
　開催期日　　平成２９年９月２日(土)

　競技場 佐久総合運動公園陸上競技場（コード202060 ）

　主催　東信地区陸上競技協会　佐久市陸上競技協会

　　　　東信地区高等学校体育連盟陸上競技部

　　　　東信地区中学校体育連盟陸上競技専門部

　審判長　 由井　正巳

　記録主任 山野井宏彰

　

気象状況

時刻 天候 気温 湿度

 8:40 くもり 北北東   0.7m/sec.  18.0 ℃  73.0 %

 9:00 くもり 北東   0.8m/sec.  19.0 ℃  72.0 %

10:00 晴れ 南   0.5m/sec.  22.0 ℃  62.0 %

11:00 晴れ 南西   0.4m/sec.  27.0 ℃  50.0 %

12:00 晴れ 北   1.4m/sec.  24.0 ℃  56.0 %

13:00 晴れ 南南西   1.7m/sec.  24.5 ℃  53.0 %

14:00 くもり 西   1.1m/sec.  25.0 ℃  51.0 %

15:00 くもり 北東   0.1m/sec.  24.0 ℃  53.0 %

16:00 晴れ 北   2.9m/sec.  24.5 ℃  54.0 %

本大会で樹立された記録
種目 ラウンド 所属 記録 風

1 100mYH(0.762m) 決 更北中 14.18  +1.8 県中学新

平成29年度
東信地区ジュニア・ユース
陸上競技秋季記録会

競技会コード(１７１７１７０３）

風

選手名(学年）

中津 晴葉(3)



平成29年度東信地区ジュニア・ユース陸上競技秋季記録会                            
　主催　東信地区陸上競技協会　佐久市陸上競技協会                                
　　　東信地区高等学校体育連盟陸上競技部                                        
　　　東信地区中学校体育連盟陸上競技専門部                                      

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】172060  佐久総合運動公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
09/02 中学女子 松川 杏奈(2) 13.29 岩下 栞(2) 13.75 櫻林 生成(2) 13.83 秋穂 真理(1) 13.85 竹花 碧乃(1) 中学生･佐久長聖中 13.87 細田 音衣(2) 13.98 田中 咲(2) 14.00

100m 中学生･佐久長聖中 中学生･上田第五中 中学生･東御東部 中学生･佐久浅間中 遠藤 和泉(3) 中学生･T&F佐久平 中学生･上田第四中 中学生･上田第四中
09/02 比田井 凜(2) 27.21 松川 杏奈(2) 27.45 遠藤 和泉(3) 28.48 佐伯 三葉(2) 28.78 川上 璃子(2) 29.30 竹内 ゆい(1) 29.42 柏木 萌(1) 29.49 市川 笑花(1) 29.97

200m 中学生･望月AC 中学生･佐久長聖中 中学生･T&F佐久平 中学生･軽井沢中 中学生･野沢中 中学生･佐久浅間中 中学生･小諸東中 中学生･野沢中
09/02 市川 笑花(1) 2,31.68 鈴木 菜生(1) 2,34.09 渡邉 陽乃(1) 2,36.61 齊藤 結花(2) 2,37.83 下村 真由(2) 2,37.90 内堀 果南(2) 2,40.32 大鹿 愛和(1) 2,42.29 小林 輝星(2) 2,45.90

800m 中学生･野沢中 中学生･上田第二中 中学生･佐久東中 中学生･上田第三中 中学生･丸子中 中学生･丸子北 中学生･野沢中 中学生･上田第五中
09/02 牧内 愛華(2) 4,57.90 濵 彩音(2) 5,17.37 久保田 詩乃(2) 5,19.14 下村 真由(2) 5,25.17 齊藤 結花(2) 5,26.64 金井 祭(1) 5,44.78 諸山 知奈津(2) 5,45.90 林 さくら(1) 5,47.06

1500m 中学生･丸子北 中学生･上田第三中 中学生･丸子北 中学生･丸子中 中学生･上田第三中 中学生･野沢中 中学生･小諸東中 中学生･野沢中
09/02 土屋 ほのか(2) 14.42 市村 彩美(2) 15.06 髙尾 玲良(2) 15.37 中嶋 愛佳(1) 16.15 荻原 希乃愛(1) 16.62 竹花 碧乃(1) 17.04 大森里香(1) 17.16 大鹿 愛和(1) 18.18

100mH(0.762m) 中学生･軽井沢中 中学生･軽井沢中 中学生･上田第一中 中学生･佐久長聖中 中学生･軽井沢中 中学生･佐久長聖中 中学生･芦原中 中学生･野沢中
09/02  +1.8 中津 晴葉(3) 14.18 塚田 菜々(3) 14.56 深澤 あまね(3) 14.88

100mYH(0.762m) 中学生･更北中 県中新 中学生･小諸東中 中学生･旭町中
09/02 市村 彩美(2) 1.55 土屋 ほのか(2) 1.55 岡田 朋佳(3) 1.55 青柳 真里奈(3) 1.50 坂根 樺音(3) 1.50 大滝 萌乃音(2) 1.40 柳澤萌(2) 1.40 碓氷 和叶(2) 1.35

走高跳 中学生･軽井沢中 中学生･軽井沢中 中学生･軽井沢A&AC 中学生･堀金中 中学生･野沢中 中学生･上田第四中 中学生･芦原中 中学生･野沢中
09/02 岩下 栞(2) 2.50 諸星 美璃(2) 2.40 依田 智恵梨(3) 2.40 岡田 莉歩(6) 2.00 小林 楓(2) 中学生･上田第五中 1.90 北澤 咲希(1) 1.90 伊藤 花純(1) 1.60

棒高跳 中学生･上田第五中 中学生･軽井沢中 中学生･軽井沢A&AC 中学生･軽井沢A&AC 平林 けい(2) 中学生･上田第一中 中学生･上田第五中 中学生･上田第一中
09/02 比田井 凜(2) 4.95(-0.9) 大森里香(1) 4.79(-0.8) 佐伯 三葉(2) 4.70(+1.0) 中嶋 愛佳(1) 4.27(-0.6) 有賀 明子(1) 4.24(-0.6) 倉根 慧(1) 4.24(-0.7) 荻原 希乃愛(1)4.22(-1.1) 菅沼 花菜(1) 4.12(-0.9)

走幅跳 中学生･望月AC 中学生･芦原中 中学生･軽井沢中 中学生･佐久長聖中 中学生･上田第五中 中学生･野沢中 中学生･軽井沢中 中学生･望月AC
09/02 柳澤 優羽(2) 9.76 上野 愛梨(2) 8.49 安達 朋笑(2) 8.38 須崎 菜緒(2) 8.16 前島 遥(2) 7.90 小笠原 光咲(2) 7.69 秋穂 真理(1) 7.68 小林 美菜子(2) 7.34

砲丸投 中学生･上田第五中 中学生･望月AC 中学生･上田第五中 中学生･上田第四中 中学生･上田第四中 中学生･佐久浅間中 中学生･佐久浅間中 中学生･佐久浅間中
09/02 軽井沢中       52.66 佐久長聖中       53.61 野沢中       55.01 上田第一中       55.37 芦原中       55.68 佐久浅間中       55.99 上田第四中       56.48 軽井沢A&AC(B)      56.85

4x100mR 佐伯 三葉(2) 竹岡 古琴(1) 倉根 慧(1) 峯村 樹奈(1) 笹崎絢莉(2) 望月 咲侑(2) 高橋 璃奈(1) 漆原 衣咲(6)
土屋 ほのか(2) 中嶋 愛佳(1) 大鹿 愛和(1) 髙尾 玲良(2) 柳澤萌(2) 鈴木 天音(1) 田中 咲(2) 佐伯 風帆(6)
市村 彩美(2) 竹花 碧乃(1) 碓氷 和叶(2) 中島 朱夏(1) 飯塚心結(1) 竹内 ゆい(1) 上野 美咲(1) 荻原 佳那(6)
荻原 希乃愛(1) 松川 杏奈(2) 川上 璃子(2) 滝澤 遥香(2) 大森里香(1) 秋穂 真理(1) 細田 音衣(2) 中野 佐羽子(6)

09/02 小学女子 佐藤 澪夏(3) 9.95 木内 美桜(3) 10.54 髙橋 陽依莉(3) 10.59 大草 夢心(3) 10.83 小林 由奈(3) 10.96 五十里 怜奈(2) 10.98 青地 亜実(2) 11.13 安本 桃音(3) 11.15
60m 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･東御市陸上教室 小学生･望月AC 小学生･真田ﾏﾗｿﾝ教室 小学生･上田JSC 小学生･あさまねSC 小学生･東御市陸上教室

09/02 橋本 春花(6) 14.27 田中 雪乃(5) 14.41 中野 佐羽子(6) 14.52 佐伯 風帆(6) 14.60 三浦 彩稀(6) 14.63 山本 紗帆(6) 14.66 齋藤 優羽(5) 14.82 関澤 きらり(6) 14.96
100m 小学生･T&F佐久平 小学生･坂城JAC 小学生･軽井沢A&AC 小学生･軽井沢A&AC 小学生･上田JSC 小学生･T&F佐久平 小学生･御代田南小 小学生･上田JSC

09/02 牧内 大華(6) 3,10.58 橋詰 史歩(6) 3,19.85 井下 音央(5) 3,19.96 酒井 あいか(6) 3,22.01 中村 羽来(4) 3,33.95 北原 和(3) 3,36.04 成澤 あん里(3) 3,36.19 川上 野々花(6) 3,38.01
1000m 小学生･腰越JSC小 小学生･真田ｸﾗﾌﾞ 小学生･浜松内野小 小学生･あさまねSC 小学生･腰越JSC小 小学生･真田ｸﾗﾌﾞ 小学生･腰越JSC小 小学生･真田ｸﾗﾌﾞ

09/02  +1.9 土屋 夢萌(4) 13.03 大熊 杏美(4) 13.06 佐藤 澪夏(3) 14.32 髙橋 陽依莉(3) 14.32 手塚 華(4) 15.73 七海 真帆(3) 15.90 黒田 奈央(4) 18.33
60mH 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･上田JSC 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･東御市陸上教室 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･東御市陸上教室 小学生･御代田南小

09/02 佐伯 風帆(6) 13.88 荻原 佳那(6) 14.21 中嶋 杏佳(4) 14.82 山本 紗帆(6) 15.30 中野 佐羽子(6) 15.64 漆原 衣咲(6) 15.84 田口 朱音(5) 17.25 大森 玲花(4) 17.27
80mH 小学生･軽井沢A&AC 小学生･軽井沢A&AC 小学生･軽井沢A&AC 小学生･T&F佐久平 小学生･軽井沢A&AC 小学生･軽井沢A&AC 小学生･軽井沢A&AC 小学生･軽井沢A&AC

09/02 漆原 衣咲(6) 4.07(+0.3) 三浦 彩稀(6) 3.81(-0.8) 大森 玲花(4) 3.75(-0.7) 橋本 春花(6) 3.51(+0.1) 窪田 寿理(5) 3.44(-1.2) 今井 希実(6) 3.38(-0.3) 高見澤 沙慧(6)3.16(-1.0) 東海林 優心花(53.15(+0.4)
走幅跳 小学生･軽井沢A&AC 小学生･上田JSC 小学生･軽井沢A&AC 小学生･T&F佐久平 小学生･T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ 小学生･上田JSC 小学生･T&F佐久平 小学生･T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ

09/02 石原 生芙希(5) 32.71 北原 和(3) 17.48
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学生･真田ﾏﾗｿﾝ教室 小学生･真田ｸﾗﾌﾞ

09/02 T&F佐久平       57.13 上田JSC       58.60 真田ｸﾗﾌﾞ     1,02.24 あさまねSC     1,03.17 軽井沢A&AC(A)    1,03.39 T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ    1,05.01 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     1,07.05
4x100mR 櫻井 美波(6) 関澤 きらり(6) 北原 和(3) 風巻 里奈(4) 千葉 未来(4) 東海林 優心花(5) 木内 美桜(3)

橋本 春花(6) 三浦 彩稀(6) 川上 野々花(6) 酒井 あいか(6) 中嶋 杏佳(4) 窪田 寿理(5) 佐藤 澪夏(3)
高見澤 沙慧(6) 今井 希実(6) 帯刀 詩(5) 横須賀 さくら(5) 並木 彩華(4) 石垣 美心(6) 土屋 夢萌(4)
山本 紗帆(6) 杉本 璃子(6) 橋詰 史歩(6) 田中 莉奈(5) 大森 玲花(4) 柳澤 百花(6) 手塚 華(4)

09/02 高校女子  +2.2 廣川 紗良(2) 12.98 大塚 七星(1) 13.31 荒井 奈々実(1) 13.59 井出 凛生(1) 13.72 坂井 美藍(1) 13.84 丸山 那菜(1) 14.16 掛川 莉里(1) 14.32 萩原 麗(1) 15.08
100m 高校生･岩村田高 高校生･野沢南高 高校生･佐久長聖[高] 高校生･岩村田高 高校生･上田染谷丘高 高校生･小諸 高校生･佐久長聖[高] 高校生･小諸

