
大会コード 19170011

： 20１9年7月13日(土)
： 菅平高原ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ陸上競技場（競技場コード173080）  
： 上田市・上田市教育委員会・(財)上田市体育協会

長野県教育委員会・一般財団法人長野陸上競技協会　
： 上田陸上競技協会
： 杉崎　憲男
： 細田　完二(トラック)　

内堀　俊彦(跳躍)　 小林　至(投てき)　
由井　正巳(招集所）

： 山野井 宏彰

■この大会で樹立された記録

田所 夢太郎(3)
田近 資武(3)
丸山 竜平(6)
土赤 仁義(6)
児玉 大河(6)
鈴木 士愛(5)
柳澤 航希(6)
栗原 賢(5)
諸山 琉生(6)
中村 颯人(3)
中島 花梨(2)
犬飼 楓(3)
松本 優花(3)
牧内 大華(2)
大森 里香(3)
岡田 莉歩(2)
中村 羽来(6)
北原 和(5)
成澤 あん里(5)
山本 萌華(6)

足立 晃悠(3)
佐藤 将大(3)
藤原 陸生(3)
古村 拓海(3)
茅野 雅也(3)
夏目 士瑠(3)
伊藤 燦(1)
德永 龍亮(3)
荒井 菜々美(2)
小柳 梨乃(2)
細田 怜奈(3)
三輪 希々葉(3)
梅原 小梅(2)
佐伯 風帆(2)
岡田 莉歩(2)
荻原 希乃愛(3)

■グラウンドコンディション

梨子田 乃々果(6)

16:00 曇り 東 2.3  20.5 73.012:00 曇り 南南東 1.4  24.0 48.0
15:00 曇り 東 1.2  22.0 58.011:00 曇り 南 1.7  23.5 49.0
14:00 曇り 南 1.3  24.0 56.010:00 曇り 南東 2.3  22.0 51.0
13:00 晴れ 南東 3.2  24.0 50.009:00 曇り 南 2.2  20.5 53.0

(m/s) (℃) (%)(m/s) (℃) (%)
時刻 天候 風向 風速 気温 湿度

軽井沢中A 47秒2 大会新

時刻 天候 風向 風速 気温 湿度

0７/１３ 中学女子 4x100mR 決勝 52秒42

大会新

0７/１３ 中学女子 4x100mR 決勝 52秒27 東御東部中A 47秒2 大会新

47秒2 大会新

0７/１３ 中学男子 4x100mR 決勝 46秒75 裾花中A 47秒2

0７/１３ 中学男子 4x100mR 決勝 46秒06 浅間中A

大会新
0７/１３ 小学女子 100m 決勝 13秒82 +1.5 北安松川小 14秒1 大会新

3'29"9 大会新
0７/１３ 小学女子 100m 決勝 13秒76 +1.5 木島小 14秒1
0７/１３ 小学女子 1000m 決勝 3'27"11 腰越JSC

3'29"9 大会新
0７/１３ 小学女子 1000m 決勝 3'25"20 真田ｸﾗﾌﾞ 3'29"9 大会新
0７/１３ 小学女子 1000m 決勝 3'17"58 腰越JSC

1m55 大会ﾀｲ
0７/１３ 中学女子 棒高跳 決勝 3m10 軽井沢中 3m00 大会新
0７/１３ 中学女子 走高跳 決勝 1m55 軽井沢A&AC

39m76 大会新
0７/１３ 中学女子 800m 決勝 2'23"73 丸子北中 2'23"8 大会新
0７/１３ 一般・高校女子 やり投 決勝 40ｍ06 更級農業高

大会新
0７/１３ 一般・高校女子 やり投 決勝 42m21 小諸高 39m76 大会新

長野工業高 11秒0 大会新
0７/１３ 一般・高校女子 走高跳 決勝 1m64 市立長野高 1m60
0７/１３ 一般・高校男子 100m 予選 10秒79 ＋0.7

3'22"4 大会新
0７/１３ 小学男子 1000m 決勝 3'22"24 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 3'22"4 大会新
0７/１３ 小学男子 1000m 決勝 3'20"92 諏訪FA

3'22"4 大会新
0７/１３ 小学男子 1000m 決勝 3'19"60 真田陸上教室 3'22"4 大会新
0７/１３ 小学男子 1000m 決勝 3'19"48 木島平小

大会新
0７/１３ 小学男子 1000m 決勝 3'18"74 腰越JSC 3'22"4 大会新

豊洲小 13秒2 大会新
0７/１３ 小学男子 1000m 決勝 3'14"71 腰越JSC 3'22"4
0７/１３ 小学男子 100m 決勝 12秒41 +1.9

9'24"5 大会新
0７/１３ 中学男子 砲丸投(5.000kg) 12m19 王滝中 11m99 大会新
0７/１３ 中学男子 3000m 決勝 9'10"73 富士見中

ﾗｳﾝﾄﾞ 記録 氏名(学年) 所属 従来の記録 備考
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第71回全信州陸上競技大会
　主催　上田市・上田市教育委員会・(財)上田市体育協会
　　　　長野県教育委員会・長野陸上競技協会
　主管　上田陸上競技協会

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】173080  菅平高原ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ陸上競技場

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
07/13 女子  +1.7脇田 あやな(3) 12.16 渡邉 葉月(1) 12.56 古田 楓(3) 12.67 伊藤 桃香(2) 12.78 宮岡 万優莉(1) 13.00 髙栁  菜乃香(2) 13.13 堤 ヒトミ(1) 13.37

100m 高校･済美高(岐阜) 高校･済美高(岐阜) 高校･済美高(岐阜) 高校･諏訪二葉高 高校･市立長野高 高校･岩村田高 高校･丸子修学館高
07/13  +1.2森 樺音(1) 25.62 古田 楓(3) 26.14 宮澤 香音(2) 26.40 伊藤 桃香(2) 26.70 田中 咲(1) 26.73 水元 叶(1) 27.46

200m 高校･済美高(岐阜) 高校･済美高(岐阜) 高校･下伊那農高 高校･諏訪二葉高 高校･丸子修学館高 高校･市立長野高
07/13 髙野 夏来(1) 2,27.41 宮下 綺実(2) 2,36.00 小池 嶺花(1) 2,37.62 古旗 葵(1) 2,39.47 岡 杏奈(1) 2,44.13 成田 香穂(1) 2,47.83 冨沢 花(1) 2,48.50 小林 妃莉(1) 2,48.59

800m 高校･諏訪二葉高 高校･諏訪二葉高 高校･諏訪二葉高 高校･上田東高 高校･須坂東高 高校･上田染谷丘高 高校･野沢南高 高校･市立長野高
07/13  +1.4髙尾 玲良(1) 15.45 竹内 里桜(1) 16.22 髙橋 結愛(1) 17.35 清水 あかね(2) 17.65 田村 遥(2) 18.86

100mH 高校･上田染谷丘高 高校･諏訪二葉高 高校･市立長野高 高校･上田高 高校･上田高
07/13 中島 花梨(2) 1.64 岡田 朋佳(2) 1.55 関谷 和香(1) 1.40

走高跳 高校･市立長野高 大会新 高校･市立長野高 高校･上田東高
07/13 諸星 美璃(1) 2.60 松田 ゆうか(1) 2.40

棒高跳 高校･小諸高 高校･市立長野高
07/13 小林 千紘(1) 5.13(0.0) 中村 愛依(2) 4.97(-0.3) 北原 小遥(1) 4.92(-0.6) 中村 來央(1) 4.73(+0.5) 田中 咲(1) 4.39(-0.8) 蓬田 薫音(2) 4.17(-0.5) 清水 風(1) 4.08(-0.7) 綱島 乙葉(1) 4.04(-1.2)

走幅跳 高校･諏訪二葉高 高校･市立長野高 高校･諏訪二葉高 高校･市立長野高 高校･丸子修学館高 高校･上田東高 高校･上田千曲高 高校･上田東高
07/13 宮澤 香音(2)10.78(+1.3) 北原 小遥(1)10.15(+1.4) 田中 万葉(2) 9.98(+1.0) 西 郁花(2) 9.88(+1.3) 田村 遥(2) 9.87(+0.6) 田中 捺未(2) 9.48(+0.9) 清水 あかね(2)9.42(+0.2) 蓬田 薫音(2) 8.71(+1.2)

三段跳 高校･下伊那農高 高校･諏訪二葉高 高校･市立長野高 高校･上田染谷丘高 高校･上田高 高校･上田染谷丘高 高校･上田高 高校･上田東高
07/13 臼井 華(3) 11.06 栁澤 優羽(1) 9.86 安達 朋笑(1) 7.85 前島 遥(1) 7.63 城下 琴音(3) 7.50

砲丸投 高校･更級農業高 高校･上田染谷丘高 高校･上田染谷丘高 高校･上田東高 高校･上田千曲高
07/13 小林 幸音(3) 37.58 井川 遥菜(3) 28.94 安達 朋笑(1) 24.91 城下 琴音(3) 23.09 前島 遥(1) 20.54 小林 朋子(1) 16.47 滝澤 桜叶 15.28

円盤投 高校･飯山高 一般･信州大 高校･上田染谷丘高 高校･上田千曲高 高校･上田東高 高校･飯山高 高校･上田千曲高
07/13 犬飼 楓(3) 42.21 松本 優花(3) 40.06 原野 茉優(3) 34.09 今野 瑠奈(2) 33.38 栁澤 優羽(1) 30.17 市川 夏雅里(1) 24.42 小林 凛(1) 24.13 粟野原 瑠々子(2 23.25

やり投 高校･小諸高 大会新 高校･更級農業高 大会新 高校･小諸高 高校･野沢南高 高校･上田染谷丘高 高校･上田東高 高校･上田千曲高 高校･長野西高
07/13 市立長野高A       47.61 済美高       47.80 諏訪二葉高       51.92 岩村田高       52.44 市立長野高B       52.75 上田染谷丘高      55.61 野沢南高       58.82 上田千曲高     1,00.29

4x100mR 河田 璃音(3) 古田 楓(3) 小林 千紘(1) 栗田  怜奈(2) 中村 愛依(2) 田中 捺未(2) 今野 瑠奈(2) 清水 風(1)
綿貫 寧(2) 脇田 あやな(3) 伊藤 桃香(2) 髙栁  菜乃香(2) 髙橋 結愛(1) 西 郁花(2) 今井 菜々子(1) 滝澤 桜叶
唐澤 花実(3) 森 樺音(1) 竹内 里桜(1) 山浦  日菜乃(2) 水元 叶(1) 山田 萌花(1) 小林 明日海(2) 小林 凛(1)
田村 純菜(3) 渡邉 葉月(1) 北原 小遥(1) 田村  菜々香(2) 宮岡 万優莉(1) 髙尾 玲良(1) 冨沢 花(1) 城下 琴音(3)

07/13 中学女子  +1.6小柳 梨乃(2) 12.81 佐伯 風帆(2) 12.88 竹花 碧乃(3) 13.13 関澤 きらり(2) 13.37 倉根 慧(3) 13.41 橋本 春花(2) 13.63 田中 雪乃(1) 13.70 菅沼 花菜(3) 13.85
100m 中学･東御東部中 中学･軽井沢中 中学･T&F佐久平 中学･上田第一中 中学･野沢中 中学･T&F佐久平 中学･上田第二中 中学･望月AC

07/13 牧内 大華(2) 2,23.73 峯岸 羽那(3) 2,26.10 山﨑 吏桜(2) 2,28.42 竹花 碧乃(3) 2,31.44 下島 佳純(3) 2,32.24 酒井 あいか(2) 2,34.84 小川 三陸(3) 2,35.08 田中 聖(2) 2,35.14
800m 中学･丸子北中 大会新 中学･三陽中 中学･木島平中 中学･T&F佐久平 中学･上田第五中 中学･小諸東中 中学･軽井沢中 中学･三陽中

