳ 御代田南AC

 3 神津 沙夏(4) 小学     17.11 
ｺｳﾂﾞ ｻﾅ 御代田南小

 4 柳沢 美玖(4) 小学     17.22 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐｸ 中込小

 5 甘利 瑞希(4) 小学     17.54 
ｱﾏﾘ ﾐｽﾞｷ 美南ｶﾞ丘小

 6 吉田 心美(4) 小学     17.60 
ﾖｼﾀﾞ ｺｺﾐ 中込小

 7 佐藤 蒼衣(4) 小学     17.62 
ｻﾄｳ ｱｵｲ 浅科AC

 8 川上 珠美(4) 小学     17.65 
ｶﾜｶﾐ  ﾀﾏﾐ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ

小４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

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

4   113

9     1
大会新

1    92

7     6

   61

3    67

8    58

順 ﾚｰﾝ No.

6    49

2   116

5

8    47
氏  名 所属名 記録／備考

2    96

5    48

4     2

6   103

9    16

3   128

7    83

1    55

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

6    43

8   135

9    68

7    54

4    17

2    45

5    59

3     8

決勝

順 ﾚｰﾝ No.

1    84

6    47

氏  名 所属名 記録／備考
4     1

7   113

5    48

2   103

9   135

8     6

3    96



決勝 7月24日  9:00

県小新(KR)           4.50
大会新(GR)           3.65

田口 朱音(4) 小学   3.07   2.94   2.86    3.07 
ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 軽井沢A&AC   +1.6    0.0   +0.8    +1.6
井上 葵(4) 小学   2.71   2.77   2.99    2.99 
ｲﾉｳｴ ｱｵｲ 小海小   +0.1   +0.4   +1.6    +1.6
三井 渚沙(4)   2.92   2.59    X    2.92 
ﾐﾂｲ ﾅｷﾞｻ 南牧南小   -0.2   +0.4    -0.2
薩田 朱里(4) 小学   2.79   2.35   2.82    2.82 
ｻｯﾀ  ｱｶﾘ 南牧北小   -0.1   +1.7   +2.1    +2.1
馬場 夏芽(4) 小学    X   2.16   2.65    2.65 
ﾊﾞﾊﾞ ﾅﾂﾒ 御代田南AC   +1.1   +1.5    +1.5
小金沢 真央(4) 小学    X   2.57   2.52    2.57 
ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾏｵ 中込小   +0.5   +1.0    +0.5
安部 涼奈(4) 小学    X   2.53    X    2.53 
ｱﾍﾞ ｽｽﾞﾅ 浅科AC   +1.1    +1.1
大森 萌衣(4) 小学   2.32   2.21   2.50    2.50 
ｵｵﾓﾘ ﾒｲ 浅科AC   -0.2   +1.8   +0.4    +0.4
渡辺 みゆ(4) 小学   2.33   2.48   2.43    2.48 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 中込小   -0.3   +1.4   +1.3    +1.4
松井 颯実花(4) 小学   2.38   2.04   2.39    2.39 
ﾏﾂｲ ﾌﾐｶ 小海小   -0.1   +1.5   -0.1    -0.1

ﾅﾝﾊﾞｰ

小４女子

走幅跳

決勝

-2- -3- -4-氏  名

2 9    74

備考
1 10    35

-5-順位 試技 -6- 記録

4 7   130

3 5   119

所属名 -1-

6 8   109

5 4    46

8 3    99

7 1    91

10 2    77

9 6   111



決勝 7月24日 12:00

風速 +2.6

 1 青木　江里(4)     14.07 
ｱｵｷ ﾘｴ 佐久マスターズ

 2 青地　実樹(3)     15.13 
ｱｵﾁ ﾐｷ 佐久マスターズ

 3 高塚　弘美(5)     16.61 
ﾀｶﾂｶ ﾋﾛﾐ 佐久マスターズ

決勝 7月24日 11:20

青木　江里(4)
ｱｵｷ ﾘｴ 佐久マスターズ

決勝 7月24日 13:30

高塚　弘美(5)   3.40   3.19   3.25   3.23    3.40 
ﾀｶﾂｶ ﾋﾛﾐ 佐久マスターズ   -2.0   -2.7   -3.9   -2.3    -2.0

決勝 7月24日 11:30

田中　裕美(3)
ﾀﾅｶ ﾕﾐ 佐久マスターズ

決勝 7月24日 10:15

塩川　真澄(3)
ｼｵｶﾜ ﾏｽﾐ 佐久マスターズ

決勝 7月24日 13:00

田中　裕美(3)
ﾀﾅｶ ﾕﾐ 佐久マスターズ
相米　友紀(4)
ｿｳﾏｲ ﾕｷ 佐久マスターズ
塩川　真澄(3)
ｼｵｶﾜ ﾏｽﾐ 佐久マスターズ

順 ﾚｰﾝ No.

マスターズ女子

１００ｍ
決勝

3   173
氏  名 所属名 記録／備考

4   171

2   172

マスターズ女子

走高跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m05 1m10 1m15
1 1   173

O XO XXX

記録 備考

氏  名 所属名 -5- -6-

 1.10

マスターズ女子

走幅跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録 備考
1 1   171

マスターズ女子

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

砲丸投
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 1   175

 9.35  8.97  9.23  9.98   -   -   9.98 

マスターズ女子

円盤投
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 1   170

  X   O   X 16.61  16.61 

マスターズ女子

やり投
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 2   175

  O   X   O  22.67 

2 1   174
  O 17.88

3 3   170
  X   X

22.67

  O 17.75  17.75 

17.88 17.88  17.88 
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