09/02 秋山 咲花(2) 1,00.22 横須賀 玲奈(1) 1,01.18 内堀 陽日(2) 1,02.56 井出 凛生(1) 1,05.01 大塚 七星(1) 1,05.16 三浦 元海(1) 1,05.59 安藤 あかり(2) 1,05.65 紫 美海(2) 1,08.17
400m 高校生･岩村田高 高校生･佐久長聖[高] 高校生･上田染谷丘高 高校生･岩村田高 高校生･野沢南高 高校生･野沢北高 高校生･野沢北高 高校生･岩村田高

09/02 内堀 陽日(2) 2,25.81 碓氷 眞子(1) 2,26.89 紫 美海(2) 2,34.78 三浦 元海(1) 2,35.67
800m 高校生･上田染谷丘高 高校生･野沢北高 高校生･岩村田高 高校生･野沢北高

09/02 碓氷 眞子(1) 5,04.37 塚田 絢子(1) 5,29.96 中山 琉那(1) 5,47.33
1500m 高校生･野沢北高 高校生･上田染谷丘高 高校生･佐久長聖[高]
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決勝記録一覧表
女  子 【競技場】172060  佐久総合運動公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
09/02 山口 紗季(2) 12,10.64

3000m 高校生･上田西高
09/02  +1.0 伊東 海菜美(2) 17.33 青木 涼香(1) 18.70 鈴木 風香(2) 19.85 有賀 香乃(1) 21.11

100mH 高校生･上田千曲高 高校生･野沢北高 高校生･佐久平総合 高校生･上田染谷丘高
09/02 櫻井 裕梨(2) 1.45 宇都宮 悠奈(1) 1.45 土屋 みやび(2) 1.35 青木 涼香(1) 高校生･野沢北高 1.35 安藤 あかり(2) 1.25

走高跳 高校生･野沢北高 高校生･小諸 高校生･上田西高 飯島 萌希(1) 高校生･上田染谷丘高 高校生･野沢北高
09/02 土屋 さくら(2)4.79(0.0) 武藤 衣里加(2)4.24(-0.3) 米山 野乃佳(1)4.18(-0.6)

走幅跳 高校生･岩村田高 高校生･野沢南高 高校生･佐久長聖[高]
09/02 西澤 咲花(3) 10.00 溝口 佳歩(1) 9.99 梅田 佳奈(2) 8.79 坂井 美藍(1) 8.63 酒井 美咲(1) 8.32 小平 美来(2) 7.32 城下 琴音(1) 7.28 岡嶋 美空(1) 6.73

砲丸投 高校生･野沢中 高校生･佐久長聖[高] 高校生･野沢北高 高校生･上田染谷丘高 高校生･丸子修学館高 高校生･野沢南高 高校生･上田千曲高 高校生･上田千曲高
09/02 犬飼 楓(1) 30.72 林 実玲(1) 26.15 梅田 佳奈(2) 26.00 原野 茉優(1) 25.23 萩原 麗(1) 21.21 藤田 萌愛(1) 17.26 米山 野乃佳(1) 16.04

やり投 高校生･小諸 高校生･野沢北高 高校生･野沢北高 高校生･小諸 高校生･小諸 高校生･上田染谷丘高 高校生･佐久長聖[高]
09/02 岩村田高       51.46 佐久長聖[高]      52.38 小諸       53.88 上田染谷丘高      55.01 野沢北高       55.68 上田千曲高       57.05

4x100mR 井出 凛生(1) 荒井 奈々実(1) 宇都宮 悠奈(1) 飯島 萌希(1) 塩崎 唯衣(1)
廣川 紗良(2) 横須賀 玲奈(1) 犬飼 楓(1) 内堀 陽日(2) 伊東 海菜美(2)
秋山 咲花(2) 米山 野乃佳(1) 西入 由実(2) 坂井 美藍(1) 岡嶋 美空(1)
土屋 さくら(2) 掛川 莉里(1) 酒井 夢実(2) 有賀 香乃(1) 城下 琴音(1)



決勝 9月2日 11:40

風速 +2.2

 1 廣川 紗良(2) 高校生     12.98 
ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 岩村田高

 2 大塚 七星(1) 高校生     13.31 
ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ 野沢南高

 3 荒井 奈々実(1) 高校生     13.59 
ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 佐久長聖[高]

 4 井出 凛生(1) 高校生     13.72 
ｲﾃﾞ ﾘｵ 岩村田高

 5 坂井 美藍(1) 高校生     13.84 
ｻｶｲ ﾐｱｲ 上田染谷丘高

 6 丸山 那菜(1) 高校生     14.16 
ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅ 小諸

 7 掛川 莉里(1) 高校生     14.32 
ｶｹｶﾞﾜ ﾘﾘ 佐久長聖[高]

 8 萩原 麗(1) 高校生     15.08 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｳﾗﾗ 小諸
宮越 菜緒(2) 高校生
ﾐﾔｺｼ ﾅｵ 上田染谷丘高

3  1469
欠場

4  1308

5  1339

9  1476

1  1336

6  1303

8  1280

2  1275

7  1248

高校女子

100m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月2日  9:15

 1 秋山 咲花(2) 高校生   1,00.22 
ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ 岩村田高

 2 横須賀 玲奈(1) 高校生   1,01.18 
ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ 佐久長聖[高]

 3 内堀 陽日(2) 高校生   1,02.56 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾋ 上田染谷丘高

 4 井出 凛生(1) 高校生   1,05.01 
ｲﾃﾞ ﾘｵ 岩村田高

 5 大塚 七星(1) 高校生   1,05.16 
ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ 野沢南高

 6 三浦 元海(1) 高校生   1,05.59 
ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ 野沢北高

 7 安藤 あかり(2) 高校生   1,05.65 
ｱﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ 野沢北高

 8 紫 美海(2) 高校生   1,08.17 
ﾐﾗｻｷﾐﾕｳ 岩村田高
佐藤 亜美佳(2) 高校生
ｻﾄｳ ｱﾐｶ 岩村田高

1  1277
欠場

4  1239

7  1278

3  1248

2  1224

6  1472

9  1280

5  1273

8  1305

高校女子

400m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月2日 12:10

 1 内堀 陽日(2) 高校生   2,25.81 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾋ 上田染谷丘高

 2 碓氷 眞子(1) 高校生   2,26.89 
ｳｽｲ ﾏｺ 野沢北高

 3 紫 美海(2) 高校生   2,34.78 
ﾐﾗｻｷﾐﾕｳ 岩村田高

 4 三浦 元海(1) 高校生   2,35.67 
ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ 野沢北高
田川 実侑(2) 高校生
ﾀｶﾞﾜ ﾐﾕｳ 上田染谷丘高
秋山 咲花(2) 高校生
ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ 岩村田高

2  1470
欠場

5  1273
欠場

3  1278

4  1224

7  1472

6  1222

高校女子

800m
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月2日 15:00

 1 碓氷 眞子(1) 高校生   5,04.37 
ｳｽｲ ﾏｺ 野沢北高

 2 塚田 絢子(1) 高校生   5,29.96 
ﾂｶﾀﾞ ｱﾔｺ 上田染谷丘高

 3 中山 琉那(1) 高校生   5,47.33 
ﾅｶﾔﾏ ﾙﾅ 佐久長聖[高]
高野 桜楽(1) 高校生
ﾀｶﾉ ｻｸﾗ 上田西高

14  1307

15  1533
欠場

17  1222

16  1478

高校女子

1500m
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月2日  9:00

 1 山口 紗季(2) 高校生  12,10.64 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｷ 上田西高

所属名 記録／備考
10  1531

高校女子

3000m
順 No. 氏  名



決勝 9月2日 13:35

風速 +1.0

 1 伊東 海菜美(2) 高校生     17.33 
ｲﾄｳ  ﾐﾅﾐ 上田千曲高

 2 青木 涼香(1) 高校生     18.70 
ｱｵｷ ｽｽﾞｶ 野沢北高

 3 鈴木 風香(2) 高校生     19.85 
ｽｽﾞｷ ﾌｳｶ 佐久平総合

 4 有賀 香乃(1) 高校生     21.11 
ｱﾘｶﾞ ｶﾉ 上田染谷丘高
土屋 みやび(2) 高校生
ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ 上田西高

2  1532
欠場

5  1291

4  1479

3  1488

6  1221

高校女子

100mH
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月2日 16:05

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 岩村田高  1280 井出 凛生(1)     51.46 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ｲﾃﾞ ﾘｵ
 1275 廣川 紗良(2)

ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ
 1273 秋山 咲花(2)

ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ
 1274 土屋 さくら(2)

ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ
 2   4 佐久長聖[高]  1303 荒井 奈々実(1)     52.38 

ｻｸﾁｮｳｾｲ ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ
 1305 横須賀 玲奈(1)

ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ
 1306 米山 野乃佳(1)

ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ
 1308 掛川 莉里(1)

ｶｹｶﾞﾜ ﾘﾘ
 3   2 小諸  1338 宇都宮 悠奈(1)     53.88 

ｺﾓﾛ ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ
 1337 犬飼 楓(1)

ｲﾇｶｲ ｶｴﾃﾞ
 1334 西入 由実(2)

ﾆｼｲﾘ ﾕﾐ
 1333 酒井 夢実(2)

ｻｶｲ ﾕﾒﾐ
 4   6 上田染谷丘高  1477 飯島 萌希(1)     55.01 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ｲｲｼﾞﾏ ﾓｴｷ
 1472 内堀 陽日(2)

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾋ
 1476 坂井 美藍(1)

ｻｶｲ ﾐｱｲ
 1479 有賀 香乃(1)

ｱﾘｶﾞ ｶﾉ
 5   3 野沢北高     55.68 

ﾉｻﾞﾜｷﾀｺｳ

 6   7 上田千曲高  1491 塩崎 唯衣(1)     57.05 
ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ｼｵｻﾞｷ  ﾕｲ

 1488 伊東 海菜美(2)
ｲﾄｳ  ﾐﾅﾐ

 1489 岡嶋 美空(1)
ｵｶｼﾞﾏ  ﾐｸ

 1490 城下 琴音(1)
ｼﾞｮｳｼﾀ  ｺﾄﾈ

高校女子

4x100mR



決勝 9月2日 11:45

櫻井 裕梨(2) 高校生
ｻｸﾗｲ ﾕﾘ 野沢北高
宇都宮 悠奈(1) 高校生
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ 小諸
土屋 みやび(2) 高校生
ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ 上田西高
青木 涼香(1) 高校生
ｱｵｷ ｽｽﾞｶ 野沢北高
飯島 萌希(1) 高校生
ｲｲｼﾞﾏ ﾓｴｷ 上田染谷丘高
安藤 あかり(2) 高校生
ｱﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ 野沢北高
岡嶋 美空(1) 高校生 欠場
ｵｶｼﾞﾏ  ﾐｸ 上田千曲高
翠川 明日香(1) 高校生 欠場
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｱｽｶ 丸子修学館高

6  1381

 1.25

4  1489

XXX

 1.35

6 1  1239
O O

 1.35

4 3  1477
O O XO O XXX

XXX

 1.35

4 2  1221
- O XO O

O O XXX

XXX  1.45

3 8  1532
- -

 1.45

2 7  1338
- - - - O XXO

O O XXX

記録 備考
1 5  1238

- - - -

1m35 1m40 1m45 1m50

高校女子

走高跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m20 1m25 1m30



決勝 9月2日 14:00

土屋 さくら(2) 高校生   4.79    X   4.46    4.79 
ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ 岩村田高    0.0   -0.3     0.0
武藤 衣里加(2) 高校生   4.13   4.24   4.21    4.24 
ﾑﾄｳ ｴﾘｶ 野沢南高   -0.8   -0.3   -1.1    -0.3
米山 野乃佳(1) 高校生   3.02   4.18   4.11    4.18 
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 佐久長聖[高]   -0.9   -0.6   -1.0    -0.6

 1274

2 1  1246

-4- -5- -6- 記録 備考

3 2  1306

1 3

高校女子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-



決勝 9月2日 12:30

西澤 咲花(3) 高校生
ﾆｼｻﾞﾜ ｻｸﾗ 野沢中
溝口 佳歩(1) 高校生
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｶﾎ 佐久長聖[高]
梅田 佳奈(2) 高校生
ｳﾒﾀﾞ ｶﾅ 野沢北高
坂井 美藍(1) 高校生
ｻｶｲ ﾐｱｲ 上田染谷丘高
酒井 美咲(1) 高校生
ｻｶｲ ﾐｻｷ 丸子修学館高
小平 美来(2) 高校生
ｺﾀﾞｲﾗ ﾐｸ 野沢南高
城下 琴音(1) 高校生
ｼﾞｮｳｼﾀ  ｺﾄﾈ 上田千曲高
岡嶋 美空(1) 高校生
ｵｶｼﾞﾏ  ﾐｸ 上田千曲高
原野 茉優(1) 高校生
ﾊﾗﾉ ﾏﾕ 小諸
藤田 萌愛(1) 高校生
ﾌｼﾞﾀ ﾓｴ 上田染谷丘高
丸山 那菜(1) 高校生
ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅ 小諸