07/13  +0.9大森 里香(3) 14.15 佐伯 風帆(2) 14.33 荻原 希乃愛(3) 14.52 大鹿 愛和(3) 15.24 藤田 愛以花(3) 15.63 中嶋 愛佳(3) 15.69 関澤 きらり(2) 16.04 漆原 衣咲(2) 16.17
100mH 中学･軽井沢A&AC 中学･軽井沢中 中学･軽井沢中 中学･野沢中 中学･千代田AC(静岡) 中学･軽井沢A&AC 中学･上田第一中 中学･軽井沢A&AC

07/13 大森 里香(3) 1.55 荻原 希乃愛(3) 1.50 漆原 衣咲(2) 1.45 行田 優空(3) 1.40 太田 眞桜(2) 1.40 大鹿 愛和(3) 1.35 小森 玲那(1) 1.35 中沢 麗葉(2) 1.35
走高跳 中学･軽井沢A&AC 大会ﾀｲ 中学･軽井沢中 中学･軽井沢A&AC 中学･軽井沢中 中学･上田第一中 中学･野沢中 中学･高社中 中学･中込中

07/13 岡田 莉歩(2) 3.10 伊藤 花純(3) 2.60 鈴木 天音(3) 2.40 佐藤 鈴華(2) 2.00 高見澤 茉那(1) 1.80
棒高跳 中学･軽井沢中 大会新 中学･上田第一中 中学･浅間中 中学･上田第一中 中学･上田第五中

07/13 倉根 慧(3) 4.93(-1.9) 藤田 愛以花(3)4.80(-1.6) 細田 怜奈(3) 4.66(-1.0) 有賀 明子(3) 4.60(-1.8) 菅沼 花菜(3) 4.48(-1.7) 梅原 小梅(2) 4.35(-1.5) 工藤 ゆらら(3)4.23(+2.0) 清水 藤子(1) 4.00(-1.3)
走幅跳 中学･野沢中 中学･千代田AC(静岡) 中学･東御東部中 中学･上田第五中 中学･望月AC 中学･軽井沢中 中学･高社中 中学･東御東部中

07/13 秋穂 真理(3) 10.54 並木 愛佳(3) 9.60 黒澤 美月(3) 9.38 小池 明日美(2) 9.34 中嶋 愛佳(3) 8.96 増澤 美優(3) 8.89 山田 柚葵(3) 8.88 井上 遥香(3) 7.77
砲丸投 中学･浅間中 中学･宮川RC 中学･宮川RC 中学･宮川RC 中学･軽井沢A&AC 中学･両小野中 中学･高社中 中学･上田第一中

07/13 神林 杏花(3) 26.03 小山 莉穂(3) 22.39 並木 愛佳(3) 17.89
円盤投 中学･上田第五中 中学･相森中 中学･宮川RC

07/13 増澤 美優(3) 43.31 赤久保 はづき(3 24.31 阿部 紗和(1) 18.88
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･両小野中 中学･高社中 中学･裾花中

07/13 東御東部中A       52.27 軽井沢中A       52.42 上田第一中       54.19 上田第五中       55.66 軽井沢中B       56.22 裾花中B       56.46 高社中B       57.35 高社中A       57.45
4x100mR 荒井 菜々美(2 大会新 梅原 小梅(2) 大会新 峯村 樹奈(3) 春原 史佳(1) 小林 優芽乃(3) 下川 紘(2) 熊代 愛紗陽(1) 山田 柚葵(3)

小柳 梨乃(2) 佐伯 風帆(2) 中島 朱夏(3) 坂口 瑠唯(1) 行田 優空(3) 阿部 紗和(1) 武田 怜子(2) 熊代 眞陽琉(3)
細田 怜奈(3) 岡田 莉歩(2) 山田 菜々美(3) 松木 紗良(2) 小川 三陸(3) 塚田 華子(1) 土屋 羽奏(1) 赤久保 はづき(3)
三輪 希々葉(3) 荻原 希乃愛(3) 髙寺 凜(3) 秋山 佳己(2) 佐藤 結(3) 岩下 優奈(2) 小森 玲那(1) 工藤 ゆらら(3)



第71回全信州陸上競技大会
　主催　上田市・上田市教育委員会・(財)上田市体育協会
　　　　長野県教育委員会・長野陸上競技協会
　主管　上田陸上競技協会

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】173080  菅平高原ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ陸上競技場

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
07/13 小学女子 山本 萌華(6) 13.76 梨子田 乃々果(6 13.82 横澤 咲蘭(6) 14.65 佐藤 澪夏(5) 14.69 山嵜 彩加(6) 14.74 工藤 ささら(6) 14.82 関 柊来(6) 15.07 櫻井 玲未(5) 15.18

100m 小学･木島小 大会新 小学･北安松川小 大会新 小学･北安松川小 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･NDFｼﾞｭﾆｱ 小学･NDFｼﾞｭﾆｱ 小学･NDFｼﾞｭﾆｱ 小学･T&F佐久平
荻原 綾美(6)
小学･NDFｼﾞｭﾆｱ

07/13 中村 羽来(6) 3,17.58 北原 和(5) 3,25.20 成澤 あん里(5) 3,27.11 黒沢 燈(4) 3,34.46 長井 梨華(5) 3,37.29 岡 小凜(6) 3,38.63 山﨑 凜奏(5) 3,43.60 武田 実久(6) 3,43.95
1000m 小学･腰越JSC 大会新 小学･真田ｸﾗﾌﾞ 大会新 小学･腰越JSC 大会新 小学･腰越JSC 小学･須坂陸協 小学･須坂陸協 小学･NDFｼﾞｭﾆｱ 小学･NDFｼﾞｭﾆｱ

07/13 坂下 茉優(6) 12.63 山口 莉央(6) 13.18 中嶋 杏佳(6) 13.28 花村 日向(6) 13.42 八巻 まるり(5) 14.40 小林 志乃(5) 14.83 山﨑 夢生(6) 14.99 山﨑 結生(4) 15.43
80mH 小学･千代田AC(静岡) 小学･安茂里小 小学･軽井沢A&AC 小学･千代田AC(静岡) 小学･千代田AC(静岡) 小学･千代田AC(静岡) 小学･千代田AC(静岡) 小学･千代田AC(静岡)

07/13 花村 日向(6) 1.30 坂下 茉優(6) 1.30 工藤 ささら(6) 1.25 山口 莉央(6) 1.25 中嶋 杏佳(6) 1.25 御子柴 直美(5) 1.20 御子柴 清美(6) 1.15 小林 志乃(5) 1.10
走高跳 小学･千代田AC(静岡) 小学･千代田AC(静岡) 小学･NDFｼﾞｭﾆｱ 小学･安茂里小 小学･軽井沢A&AC 小学･諏訪FA 小学･諏訪FA 小学･千代田AC(静岡)

佐藤 澪夏(5)
小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
山﨑 夢生(6)
小学･千代田AC(静岡)

07/13 小林 未佳(6) 3.97(+0.9) 山嵜 彩加(6) 3.82(+2.0) 林 菜々子(5) 3.55(+2.0) 山口 真央(6) 3.48(+0.8) 土屋 まい(5) 3.39(+2.0) 荻原 綾美(6) 3.33(+0.7) 伊藤 瑳那(4) 3.22(+1.4) 浦野 あずみ(6)3.04(+1.6)
走幅跳 小学･安茂里小 小学･NDFｼﾞｭﾆｱ 小学･T&F佐久平 小学･真田陸上教室 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･NDFｼﾞｭﾆｱ 小学･千代田AC(静岡) 小学･NDFｼﾞｭﾆｱ

07/13 浦野 あずみ(6) 31.77 髙橋 陽依莉(5) 31.76 黒澤 佳恋(6) 30.25 山﨑 凜奏(5) 29.57 山口 真央(6) 29.46 小林 未佳(6) 29.02 安本 桃音(5) 23.67 箱山 恵莉那(4) 20.81
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･NDFｼﾞｭﾆｱ 小学･東御市陸上教室 小学･真田陸上教室 小学･NDFｼﾞｭﾆｱ 小学･真田陸上教室 小学･安茂里小 小学･東御市陸上教室 小学･上田JSC



予選 7月13日 12:40
決勝 7月13日 15:10

[ 1組] 風速 +3.1 [ 2組] 風速 +1.7

 1 田中 万葉(2) 高校     13.35  1 宮岡 万優莉(1) 高校     12.92 q
ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾊ 市立長野高 ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ 市立長野高

 2 髙橋 結愛(1) 高校     13.66  2 髙栁  菜乃香(2) 高校     13.12 q
ﾀｶﾊｼ ﾕｱ 市立長野高 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾅﾉｶ 岩村田高

 3 西 郁花(2) 高校     13.66  3 田村  菜々香(2) 高校     13.52 
ﾆｼ ﾌﾐｶ 上田染谷丘高 ﾀﾑﾗ ﾅﾅｶ 岩村田高

 4 宮崎 若奈(1) 高校     14.04  4 小林 千紘(1) 高校     13.55 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾜｶﾅ 長野商高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 諏訪二葉高

 5 関谷 和香(1) 高校     14.61  5 竹内 里桜(1) 高校     13.57 
ｾｷﾔ ﾉﾄﾞｶ 上田東高 ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 諏訪二葉高

 6 山田 萌花(1) 高校     14.63  6 永原 可那(2) 高校     13.87 
ﾔﾏﾀﾞ ﾓｶ 上田染谷丘高 ﾅｶﾞﾊﾗ ｶﾅ 市立長野高

 7 出澤 愛子(1) 高校     14.79 宮崎 佳乃(1) 高校
ｲﾃﾞｻﾞﾜ ｱｲｺ 岩村田高 ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾉ 済美高(岐阜)

 8 中條 玲南(1) 高校     15.65 今西 喜子(2) 高校
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾚｲﾅ 岩村田高 ｲﾏﾆｼ ｷｺ 済美高(岐阜)

[ 3組] 風速 +2.5

 1 脇田 あやな(3) 高校     12.06 q
ﾜｷﾀ ｱﾔﾅ 済美高(岐阜)

 2 渡邉 葉月(1) 高校     12.37 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾂﾞｷ 済美高(岐阜)

 3 古田 楓(3) 高校     12.52 q
ﾌﾙﾀ ｶｴﾃﾞ 済美高(岐阜)

 4 森 樺音(1) 高校     12.56 q
ﾓﾘ ｶﾉﾝ 済美高(岐阜)

 5 伊藤 桃香(2) 高校     12.81 q
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪二葉高

 6 堤 ヒトミ(1) 高校     13.29 q
ﾂﾂﾐ ﾋﾄﾐ 丸子修学館高
森 彩乃(1) 高校
ﾓﾘ ｱﾔﾉ 済美高(岐阜)

風速 +1.7

 1 脇田 あやな(3) 高校     12.16 
ﾜｷﾀ ｱﾔﾅ 済美高(岐阜)

 2 渡邉 葉月(1) 高校     12.56 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾂﾞｷ 済美高(岐阜)

 3 古田 楓(3) 高校     12.67 
ﾌﾙﾀ ｶｴﾃﾞ 済美高(岐阜)

 4 伊藤 桃香(2) 高校     12.78 
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪二葉高

 5 宮岡 万優莉(1) 高校     13.00 
ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ 市立長野高

 6 髙栁  菜乃香(2) 高校     13.13 
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾅﾉｶ 岩村田高

 7 堤 ヒトミ(1) 高校     13.37 
ﾂﾂﾐ ﾋﾄﾐ 丸子修学館高
森 樺音(1) 高校
ﾓﾘ ｶﾉﾝ 済美高(岐阜)

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

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 記録／備考
8   925 6   927

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

2   929 5  1281

3  1484 1  1283

4   831 7   103

6  1433 3   101

7  1456 2   922

5  1268 8   159

1  1269 4   140
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   137

8   163

2   136

4   161

3    98

7  1385

6   160
棄権

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   137

5   163

4   136

7    98

8   927

2  1281

1  1385

3   161
欠場



予選 7月13日 10:35
決勝 7月13日 14:05

[ 1組] 風速 +2.0 [ 2組] 風速 +2.3

 1 脇田 あやな(3) 高校     25.44 q  1 森 樺音(1) 高校     25.43 q
ﾜｷﾀ ｱﾔﾅ 済美高(岐阜) ﾓﾘ ｶﾉﾝ 済美高(岐阜)