  4.31 

  5.18  5.18

11 1  1336
 3.91  3.04  4.31

 6.71   6.71 

10 5  1480
 4.62  4.54

 6.49   6.73 

9 3  1335
 6.24  6.26

 7.28   7.28 

8 4  1489
 6.29  6.73

 7.32   7.32 

7 6  1490
 6.89  7.18

 8.32   8.32 

6 2  1244
 6.74  6.91

 8.63   8.63 

5 8  1383
 8.00  8.12

 8.40   8.79 

4 7  1476
 8.42  8.61

 9.31   9.99 

3 9  1237
 8.77  8.79

10.00  10.00 

2 11  1301
 9.09  9.99

-4- -5- -6- 記録 備考
1 10  4088

 8.95  9.82

高校女子

砲丸投
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-



決勝 9月2日 14:00

犬飼 楓(1) 高校生
ｲﾇｶｲ ｶｴﾃﾞ 小諸
林 実玲(1) 高校生
ﾊﾔｼ ﾐﾚｲ 野沢北高
梅田 佳奈(2) 高校生
ｳﾒﾀﾞ ｶﾅ 野沢北高
原野 茉優(1) 高校生
ﾊﾗﾉ ﾏﾕ 小諸
萩原 麗(1) 高校生
ﾊｷﾞﾜﾗ ｳﾗﾗ 小諸
藤田 萌愛(1) 高校生
ﾌｼﾞﾀ ﾓｴ 上田染谷丘高
米山 野乃佳(1) 高校生
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 佐久長聖[高]

 16.04 

 17.26   X

7 1  1306
  O 16.04   O

21.21  21.21 

6 2  1480
17.26   O

  O  25.23 

5 3  1339
  O   O

  X  26.00 

4 5  1335
  O 25.23

26.15  26.15 

3 4  1237
  O 26.00

  O  30.72 

2 6  1223
  O   X

-4- -5- -6- 記録 備考
1 7  1337

30.72   O

高校女子

やり投
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-



決勝 9月2日 11:00

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 +2.5

 1 磯部 美月(1) 中学生     15.43  1 高橋 璃奈(1) 中学生     14.50 
ｲｿﾍﾞ ﾐﾂﾞｷ 野沢中 ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ 上田第四中

 2 磯部 遥歌(1) 中学生     15.70  2 福田 葵(2) 中学生     14.80 
ｲｿﾍﾞ ﾊﾙｶ 佐久浅間中 ﾌｸﾀﾞ ｱｵｲ 上田第五中

 3 田島 妃菜(2) 中学生     15.89  3 上野 愛梨(2) 中学生     14.89 
ﾀｼﾞﾏ ﾋﾅ 佐久東中 ｳｴﾉ ｱｲﾘ 望月AC

 4 吉澤 妃織(2) 中学生     16.02  4 有賀 千育(1) 中学生     15.06 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾋｵﾘ 佐久東中 ｱﾙｶﾞ ﾁｲ 佐久東中

 5 甘利 未珠咲(1) 中学生     16.03  5 上野 美咲(1) 中学生     15.20 
ｱﾏﾘ ﾐｽﾞｷ 小諸東中 ｳｴﾉ ﾐｻｷ 上田第四中

 6 北澤 咲希(1) 中学生     16.44  6 安達 朋笑(2) 中学生     15.32 
ｷﾀｻﾞﾜ ｻｷ 上田第五中 ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓｴ 上田第五中

 7 福井 雪乃(1) 中学生     16.52  7 小笠原 光咲(2) 中学生     15.40 
ﾌｸｲ ﾕｷﾉ 東御東部 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾐｻｷ 佐久浅間中
吉村 玲菜(1) 中学生  8 横尾 叶葉(1) 中学生     15.53 
ﾖｼﾑﾗ ﾚｲﾅ 上田第四中 ﾖｺｵ ｶﾅﾊ 佐久浅間中
岩崎 杏菜(1) 中学生  9 小宮山 捺美(2) 中学生     15.75 
ｲﾜｻｷ ｱﾝﾅ 上田第四中 ｺﾐﾔﾏ ﾅﾂﾐ 丸子中

[ 3組] 風速 +1.7 [ 4組] 風速 +0.6

 1 有賀 明子(1) 中学生     14.60  1 倉根 慧(1) 中学生     14.08 
ｱﾙｶﾞ ｱｷｺ 上田第五中 ｸﾗﾈ ｹｲ 野沢中

 2 脇中 夕渚(1) 中学生     14.64  2 中島 朱夏(1) 中学生     14.42 
ﾜｷﾅｶ ｾﾅ 東御東部 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭｶ 上田第一中

 3 小林 楓(2) 中学生     14.90  3 竹岡 古琴(1) 中学生     14.44 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ 上田第五中 ﾀｹｵｶ ｺﾄ 佐久長聖中

 4 佐藤 美和(1) 中学生     14.98  4 飯塚心結(1) 中学生     14.74 
ｻﾄｳ ﾐﾜ 佐久浅間中 ｲｲﾂﾞｶﾐﾕｳ 芦原中

 5 神林 杏花(1) 中学生     15.01  5 北村 陽向(2) 中学生     14.77 
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ 上田第五中 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾅﾀ 小諸東中

 6 掛川葵乙(1) 中学生     15.88  6 清水美南(1) 中学生     14.85 
ｶｹｶﾞﾜｱｵｲ 芦原中 ｼﾐｽﾞﾐﾅﾐ 芦原中
土屋 茉広(2) 中学生  7 井出 千晴(2) 中学生     15.63 
ﾂﾁﾔ ﾏﾋﾛ 野沢中 ｲﾃﾞ ﾁﾊﾙ 丸子中
三輪 希々葉(1) 中学生 阿部 礼佳(1) 中学生
ﾐﾜ ﾉﾉﾊ 東御東部 ｱﾍﾞ ｱﾔｶ 東御東部

[ 5組] 風速 -0.3 [ 6組] 風速 +1.1

 1 竹花 碧乃(1) 中学生     13.87  1 松川 杏奈(2) 中学生     13.29 
ﾀｹﾊﾅ ｱｵﾉ 佐久長聖中 ﾏﾂｶﾜ ｱﾝﾅ 佐久長聖中

 2 田中 咲(2) 中学生     14.00  2 岩下 栞(2) 中学生     13.75 
ﾀﾅｶ ｻｷ 上田第四中 ｲﾜｼﾀ ｼｵﾘ 上田第五中

 3 川上 璃子(2) 中学生     14.28  3 櫻林 生成(2) 中学生     13.83 
ｶﾜｶﾐ ﾘｺ 野沢中 ｻｸﾗﾊﾞﾔｼ ｷﾅﾘ 東御東部

 4 笹崎絢莉(2) 中学生     14.31  4 秋穂 真理(1) 中学生     13.85 
ｻｻｻﾞｷｱﾔﾘ 芦原中 ｱｷﾎ ﾏﾘ 佐久浅間中

 5 堤 ヒトミ(2) 中学生     14.33  5 遠藤 和泉(3) 中学生     13.87 
ﾂﾂﾐ ﾋﾄﾐ 東御東部 ｴﾝﾄﾞｳ  ｲｽﾞﾐ T&F佐久平

 6 柳澤 優羽(2) 中学生     14.46  6 細田 音衣(2) 中学生     13.98 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 上田第五中 ﾎｿﾀﾞ ｵﾄｲ 上田第四中

 7 碓氷 和叶(2) 中学生     14.57 柳澤萌(2) 中学生
ｳｽｲ ﾜｶﾅ 野沢中 ﾔﾅｷﾞｻﾜﾓｴ 芦原中

 8 渡邉 陽乃(1) 中学生     14.60 前田 望乃花(3) 中学生
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾉ 佐久東中 ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 佐久穂中

中学女子

100m

順 ﾚｰﾝ No.

3  4155

氏  名 所属名 記録／備考
5  4074

6  4171

8  4174

 4411

2  4678

9  4307

順 ﾚｰﾝ

欠場
7  4647

1  4655

4

記録／備考
8  4654

No. 氏  名 所属名

2    15

9  4690

4  4648

6  4172

5  4149

3  4686

1  4463

7  4159

所属名 記録／備考
5  4675

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

欠場

9  4688

4  4410

 4311

7  4676

2  4156

順 ﾚｰﾝ

欠場
6  4408

3  4072

8

4  8814

記録／備考
6  4078

No. 氏  名 所属名

7  4312

9  4370

5  4313

2  4304

3  4409

8  4464

所属名 記録／備考
2  4369

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

欠場

9  4071

7  4669

 4691

4  4393

8  4325

順 ﾚｰﾝ

3  4173

5  4070

6

2  4687

記録／備考
9  4364

No. 氏  名 所属名

4  4130

8  4394

6  4644

3    98

欠場
7  4030

5  4324

欠場



   1 松川 杏奈(2) 中学生 佐久長聖中     13.29 (+1.1)   6   1
   2 岩下 栞(2) 中学生 上田第五中     13.75 (+1.1)   6   2
   3 櫻林 生成(2) 中学生 東御東部     13.83 (+1.1)   6   3
   4 秋穂 真理(1) 中学生 佐久浅間中     13.85 (+1.1)   6   4
   5 竹花 碧乃(1) 中学生 佐久長聖中     13.87 (-0.3)   5   1
   5 遠藤 和泉(3) 中学生 T&F佐久平     13.87 (+1.1)   6   5
   7 細田 音衣(2) 中学生 上田第四中     13.98 (+1.1)   6   6
   8 田中 咲(2) 中学生 上田第四中     14.00 (-0.3)   5   2
   9 倉根 慧(1) 中学生 野沢中     14.08 (+0.6)   4   1
  10 川上 璃子(2) 中学生 野沢中     14.28 (-0.3)   5   3
  11 笹崎絢莉(2) 中学生 芦原中     14.31 (-0.3)   5   4
  12 堤 ヒトミ(2) 中学生 東御東部     14.33 (-0.3)   5   5
  13 中島 朱夏(1) 中学生 上田第一中     14.42 (+0.6)   4   2
  14 竹岡 古琴(1) 中学生 佐久長聖中     14.44 (+0.6)   4   3
  15 柳澤 優羽(2) 中学生 上田第五中     14.46 (-0.3)   5   6
  16 高橋 璃奈(1) 中学生 上田第四中     14.50 (+2.5)   2   1
  17 碓氷 和叶(2) 中学生 野沢中     14.57 (-0.3)   5   7
  18 有賀 明子(1) 中学生 上田第五中     14.60 (+1.7)   3   1
  18 渡邉 陽乃(1) 中学生 佐久東中     14.60 (-0.3)   5   8
  20 脇中 夕渚(1) 中学生 東御東部     14.64 (+1.7)   3   2
  21 飯塚心結(1) 中学生 芦原中     14.74 (+0.6)   4   4
  22 北村 陽向(2) 中学生 小諸東中     14.77 (+0.6)   4   5
  23 福田 葵(2) 中学生 上田第五中     14.80 (+2.5)   2   2
  24 清水美南(1) 中学生 芦原中     14.85 (+0.6)   4   6
  25 上野 愛梨(2) 中学生 望月AC     14.89 (+2.5)   2   3
  26 小林 楓(2) 中学生 上田第五中     14.90 (+1.7)   3   3
  27 佐藤 美和(1) 中学生 佐久浅間中     14.98 (+1.7)   3   4
  28 神林 杏花(1) 中学生 上田第五中     15.01 (+1.7)   3   5
  29 有賀 千育(1) 中学生 佐久東中     15.06 (+2.5)   2   4
  30 上野 美咲(1) 中学生 上田第四中     15.20 (+2.5)   2   5
  31 安達 朋笑(2) 中学生 上田第五中     15.32 (+2.5)   2   6
  32 小笠原 光咲(2) 中学生 佐久浅間中     15.40 (+2.5)   2   7
  33 磯部 美月(1) 中学生 野沢中     15.43 (+0.5)   1   1
  34 横尾 叶葉(1) 中学生 佐久浅間中     15.53 (+2.5)   2   8
  35 井出 千晴(2) 中学生 丸子中     15.63 (+0.6)   4   7
  36 磯部 遥歌(1) 中学生 佐久浅間中     15.70 (+0.5)   1   2
  37 小宮山 捺美(2) 中学生 丸子中     15.75 (+2.5)   2   9
  38 掛川葵乙(1) 中学生 芦原中     15.88 (+1.7)   3   6
  39 田島 妃菜(2) 中学生 佐久東中     15.89 (+0.5)   1   3
  40 吉澤 妃織(2) 中学生 佐久東中     16.02 (+0.5)   1   4
  41 甘利 未珠咲(1) 中学生 小諸東中     16.03 (+0.5)   1   5
  42 北澤 咲希(1) 中学生 上田第五中     16.44 (+0.5)   1   6
  43 福井 雪乃(1) 中学生 東御東部     16.52 (+0.5)   1   7