 2 田中 咲(1) 高校     26.53 q  2 古田 楓(3) 高校     26.34 q
ﾀﾅｶ ｻｷ 丸子修学館高 ﾌﾙﾀ ｶｴﾃﾞ 済美高(岐阜)

 3 水元 叶(1) 高校     26.81 q  3 宮澤 香音(2) 高校     26.67 q
ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾅｳ 市立長野高 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 下伊那農高

 4 田村  菜々香(2) 高校     27.95  4 髙栁  菜乃香(2) 高校     27.05 
ﾀﾑﾗ ﾅﾅｶ 岩村田高 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾅﾉｶ 岩村田高

 5 野口 すみれ(1) 高校     28.88  5 栗田  怜奈(2) 高校     29.14 
ﾉｸﾞﾁ ｽﾐﾚ 岩村田高 ｸﾘﾀ ﾚｲﾅ 岩村田高

 6 山本 愛華(1) 高校     29.87  6 平島 葵(1) 高校     29.90 
ﾔﾏﾓﾄ ｱｲｶ 長野商高 ﾋﾗｼﾞﾏ ｱｵｲ 上田東高
森 彩乃(1) 高校 宮岡 万優莉(1) 高校
ﾓﾘ ｱﾔﾉ 済美高(岐阜) ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ 市立長野高

[ 3組] 風速 +1.4

 1 渡邉 葉月(1) 高校     25.99 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾂﾞｷ 済美高(岐阜)

 2 伊藤 桃香(2) 高校     26.81 q
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪二葉高

 3 堤 ヒトミ(1) 高校     27.25 
ﾂﾂﾐ ﾋﾄﾐ 丸子修学館高

 4 山浦  日菜乃(2) 高校     27.94 
ﾔﾏｳﾗ ﾋﾅﾉ 岩村田高

 5 今井 菜々子(1) 高校     29.38 
ｲﾏｲ ﾅﾅｺ 野沢南高

 6 井出 実優(1) 高校     33.82 
ｲﾃﾞ ﾐﾕｳ 岩村田高
宮崎 佳乃(1) 高校
ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾉ 済美高(岐阜)

風速 +1.2

 1 森 樺音(1) 高校     25.62 
ﾓﾘ ｶﾉﾝ 済美高(岐阜)

 2 古田 楓(3) 高校     26.14 
ﾌﾙﾀ ｶｴﾃﾞ 済美高(岐阜)

 3 宮澤 香音(2) 高校     26.40 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 下伊那農高

 4 伊藤 桃香(2) 高校     26.70 
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪二葉高

 5 田中 咲(1) 高校     26.73 
ﾀﾅｶ ｻｷ 丸子修学館高

 6 水元 叶(1) 高校     27.46 
ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾅｳ 市立長野高
渡邉 葉月(1) 高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾂﾞｷ 済美高(岐阜)
脇田 あやな(3) 高校
ﾜｷﾀ ｱﾔﾅ 済美高(岐阜)

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

女子

200m

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 記録／備考
5   137 7   161

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

3  1384 5   136

2   928 2   492

4  1283 4  1281

8  1266 8  1282

6   828 6  1438

7   160 3   927
欠場 欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   163

4    98

3  1385

6  1284

8  1257

2  1267

7   159
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   161

6   136

7   492

2    98

8  1384

1   928

3   163
欠場

4   137
欠場



決勝 7月13日 13:50

[ 1組] [ 2組]

 1 髙野 夏来(1) 高校   2,27.41  1 小池 嶺花(1) 高校   2,37.62 
ﾀｶﾉ ﾅﾂｷ 諏訪二葉高 ｺｲｹ ﾚｲｶ 諏訪二葉高

 2 宮下 綺実(2) 高校   2,36.00  2 岡 杏奈(1) 高校   2,44.13 
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ 諏訪二葉高 ｵｶ ｱﾝﾅ 須坂東高

 3 古旗 葵(1) 高校   2,39.47  3 成田 香穂(1) 高校   2,47.83 
ﾌﾙﾊﾀ ｱｵｲ 上田東高 ﾅﾘﾀ ｶﾎ 上田染谷丘高
上野 美結(3) 高校  4 冨沢 花(1) 高校   2,48.50 
ｳｴﾉ ﾐﾕ 上田東高 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾊﾅ 野沢南高
伊藤 心子(2) 高校  5 小林 妃莉(1) 高校   2,48.59 
ｲﾄｳ ｺｺﾛｺ 塩尻志学館 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾏﾘ 市立長野高
齊藤 結花(1) 高校  6 松田 ゆうか(1) 高校   2,53.07 
ｻｲﾄｳ ﾕｲｶ 上田高 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｶ 市立長野高
岩村 有紀(3) 高校  7 小林 明日海(2) 高校   3,09.55 
ｲﾜﾑﾗ ｱｷ 市立長野高 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽﾐ 野沢南高

   1 髙野 夏来(1) 高校 諏訪二葉高     2,27.41   1   1
   2 宮下 綺実(2) 高校 諏訪二葉高     2,36.00   1   2
   3 小池 嶺花(1) 高校 諏訪二葉高     2,37.62   2   1
   4 古旗 葵(1) 高校 上田東高     2,39.47   1   3
   5 岡 杏奈(1) 高校 須坂東高     2,44.13   2   2
   6 成田 香穂(1) 高校 上田染谷丘高     2,47.83   2   3
   7 冨沢 花(1) 高校 野沢南高     2,48.50   2   4
   8 小林 妃莉(1) 高校 市立長野高     2,48.59   2   5
   9 松田 ゆうか(1) 高校 市立長野高     2,53.07   2   6
  10 小林 明日海(2) 高校 野沢南高     3,09.55   2   7

女子

800m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   104 8   105

6   100 3   711

7  1434 4  1457

3  1435 2  1255
欠場

4  1598 5   912
欠場

5  1423 7   911
欠場

8   919 6  1253
欠場

女子

800m
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
  104
  100

  911
 1253

  105
 1434
  711
 1457
 1255
  912



決勝 7月13日 16:50

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 市立長野高A   916 河田 璃音(3)     47.61 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ
  921 綿貫 寧(2)

ﾜﾀﾇｷ ﾈｲ
  915 唐澤 花実(3)

ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ
  917 田村 純菜(3)

ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ
 2   6 済美高(岐阜)   136 古田 楓(3)     47.80 

ｾｲﾋﾞｺｳ ﾌﾙﾀ ｶｴﾃﾞ
  137 脇田 あやな(3)

ﾜｷﾀ ｱﾔﾅ
  161 森 樺音(1)

ﾓﾘ ｶﾉﾝ
  163 渡邉 葉月(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾂﾞｷ
 3   7 諏訪二葉高   103 小林 千紘(1)     51.92 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ
   98 伊藤 桃香(2)

ｲﾄｳ ﾓﾓｶ
  101 竹内 里桜(1)

ﾀｹｳﾁ ﾘｵ
  102 北原 小遥(1)

ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ
 4   8 岩村田高  1282 栗田  怜奈(2)     52.44 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ｸﾘﾀ ﾚｲﾅ
 1281 髙栁  菜乃香(2)

ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾅﾉｶ
 1284 山浦  日菜乃(2)

ﾔﾏｳﾗ ﾋﾅﾉ
 1283 田村  菜々香(2)

ﾀﾑﾗ ﾅﾅｶ
 5   2 市立長野高B   924 中村 愛依(2)     52.75 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ
  929 髙橋 結愛(1)

ﾀｶﾊｼ ﾕｱ
  928 水元 叶(1)

ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾅｳ
  927 宮岡 万優莉(1)

ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ
 6   1 上田染谷丘高  1483 田中 捺未(2)     55.61 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ﾀﾅｶ ﾅﾂﾐ
 1484 西 郁花(2)

ﾆｼ ﾌﾐｶ
 1456 山田 萌花(1)

ﾔﾏﾀﾞ ﾓｶ
 1453 髙尾 玲良(1)

ﾀｶｵ ﾗｲﾗ
 7   4 野沢南高  1254 今野 瑠奈(2)     58.82 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ｺﾝﾉ ﾙﾅ
 1256 今井 菜々子(1)

ｲﾏｲ ﾅﾅｺ
 1253 小林 明日海(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽﾐ
 1255 冨沢 花(1)

ﾄﾐｻﾞﾜ ﾊﾅ
 8   5 上田千曲高  1488 清水 風(1)   1,00.29 

ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ｼﾐｽﾞ  ｳﾀ
 1493 滝澤 桜叶

ﾀｷｻﾞﾜ  ｵｳｶ
 1494 小林 凛(1)

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾘﾝ
 1490 城下 琴音(3)

ｼﾞｮｳｼﾀ  ｺﾄﾈ

女子

4x100mR

決勝



決勝 7月13日 14:20

風速 +1.4

 1 髙尾 玲良(1) 高校     15.45 
ﾀｶｵ ﾗｲﾗ 上田染谷丘高

 2 竹内 里桜(1) 高校     16.22 
ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 諏訪二葉高

 3 髙橋 結愛(1) 高校     17.35 
ﾀｶﾊｼ ﾕｱ 市立長野高

 4 清水 あかね(2) 高校     17.65 
ｼﾐｽﾞ ｱｶﾈ 上田高

 5 田村 遥(2) 高校     18.86 
ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ 上田高

女子

100mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  1453

5   101

8  1422

6   929

4  1420



決勝 7月13日  9:00

中島 花梨(2) 高校 大会新
ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾘﾝ 市立長野高
岡田 朋佳(2) 高校
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 市立長野高
関谷 和(1) 高校
ｾｷﾔ ﾉﾄﾞｶ 上田東高
宇都宮 悠奈(3) 高校 記録なし
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ 小諸高

 1.40

3  1338
- - - XXX

XXX
3 1  1433

O XO O

XO XXX  1.55

 1.64

2 2   920
- - - O O

- O O XXO XXO XXX

1m68 記録 備考
1 4   923

- - -

1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m64

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m30 1m35



決勝 7月13日  9:30

諸星 美璃(1) 高校
ﾓﾛﾎｼ ﾐﾘ 小諸高
松田 ゆうか(1) 高校
ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｶ 市立長野高
大西 早紀(1) 高校
ｵｵﾆｼ ｻｷ 長野工業高

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m80 2m00 2m20 2m40 2m60 3m00 記録 備考
1 3  1344

- - O XO O XXX  2.60

2 2   911
- O O O XXX  2.40

1   858
XXX



決勝 7月13日  9:00

小林 千紘(1) 高校   4.78   4.90   5.13   5.03   4.88   5.05    5.13 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 諏訪二葉高   -1.4   -1.5    0.0   -1.3   -1.4   +0.6     0.0
中村 愛依(2) 高校   4.88    X    X    X   4.97    4.97 
ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 市立長野高   -0.9   -0.3    -0.3
北原 小遥(1) 高校    X   4.51   4.77    X   4.92    X    4.92 
ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 諏訪二葉高   -1.3   -0.7   -0.6    -0.6
中村 來央(1) 高校   4.68   4.38   4.70    X    X   4.73    4.73 
ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ 市立長野高   -1.1   -1.5    0.0   +0.5    +0.5
田中 咲(1) 高校    X   4.25   4.37   4.37   4.39    -    4.39 
ﾀﾅｶ ｻｷ 丸子修学館高   -1.3   -0.8    0.0   -0.8    -0.8
蓬田 薫音(2) 高校   4.13   4.04   4.17   3.78    X   4.12    4.17 
ﾖﾓｷﾞﾀﾞ ｶﾉﾝ 上田東高   -1.6   -1.1   -0.5    0.0   -1.1    -0.5
清水 風(1) 高校   4.02   3.94   4.08   2.55   3.88   3.93    4.08 
ｼﾐｽﾞ  ｳﾀ 上田千曲高   -1.3   -0.8   -0.7   -0.4   -0.9   -0.4    -0.7
綱島 乙葉(1) 高校   3.92   3.93   4.04   3.65    X   3.98    4.04 
ﾂﾅｼﾏ ｵﾄﾊ 上田東高    0.0   -1.3   -1.2   -1.2   -1.1    -1.2
宮崎 若奈(1) 高校   3.69   4.01   2.34    4.01 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾜｶﾅ 長野商高   -1.3   -1.4    -1.3
栗田  怜奈(2) 高校    X   3.87   3.98    3.98 
ｸﾘﾀ ﾚｲﾅ 岩村田高   -1.1   -1.2    -1.2

9 2   831

10 3  1282

7 5  1488

8 1  1431

5 8  1384

6 10  1448

3 7   102

4 4   930

1 9   103

2 6   924

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 7月13日 15:00

宮澤 香音(2) 高校  10.62  10.73  10.76  10.78   8.91  10.55   10.78 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 下伊那農高   +1.0   +1.0   +0.8   +1.3   +0.6   +0.6    +1.3
北原 小遥(1) 高校   9.70    X  10.15   9.63   9.48   9.93   10.15 
ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 諏訪二葉高   +1.4   +1.4   +1.5   +0.7   +0.7    +1.4
田中 万葉(2) 高校   9.76   9.78   9.87   9.81   9.77   9.98    9.98 
ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾊ 市立長野高   +1.3   +1.6   +2.6   +1.2   +1.0   +1.0    +1.0
西 郁花(2) 高校   9.52   9.88   9.55   9.54    X   9.67    9.88 
ﾆｼ ﾌﾐｶ 上田染谷丘高   +1.0   +1.3   +1.8   +1.1   +1.1    +1.3
田村 遥(2) 高校   9.42   8.69    X   9.72    X   9.87    9.87 
ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ 上田高   +2.2   +1.2   +1.3   +0.6    +0.6
田中 捺未(2) 高校   9.24   9.15   9.20   9.18    X   9.48    9.48 
ﾀﾅｶ ﾅﾂﾐ 上田染谷丘高   +1.6   +1.4   +1.0   +1.0   +0.9    +0.9
清水 あかね(2) 高校   9.01   9.22   9.17   9.18   9.36   9.42    9.42 
ｼﾐｽﾞ ｱｶﾈ 上田高   +1.0   +2.1   +1.9   +1.1   +0.5   +0.2    +0.2
蓬田 薫音(2) 高校   8.20    X   8.50   8.27   8.31   8.71    8.71 
ﾖﾓｷﾞﾀﾞ ｶﾉﾝ 上田東高   +0.4   +1.0   +1.5   +1.3   +1.2    +1.2

女子

三段跳

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 8   492

2 7   102

3 4   925

4 5  1484

5 6  1422

6 3  1483

7 2  1420

8 1  1448



決勝 7月13日 10:40

臼井 華(3) 高校
ｳｽｲ ﾊﾅ 更級農業高
栁澤 優羽(1) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 上田染谷丘高
安達 朋笑(1) 高校
ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓｴ 上田染谷丘高
前島 遥(1) 高校
ﾏｴｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 上田東高
城下 琴音(3) 高校
ｼﾞｮｳｼﾀ  ｺﾄﾈ 上田千曲高

 7.18  7.25  7.50   7.50 

 6.74  7.43  7.63   7.63 

5 3  1490
 7.09  7.05  6.98

 7.46  7.58   X   7.85 

4 1  1439
 6.61  7.49  7.48

 9.44  9.80  9.63   9.86 

3 2  1454
 7.36  7.85  7.60

10.48 10.59 11.06  11.06 

2 4  1455
 9.86   X  9.70

1 5  2141
10.19 10.58 10.20

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

砲丸投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 7月13日  9:00

小林 幸音(3) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾈ 飯山高
井川 遥菜(3) 一般
ｲｶﾞﾜ ﾊﾙﾅ 信州大
安達 朋笑(1) 高校
ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓｴ 上田染谷丘高
城下 琴音(3) 高校
ｼﾞｮｳｼﾀ  ｺﾄﾈ 上田千曲高
前島 遥(1) 高校
ﾏｴｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 上田東高
小林 朋子(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ 飯山高
滝澤 桜叶 高校
ﾀｷｻﾞﾜ  ｵｳｶ 上田千曲高
柳澤 恋(1) 高校 欠場
ﾔﾅｷﾞｻﾞﾜ ﾚﾝ 野沢南高

決勝 7月13日 10:40

県中学新            32.15

神林 杏花(3) 中学
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ 上田第五中
小山 莉穂(3) 中学
ｺﾔﾏ ﾘﾎ 相森中
並木 愛佳(3) 中学
ﾅﾐｷ ﾏﾅｶ 宮川RC

14.96 15.28 14.38  15.28 

3  1256

  X 14.95 14.27  16.47 

7 2  1493
  X 14.08 13.75

19.61 20.54 20.06  20.54 

6 4   601
16.47   X 12.96

22.64 20.98 23.04  23.09 

5 1  1439
19.30 17.89 20.18

24.91 24.10 10.37  24.91 

4 6  1490
  X 20.67 23.09

28.94   X 28.05  28.94 

3 5  1454
21.98 24.29 24.41

31.17 35.47 37.03  37.58 

2 7   175
25.68 26.88 26.48

1 8   591
35.25 32.84 37.58

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

円盤投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

中学女子

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  4676

22.61 25.29 26.03 23.79 24.00   X  26.03 

2 2  4920
21.18 19.78   X

3 1  7853
17.11 16.24   X 16.25 17.89 15.81  17.89 

22.39 21.14 21.65  22.39 



決勝 7月13日 13:10

犬飼 楓(3) 高校 大会新
ｲﾇｶｲ ｶｴﾃﾞ 小諸高
松本 優花(3) 高校 大会新
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｶ 更級農業高
原野 茉優(3) 高校
ﾊﾗﾉ ﾏﾕ 小諸高
今野 瑠奈(2) 高校
ｺﾝﾉ ﾙﾅ 野沢南高
栁澤 優羽(1) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 上田染谷丘高
市川 夏雅里(1) 高校
ｲﾁｶﾜ ｶｶﾞﾘ 上田東高
小林 凛(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾘﾝ 上田千曲高
粟野原 瑠々子(2) 高校
ｱﾜﾉﾊﾗ ﾙﾙｺ 長野西高
清水 風(1) 高校
ｼﾐｽﾞ  ｳﾀ 上田千曲高
菅原 萌唯(1) 高校
ｽｶﾞﾜﾗ ﾒｲ 更級農業高
淀 小夏津(1) 高校
ﾖﾄﾞ ｺﾅﾂ 更級農業高
柳澤 恋(1) 高校 欠場
ﾔﾅｷﾞｻﾞﾜ ﾚﾝ 野沢南高

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 12  1337

38.55 37.03 36.38 39.23 38.00 42.21  42.21 

2 11  2143
38.45 37.69 40.06 36.01 37.59 36.75  40.06 

3 9  1335
29.87 31.17 34.09 28.86 31.64 31.96  34.09 

4 10  1254
31.35 33.38 30.18 29.01 31.94 29.97  33.38 

5 8  1455
27.52 28.29 30.17 28.33 29.62 29.52  30.17 

6 7  1432
21.50 21.44   X   X 20.53 24.42  24.42 

7 4  1494
  X 24.13   X 21.87 22.21   X  24.13 

8 2   805
19.07 23.25 21.10   X   X   X  23.25 

9 6  1488
21.47   X   X  21.47 

10 5  2146
16.98 18.16 16.92  18.16 

11 3  2145
15.92   X 15.93

1  1256

 15.93 



予選 7月13日 11:35
決勝 7月13日 15:00

[ 1組] 風速 +2.1 [ 2組] 風速 +1.1

 1 津田 燈(1) 中学     14.51  1 野澤 遙香(1) 中学     14.54 
ﾂﾀﾞ ｱｶﾘ 軽井沢中 ﾉｻﾞﾜ  ﾊﾙｶ 中野平中

 2 庄司 薗(2) 中学     15.40  2 松原 紗蘭(2) 中学     14.73 
ｼｮｳｼﾞ  ｿﾉ 中野平中 ﾏﾂﾊﾞﾗ  ｻﾗ 中野平中

 3 南正覚 鈴(1) 中学     15.49  3 井出 優奈(1) 中学     14.90 
ﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｸ ﾘﾝ 上田第四中 ｲﾃﾞ ﾕﾅ 野沢中

 4 土屋 羽奏(1) 中学     15.49  4 塚田 華子(1) 中学     14.98 
ﾂﾁﾔ ﾜｶﾅ 高社中 ﾂｶﾀ ﾞﾊﾅｺ 裾花中

 5 内藤 真帆(1) 中学     16.03  5 佐藤 結(3) 中学     14.99 
ﾅｲﾄｳ ﾏﾎ 東御東部中 ｻﾄｳ ﾕｳ 軽井沢中

 6 荻原 麻友(1) 中学     16.21  6 川上 珠実(1) 中学     15.27 
ｵｷﾞﾜﾗ ﾏﾕ 東御東部中 ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ 野沢中

 7 平田 花音(2) 中学     16.30  7 小林 鈴々(2) 中学     15.43 
ﾋﾗﾀ ｶﾉﾝ 上田第四中 ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞ 高社中

 8 箱山 夏未(1) 中学     16.74  8 西澤 凜(2) 中学     20.21 
ﾊｺﾔﾏ ﾅﾂﾐ 上田第四中 ﾆｼｻﾞﾜ ﾘﾝ 上田第四中

[ 3組] 風速 +1.1 [ 4組] 風速 +1.8

 1 南澤 穂佳(1) 中学     14.67  1 行田 優空(3) 中学     14.14 
ﾐﾅﾐｻﾜ ﾎﾉｶ 上田第四中 ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾕﾗ 軽井沢中

 2 土屋 日実(3) 中学     15.06  2 角田 愛(1) 中学     14.53 
ﾂﾁﾔ ﾋﾐ 高社中 ｶｸﾀ  ﾏﾅﾐ 中野平中

 3 小池 明日美(2) 中学     15.08  3 北原 彩羽(1) 中学     14.58 
ｺｲｹ ｱｽﾐ 宮川RC ｷﾀﾊﾗ ｲﾛﾊ 上田第四中

 4 太田 星愛(1) 中学     15.26  4 熊代 愛紗陽(1) 中学     14.74 
ｵｵﾀ ｾｲﾅ 上田第一中 ｸﾏｼﾛ ｱｻﾋ 高社中

 5 上原 麻結(2) 中学     15.28  5 滝沢 和佳(2) 中学     14.91 
ｳｴﾊﾗ ﾏﾕ 軽井沢中 ﾀｷｻﾞﾜ ﾜｶ 上田第四中

 6 山田 捺葵(2) 中学     15.47  6 宮﨑 愛凜(1) 中学     14.92 
ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ 高社中 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏﾘﾝ 上田第一中
佐藤 アーシャ(1)中学 松本 英里香(2) 中学
ｻﾄｳ ｱｰｼｬ 東御東部中 ﾏﾂﾓﾄ ｴﾘｶ 東御東部中

[ 5組] 風速 +1.5 [ 6組] 風速 +1.4

 1 向井 美来(1) 中学     13.73  1 荒井 菜々美(2) 中学     13.85 
ﾑｶｲ ﾐｸ 浅間中 ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 東御東部中

 2 宮本 和花奈(1) 中学     14.15  2 小泉 陽菜(2) 中学     14.13 
ﾐﾔﾓﾄ ﾜｶﾅ 東御東部中 ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾅ 軽井沢中

 3 阿部 紗和(1) 中学     14.35  3 熊代 眞陽琉(3) 中学     14.28 
ｱﾍﾞ ｻﾜ 裾花中 ｸﾏｼﾛ ﾏﾋﾙ 高社中

 4 関戸 葉奈瑛(2) 中学     14.45  4 下川 紘(2) 中学     14.30 
ｾｷﾄﾞ ﾊﾅｴ 上田第四中 ｼﾓｶﾜ ﾋﾛ 裾花中

 5 小林 ひより(1) 中学     14.66  5 井出 姫愛(2) 中学     14.52 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 東御東部中 ｲﾃﾞ ﾋﾒｱ 中込中