タイムレース

順位 No. 氏  名

中学女子

100m

備考 組 順位都道府県 所属名 記録（風）
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 4174



決勝 9月2日 14:05

[ 1組] 風速 +1.3 [ 2組] 風速 +1.4

 1 内堀 心陽(2) 中学生     30.39  1 竹内 ゆい(1) 中学生     29.42 
ｳﾁﾎﾞﾘ ｺｺｱ 丸子中 ﾀｹｳﾁ ﾕｲ 佐久浅間中

 2 熊谷 美来(3) 中学生     30.96  2 市川 笑花(1) 中学生     29.97 
ｸﾏｶﾞｲ ﾐｸ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｲﾁｶﾜ  ｴﾐｶ 野沢中

 3 山田 千晶(2) 中学生     31.35  3 鈴木 天音(1) 中学生     30.05 
ﾔﾏﾀﾞ ﾁｱｷ 佐久浅間中 ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ 佐久浅間中

 4 小林 美菜子(2) 中学生     31.38  4 望月 咲侑(2) 中学生     30.11 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅｺ 佐久浅間中 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｳ 佐久浅間中

 5 菅沼 花菜(1) 中学生     31.39  5 市川 七海(2) 中学生     31.21 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ 望月AC ｲﾁｶﾜ ﾅﾅﾐ 佐久浅間中

 6 井出 千晴(2) 中学生     32.73 阿部 礼佳(1) 中学生
ｲﾃﾞ ﾁﾊﾙ 丸子中 ｱﾍﾞ ｱﾔｶ 東御東部
小坂井 杏奈(2) 中学生 三輪 希々葉(1) 中学生
ｺｻｶｲ ｱﾝﾅ 上田第四中 ﾐﾜ ﾉﾉﾊ 東御東部
土屋 茉広(2) 中学生
ﾂﾁﾔ ﾏﾋﾛ 野沢中

[ 3組] 風速 +0.9

 1 比田井 凜(2) 中学生     27.21 
ﾋﾀﾞｲ ﾘﾝ 望月AC

 2 松川 杏奈(2) 中学生     27.45 
ﾏﾂｶﾜ ｱﾝﾅ 佐久長聖中

 3 遠藤 和泉(3) 中学生     28.48 
ｴﾝﾄﾞｳ  ｲｽﾞﾐ T&F佐久平

 4 佐伯 三葉(2) 中学生     28.78 
ｻｴｷ ﾐﾂﾊﾞ 軽井沢中

 5 川上 璃子(2) 中学生     29.30 
ｶﾜｶﾐ ﾘｺ 野沢中

 6 柏木 萌(1) 中学生     29.49 
ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ 小諸東中
前田 望乃花(3) 中学生
ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 佐久穂中

4  4030
欠場

2  4071

7  4306

5    98

6  4242

記録／備考
3    20

8  4364

欠場 欠場
9  4072

欠場
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200m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ



   1 比田井 凜(2) 中学生 望月AC     27.21 (+0.9)   3   1
   2 松川 杏奈(2) 中学生 佐久長聖中     27.45 (+0.9)   3   2
   3 遠藤 和泉(3) 中学生 T&F佐久平     28.48 (+0.9)   3   3
   4 佐伯 三葉(2) 中学生 軽井沢中     28.78 (+0.9)   3   4
   5 川上 璃子(2) 中学生 野沢中     29.30 (+0.9)   3   5
   6 竹内 ゆい(1) 中学生 佐久浅間中     29.42 (+1.4)   2   1
   7 柏木 萌(1) 中学生 小諸東中     29.49 (+0.9)   3   6
   8 市川 笑花(1) 中学生 野沢中     29.97 (+1.4)   2   2
   9 鈴木 天音(1) 中学生 佐久浅間中     30.05 (+1.4)   2   3
  10 望月 咲侑(2) 中学生 佐久浅間中     30.11 (+1.4)   2   4
  11 内堀 心陽(2) 中学生 丸子中     30.39 (+1.3)   1   1
  12 熊谷 美来(3) 中学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     30.96 (+1.3)   1   2
  13 市川 七海(2) 中学生 佐久浅間中     31.21 (+1.4)   2   5
  14 山田 千晶(2) 中学生 佐久浅間中     31.35 (+1.3)   1   3
  15 小林 美菜子(2) 中学生 佐久浅間中     31.38 (+1.3)   1   4
  16 菅沼 花菜(1) 中学生 望月AC     31.39 (+1.3)   1   5
  17 井出 千晴(2) 中学生 丸子中     32.73 (+1.3)   1   6

 4151
   16
 4464

 4154
 4152
 4462
  211
 4147
 4153

   98
 4242
 4071
 4157
 4306
 4075

記録（風） 備考 組 順位
   20
 4364

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

中学女子

200m



決勝 9月2日 12:05

 1 市川 笑花(1) 中学生   2,31.68 
ｲﾁｶﾜ  ｴﾐｶ 野沢中

 2 鈴木 菜生(1) 中学生   2,34.09 
ｽｽﾞｷ ﾅｵ 上田第二中

 3 渡邉 陽乃(1) 中学生   2,36.61 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾉ 佐久東中

 4 齊藤 結花(2) 中学生   2,37.83 
ｻｲﾄｳ ﾕｲｶ 上田第三中

 5 下村 真由(2) 中学生   2,37.90 
ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕ 丸子中

 6 内堀 果南(2) 中学生   2,40.32 
ｳﾁﾎﾞﾘ ｶﾅ 丸子北

 7 大鹿 愛和(1) 中学生   2,42.29 
ｵｵｼｶ ﾏﾅ 野沢中

 8 小林 輝星(2) 中学生   2,45.90 
ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾗ 上田第五中

 9 林 麻友香(2) 中学生   2,48.04 
ﾊﾔｼ ﾏﾕｶ 丸子北

10 近藤 桜(1) 中学生   2,52.11 
ｺﾝﾄﾞｳ ｻｸﾗ 佐久浅間中

11 下島 佳純(1) 中学生   2,52.16 
ｼﾓｼﾞﾏ ｶｽﾐ 上田第五中

12 渋谷 暖(2) 中学生   2,56.32 
ｼﾌﾞﾔ ﾉﾄﾞｶ 東御東部

2  4677

4  4395

7  4503

6  4146

9  4076

12  4689

5  4461

11  4499

10  4173

3  4635

1  4075

8  4600

中学女子

800m
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月2日 15:00

 1 牧内 愛華(2) 中学生   4,57.90 
ﾏｷｳﾁ ﾏﾅｶ 丸子北

 2 濵 彩音(2) 中学生   5,17.37 
ﾊﾏ ｱﾔﾈ 上田第三中

 3 久保田 詩乃(2) 中学生   5,19.14 
ｸﾎﾞﾀ ｳﾀﾉ 丸子北

 4 下村 真由(2) 中学生   5,25.17 
ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕ 丸子中

 5 齊藤 結花(2) 中学生   5,26.64 
ｻｲﾄｳ ﾕｲｶ 上田第三中

 6 金井 祭(1) 中学生   5,44.78 
ｶﾅｲ ﾏﾂﾘ 野沢中

 7 諸山 知奈津(2) 中学生   5,45.90 
ﾓﾛﾔﾏ ﾁﾅﾂ 小諸東中

 8 林 さくら(1) 中学生   5,47.06 
ﾊﾔｼ ｻｸﾗ 野沢中

 9 小林 輝星(2) 中学生   5,47.68 
ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾗ 上田第五中

10 掛川 真琴(1) 中学生   5,51.00 
ｶｹｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 上田第四中

11 下島 佳純(1) 中学生   6,11.46 
ｼﾓｼﾞﾏ ｶｽﾐ 上田第五中

12 玉井 南帆(1) 中学生   6,18.61 
ﾀﾏｲ ﾐﾅﾎ 上田第四中

13 加藤 瑠千亜(1) 中学生   7,11.97 
ｶﾄｳ ﾙﾁｱ 上田第四中

5  4650

12  4677

11  4645

2  4689

1  4649

3  4305

10  4080

6  4635

8  4077

9  4501

7  4461

13  4500

4  4634

中学女子

1500m
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月2日 15:45

[ 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   7 軽井沢中  4242 佐伯 三葉(2)     52.66  1   6 佐久長聖中  4370 竹岡 古琴(1)     53.61 

ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳ ｻｴｷ ﾐﾂﾊﾞ ｻｸﾁｮｳｾｲﾁｭｳ ﾀｹｵｶ ｺﾄ
 4241 土屋 ほのか(2)  4368 中嶋 愛佳(1)

ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ
 4240 市村 彩美(2)  4369 竹花 碧乃(1)

ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ ﾀｹﾊﾅ ｱｵﾉ
 4231 荻原 希乃愛(1)  4364 松川 杏奈(2)

ｵｷﾞﾊﾜ ﾉﾉｱ ﾏﾂｶﾜ ｱﾝﾅ
 2   3 佐久浅間中  4152 望月 咲侑(2)     55.99  2   3 野沢中  4078 倉根 慧(1)     55.01 

ｻｸｱｻﾏﾁｭｳ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｳ ﾉｻﾞﾜﾁｭｳ ｸﾗﾈ ｹｲ
 4154 鈴木 天音(1)  4076 大鹿 愛和(1)

ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ ｵｵｼｶ ﾏﾅ
 4157 竹内 ゆい(1)  4070 碓氷 和叶(2)

ﾀｹｳﾁ ﾕｲ ｳｽｲ ﾜｶﾅ
 4130 秋穂 真理(1)  4071 川上 璃子(2)

ｱｷﾎ ﾏﾘ ｶﾜｶﾐ ﾘｺ
 3   8 軽井沢A&AC(B)   161 漆原 衣咲(6)     56.85  3   5 上田第一中  8812 峯村 樹奈(1)     55.37 

ｶﾙｲｻﾞﾜA&ACB ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳ ﾐﾈﾑﾗ ｼﾞｭﾅ
  157 佐伯 風帆(6)  4597 髙尾 玲良(2)

ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ ﾀｶｵ ﾚｲﾗ
  152 荻原 佳那(6)  8814 中島 朱夏(1)

ｵｷﾞﾜﾗ ｶﾅ ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭｶ
  168 中野 佐羽子(6)  4598 滝澤 遥香(2)

ﾅｶﾉ ｻﾜｺ ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾙｶ
 4   5 小諸東中  4307 甘利 未珠咲(1)     59.00  4   4 芦原中  4325 笹崎絢莉(2)     55.68 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ｱﾏﾘ ﾐｽﾞｷ ｱｼﾊｱﾁｭｳ ｻｻｻﾞｷｱﾔﾘ
 4306 柏木 萌(1)  4324 柳澤萌(2)

ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ ﾔﾅｷﾞｻﾜﾓｴ
 4305 諸山 知奈津(2)  4312 飯塚心結(1)

ﾓﾛﾔﾏ ﾁﾅﾂ ｲｲﾂﾞｶﾐﾕｳ
 4304 北村 陽向(2)  4310 大森里香(1)

ｷﾀﾑﾗ ﾋﾅﾀ ｵｵﾓﾘｻﾄｶ
 5   4 佐久東中  4172 有賀 千育(1)     59.66  5   7 上田第四中  4654 高橋 璃奈(1)     56.48 

ｻｸﾋｶﾞｼ ｱﾙｶﾞ ﾁｲ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝﾁｭｳ ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ
 4173 渡邉 陽乃(1)  4669 田中 咲(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾉ ﾀﾅｶ ｻｷ
 4174 田島 妃菜(2)  4648 上野 美咲(1)

ﾀｼﾞﾏ ﾋﾅ ｳｴﾉ ﾐｻｷ
 4171 吉澤 妃織(2)  4644 細田 音衣(2)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾋｵﾘ ﾎｿﾀﾞ ｵﾄｲ
 6   6 丸子北  4502 吉池 光美(2)     59.94  6   2 上田第五中  4675 有賀 明子(1)     58.93 

ﾏﾙｺｷﾀ ﾖｼｲｹ ﾐﾐ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳ ｱﾙｶﾞ ｱｷｺ
 4499 内堀 果南(2)  4687 岩下 栞(2)

ｳﾁﾎﾞﾘ ｶﾅ ｲﾜｼﾀ ｼｵﾘ
 4501 久保田 詩乃(2)  4676 神林 杏花(1)

ｸﾎﾞﾀ ｳﾀﾉ ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ
 4503 林 麻友香(2)  4691 柳澤 優羽(2)

ﾊﾔｼ ﾏﾕｶ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ
  2 東御東部  4407 細田 怜奈(1)

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ 失格
 4410 脇中 夕渚(1)

ﾜｷﾅｶ ｾﾅ
 4394 櫻林 生成(2)

ｻｸﾗﾊﾞﾔｼ ｷﾅﾘ
 4393 堤 ヒトミ(2)