 6 工藤 ゆらら(3) 中学     14.68  6 吉田 未旅(2) 中学     14.86 
ｸﾄﾞｳ ﾕﾗﾗ 高社中 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾀﾋﾞ 軽井沢中
山田 柚葵(3) 中学 小林 優芽乃(3) 中学
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｽﾞｷ 高社中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒﾉ 軽井沢中

[ 7組] 風速 +2.2 [ 8組] 風速 +2.3

 1 関澤 きらり(2) 中学     13.30 q  1 小柳 梨乃(2) 中学     12.76 q
ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 上田第一中 ｺﾔﾅｷﾞ ﾘﾉ 東御東部中

 2 武田 怜子(2) 中学     13.79  2 倉根 慧(3) 中学     13.43 q
ﾀｹﾀﾞ ﾚｲｺ 高社中 ｸﾗﾈ ｹｲ 野沢中

 3 坂口 瑠唯(1) 中学     13.96  3 田中 雪乃(1) 中学     13.58 q
ｻｶｸﾞﾁ ﾙｲ 上田第五中 ﾀﾅｶ ﾕｷﾉ 上田第二中

 4 酒井 あいか(2) 中学     14.16  4 橋本 春花(2) 中学     13.60 q
ｻｶｲ ｱｲｶ 小諸東中 ﾊｼﾓﾄ  ﾊﾙｶ T&F佐久平
小松 未唯奈(3) 中学  5 菅沼 花菜(3) 中学     13.64 q
ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ 宮川RC ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ 望月AC
松本 菜那(2) 中学  6 中島 朱夏(3) 中学     13.67 
ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅ 裾花中 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭｶ 軽井沢A&AC
雫田 陽向(2) 中学  7 松木 紗良(2) 中学     14.34 
ｼｽﾞｸﾀﾞ ﾋﾅﾀ 東御東部中 ﾏﾂｷ ｻﾗ 上田第五中

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

中学女子

100m

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

順 ﾚｰﾝ 記録／備考
5  4249 6  5116

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

7  5102 8  5104

8  4642 7  4102

2  5178 5  5720

1  4394 1  4233

3  4396 3  4104

6  4663 2  5173

4  4649 4  4657

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
6  4641 5  4232

4  5172 3  5118

3  7844 2  4640

2  4594 6  5177

5  4236 8  4661

8  5175 7  4592

7  8774 4  4416
欠場 欠場

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  4147 5  4418

3  4391 4  4229

5  5725 2  5170

2  4658 7  5734

7  8773 3  4120

8  5171 8  4245

6  5168 6  4230
欠場 欠場

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
6  8817 3  4415

3  5174 5  4078

7  4681 4  4602

8  4280 6  4063

2  7851 7   275
欠場

4  5739 2  8814
欠場

5  8770 8  4680
欠場



[ 9組] 風速 +0.6

 1 佐伯 風帆(2) 中学     12.97 q
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢中

 2 竹花 碧乃(3) 中学     13.33 q
ﾀｹﾊﾅ  ｱｵﾉ T&F佐久平

 3 三輪 希々葉(3) 中学     13.69 
ﾐﾜ ﾉﾉﾊ 東御東部中

 4 秋山 佳己(2) 中学     13.83 
ｱｷﾔﾏ ｶｺ 上田第五中

 5 矢島 由唯(2) 中学     13.89 
ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 裾花中

 6 畔上 陽菜(2) 中学     13.93 
ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾊﾙﾅ 長峰中
山邊 栞那(1) 中学
ﾔﾏﾍﾞ ｶﾝﾅ 上田第一中

風速 +1.6

 1 小柳 梨乃(2) 中学     12.81 
ｺﾔﾅｷﾞ ﾘﾉ 東御東部中

 2 佐伯 風帆(2) 中学     12.88 
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢中

 3 竹花 碧乃(3) 中学     13.13 
ﾀｹﾊﾅ  ｱｵﾉ T&F佐久平

 4 関澤 きらり(2) 中学     13.37 
ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 上田第一中

 5 倉根 慧(3) 中学     13.41 
ｸﾗﾈ ｹｲ 野沢中

 6 橋本 春花(2) 中学     13.63 
ﾊｼﾓﾄ  ﾊﾙｶ T&F佐久平

 7 田中 雪乃(1) 中学     13.70 
ﾀﾅｶ ﾕｷﾉ 上田第二中

 8 菅沼 花菜(3) 中学     13.85 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ 望月AC

中学女子

100m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  4238

6  4369

3  4408

4  4679

2  5740

5  7852

7  4593
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  4415

5  4238

6  4369

3  8817

8  4078

1  4063

7  4602

2   275



決勝 7月13日 13:30

[ 1組] [ 2組]

 1 牧内 大華(2) 中学   2,23.73  1 酒井 あいか(2) 中学   2,34.84 
ﾏｷｳﾁ ﾋﾛｶ 丸子北中 ｻｶｲ ｱｲｶ 小諸東中

 2 峯岸 羽那(3) 中学   2,26.10  2 竹内 明里(2) 中学   2,36.58 
ﾐﾈｷﾞｼ ﾊﾅ 三陽中 ﾀｹｳﾁ  ｱｶﾘ 中野平中

 3 山﨑 吏桜(2) 中学   2,28.42  3 阿部 優杏(3) 中学   2,37.81 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 木島平中 ｱﾍﾞ ﾕｱ 木島平中

 4 竹花 碧乃(3) 中学   2,31.44  4 武田 怜子(2) 中学   2,41.78 
ﾀｹﾊﾅ  ｱｵﾉ T&F佐久平 ﾀｹﾀﾞ ﾚｲｺ 高社中

 5 下島 佳純(3) 中学   2,32.24  5 西川 侑花(1) 中学   2,46.06 
ｼﾓｼﾞﾏ ｶｽﾐ 上田第五中 ﾆｼｶﾜ ﾕｳｶ 更北中

 6 小川 三陸(3) 中学   2,35.08  6 竹内 彩夏(2) 中学   2,47.48 
ｵｶﾞﾜ ﾐｸ 軽井沢中 ﾀｹｳﾁ ｱﾔｶ 東御東部中

 7 田中 聖(2) 中学   2,35.14  7 伊藤 呼春(3) 中学   2,50.46 
ﾀﾅｶ ﾋｼﾞﾘ 三陽中 ｲﾄｳ ｺﾊﾙ 三陽中

 8 飯島 空(3) 中学   2,35.54  8 佐野坂 ひかり(2)中学   2,54.34 
ｲｲｼﾞﾏ ｿﾗ 三陽中 ｻﾉｻｶ ﾋｶﾘ 三陽中

 9 渡辺 彩那(2) 中学   2,36.98 中島 優菜(3) 中学
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ 三陽中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾅ 小諸東中

[ 3組] [ 4組]

 1 竹花 明姫(2) 中学   2,39.96  1 川上 野々花(2) 中学   2,41.03 
ﾀｹﾊﾅ ｱｷ 立科中 ｶﾜｶﾐ ﾉﾉｶ 東御東部中

 2 矢嶋 佑希(2) 中学   2,40.50  2 村上 葉南(2) 中学   2,46.44 
ﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷ 上田第四中 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾅ 上田第四中

 3 綿貫 伶奈(1) 中学   2,48.24  3 塚田 華子(1) 中学   2,46.84 
ﾜﾀﾇｷ ﾚｲﾅ 高社中 ﾂｶﾀ ﾞﾊﾅｺ 裾花中

 4 宮下 奏海(1) 中学   2,54.52  4 津田 燈(1) 中学   2,46.95 
ﾐﾔｼﾀ ｶﾅﾐ 東御東部中 ﾂﾀﾞ ｱｶﾘ 軽井沢中

 5 岡澤 知奈(2) 中学   3,01.50  5 武田 希美(1) 中学   2,58.44 
ｵｶｻﾞﾜ ﾁﾅ 裾花中 ﾀｹﾀﾞ  ﾉｿﾞﾐ 中野平中
柳田 緋奈(1) 中学  6 飯島 咲希(2) 中学   3,05.46 
ﾔﾅｲﾀﾞ ﾋﾅ 東御東部中 ｲｲｼﾞﾏ ｻｷ 上田第四中
山﨑 凛(1) 中学 小林 美心(1) 中学
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾝ 木島平中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｺ 木島平中
帯刀 詩(1) 中学 橋本 莉奈(1) 中学
ｵﾋﾞﾅﾀ  ｳﾀ 真田ｸﾗﾌﾞ ﾊｼﾓﾄ ﾘﾅ 東御東部中
下村 悠莉(1) 中学
ｼﾓﾑﾗ ﾕﾘ 丸子中

   1 牧内 大華(2) 中学 丸子北中     2,23.73 大会新   1   1
   2 峯岸 羽那(3) 中学 三陽中     2,26.10   1   2
   3 山﨑 吏桜(2) 中学 木島平中     2,28.42   1   3
   4 竹花 碧乃(3) 中学 T&F佐久平     2,31.44   1   4
   5 下島 佳純(3) 中学 上田第五中     2,32.24   1   5
   6 酒井 あいか(2) 中学 小諸東中     2,34.84   2   1
   7 小川 三陸(3) 中学 軽井沢中     2,35.08   1   6
   8 田中 聖(2) 中学 三陽中     2,35.14   1   7
   9 飯島 空(3) 中学 三陽中     2,35.54   1   8
  10 竹内 明里(2) 中学 中野平中     2,36.58   2   2
  11 渡辺 彩那(2) 中学 三陽中     2,36.98   1   9
  12 阿部 優杏(3) 中学 木島平中     2,37.81   2   3
  13 竹花 明姫(2) 中学 立科中     2,39.96   3   1
  14 矢嶋 佑希(2) 中学 上田第四中     2,40.50   3   2
  15 川上 野々花(2) 中学 東御東部中     2,41.03   4   1
  16 武田 怜子(2) 中学 高社中     2,41.78   2   4
  17 西川 侑花(1) 中学 更北中     2,46.06   2   5
  18 村上 葉南(2) 中学 上田第四中     2,46.44   4   2
  19 塚田 華子(1) 中学 裾花中     2,46.84   4   3
  20 津田 燈(1) 中学 軽井沢中     2,46.95   4   4
  21 竹内 彩夏(2) 中学 東御東部中     2,47.48   2   6
  22 綿貫 伶奈(1) 中学 高社中     2,48.24   3   3
  23 伊藤 呼春(3) 中学 三陽中     2,50.46   2   7
  24 佐野坂 ひかり(2) 中学 三陽中     2,54.34   2   8
  25 宮下 奏海(1) 中学 東御東部中     2,54.52   3   4
  26 武田 希美(1) 中学 中野平中     2,58.44   4   5
  27 岡澤 知奈(2) 中学 裾花中     3,01.50   3   5
  28 飯島 咲希(2) 中学 上田第四中     3,05.46   4   6

中学女子

800m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  4505 6  4280

大会新
1  5615 3  5103

7  5026 4  5025

8  4369 5  5174

4  4677 8  5994

2  4234 9  4413

9  5563 1  5617

3  5619 7  5562

5  5561 2  4309
欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  4332 1  4417

2  4659 2  4664

8  5176 3  5720

7  8775 5  4249

9  5373 6  5117

3  8776 8  4656

 8772

欠場
4  5034 4  5033

欠場 欠場
6  4465

欠場

欠場 欠場
5  4374 7

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
 4505
 5615
 5026
 4369
 4677
 4280
 4234
 5563
 5619
 5103
 5561
 5025
 4332
 4659
 4417
 5174
 5994
 4664
 5720
 4249
 4413
 5176
 5617
 5562
 8775
 5117
 5373
 4656



予選 7月13日  9:00
決勝 7月13日 14:30

[ 1組] 風速 +2.3 [ 2組] 風速 +1.9

 1 大森 里香(3) 中学     14.16 q  1 佐伯 風帆(2) 中学     14.30 q
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 軽井沢A&AC ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢中

 2 髙寺 凜(3) 中学     16.57  2 漆原 衣咲(2) 中学     16.02 q
ﾀｶﾃﾗ ﾘﾝ 軽井沢A&AC ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 軽井沢A&AC

 3 有賀 明子(3) 中学     17.25  3 峯村 樹奈(3) 小学     16.40 
ｱﾙｶﾞ ｱｷｺ 上田第五中 ﾐﾈﾑﾗ ｼﾞｭﾅ 上田第一中

 4 木内 柚乃(2) 中学     19.84  4 岩下 優奈(2) 中学     18.59 
ｷｳﾁ ﾕｽﾞﾉ 浅間中 ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾅ 裾花中

 5 黒澤 美月(3) 中学     19.96  5 西川 侑花(1) 中学     19.82 
ｸﾛｻﾜ ﾐﾂﾞｷ 宮川RC ﾆｼｶﾜ ﾕｳｶ 更北中

 6 赤久保 はづき(3)中学     20.49  6 高見澤 茉那(1) 中学     20.50 
ｱｶｸﾎﾞ ﾊﾂﾞｷ 高社中 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾏﾅ 上田第五中
林 美緒(1) 中学  7 坂口 瑠唯(1) 中学     21.36 
ﾊﾔｼ ﾐｵ 上田第五中 ｻｶｸﾞﾁ ﾙｲ 上田第五中

[ 3組] 風速 +1.5 [ 4組] 風速 +1.6

 1 荻原 希乃愛(3) 中学     14.72 q  1 藤田 愛以花(3) 中学     15.23 q
ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 軽井沢中 ﾌｼﾞ ﾀｱｲｶ 千代田AC(静岡)

 2 中嶋 愛佳(3) 中学     15.97 q  2 大鹿 愛和(3) 中学     15.25 q
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ 軽井沢A&AC ｵｵｼｶ ﾏﾅ 野沢中

 3 関澤 きらり(2) 中学     16.05 q  3 小林 凜(3) 中学     16.90 
ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 上田第一中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ 裾花中

 4 山本 紗帆(2) 中学     17.54  4 山田 菜々美(3) 中学     17.10 
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾎ 小諸東中 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾅﾐ 上田第一中

 5 秋山 佳己(2) 中学     21.96  5 田口 朱音(1) 中学     18.70 
ｱｷﾔﾏ ｶｺ 上田第五中 ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 軽井沢A&AC

 6 春原 史佳(1) 中学     22.24  6 松木 紗良(2) 中学     20.45 
ｽﾉﾊﾗ ﾌﾐｶ 上田第五中 ﾏﾂｷ ｻﾗ 上田第五中

風速 +0.9

 1 大森 里香(3) 中学     14.15 
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 軽井沢A&AC

 2 佐伯 風帆(2) 中学     14.33 
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢中

 3 荻原 希乃愛(3) 中学     14.52 
ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 軽井沢中

 4 大鹿 愛和(3) 中学     15.24 
ｵｵｼｶ ﾏﾅ 野沢中

 5 藤田 愛以花(3) 中学     15.63 
ﾌｼﾞ ﾀｱｲｶ 千代田AC(静岡)

 6 中嶋 愛佳(3) 中学     15.69 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ 軽井沢A&AC

 7 関澤 きらり(2) 中学     16.04 
ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 上田第一中

 8 漆原 衣咲(2) 中学     16.17 
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 軽井沢A&AC

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

中学女子

100mH

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

順 ﾚｰﾝ 記録／備考
4    86 4  4238

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

2  8813 2    87

6  4675 3  8812

5  4139 5  5733

7  7857 7  5994

3  5167 6  4683

8  4684 8  4681
失格

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  4231 3    65

4    85 5  4076

5  8817 8  5713

7  4282 4  8816

8  4679 7    83

6  4682 6  4680

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    86

4  4238

3  4231

7  4076

6    65

2    85

8  8817

1    87



決勝 7月13日 16:25

[ 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 上田第五中  4682 春原 史佳(1)     55.66  1   5 東御東部中A  4418 荒井 菜々美(2)     52.27 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳ ｽﾉﾊﾗ ﾌﾐｶ ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 大会新
 4681 坂口 瑠唯(1)  4415 小柳 梨乃(2)

ｻｶｸﾞﾁ ﾙｲ ｺﾔﾅｷﾞ ﾘﾉ
 4680 松木 紗良(2)  4407 細田 怜奈(3)

ﾏﾂｷ ｻﾗ ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ
 4679 秋山 佳己(2)  4408 三輪 希々葉(3)

ｱｷﾔﾏ ｶｺ ﾐﾜ ﾉﾉﾊ
 2   6 裾花中B  5734 下川 紘(2)     56.46  2   8 軽井沢中A  4237 梅原 小梅(2)     52.42 

ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳ ｼﾓｶﾜ ﾋﾛ ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳ ｳﾒﾊﾗ ｺｳﾒ 大会新
 5725 阿部 紗和(1)  4238 佐伯 風帆(2)

ｱﾍ ﾞｻﾜ ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ
 5720 塚田 華子(1)  4239 岡田 莉歩(2)

ﾂｶﾀﾞ ﾊﾅｺ ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ
 5733 岩下 優奈(2)  4231 荻原 希乃愛(3)

ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾅ ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ
 3   5 高社中B  5177 熊代 愛紗陽(1)     57.35  3   3 上田第一中  8812 峯村 樹奈(3)     54.19 

ｺｳｼｬﾁｭｳ ｸﾏｼﾛ ｱｻﾋ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲ1ﾁｭｳ ﾐﾈﾑﾗ ｼﾞｭﾅ
 5174 武田 怜子(2)  8814 中島 朱夏(3)

ﾀｹﾀﾞ ﾚｲｺ ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭｶ
 5178 土屋 羽奏(1)  8816 山田 菜々美(3)

ﾂﾁﾔ ﾜｶﾅ ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾅﾐ
 5179 小森 玲那(1)  8813 髙寺 凜(3)

ｺﾓﾘ ﾚﾅ ﾀｶﾃﾗ ﾘﾝ
 4   2 宮川RC  7857 黒澤 美月(3)     57.91  4   4 軽井沢中B  4230 小林 優芽乃(3)     56.22 

ﾐﾔｶﾞﾜｱｰﾙｼｰ ｸﾛｻﾜ ﾐﾂﾞｷ ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒﾉ
 7851 小松 未唯奈(3)  4232 行田 優空(3)

ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾕﾗ
 7853 並木 愛佳(3)  4234 小川 三陸(3)

ﾅﾐｷ ﾏﾅｶ ｵｶﾞﾜ ﾐｸ
 7840 小島 彩奈(3)  4233 佐藤 結(3)

ｺｼﾞﾏ ｱﾔﾅ ｻﾄｳ ﾕｳ
 5   3 中野平中  5104 松原 紗蘭(2)     59.16  5   7 高社中A  5168 山田 柚葵(3)     57.45 

ﾅｶﾉﾀﾞｲﾗﾁｭｳ ﾏﾂﾊﾞﾗ  ｻﾗ ｺｳｼｬﾁｭｳ ﾔﾏﾀﾞ ﾕｽﾞｷ
 5105 佐野 夢来(2)  5170 熊代 眞陽琉(3)

ｻﾉ  ﾕﾗ ｸﾏｼﾛ ﾏﾋﾙ
 5107 羽田 遥愛(2)  5167 赤久保 はづき(3)

ﾊﾀ  ﾙｱ ｱｶｸﾎﾞ ﾊﾂﾞｷ
 5102 庄司 薗(2)  5171 工藤 ゆらら(3)

ｼｮｳｼﾞ  ｿﾉ ｸﾄﾞｳ ﾕﾗﾗ
 6   4 上田第四中  4657 西澤 凜(2)     59.19   6 東御東部中B  8779 清水 藤子(1)

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝﾁｭｳ ﾆｼｻﾞﾜ ﾘﾝ ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺ 失格
 4661 滝沢 和佳(2)  4414 池内 綺良々(2)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾜｶ ｲｹｳﾁ ｷﾗﾗ
 4663 平田 花音(2)  4391 宮本 和花奈(1)

ﾋﾗﾀ ｶﾉﾝ ﾐﾔﾓﾄ ﾜｶﾅ
 4658 関戸 葉奈瑛(2)  8773 小林 ひより(1)

ｾｷﾄﾞ ﾊﾅｴ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ
  8 軽井沢A&AC   2 裾花中A

ｶﾙｲｻﾞﾜA&AC 欠場 ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳ 欠場

   1 東御東部中A     52.27 荒井 菜々美(2) 小柳 梨乃(2) 細田 怜奈(3) 三輪 希々葉(3)   2   1
   2 軽井沢中A     52.42 梅原 小梅(2) 佐伯 風帆(2) 岡田 莉歩(2) 荻原 希乃愛(3)   2   2
   3 上田第一中     54.19 峯村 樹奈(3) 中島 朱夏(3) 山田 菜々美(3) 髙寺 凜(3)   2   3
   4 上田第五中     55.66 春原 史佳(1) 坂口 瑠唯(1) 松木 紗良(2) 秋山 佳己(2)   1   1
   5 軽井沢中B     56.22 小林 優芽乃(3) 行田 優空(3) 小川 三陸(3) 佐藤 結(3)   2   4
   6 裾花中B     56.46 下川 紘(2) 阿部 紗和(1) 塚田 華子(1) 岩下 優奈(2)   1   2
   7 高社中B     57.35 熊代 愛紗陽(1) 武田 怜子(2) 土屋 羽奏(1) 小森 玲那(1)   1   3
   8 高社中A     57.45 山田 柚葵(3) 熊代 眞陽琉(3) 赤久保 はづき(3工藤 ゆらら(3)   2   5
   9 宮川RC     57.91 黒澤 美月(3) 小松 未唯奈(3) 並木 愛佳(3) 小島 彩奈(3)   1   4
  10 中野平中     59.16 松原 紗蘭(2) 佐野 夢来(2) 羽田 遥愛(2) 庄司 薗(2)   1   5
  11 上田第四中     59.19 西澤 凜(2) 滝沢 和佳(2) 平田 花音(2) 関戸 葉奈瑛(2)   1   6

中学女子

4x100mR

決勝

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位



決勝 7月13日  9:00

大森 里香(3) 中学 大会タイ
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 軽井沢A&AC
荻原 希乃愛(3) 中学
ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 軽井沢中
漆原 衣咲(2) 中学
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 軽井沢A&AC
行田 優空(3) 中学
ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾕﾗ 軽井沢中
太田 眞桜(2) 中学
ｵｵﾀ ﾏｵ 上田第一中
大鹿 愛和(3) 中学
ｵｵｼｶ ﾏﾅ 野沢中
小森 玲那(1) 中学
ｺﾓﾘ ﾚﾅ 高社中
中沢 麗葉(2) 中学
ﾅｶｻﾞﾜ ｳﾙﾊ 中込中
髙寺 凜(3) 中学
ﾀｶﾃﾗ ﾘﾝ 軽井沢A&AC
山田 菜々美(3) 中学
ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾅﾐ 上田第一中
池内 綺良々(2) 中学
ｲｹｳﾁ ｷﾗﾗ 東御東部中
吉村 咲穂(2) 中学
ﾖｼﾑﾗ ｻｷﾎ 裾花中
山本 紗帆(2) 中学
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾎ 小諸東中
田口 朱音(1) 中学
ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 軽井沢A&AC
後小路 葉月(1) 中学
ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾊﾂﾞｷ 野沢中
峯村 樹奈(3) 小学
ﾐﾈﾑﾗ ｼﾞｭﾅ 上田第一中
木内 結優(1) 中学
ｷｳﾁ ﾕｳ 野沢中
吉田 未旅(2) 中学
ﾖｼﾀﾞ ﾐﾀﾋﾞ 軽井沢中
井出 陽菜(2) 中学 記録なし
ｲﾃﾞ ﾊﾙﾅ 上田第一中
神林 杏花(3) 中学 欠場
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ 上田第五中
天野 恵梨(2) 中学 欠場
ｱﾏﾉ ｴﾘ 軽井沢中