ﾂﾂﾐ ﾋﾄﾐ

中学女子

4x100mR



   1 軽井沢中     52.66 佐伯 三葉(2) 土屋 ほのか(2) 市村 彩美(2) 荻原 希乃愛(1)   1   1
   2 佐久長聖中     53.61 竹岡 古琴(1) 中嶋 愛佳(1) 竹花 碧乃(1) 松川 杏奈(2)   2   1
   3 野沢中     55.01 倉根 慧(1) 大鹿 愛和(1) 碓氷 和叶(2) 川上 璃子(2)   2   2
   4 上田第一中     55.37 峯村 樹奈(1) 髙尾 玲良(2) 中島 朱夏(1) 滝澤 遥香(2)   2   3
   5 芦原中     55.68 笹崎絢莉(2) 柳澤萌(2) 飯塚心結(1) 大森里香(1)   2   4
   6 佐久浅間中     55.99 望月 咲侑(2) 鈴木 天音(1) 竹内 ゆい(1) 秋穂 真理(1)   1   2
   7 上田第四中     56.48 高橋 璃奈(1) 田中 咲(2) 上野 美咲(1) 細田 音衣(2)   2   5
   8 軽井沢A&AC(B)     56.85 漆原 衣咲(6) 佐伯 風帆(6) 荻原 佳那(6) 中野 佐羽子(6)   1   3
   9 上田第五中     58.93 有賀 明子(1) 岩下 栞(2) 神林 杏花(1) 柳澤 優羽(2)   2   6
  10 小諸東中     59.00 甘利 未珠咲(1) 柏木 萌(1) 諸山 知奈津(2) 北村 陽向(2)   1   4
  11 佐久東中     59.66 有賀 千育(1) 渡邉 陽乃(1) 田島 妃菜(2) 吉澤 妃織(2)   1   5
  12 丸子北     59.94 吉池 光美(2) 内堀 果南(2) 久保田 詩乃(2) 林 麻友香(2)   1   6

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

中学女子

4x100mR
タイムレース

ｵｰﾀﾞｰ2



決勝 9月2日 13:10

[ 1組] 風速 +1.5 [ 2組] 風速 +2.3

 1 竹花 碧乃(1) 中学生     17.04  1 土屋 ほのか(2) 中学生     14.42 
ﾀｹﾊﾅ ｱｵﾉ 佐久長聖中 ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 軽井沢中

 2 大鹿 愛和(1) 中学生     18.18  2 市村 彩美(2) 中学生     15.06 
ｵｵｼｶ ﾏﾅ 野沢中 ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ 軽井沢中

 3 鈴木 天音(1) 中学生     18.30  3 髙尾 玲良(2) 中学生     15.37 
ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ 佐久浅間中 ﾀｶｵ ﾚｲﾗ 上田第一中

 4 山田 菜々美(1) 中学生     18.54  4 中嶋 愛佳(1) 中学生     16.15 
ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾅﾐ 上田第一中 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ 佐久長聖中

 5 峯村 樹奈(1) 中学生     18.62  5 荻原 希乃愛(1) 中学生     16.62 
ﾐﾈﾑﾗ ｼﾞｭﾅ 上田第一中 ｵｷﾞﾊﾜ ﾉﾉｱ 軽井沢中

 6 矢島 果歩(1) 中学生     19.69  6 大森里香(1) 中学生     17.16 
ﾔｼﾞﾏ ｶﾎ 佐久浅間中 ｵｵﾓﾘｻﾄｶ 芦原中

 7 掛川葵乙(1) 中学生     20.95  7 滝澤 遥香(2) 中学生     19.49 
ｶｹｶﾞﾜｱｵｲ 芦原中 ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 上田第一中
飯塚心結(1) 中学生
ｲｲﾂﾞｶﾐﾕｳ 芦原中

6  4312
欠場

8  4311 3  4598

9  4158 7  4310

3  8812 2  4231

5  8816 6  4368

7  4154 5  4597

4  4076 4  4240

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  4369 8  4241

中学女子

100mH(0.762m)

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ



   1 土屋 ほのか(2) 中学生 軽井沢中     14.42 (+2.3)   2   1
   2 市村 彩美(2) 中学生 軽井沢中     15.06 (+2.3)   2   2
   3 髙尾 玲良(2) 中学生 上田第一中     15.37 (+2.3)   2   3
   4 中嶋 愛佳(1) 中学生 佐久長聖中     16.15 (+2.3)   2   4
   5 荻原 希乃愛(1) 中学生 軽井沢中     16.62 (+2.3)   2   5
   6 竹花 碧乃(1) 中学生 佐久長聖中     17.04 (+1.5)   1   1
   7 大森里香(1) 中学生 芦原中     17.16 (+2.3)   2   6
   8 大鹿 愛和(1) 中学生 野沢中     18.18 (+1.5)   1   2
   9 鈴木 天音(1) 中学生 佐久浅間中     18.30 (+1.5)   1   3
  10 山田 菜々美(1) 中学生 上田第一中     18.54 (+1.5)   1   4
  11 峯村 樹奈(1) 中学生 上田第一中     18.62 (+1.5)   1   5
  12 滝澤 遥香(2) 中学生 上田第一中     19.49 (+2.3)   2   7
  13 矢島 果歩(1) 中学生 佐久浅間中     19.69 (+1.5)   1   6
  14 掛川葵乙(1) 中学生 芦原中     20.95 (+1.5)   1   7

決勝 9月2日 13:25

風速 +1.8

 1 中津 晴葉(3) 中学生     14.18 
ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ 更北中

 2 塚田 菜々(3) 中学生     14.56 
ﾂｶﾀﾞ ﾅﾅ 小諸東中

 3 深澤 あまね(3) 中学生     14.88 
ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 旭町中

3  7070

4  6006
県中学新

2  4299

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

 8812
 4598
 4158
 4311

中学女子

100mYH(0.762m)

 4231
 4369
 4310
 4076
 4154
 8816

組 順位
 4241
 4240
 4597
 4368

100mH(0.762m)
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 9月2日 11:45

1m60 1m63
市村 彩美(2) 中学生 - - - - - - O O XO O
ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ 軽井沢中 XXX
土屋 ほのか(2) 中学生 - - - - - - - O O XO
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 軽井沢中 XXX
岡田 朋佳(3) 中学生 - - - - - - - - XO XXO
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 軽井沢A&AC - XXX
青柳 真里奈(3) 中学生 - - - - - - O XO O XXX
ｱｵﾔｷﾞ ﾏﾘﾅ 堀金中
坂根 樺音(3) 中学生 - - - - - - O XO XO XXX
ｻｶﾈ ｶﾉﾝ 野沢中
大滝 萌乃音(2) 中学生 - - - O O O O XXX
ｵｵﾀｷ ﾓﾉﾝ 上田第四中
柳澤萌(2) 中学生 - - - O O O XO XXX
ﾔﾅｷﾞｻﾜﾓｴ 芦原中
碓氷 和叶(2) 中学生 - - XO O O O XXX
ｳｽｲ ﾜｶﾅ 野沢中
竹内 夢乃(2) 中学生 - - - O O XO XXX
ﾀｹｳﾁ ﾕﾒﾉ 上田第一中
竹岡 古琴(1) 中学生 - - O O O XXO XXX
ﾀｹｵｶ ｺﾄ 佐久長聖中
関谷 和香(2) 中学生 - - - O XXO XXX
ｾｷﾔ ﾉﾄﾞｶ 上田第一中
宮越 美緒(2) 中学生 - O O O XXX
ﾐﾔｺｼ ﾐｵ 上田第四中
田島 妃菜(2) 中学生 O O O XXX
ﾀｼﾞﾏ ﾋﾅ 佐久東中
髙寺 凜(1) 中学生 - - O XXX
ﾀｶﾃﾗ ﾘﾝ 上田第一中
山田 菜々美(1) 中学生 XXO XXX
ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾅﾐ 上田第一中

13 4  8813
 1.20

15 15  8816
 1.10

12 3  4641
 1.25

13 1  4174
 1.20

10 7  4370
 1.35

11 2  4596
 1.30

8 5  4070
 1.35

9 6  4595
 1.35

6 8  4666
 1.40

7 14  4324
 1.40

4 9  6686
 1.50

5 10  4087
 1.50

2 11  4241
 1.55

3 12   150
 1.55

1m50 1m55
記録 備考

1 13  4240
 1.55

1m20 1m25 1m45

中学女子

走高跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m10 1m15 1m30 1m35 1m40



決勝 9月2日 10:30

2m60
岩下 栞(2) 中学生 - - - - XO O O O O XO
ｲﾜｼﾀ ｼｵﾘ 上田第五中 XXX
諸星 美璃(2) 中学生 - - O O O O XO O XO XXX
ﾓﾛﾎｼ ﾐﾘ 軽井沢中
依田 智恵梨(3) 中学生 - - - - - XO O XO XO /
ﾖﾀﾞ ﾁｴﾘ 軽井沢A&AC
岡田 莉歩(6) 中学生 - O O O XO XXX
ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 軽井沢A&AC
小林 楓(2) 中学生 O O O XO XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ 上田第五中
平林 けい(2) 中学生 O O O XO XXX
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲ 上田第一中
北澤 咲希(1) 中学生 O XO XO XXO XXX
ｷﾀｻﾞﾜ ｻｷ 上田第五中
伊藤 花純(1) 中学生 O XXX
ｲﾄｳ ｶｽﾐ 上田第一中
富松 京香(1) 中学生 XXX
ﾄﾐﾏﾂ ｷｮｳｶ 上田第一中

8 3  8810
 1.60

1  8815

5 5  4599
 1.90

7 6  4678
 1.90

4 2   151
 2.00

5 4  4688
 1.90

2 7  4246
 2.40

3 9   148
 2.40

2m40 2m50
記録 備考

1 8  4687
 2.50

1m80 1m90 2m30

中学女子

棒高跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m60 1m70 2m00 2m10 2m20



決勝 9月2日  9:00

比田井 凜(2) 中学生    X    X   4.95    4.95 
ﾋﾀﾞｲ ﾘﾝ 望月AC   -0.9    -0.9
大森里香(1) 中学生   4.69   4.73   4.79    4.79 
ｵｵﾓﾘｻﾄｶ 芦原中   -1.1   -0.3   -0.8    -0.8
佐伯 三葉(2) 中学生   4.53   4.59   4.70    4.70 
ｻｴｷ ﾐﾂﾊﾞ 軽井沢中   -0.5   -0.9   +1.0    +1.0
中嶋 愛佳(1) 中学生   4.27   3.82   4.07    4.27 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ 佐久長聖中   -0.6   -1.0   -0.8    -0.6
有賀 明子(1) 中学生   4.21   4.24   4.09    4.24 
ｱﾙｶﾞ ｱｷｺ 上田第五中   -0.4   -0.6   +0.5    -0.6
倉根 慧(1) 中学生   4.24   4.15    X    4.24 
ｸﾗﾈ ｹｲ 野沢中   -0.7   -0.6    -0.7
荻原 希乃愛(1) 中学生   4.13   4.22   4.04    4.22 
ｵｷﾞﾊﾜ ﾉﾉｱ 軽井沢中   -0.9   -1.1   -0.9    -1.1
菅沼 花菜(1) 中学生   3.76   4.12   3.55    4.12 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ 望月AC   -0.8   -0.9   -1.4    -0.9
篠原 美紗(3) 中学生   3.90   4.04   3.75    4.04 
ｼﾉﾊﾗ ﾐｻ 上田第六   -1.2   -1.3   +0.3    -1.3
細田 怜奈(1) 中学生    X   3.77   4.02    4.02 
ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ 東御東部    0.0   -1.2    -1.2
尾沼未来(2) 中学生    X    X   3.90    3.90 
ｵﾇﾏﾐｸ 芦原中   -1.1    -1.1
清水美南(1) 中学生   3.89    X   3.74    3.89 
ｼﾐｽﾞﾐﾅﾐ 芦原中   -1.3   -0.3    -1.3
吉澤 妃織(2) 中学生   3.84   3.64   3.83    3.84 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾋｵﾘ 佐久東中   -1.0   -0.3   -0.1    -1.0
竹内 ゆい(1) 中学生   3.80   3.43   3.55    3.80 
ﾀｹｳﾁ ﾕｲ 佐久浅間中   -1.0   -0.2   -0.6    -1.0
近藤 桜(1) 中学生   3.76   3.60   3.40    3.76 
ｺﾝﾄﾞｳ ｻｸﾗ 佐久浅間中   +0.3   +0.5   -1.4    +0.3
望月 咲侑(2) 中学生   2.59   3.63   3.51    3.63 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｳ 佐久浅間中   -1.5   -1.0   -1.4    -1.0
吉池 光美(2) 中学生    X    X   3.58    3.58 
ﾖｼｲｹ ﾐﾐ 丸子北   +0.2    +0.2
福田 葵(2) 中学生   3.42   3.51   3.55    3.55 
ﾌｸﾀﾞ ｱｵｲ 上田第五中   -0.9   -1.2   -0.8    -0.8
髙寺 凜(1) 中学生   3.25   3.37   3.54    3.54 
ﾀｶﾃﾗ ﾘﾝ 上田第一中   -1.1   -1.1   +0.3    +0.3
池田 心優(1) 中学生   3.45   2.51   3.46    3.46 
ｲｹﾀﾞ ﾐﾕ 上田第四中   -0.7   -0.1   -0.4    -0.4
矢島 果歩(1) 中学生   3.29   3.34   3.42    3.42 
ﾔｼﾞﾏ ｶﾎ 佐久浅間中   -1.3   -0.6   -1.3    -1.3
小宮山 瑠海(2) 中学生    X    X   3.24    3.24 
ｺﾐﾔﾏ ﾙﾐ 上田第四中   -0.4    -0.4
有沢 瑠々(1) 中学生   2.58   2.47   2.89    2.89 
ｱﾘｻﾜ ﾙﾙ 野沢中   +0.4   -0.6   -1.1    -1.1
佐藤 美和(1) 中学生   2.88   2.75   2.27    2.88 
ｻﾄｳ ﾐﾜ 佐久浅間中   +0.1   -1.0   -0.9    +0.1
磯部 遥歌(1) 中学生    X   2.69    X    2.69 
ｲｿﾍﾞ ﾊﾙｶ 佐久浅間中   -0.8    -0.8
有賀 千育(1) 中学生    X    X    X 記録なし
ｱﾙｶﾞ ﾁｲ 佐久東中
市川 七海(2) 中学生 欠場
ｲﾁｶﾜ ﾅﾅﾐ 佐久浅間中