中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 記録 備考
1 21    86

- - - - - O O XXO XO XXX  1.55

2 20  4231
- - - - O O XXO O XXX  1.50

3 19    87
- - - O O O XO XXX  1.45

4 13  4232
- - - - O O XXX  1.40

5 14  8818
- O O O XXO XXO XXX  1.40

6 17  4076
- O O O O XXX  1.35

7 9  5179
O O O XXO O XXX  1.35

8 11  4121
- - O O XO XXX  1.35

9 18  8813
- O O XO XXO XXX  1.35

10 16  8816
- O O O XXX  1.30

11 5  4414
- XXO O XXX  1.25

12 6  5736
O XXO XXO XXX  1.25

13 4  4282
- O XXX  1.20

13 15    83
- O XXX  1.20

15 3  4103
XO O XXX  1.20

16 12  8812
- XO XXX  1.20

17 1  4105
O XXX  1.15

18 2  4245
XO XXX  1.15

7  8819
XXX

8  4676

10  4235



決勝 7月13日  9:30

岡田 莉歩(2) 中学 大会新
ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 軽井沢中
伊藤 花純(3) 中学
ｲﾄｳ ｶｽﾐ 上田第一中
鈴木 天音(3) 中学
ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ 浅間中
佐藤 鈴華(2) 中学
ｻﾄｳ ﾘﾝｶ 上田第一中
高見澤 茉那(1) 中学
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾏﾅ 上田第五中
太田 星愛(1) 中学 記録なし
ｵｵﾀ ｾｲﾅ 上田第一中
北澤 咲希(3) 中学 欠場
ｷﾀｻﾞﾜ ｻｷ 上田第五中

中学女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m60 1m80 2m00 2m20 2m40 2m60 2m80 3m00 3m10 3m20 記録 備考
1 6  4239

- - - - - O O O O XXX  3.10

2 4  8810
- - - O O XXO XXX  2.60

3 3  4154
- - - O XXO XXX  2.40

4 2  4591
- - XO XXX  2.00

5 7  4683
O XO XXX  1.80

1  4594
XXX

5  4678



決勝 7月13日 10:40

倉根 慧(3) 中学   4.30   4.34    -   4.56   4.93    X    4.93 
ｸﾗﾈ ｹｲ 野沢中   -1.6   -2.2   -1.4   -1.9    -1.9
藤田 愛以花(3) 中学   4.55    X   4.80   4.48    X    -    4.80 
ﾌｼﾞ ﾀｱｲｶ 千代田AC(静岡)   -2.1   -1.6   -1.2    -1.6
細田 怜奈(3) 中学   4.46   4.56    X    X   4.66    X    4.66 
ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ 東御東部中   -2.0   -2.1   -1.0    -1.0
有賀 明子(3) 中学   4.48   4.60   4.51    X   4.19   4.36    4.60 
ｱﾙｶﾞ ｱｷｺ 上田第五中   -1.9   -1.8   -1.6   -0.5   -1.1    -1.8
菅沼 花菜(3) 中学   4.34    X    -    -   4.48    X    4.48 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ 望月AC   -2.9   -1.7    -1.7
梅原 小梅(2) 中学   4.20   4.34   4.35   4.26   4.14   4.29    4.35 
ｳﾒﾊﾗ ｺｳﾒ 軽井沢中   -3.3   -2.4   -1.5   -1.3   -2.1   -2.3    -1.5
工藤 ゆらら(3) 中学   4.03    -    -    4.03 
ｸﾄﾞｳ ﾕﾗﾗ 高社中   -1.4    -1.4
清水 藤子(1) 中学    X   3.77   4.00   3.99   3.15   3.94    4.00 
ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺ 東御東部中   -3.3   -1.3   -1.6   -2.5   -1.5    -1.3
佐野 夢来(2) 中学   3.98    X   4.00    X   3.84   3.61    4.00 
ｻﾉ  ﾕﾗ 中野平中   -2.2   -0.8   -1.6   -1.1    -0.8
小林 優芽乃(3) 中学   3.72   3.89   3.94    3.94 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒﾉ 軽井沢中   -1.8   -1.1   -1.0    -1.0
永井 慶香(1) 中学   3.76   3.94   3.75    3.94 
ﾅｶﾞｲ  ﾖｼｶ 中野平中   -2.0   -1.7   -2.3    -1.7
小島 彩奈(3) 中学    X   3.85   3.68    3.85 
ｺｼﾞﾏ ｱﾔﾅ 宮川RC   -1.7   -1.2    -1.7
小泉 陽菜(2) 中学   3.50   3.75   3.72    3.75 
ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾅ 軽井沢中   -1.9   -1.1   -1.6    -1.1
富松 京香(3) 中学   3.59   3.43   3.75    3.75 
ﾄﾐﾏﾂ ｷｮｳｶ 上田第一中   -2.3   -1.5   -2.1    -2.1
羽田 遥愛(2) 中学   3.56   3.39   3.35    3.56 
ﾊﾀ  ﾙｱ 中野平中   -1.4   -2.4   -1.8    -1.4
田中 優羽(1) 中学   3.38   3.06   3.55    3.55 
ﾀﾅｶ ﾕｳ 浅間中   -1.6   -2.0   -1.2    -1.2
土屋 羽奏(1) 中学    X   3.48    -    3.48 
ﾂﾁﾔ ﾜｶﾅ 高社中   -3.1    -3.1
春原 史佳(1) 中学   2.87   3.46   3.23    3.46 
ｽﾉﾊﾗ ﾌﾐｶ 上田第五中   -2.1   -1.9   -1.4    -1.9
小森 玲那(1) 中学   3.42   3.33   3.26    3.42 
ｺﾓﾘ ﾚﾅ 高社中   -2.5   -2.2   -1.3    -2.5
林 美緒(1) 中学   3.02   3.37   3.09    3.37 
ﾊﾔｼ ﾐｵ 上田第五中   -2.5   -1.5   -1.4    -1.5
宮﨑 愛凜(1) 中学   3.33    -    -    3.33 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏﾘﾝ 上田第一中   -1.1    -1.1
山邊 栞那(1) 中学 欠場
ﾔﾏﾍﾞ ｶﾝﾅ 上田第一中
佐藤 イルシャ(1) 中学 欠場
ｻﾄｳ ｲﾙｼｬ 東御東部中
阿部 礼佳(3) 中学 欠場
ｱﾍﾞ ｱﾔｶ 東御東部中
田中 雪乃(1) 中学 欠場
ﾀﾅｶ ﾕｷﾉ 上田第二中
小松 未唯奈(3) 中学 欠場
ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ 宮川RC

18  4602

20  7851

6  8771

9  4409

21 1  4592

5  4593

19 13  5179

20 17  4684

17 4  5178

18 11  4682

15 2  5107

16 3  4145

13 8  4229

14 10  8815

11 7  5115

12 14  7840

9 12  5105

10 19  4230

7 15  5171

8 16  8779

5 22   275

6 21  4237

3 24  4407

4 23  4675

1 25  4078

2 26    65

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 7月13日 10:40

秋穂 真理(3) 中学
ｱｷﾎ ﾏﾘ 浅間中
並木 愛佳(3) 中学
ﾅﾐｷ ﾏﾅｶ 宮川RC
黒澤 美月(3) 中学
ｸﾛｻﾜ ﾐﾂﾞｷ 宮川RC
小池 明日美(2) 中学
ｺｲｹ ｱｽﾐ 宮川RC
中嶋 愛佳(3) 中学
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ 軽井沢A&AC
増澤 美優(3) 中学
ﾏｽｻﾞﾜ ﾐﾕｳ 両小野中
山田 柚葵(3) 中学
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｽﾞｷ 高社中
井上 遥香(3) 中学
ｲﾉｳｴ ﾊﾙｶ 上田第一中
有賀 陽香(2) 中学
ｱﾙｶﾞ  ﾊﾙｶ 中野平中
石塚 夏姫(1) 中学
ｲｼﾂﾞｶ ﾅﾂｷ 浅間中
小林 真緒(2) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｵ 東御東部中
佐藤 結(3) 中学
ｻﾄｳ ﾕｳ 軽井沢中
土屋 日実(3) 中学
ﾂﾁﾔ ﾋﾐ 高社中
小川 真里佳(2) 中学
ｵｶﾞﾜ ﾏﾘｶ 軽井沢中
山田 真綾(2) 中学
ﾔﾏﾀﾞ  ﾏｱﾔ 中野平中
有沢 瑠々(3) 中学
ｱﾘｻﾜ ﾙﾙ 野沢中
山浦 花音(2) 中学
ﾔﾏｳﾗ  ｶﾉﾝ 中野平中
今井 彩奈(2) 中学
ｲﾏｲ ｱﾔﾅ 上田第一中
熊代 愛紗陽(1) 中学
ｸﾏｼﾛ ｱｻﾋ 高社中
松本 英里香(2) 中学 欠場
ﾏﾂﾓﾄ ｴﾘｶ 東御東部中

  5.46 

9  4416

  5.76 

19 3  5177
 5.40  5.46  5.27

  5.80 

18 4  4590
  X  5.46  5.76

  6.00 

17 2  5108
 5.35  5.80  5.77

  6.31 

16 1  4073
  X  5.81  6.00

  6.68 

15 8  5109
 6.31  6.16  5.46

  6.82 

14 5  4244
  X  6.68   X

  7.25 

13 10  5172
 6.30  6.54  6.82

  7.36 

12 12  4233
 7.25   X   -

  7.53 

11 11  4402
 7.26  7.36  7.02

  7.66 

10 7  4148
  X  7.53  7.49

 7.76   X  7.38   7.77 

9 6  5100
 7.66  7.04  7.37

  X  7.00  8.56   8.88 

8 13  8811
  X   X  7.77

 8.32  8.89  8.66   8.89 

7 14  5168
 8.14  8.24  8.88

 8.10  8.88  8.93   8.96 

6 16  6372
 8.62  8.53  8.25

  -   -   X   9.34 

5 18    85
 8.93  8.96  8.52

 9.11  8.79  9.38   9.38 

4 15  7844
 9.34  9.19   X

 9.60  9.16  8.78   9.60 

3 17  7857
  X  8.80  9.02

10.54 10.07 10.53  10.54 

2 19  7853
 9.19  9.09  9.44

1 20  4130
 9.77  9.95 10.54

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学女子

砲丸投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 7月13日 11:20

増澤 美優(3) 中学
ﾏｽｻﾞﾜ ﾐﾕｳ 両小野中
赤久保 はづき(3) 中学
ｱｶｸﾎﾞ ﾊﾂﾞｷ 高社中
阿部 紗和(1) 中学
ｱﾍﾞ ｻﾜ 裾花中

  -   -   -  18.88 

22.65 23.50 22.65  24.31 

3 1  5725
18.22 18.28 18.88

41.54 43.31 37.86  43.31 

2 2  5167
22.09 20.17 24.31

1 3  6372
  X 36.84 38.72

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学女子

ジャベリックスロー  

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 7月13日 10:50

[ 1組] 風速 +1.3 [ 2組] 風速 +2.6

 1 角田 恋音(4) 小学     16.91  1 西村 奏(5) 小学     15.87 
ﾂﾉﾀﾞ ﾚﾉﾝ 東御市陸上教室 ﾆｼﾑﾗ  ｶﾅﾃﾞ T&F佐久平

 2 井出 杏奈(4) 小学     17.32  2 斉藤 あおば(4) 小学     16.97 
ｲﾃﾞ  ｱﾝﾅ T&F佐久平 ｻｲﾄｳ ｱｵﾊﾞ 真田陸上教室

 3 柳澤 莉央(4) 小学     17.46  3 黒岩 凛音(4) 小学     17.29 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｵ 真田陸上教室 ｸﾛｲﾜ ﾘﾝﾈ 安茂里小