6  4172

24 1  4156

9  4147

25 3  4155

22 10  4667

23 2  4073

20 4  4651

21 7  4158

18 8  4690

19 18  8813

16 21  4152

17 12  4502

14 17  4157

15 5  4146

12 19  4313

13 14  4171

10 15  4407

11 25  4322

8 16    16

9 11  4701

6 22  4078

7 23  4231

4 20  4368

5 13  4675

2 27  4310

3 28  4242

-4- -5- -6- 記録 備考
1 24    20

中学女子

走幅跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-



決勝 9月2日 12:30

柳澤 優羽(2) 中学生
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 上田第五中
上野 愛梨(2) 中学生
ｳｴﾉ ｱｲﾘ 望月AC
安達 朋笑(2) 中学生
ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓｴ 上田第五中
須崎 菜緒(2) 中学生
ｽｻﾞｷ ﾅｵ 上田第四中
前島 遥(2) 中学生
ﾏｴｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 上田第四中
小笠原 光咲(2) 中学生
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾐｻｷ 佐久浅間中
秋穂 真理(1) 中学生
ｱｷﾎ ﾏﾘ 佐久浅間中
小林 美菜子(2) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅｺ 佐久浅間中
神林 杏花(1) 中学生
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ 上田第五中
山田 千晶(2) 中学生
ﾔﾏﾀﾞ ﾁｱｷ 佐久浅間中
内堀 心陽(2) 中学生
ｳﾁﾎﾞﾘ ｺｺｱ 丸子中
横尾 叶葉(1) 中学生
ﾖｺｵ ｶﾅﾊ 佐久浅間中
田中 春菜(2) 中学生
ﾀﾅｶ ﾊﾙﾅ 上田第一中
井上 遥香(1) 中学生
ｲﾉｳｴ ﾊﾙｶ 上田第一中
佐藤 結(1) 中学生 欠場
ｻﾄｳ ﾕｳ 軽井沢中
櫻井 あい美(1) 中学生 欠場
ｻｸﾗｲ ｱｲﾐ 上田第四中

4  4653

 5.78   5.78 

2  4233

 6.19   6.29 

14 1  8811
 5.67  4.92

 6.35   6.40 

13 6  4594
 6.29  6.17

 6.84   7.06 

12 3  4159
 6.40  6.12

 7.29   7.29 

11 8  4462
 6.46  7.06

 6.94   7.33 

10 5  4153
 6.46  6.70

 7.01   7.34 

9 10  4676
 7.16  7.33

 7.19   7.68 

8 9  4151
 6.79  7.34

 7.50   7.69 

7 11  4130
 7.68  7.54

 7.81   7.90 

6 7  4149
 7.20  7.69

 8.16   8.16 

5 15  4640
 7.72  7.90

 8.38   8.38 

4 12  4668
 7.58  7.50

  X   8.49 

3 14  4686
 8.28  8.30

 9.30   9.76 

2 13    15
 8.26  8.49

-4- -5- -6- 記録 備考
1 16  4691

 9.54  9.76

中学女子

砲丸投
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-



決勝 9月2日  9:45

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 +1.2

 1 簾田 あいら(2) 小学生     11.88  1 木内 美桜(3) 小学生     10.54 
ﾐｽﾀﾞ ｱｲﾗ 望月AC ｷｳﾁ ﾐｵ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 児玉 楓(2) 小学生     12.14  2 小林 由奈(3) 小学生     10.96 
ｺﾀﾞﾏ ｶｴﾃﾞ 望月AC ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

 3 杉山 陽乃(2) 小学生     12.23  3 五十里 怜奈(2) 小学生     10.98 
ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾉ 真田ﾏﾗｿﾝ教室 ｲｶﾘ ﾚｲﾅ 上田JSC

 4 碓氷 叶佳(1) 小学生     12.24  4 安本 桃音(3) 小学生     11.15 
ｳｽｲ ｷｮｳｶ 岸野小 ﾔｽﾓﾄ ﾓﾓﾈ 東御市陸上教室

 5 小池 結月(1) 小学生     12.35  5 加藤 夕楓(2) 小学生     11.38 
ｺｲｹ ﾕﾂﾞｷ 上田JSC ｶﾄｳ ﾕｳｶ 軽井沢中部小

 6 柳澤 花音(1) 小学生     12.62  6 井出 杏奈(2) 小学生     11.79 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾉﾝ 岸野小 ｲﾃﾞ  ｱﾝﾅ T&F佐久平

 7 松原 美柚(2) 小学生     13.13 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾕ 望月AC

[ 3組] 風速 +0.9

 1 佐藤 澪夏(3) 小学生      9.95 
ｻﾄｳ ﾚｲﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 髙橋 陽依莉(3) 小学生     10.59 
ﾀｶﾊｼ ﾋﾖﾘ 東御市陸上教室

 3 大草 夢心(3) 小学生     10.83 
ｵｵｸｻ ﾕﾒﾐ 望月AC

 4 青地 亜実(2) 小学生     11.13 
ｱｵﾁ ｱﾐ あさまねSC

 5 北原 亜純(2) 小学生     11.59 
ｷﾀﾊﾗ ｱｽﾞﾐ 真田ｸﾗﾌﾞ

 6 帯刀 晶(1) 小学生     12.38 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱｷ 真田ｸﾗﾌﾞ

2   271

6   268

5    18

4   123

記録／備考
3   216

7     1

8    14

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3   147 2    95

7   246 3   171

5   135 4   286

6   282 7   240

2     9 6   281

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    27 5   228

小学女子

60m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ



   1 佐藤 澪夏(3) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ      9.95 (+0.9)   3   1
   2 木内 美桜(3) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     10.54 (+1.2)   2   1
   3 髙橋 陽依莉(3) 小学生 東御市陸上教室     10.59 (+0.9)   3   2
   4 大草 夢心(3) 小学生 望月AC     10.83 (+0.9)   3   3
   5 小林 由奈(3) 小学生 真田ﾏﾗｿﾝ教室     10.96 (+1.2)   2   2
   6 五十里 怜奈(2) 小学生 上田JSC     10.98 (+1.2)   2   3
   7 青地 亜実(2) 小学生 あさまねSC     11.13 (+0.9)   3   4
   8 安本 桃音(3) 小学生 東御市陸上教室     11.15 (+1.2)   2   4
   9 加藤 夕楓(2) 小学生 軽井沢中部小     11.38 (+1.2)   2   5
  10 北原 亜純(2) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ     11.59 (+0.9)   3   5
  11 井出 杏奈(2) 小学生 T&F佐久平     11.79 (+1.2)   2   6
  12 簾田 あいら(2) 小学生 望月AC     11.88 (+0.5)   1   1
  13 児玉 楓(2) 小学生 望月AC     12.14 (+0.5)   1   2
  14 杉山 陽乃(2) 小学生 真田ﾏﾗｿﾝ教室     12.23 (+0.5)   1   3
  15 碓氷 叶佳(1) 小学生 岸野小     12.24 (+0.5)   1   4
  16 小池 結月(1) 小学生 上田JSC     12.35 (+0.5)   1   5
  17 帯刀 晶(1) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ     12.38 (+0.9)   3   6
  18 柳澤 花音(1) 小学生 岸野小     12.62 (+0.5)   1   6
  19 松原 美柚(2) 小学生 望月AC     13.13 (+0.5)   1   7

  246
  268
  147
   14

  271
   95
   27
    9
  282
  135

   18
  281
  240
  123
  286
  171

備考 組 順位
  216
  228
    1

小学女子

60m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）



決勝 9月2日 10:15

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +2.2

 1 帯刀 詩(5) 小学生     16.26  1 石垣 美心(6) 小学生     16.36 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｳﾀ 真田ｸﾗﾌﾞ ｲｼｶﾞｷ  ﾐﾋﾛ T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ

 2 鏑木 愛結奈(4) 小学生     17.60  2 菊地 遥奈(4) 小学生     16.74 
ｶﾌﾞﾗｷﾞ  ｱﾕﾅ T&F佐久平 ｷｸﾁ ﾊﾙﾅ 東御市陸上教室

 3 黒田 奈央(4) 小学生     18.01  3 小林 未佳(4) 小学生     16.75 
ｸﾛﾀﾞ ﾅｵ 御代田南小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶ 安茂里小

 4 細川 瑠菜(4) 小学生     18.24  4 大湊 あかね(5) 小学生     16.86 
ﾎｿｶﾜ ﾙﾅ 東御市陸上教室 ｵｵﾐﾅﾄ ｱｶﾈ 御代田南小

 5 勝山 亜咲(4) 小学生     18.25  5 東海林 優心花(5)小学生     17.12 
ｶﾂﾔﾏ ｱｻ 安茂里小 ﾄｳｶｲﾘﾝ  ﾕﾐｶ T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ

 6 須江 奈菜実(4) 小学生     18.56  6 茂木 夕香(4) 小学生     17.37 
ｽｴ  ﾅﾅﾐ T&F佐久平 ﾓｷﾞ ﾕｳｶ 御代田南小

 7 佐々木 小夏(4) 小学生     18.98  7 渡辺 安希(5) 小学生     17.81 
ｻｻｷ ｺﾅﾂ 望月AC ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷ あさまねSC

 8 福島 彩音(5) 小学生     19.76  8 山下 里歩(5) 小学生     17.85 
ﾌｸｼﾏ ｱﾔﾈ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾔﾏｼﾀ ﾘﾎ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

[ 3組] 風速 +2.7 [ 4組] 風速 +2.2

 1 小山 知華(5) 小学生     16.39  1 大熊 杏美(4) 小学生     15.18 
ｺﾔﾏ ﾁｶ 御代田南小 ｵｵｸﾏ ｱﾐ 上田JSC

 2 宮川 紗和(5) 小学生     16.61  2 牧内 大華(6) 小学生     15.79 
ﾐﾔｶﾞﾜ  ｻﾜ T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ ﾏｷｳﾁ ﾋﾛｶ 腰越JSC小

 3 金田 馨花(4) 小学生     16.90  3 若田 香澄(4) 小学生     16.19 
ｶﾈﾀﾞ ｷｮｳｶ 真田ﾏﾗｿﾝ教室 ﾜｶﾀ ｶｽﾞﾐ 古里小学校

 4 井出 優奈(5) 小学生     16.90  4 千葉 未来(4) 小学生     16.33 
ｲﾃﾞ  ﾕﾅ T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ ﾁﾊﾞ ﾐｸ 軽井沢A&AC

 5 土屋 夢萌(4) 小学生     16.94  5 風巻 里奈(4) 小学生     16.45 
ﾂﾁﾔ ﾕﾒ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｶｻﾞﾏｷ ﾘﾅ あさまねSC

 5 柳澤 百花(6) 小学生     16.94  6 山地 沙耶(5) 小学生     16.79 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾓﾓｶ T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ ﾔﾏﾁ ｻﾔ 上田JSC

 7 手塚 華(4) 小学生     17.09  7 田中 莉奈(5) 小学生     16.85 
ﾃﾂﾞｶ ﾊﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾀﾅｶ ﾘﾅ あさまねSC

 8 下村 悠莉(5) 小学生     17.28  8 須山 知花(4) 小学生     17.29 
ｼﾓﾑﾗ ﾕﾘ 腰越JSC小 ｽﾔﾏ ﾁﾊﾅ 上田JSC

[ 5組] 風速 +1.0 [ 6組] 風速 +0.4

 1 杉本 璃子(6) 小学生     15.30  1 三浦 彩稀(6) 小学生     14.63 
ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｺ 上田JSC ﾐｳﾗ ｻｷ 上田JSC

 2 高見澤 沙慧(6) 小学生     15.32  2 齋藤 優羽(5) 小学生     14.82 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ｻｴ T&F佐久平 ｻｲﾄｳ ﾕｳ 御代田南小

 3 窪田 寿理(5) 小学生     15.41  3 関澤 きらり(6) 小学生     14.96 
ｸﾎﾞﾀ  ｼﾞｭﾘ T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 上田JSC

 4 太田 眞桜(6) 小学生     15.62  4 橋詰 史歩(6) 小学生     15.00 
ｵｵﾀ ﾏｵ 上田JSC ﾊｼﾂﾞﾒ ｼﾎ 真田ｸﾗﾌﾞ

 5 金田 麗花(6) 小学生     15.68  5 櫻井 美波(6) 小学生     15.26 
ｶﾈﾀﾞ ﾚｲｶ 真田ﾏﾗｿﾝ教室 ｻｸﾗｲ  ﾐﾅﾐ T&F佐久平

 6 宮本 和花奈(5) 小学生     15.78  6 村松 幸那(6) 小学生     15.36 
ﾐﾔﾓﾄ ﾜｶﾅ 東御市陸上教室 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｷﾅ 御代田南小

 7 神津 沙夏(5) 小学生     15.88  7 並木 彩華(4) 小学生     16.04 
ｺｳﾂﾞ ｻﾅ 御代田南小 ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 軽井沢A&AC

 8 柳澤 智穂(6) 小学生     15.97  8 秋山 佳己(6) 小学生     19.77 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁﾎ 御代田南小 ｱｷﾔﾏ ｶｺ 上田JSC

[ 7組] 風速 +0.4

 1 橋本 春花(6) 小学生     14.27 
ﾊｼﾓﾄ  ﾊﾙｶ T&F佐久平

 2 田中 雪乃(5) 小学生     14.41 
ﾀﾅｶ ﾕｷﾉ 坂城JAC

 3 中野 佐羽子(6) 小学生     14.52 
ﾅｶﾉ ｻﾜｺ 軽井沢A&AC

 4 佐伯 風帆(6) 小学生     14.60 
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢A&AC

 5 山本 紗帆(6) 小学生     14.66 
ﾔﾏﾓﾄ  ｻﾎ T&F佐久平

 6 酒井 あいか(6) 小学生     15.36 
ｻｶｲ ｱｲｶ あさまねSC

 7 中嶋 杏佳(4) 小学生     15.43 
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 軽井沢A&AC

 8 荻原 佳那(6) 小学生     15.68 
ｵｷﾞﾜﾗ ｶﾅ 軽井沢A&AC

3   167

5   152

4   106

6   121

7   168

9   157

2   101

8   234

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   191 5   244

6   183 8   170

3   290 4   184

8   276 6   114

5   251 7   261

7    36 3   236

4   104 2   192

No. 氏  名 所属名 記録／備考
9   249 9   242

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

9   194 3   248

4   217 8   125

5    30 5   243

2   224 2   129

7    38 7   163

6   275 6   179

3    37 4   208

No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   182 9   252

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

8   226 2   278

9     6 5   126

2   108 4   189

5    42 7    32

4   292 8   185

7   181 6    41

6   110 9   289

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   267 3    35

小学女子

100m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ



   1 橋本 春花(6) 小学生 T&F佐久平     14.27 (+0.4)   7   1
   2 田中 雪乃(5) 小学生 坂城JAC     14.41 (+0.4)   7   2
   3 中野 佐羽子(6) 小学生 軽井沢A&AC     14.52 (+0.4)   7   3
   4 佐伯 風帆(6) 小学生 軽井沢A&AC     14.60 (+0.4)   7   4
   5 三浦 彩稀(6) 小学生 上田JSC     14.63 (+0.4)   6   1
   6 山本 紗帆(6) 小学生 T&F佐久平     14.66 (+0.4)   7   5
   7 齋藤 優羽(5) 小学生 御代田南小     14.82 (+0.4)   6   2
   8 関澤 きらり(6) 小学生 上田JSC     14.96 (+0.4)   6   3
   9 橋詰 史歩(6) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ     15.00 (+0.4)   6   4
  10 大熊 杏美(4) 小学生 上田JSC     15.18 (+2.2)   4   1
  11 櫻井 美波(6) 小学生 T&F佐久平     15.26 (+0.4)   6   5
  12 杉本 璃子(6) 小学生 上田JSC     15.30 (+1.0)   5   1
  13 高見澤 沙慧(6) 小学生 T&F佐久平     15.32 (+1.0)   5   2
  14 村松 幸那(6) 小学生 御代田南小     15.36 (+0.4)   6   6
  14 酒井 あいか(6) 小学生 あさまねSC     15.36 (+0.4)   7   6
  16 窪田 寿理(5) 小学生 T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ     15.41 (+1.0)   5   3
  17 中嶋 杏佳(4) 小学生 軽井沢A&AC     15.43 (+0.4)   7   7
  18 太田 眞桜(6) 小学生 上田JSC     15.62 (+1.0)   5   4
  19 金田 麗花(6) 小学生 真田ﾏﾗｿﾝ教室     15.68 (+1.0)   5   5
  19 荻原 佳那(6) 小学生 軽井沢A&AC     15.68 (+0.4)   7   8
  21 宮本 和花奈(5) 小学生 東御市陸上教室     15.78 (+1.0)   5   6
  22 牧内 大華(6) 小学生 腰越JSC小     15.79 (+2.2)   4   2
  23 神津 沙夏(5) 小学生 御代田南小     15.88 (+1.0)   5   7
  24 柳澤 智穂(6) 小学生 御代田南小     15.97 (+1.0)   5   8
  25 並木 彩華(4) 小学生 軽井沢A&AC     16.04 (+0.4)   6   7
  26 若田 香澄(4) 小学生 古里小学校     16.19 (+2.2)   4   3
  27 帯刀 詩(5) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ     16.26 (+0.6)   1   1
  28 千葉 未来(4) 小学生 軽井沢A&AC     16.33 (+2.2)   4   4
  29 石垣 美心(6) 小学生 T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ     16.36 (+2.2)   2   1
  30 小山 知華(5) 小学生 御代田南小     16.39 (+2.7)   3   1
  31 風巻 里奈(4) 小学生 あさまねSC     16.45 (+2.2)   4   5
  32 宮川 紗和(5) 小学生 T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ     16.61 (+2.7)   3   2
  33 菊地 遥奈(4) 小学生 東御市陸上教室     16.74 (+2.2)   2   2
  34 小林 未佳(4) 小学生 安茂里小     16.75 (+2.2)   2   3
  35 山地 沙耶(5) 小学生 上田JSC     16.79 (+2.2)   4   6
  36 田中 莉奈(5) 小学生 あさまねSC     16.85 (+2.2)   4   7
  37 大湊 あかね(5) 小学生 御代田南小     16.86 (+2.2)   2   4
  38 金田 馨花(4) 小学生 真田ﾏﾗｿﾝ教室     16.90 (+2.7)   3   3
  38 井出 優奈(5) 小学生 T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ     16.90 (+2.7)   3   4
  40 土屋 夢萌(4) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.94 (+2.7)   3   5
  40 柳澤 百花(6) 小学生 T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ     16.94 (+2.7)   3   5
  42 手塚 華(4) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     17.09 (+2.7)   3   7
  43 東海林 優心花(5) 小学生 T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ     17.12 (+2.2)   2   5
  44 下村 悠莉(5) 小学生 腰越JSC小     17.28 (+2.7)   3   8
  45 須山 知花(4) 小学生 上田JSC     17.29 (+2.2)   4   8
  46 茂木 夕香(4) 小学生 御代田南小     17.37 (+2.2)   2   6
  47 鏑木 愛結奈(4) 小学生 T&F佐久平     17.60 (+0.6)   1   2
  48 渡辺 安希(5) 小学生 あさまねSC     17.81 (+2.2)   2   7
  49 山下 里歩(5) 小学生 真田ﾏﾗｿﾝ教室     17.85 (+2.2)   2   8
  50 黒田 奈央(4) 小学生 御代田南小     18.01 (+0.6)   1   3
  51 細川 瑠菜(4) 小学生 東御市陸上教室     18.24 (+0.6)   1   4
  52 勝山 亜咲(4) 小学生 安茂里小     18.25 (+0.6)   1   5
  53 須江 奈菜実(4) 小学生 T&F佐久平     18.56 (+0.6)   1   6
  54 佐々木 小夏(4) 小学生 望月AC     18.98 (+0.6)   1   7
  55 福島 彩音(5) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     19.76 (+0.6)   1   8
  56 秋山 佳己(6) 小学生 上田JSC     19.77 (+0.4)   6   8
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決勝 9月2日 14:30

[ 1組] [ 2組]

 1 菊地 遥奈(4) 小学生   3,52.07  1 牧内 大華(6) 小学生   3,10.58 
ｷｸﾁ ﾊﾙﾅ 東御市陸上教室 ﾏｷｳﾁ ﾋﾛｶ 腰越JSC小

 2 竹花 心美(4) 小学生   3,59.00  2 橋詰 史歩(6) 小学生   3,19.85 
ﾀｹﾊﾅ ｺｺﾐ 腰越JSC小 ﾊｼﾂﾞﾒ ｼﾎ 真田ｸﾗﾌﾞ

 3 宮川 紗和(5) 小学生   4,00.44  3 井下 音央(5) 小学生   3,19.96 
ﾐﾔｶﾞﾜ  ｻﾜ T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ ｲﾉｼﾀ ﾈｵ 浜松内野小

 4 吉田 純子(5) 小学生   4,08.00  4 酒井 あいか(6) 小学生   3,22.01 
ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 御代田南小 ｻｶｲ ｱｲｶ あさまねSC

 5 井出 優奈(5) 小学生   4,09.66  5 中村 羽来(4) 小学生   3,33.95 
ｲﾃﾞ  ﾕﾅ T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ 腰越JSC小

 6 帯刀 結(3) 小学生   4,10.67  6 北原 和(3) 小学生   3,36.04 
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾕｲ 真田ｸﾗﾌﾞ ｷﾀﾊﾗ ﾅｺﾞﾐ 真田ｸﾗﾌﾞ

 7 山地 沙耶(5) 小学生   4,11.95  7 成澤 あん里(3) 小学生   3,36.19 
ﾔﾏﾁ ｻﾔ 上田JSC ﾅﾙｻﾜ ｱﾝﾘ 腰越JSC小

 8 北原 亜純(2) 小学生   4,24.67  8 川上 野々花(6) 小学生   3,38.01 
ｷﾀﾊﾗ ｱｽﾞﾐ 真田ｸﾗﾌﾞ ｶﾜｶﾐ ﾉﾉｶ 真田ｸﾗﾌﾞ

 9 竹花 ひまり(1) 小学生   4,34.67  9 今井 希実(6) 小学生   3,42.36 
ﾀｹﾊﾅ ﾋﾏﾘ 腰越JSC小 ｲﾏｲ ﾉｿﾞﾐ 上田JSC

10 五十里 怜奈(2) 小学生   4,41.55 10 帯刀 詩(5) 小学生   3,45.17 
ｲｶﾘ ﾚｲﾅ 上田JSC ｵﾋﾞﾅﾀ ｳﾀ 真田ｸﾗﾌﾞ

11 須山 知花(4) 小学生   4,42.06 11 下村 悠莉(5) 小学生   3,59.85 
ｽﾔﾏ ﾁﾊﾅ 上田JSC ｼﾓﾑﾗ ﾕﾘ 腰越JSC小

12 安本 桃音(3) 小学生   4,54.38 12 小林 真緒(6) 小学生   4,20.93 
ﾔｽﾓﾄ ﾓﾓﾈ 東御市陸上教室 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｵ 東御市陸上教室

13 七海 真帆(3) 小学生   4,57.38 竹内 葵(6) 小学生
ﾅﾅｳﾐ ﾏﾎ 東御市陸上教室 ﾀｹｳﾁ ｱｵｲ 腰越JSC小

14 宮島 咲子(1) 小学生   5,21.88 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｻｷｺ 真田ｸﾗﾌﾞ

欠場
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順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 牧内 大華(6) 小学生 腰越JSC小     3,10.58   2   1
   2 橋詰 史歩(6) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ     3,19.85   2   2
   3 井下 音央(5) 小学生 浜松内野小     3,19.96   2   3
   4 酒井 あいか(6) 小学生 あさまねSC     3,22.01   2   4
   5 中村 羽来(4) 小学生 腰越JSC小     3,33.95   2   5
   6 北原 和(3) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ     3,36.04   2   6
   7 成澤 あん里(3) 小学生 腰越JSC小     3,36.19   2   7
   8 川上 野々花(6) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ     3,38.01   2   8
   9 今井 希実(6) 小学生 上田JSC     3,42.36   2   9
  10 帯刀 詩(5) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ     3,45.17   2  10
  11 菊地 遥奈(4) 小学生 東御市陸上教室     3,52.07   1   1
  12 竹花 心美(4) 小学生 腰越JSC小     3,59.00   1   2
  13 下村 悠莉(5) 小学生 腰越JSC小     3,59.85   2  11
  14 宮川 紗和(5) 小学生 T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ     4,00.44   1   3
  15 吉田 純子(5) 小学生 御代田南小     4,08.00   1   4
  16 井出 優奈(5) 小学生 T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ     4,09.66   1   5
  17 帯刀 結(3) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ     4,10.67   1   6
  18 山地 沙耶(5) 小学生 上田JSC     4,11.95   1   7
  19 小林 真緒(6) 小学生 東御市陸上教室     4,20.93   2  12
  20 北原 亜純(2) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ     4,24.67   1   8
  21 竹花 ひまり(1) 小学生 腰越JSC小     4,34.67   1   9
  22 五十里 怜奈(2) 小学生 上田JSC     4,41.55   1  10
  23 須山 知花(4) 小学生 上田JSC     4,42.06   1  11
  24 安本 桃音(3) 小学生 東御市陸上教室     4,54.38   1  12
  25 七海 真帆(3) 小学生 東御市陸上教室     4,57.38   1  13
  26 宮島 咲子(1) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ     5,21.88   1  14
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小学女子



決勝 9月2日 12:25

風速 +1.9

 1 土屋 夢萌(4) 小学生     13.03 
ﾂﾁﾔ ﾕﾒ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 大熊 杏美(4) 小学生     13.06 
ｵｵｸﾏ ｱﾐ 上田JSC

 3 佐藤 澪夏(3) 小学生     14.32 
ｻﾄｳ ﾚｲﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 髙橋 陽依莉(3) 小学生     14.32 
ﾀｶﾊｼ ﾋﾖﾘ 東御市陸上教室

 5 手塚 華(4) 小学生     15.73 
ﾃﾂﾞｶ ﾊﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 6 七海 真帆(3) 小学生     15.90 
ﾅﾅｳﾐ ﾏﾎ 東御市陸上教室

 7 黒田 奈央(4) 小学生     18.33 
ｸﾛﾀﾞ ﾅｵ 御代田南小
浅田 彩七(4) 小学生
ｱｻﾀﾞ ｱﾔﾅ 上田JSC

決勝 9月2日 12:45

[ 1組] 風速 -0.5 [ 2組] 風速 -1.9

 1 山本 紗帆(6) 小学生     15.30  1 佐伯 風帆(6) 小学生     13.88 
ﾔﾏﾓﾄ  ｻﾎ T&F佐久平 ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢A&AC

 2 関澤 きらり(6) 小学生     17.29  2 荻原 佳那(6) 小学生     14.21 
ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 上田JSC ｵｷﾞﾜﾗ ｶﾅ 軽井沢A&AC

 3 石垣 美心(6) 小学生     18.58  3 中嶋 杏佳(4) 小学生     14.82 
ｲｼｶﾞｷ  ﾐﾋﾛ T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 軽井沢A&AC

 4 横須賀 さくら(5)小学生     18.68  4 中野 佐羽子(6) 小学生     15.64 
ﾖｺｽｶ ｻｸﾗ あさまねSC ﾅｶﾉ ｻﾜｺ 軽井沢A&AC

 5 並木 彩華(4) 小学生     19.57  5 漆原 衣咲(6) 小学生     15.84 
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 軽井沢A&AC ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 軽井沢A&AC

 6 倉嶋 優菜(5) 小学生     19.95  6 田口 朱音(5) 小学生     17.25 
ｸﾗｼﾏ ﾕｳﾅ 安茂里小 ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 軽井沢A&AC

 7 杉本 璃子(6) 小学生     20.39  7 大森 玲花(4) 小学生     17.27 
ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｺ 上田JSC ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC

   1 佐伯 風帆(6) 小学生 軽井沢A&AC     13.88 (-1.9)   2   1
   2 荻原 佳那(6) 小学生 軽井沢A&AC     14.21 (-1.9)   2   2
   3 中嶋 杏佳(4) 小学生 軽井沢A&AC     14.82 (-1.9)   2   3
   4 山本 紗帆(6) 小学生 T&F佐久平     15.30 (-0.5)   1   1
   5 中野 佐羽子(6) 小学生 軽井沢A&AC     15.64 (-1.9)   2   4
   6 漆原 衣咲(6) 小学生 軽井沢A&AC     15.84 (-1.9)   2   5
   7 田口 朱音(5) 小学生 軽井沢A&AC     17.25 (-1.9)   2   6
   8 大森 玲花(4) 小学生 軽井沢A&AC     17.27 (-1.9)   2   7
   9 関澤 きらり(6) 小学生 上田JSC     17.29 (-0.5)   1   2
  10 石垣 美心(6) 小学生 T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ     18.58 (-0.5)   1   3
  11 横須賀 さくら(5) 小学生 あさまねSC     18.68 (-0.5)   1   4
  12 並木 彩華(4) 小学生 軽井沢A&AC     19.57 (-0.5)   1   5
  13 倉嶋 優菜(5) 小学生 安茂里小     19.95 (-0.5)   1   6
  14 杉本 璃子(6) 小学生 上田JSC     20.39 (-0.5)   1   7

  236
   35
  116
  170
   40
  249

  167
  106
  168
  161
  169
  165

記録（風） 備考 組 順位
  157
  152

小学女子

80mH
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

2   249 7   165

7    40 8   169

4   170 2   161

5   116 3   168

6    35 5   167

8   236 6   152

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   106 4   157

小学女子

80mH

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

2   181

7   250
欠場

4   217

9   293

8   216

5     1

6   224

3   252

小学女子

60mH

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月2日 15:35

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 T&F佐久平   114 櫻井 美波(6)     57.13 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ｻｸﾗｲ  ﾐﾅﾐ
  101 橋本 春花(6)

ﾊｼﾓﾄ  ﾊﾙｶ
  104 高見澤 沙慧(6)

ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ｻｴ
  106 山本 紗帆(6)

ﾔﾏﾓﾄ  ｻﾎ
 2   6 上田JSC   236 関澤 きらり(6)     58.60 

ｳｴﾀﾞｼﾞｪｲｴｽｼｰ ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ
  242 三浦 彩稀(6)

ﾐｳﾗ ｻｷ
  241 今井 希実(6)

ｲﾏｲ ﾉｿﾞﾐ
  249 杉本 璃子(6)

ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｺ
 3   2 真田ｸﾗﾌﾞ   272 北原 和(3)   1,02.24 

ｻﾅﾀﾞｸﾗﾌﾞ ｷﾀﾊﾗ ﾅｺﾞﾐ
  265 川上 野々花(6)

ｶﾜｶﾐ ﾉﾉｶ
  267 帯刀 詩(5)

ｵﾋﾞﾅﾀ ｳﾀ
  261 橋詰 史歩(6)

ﾊｼﾂﾞﾒ ｼﾎ
 4   3 あさまねSC   129 風巻 里奈(4)   1,03.17 

ｱｻﾏﾈSC ｶｻﾞﾏｷ ﾘﾅ
  121 酒井 あいか(6)

ｻｶｲ ｱｲｶ
  116 横須賀 さくら(5)

ﾖｺｽｶ ｻｸﾗ
  125 田中 莉奈(5)

ﾀﾅｶ ﾘﾅ
 5   8 軽井沢A&AC(A)   163 千葉 未来(4)   1,03.39 

ｶﾙｲｻﾞﾜA&ACA ﾁﾊﾞ ﾐｸ
  167 中嶋 杏佳(4)

ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ
  170 並木 彩華(4)

ﾅﾐｷ ｱﾔｶ
  165 大森 玲花(4)

ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ
 6   4 T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ    32 東海林 優心花(5)   1,05.01 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ﾄｳｶｲﾘﾝ  ﾕﾐｶ
   36 窪田 寿理(5)

ｸﾎﾞﾀ  ｼﾞｭﾘ
   35 石垣 美心(6)

ｲｼｶﾞｷ  ﾐﾋﾛ
   30 柳澤 百花(6)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾓﾓｶ
 7   5 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   228 木内 美桜(3)   1,07.05 

ｻｸﾄﾞﾘｰﾑ ｷｳﾁ ﾐｵ
  216 佐藤 澪夏(3)

ｻﾄｳ ﾚｲﾅ
  224 土屋 夢萌(4)

ﾂﾁﾔ ﾕﾒ
  217 手塚 華(4)

ﾃﾂﾞｶ ﾊﾅ

小学女子

4x100mR
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漆原 衣咲(6) 小学生   3.96    X   4.07    4.07 
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 軽井沢A&AC   -1.4   +0.3    +0.3
三浦 彩稀(6) 小学生   3.54   3.81   3.78    3.81 
ﾐｳﾗ ｻｷ 上田JSC   -1.1   -0.8   +0.1    -0.8
大森 玲花(4) 小学生   3.72   3.75   3.75    3.75 
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC   +0.1   -0.7   +1.0    -0.7
橋本 春花(6) 小学生   3.46   3.51   3.39    3.51 
ﾊｼﾓﾄ  ﾊﾙｶ T&F佐久平   -1.7   +0.1   +1.2    +0.1
窪田 寿理(5) 小学生   3.16   3.44   3.37    3.44 
ｸﾎﾞﾀ  ｼﾞｭﾘ T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ   -1.4   -1.2   -0.6    -1.2
今井 希実(6) 小学生   3.38    X    X    3.38 
ｲﾏｲ ﾉｿﾞﾐ 上田JSC   -0.3    -0.3
高見澤 沙慧(6) 小学生   3.16   2.91   2.75    3.16 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ｻｴ T&F佐久平   -1.0   -0.6   +0.5    -1.0
東海林 優心花(5) 小学生   2.90   3.04   3.15    3.15 
ﾄｳｶｲﾘﾝ  ﾕﾐｶ T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ   +0.4   -0.2   +0.4    +0.4
村松 幸那(6) 小学生   3.15   3.01   2.86    3.15 
ﾑﾗﾏﾂ ﾕｷﾅ 御代田南小   +0.1   -1.8   +0.4    +0.1
田口 朱音(5) 小学生   2.53   2.40   3.14    3.14 
ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 軽井沢A&AC   -0.2   -0.5   +1.2    +1.2
竹中 なぎさ(6) 小学生   3.06    X   3.09    3.09 
ﾀｹﾅｶ ﾅｷﾞｻ 御代田南小   -0.5   -0.7    -0.7
馬場 夏芽(5) 小学生   3.05   2.92    X    3.05 
ﾊﾞﾊﾞ ﾅﾂﾒ 御代田南小   -0.2   -1.7    -0.2
櫻井 美波(6) 小学生   2.81   2.98   2.59    2.98 
ｻｸﾗｲ  ﾐﾅﾐ T&F佐久平   +0.5   -0.7   +1.0    -0.7
柳澤 百花(6) 小学生   2.50   2.56   2.77    2.77 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾓﾓｶ T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ   -0.4   -0.2   +1.4    +1.4
太田 眞桜(6) 小学生   2.66   2.72    X    2.72 
ｵｵﾀ ﾏｵ 上田JSC   +0.2   -0.4    -0.4
浅田 彩七(4) 小学生   2.48   2.71   2.66    2.71 
ｱｻﾀﾞ ｱﾔﾅ 上田JSC   -0.2   -0.7   +0.8    -0.7
佐々木 小夏(4) 小学生   2.25   2.56   2.37    2.56 
ｻｻｷ ｺﾅﾂ 望月AC   -0.7   -1.7   -0.8    -1.7
簾田 あいら(2) 小学生   2.08   2.06   2.02    2.08 
ﾐｽﾀﾞ ｱｲﾗ 望月AC   -1.6   -1.5   -0.2    -1.6
大草 夢心(3) 小学生    X    X    X 記録なし
ｵｵｸｻ ﾕﾒﾐ 望月AC
児玉 楓(2) 小学生    X    X    X 記録なし
ｺﾀﾞﾏ ｶｴﾃﾞ 望月AC

3     9

18 2    27

1    18

16 9   250

17 4     6

14 6    30

15 11   251

12 7   187

13 12   114

10 15   169

11 5   186

8 10    32

9 14   184

6 18   241

7 19   104

4 17   101

5 8    36

2 16   242

3 13   165

-4- -5- -6- 記録 備考
1 20   161

小学女子

走幅跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-
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石原 生芙希(5) 小学生
ｲｼﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 真田ﾏﾗｿﾝ教室
北原 和(3) 小学生
ｷﾀﾊﾗ ﾅｺﾞﾐ 真田ｸﾗﾌﾞ

小学女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
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   283
  O   O 32.71

2 1   272
17.48   O   -  17.48 

 32.71 
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