 4 田中 朝(5) 小学     18.39  4 簾田 あいら(4) 小学     17.33 
ﾀﾅｶ ﾄﾓ 真田陸上教室 ﾐｽﾀﾞ ｱｲﾗ 望月AC

 5 松原 美柚(4) 小学     18.72  5 佐藤 一帆(4) 小学     17.45 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾕ 望月AC ｻﾄｳ ｶｽﾞﾎ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 6 両角 千尋(4) 小学     19.94  6 石井 華蓮(4) 小学     17.65 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾁﾋﾛ 真田陸上教室 ｲｼｲ ｶﾚﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
阿部 葉月(4) 小学  7 栁澤 優菜(4) 小学     17.91 
ｱﾍﾞ ﾊﾂﾞｷ 真田陸上教室 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

[ 3組] 風速 +2.0 [ 4組] 風速 +2.0

 1 櫻井 玲未(5) 小学     15.18  1 林 菜々子(5) 小学     16.14 
ｻｸﾗｲ  ﾚﾐ T&F佐久平 ﾊﾔｼ  ﾅﾅｺ T&F佐久平

 2 土屋 まい(5) 小学     15.93  2 黒澤 佳恋(6) 小学     16.18 
ﾂﾁﾔ ﾏｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｸﾛｻﾜ ｶﾚﾝ 真田陸上教室

 3 村上 凛花(6) 小学     16.23  3 今村 朱里(4) 小学     16.29 
ﾑﾗｶﾐ ﾘﾅ 真田陸上教室 ｲﾏﾑﾗ ｱｶﾘ NDFｼﾞｭﾆｱ

 4 西澤 佳奈子(4) 小学     16.66  4 川上 瑞詠(4) 小学     16.69 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶﾅｺ NDFｼﾞｭﾆｱ ｶﾜｶﾐ  ﾐｽﾞｴ T&F佐久平

 5 坂口 優芽(5) 小学     16.80  5 祢津 美成(5) 小学     16.93 
ｻｶｸﾞﾁ ﾕﾒ 上田JSC ﾈﾂ ﾐﾅﾘ 上田JSC

 6 伊藤 瑳那(4) 小学     17.16  6 塩谷 葵音(4) 小学     17.04 
ｲﾄｳｻﾔ 千代田AC(静岡) ｼｵﾔ  ｱｵﾈ T&F佐久平
小林 由奈(5) 小学  7 小林 楓(4) 小学     17.32 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 真田陸上教室 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ NDFｼﾞｭﾆｱ

[ 5組] 風速 +2.3 [ 6組] 風速 +1.5

 1 工藤 ささら(6) 小学     14.82  1 山本 萌華(6) 小学     13.76 
ｸﾄﾞｳ ｻｻﾗ NDFｼﾞｭﾆｱ ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ 木島小

 2 関 柊来(6) 小学     15.07  2 梨子田 乃々果(6)小学     13.82 
ｾｷ ﾋｲﾗ NDFｼﾞｭﾆｱ ﾅｼﾀﾞ ﾉﾉｶ 北安松川小

 3 荻原 綾美(6) 小学     15.18  3 横澤 咲蘭(6) 小学     14.65 
ｵｷﾞﾜﾗ ｱﾔﾐ NDFｼﾞｭﾆｱ ﾖｺｻﾜ ｻﾗ 北安松川小

 4 一之瀬 朱音(6) 小学     15.40  4 佐藤 澪夏(5) 小学     14.69 
ｲﾁﾉｾ ｱｶﾈ 真田陸上教室 ｻﾄｳ ﾚｲﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 5 添田 春佳(6) 小学     16.92  5 山嵜 彩加(6) 小学     14.74 
ｿｴﾀﾞ ﾊﾙｶ 木島平小 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾔｶ NDFｼﾞｭﾆｱ
浦山 瑠乃羽(6) 小学  6 小林 鈴歩(6) 小学     15.62 
ｳﾗﾔ ﾏﾙﾉﾜ 木島平小 ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞﾎ 木島平小
佐藤 美波(6) 小学 北沢 真輝(6) 小学
ｻﾄｳ ﾐﾅﾐ 木島平小 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｷ 北安松川小

小学女子

100m100m

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
55   260  260

33    45   45

88   179  179

44   189  189

77   276  276

22   178  178

66   219  219
欠場欠場
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55    36   36
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88    66   66
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44   116  116

22   107  107
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55    29   29
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大会新大会新
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22   290  290
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33   294  294

88   287  287
欠場欠場



   1 山本 萌華(6) 小学 木島小     13.76 (+1.5) 大会新   6   1
   2 梨子田 乃々果(6) 小学 北安松川小     13.82 (+1.5) 大会新   6   2
   3 横澤 咲蘭(6) 小学 北安松川小     14.65 (+1.5)   6   3
   4 佐藤 澪夏(5) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     14.69 (+1.5)   6   4
   5 山嵜 彩加(6) 小学 NDFｼﾞｭﾆｱ     14.74 (+1.5)   6   5
   6 工藤 ささら(6) 小学 NDFｼﾞｭﾆｱ     14.82 (+2.3)   5   1
   7 関 柊来(6) 小学 NDFｼﾞｭﾆｱ     15.07 (+2.3)   5   2
   8 櫻井 玲未(5) 小学 T&F佐久平     15.18 (+2.0)   3   1
   8 荻原 綾美(6) 小学 NDFｼﾞｭﾆｱ     15.18 (+2.3)   5   3
  10 一之瀬 朱音(6) 小学 真田陸上教室     15.40 (+2.3)   5   4
  11 小林 鈴歩(6) 小学 木島平小     15.62 (+1.5)   6   6
  12 西村 奏(5) 小学 T&F佐久平     15.87 (+2.6)   2   1
  13 土屋 まい(5) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.93 (+2.0)   3   2
  14 林 菜々子(5) 小学 T&F佐久平     16.14 (+2.0)   4   1
  15 黒澤 佳恋(6) 小学 真田陸上教室     16.18 (+2.0)   4   2
  16 村上 凛花(6) 小学 真田陸上教室     16.23 (+2.0)   3   3
  17 今村 朱里(4) 小学 NDFｼﾞｭﾆｱ     16.29 (+2.0)   4   3
  18 西澤 佳奈子(4) 小学 NDFｼﾞｭﾆｱ     16.66 (+2.0)   3   4
  19 川上 瑞詠(4) 小学 T&F佐久平     16.69 (+2.0)   4   4
  20 坂口 優芽(5) 小学 上田JSC     16.80 (+2.0)   3   5
  21 角田 恋音(4) 小学 東御市陸上教室     16.91 (+1.3)   1   1
  22 添田 春佳(6) 小学 木島平小     16.92 (+2.3)   5   5
  23 祢津 美成(5) 小学 上田JSC     16.93 (+2.0)   4   5
  24 斉藤 あおば(4) 小学 真田陸上教室     16.97 (+2.6)   2   2
  25 塩谷 葵音(4) 小学 T&F佐久平     17.04 (+2.0)   4   6
  26 伊藤 瑳那(4) 小学 千代田AC(静岡)     17.16 (+2.0)   3   6
  27 黒岩 凛音(4) 小学 安茂里小     17.29 (+2.6)   2   3
  28 井出 杏奈(4) 小学 T&F佐久平     17.32 (+1.3)   1   2
  28 小林 楓(4) 小学 NDFｼﾞｭﾆｱ     17.32 (+2.0)   4   7
  30 簾田 あいら(4) 小学 望月AC     17.33 (+2.6)   2   4
  31 佐藤 一帆(4) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     17.45 (+2.6)   2   5
  32 柳澤 莉央(4) 小学 真田陸上教室     17.46 (+1.3)   1   3
  33 石井 華蓮(4) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     17.65 (+2.6)   2   6
  34 栁澤 優菜(4) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     17.91 (+2.6)   2   7
  35 田中 朝(5) 小学 真田陸上教室     18.39 (+1.3)   1   4
  36 松原 美柚(4) 小学 望月AC     18.72 (+1.3)   1   5
  37 両角 千尋(4) 小学 真田陸上教室     19.94 (+1.3)   1   6

小学女子小学女子
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決勝 7月13日 15:25

[ 1組] [ 2組]

 1 中村 羽来(6) 小学   3,17.58  1 林 美慧(4) 小学   3,59.22 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ 腰越JSC ﾊﾔｼ ﾐｻﾄ 腰越JSC

 2 北原 和(5) 小学   3,25.20  2 髙橋 陽依莉(5) 小学   4,03.96 
ｷﾀﾊﾗ ﾅｺﾞﾐ 真田ｸﾗﾌﾞ ﾀｶﾊｼ ﾋﾖﾘ 東御市陸上教室

 3 成澤 あん里(5) 小学   3,27.11  3 三井 里咲(6) 小学   4,06.70 
ﾅﾙｻﾜ ｱﾝﾘ 腰越JSC ﾐﾂｲ ﾘｻ 真田陸上教室

 4 黒沢 燈(4) 小学   3,34.46  4 安本 桃音(5) 小学   4,08.63 
ｸﾛｻﾜ ｱｶﾘ 腰越JSC ﾔｽﾓﾄ ﾓﾓﾈ 東御市陸上教室

 5 長井 梨華(5) 小学   3,37.29  5 巣山 このは(4) 小学   4,09.57 
ﾅｶﾞｲ ﾘｶ 須坂陸協 ｽﾔﾏ ｺﾉﾊ 東御市陸上教室

 6 岡 小凜(6) 小学   3,38.63  6 中屋 栞菜(6) 小学   4,09.69 
ｵｶ ｺﾘﾝ 須坂陸協 ﾅｶﾔ ｶﾝﾅ 真田陸上教室

 7 山﨑 凜奏(5) 小学   3,43.60  7 柳澤 莉央(4) 小学   4,20.24 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾐｶ NDFｼﾞｭﾆｱ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｵ 真田陸上教室

 8 武田 実久(6) 小学   3,43.95  8 田中 朝(5) 小学   4,20.89 
ﾀｹﾀﾞ ﾐｸ NDFｼﾞｭﾆｱ ﾀﾅｶ ﾄﾓ 真田陸上教室

 9 竹花 心美(6) 小学   3,50.08  9 佐藤 一帆(4) 小学   4,21.26 
ﾀｹﾊﾅ ｺｺﾐ 腰越JSC ｻﾄｳ ｶｽﾞﾎ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

10 沖浦 果花(5) 小学   3,52.67 10 堀内 悠羽亜(6) 小学   4,23.88 
ｵｷｳﾗ  ﾐﾊﾅ T&F佐久平 ﾎﾘｳﾁ ﾕｳｱ 真田陸上教室

11 北原 亜純(4) 小学   3,53.14 11 西村 奏(5) 小学   4,24.00 
ｷﾀﾊﾗ ｱｽﾞﾐ 真田ｸﾗﾌﾞ ﾆｼﾑﾗ  ｶﾅﾃﾞ T&F佐久平

12 帯刀 結(5) 小学   3,57.64 12 杉山 陽乃(4) 小学   4,29.58 
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾕｲ 真田ｸﾗﾌﾞ ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾉ 真田陸上教室

13 小林 楓(4) 小学   3,58.55 13 斉藤 あおば(4) 小学   4,44.46 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ NDFｼﾞｭﾆｱ ｻｲﾄｳ ｱｵﾊﾞ 真田陸上教室
山田 桃子(5) 小学 14 栁澤 優菜(4) 小学   4,59.31 
ﾔﾏﾀ ﾞ ﾓﾓｺ 木島平小 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
菊地 遥奈(6) 小学 15 石井 華蓮(4) 小学   4,59.95 
ｷｸﾁ ﾊﾙﾅ 真田ｸﾗﾌﾞ ｲｼｲ ｶﾚﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
阿部 結奈(5) 小学 小野沢 二葉(4) 小学
ｱﾍ ﾞ ﾕｲﾅ 木島平小 ｵﾉｻﾞﾜ ﾌﾀﾊﾞ 木島平小

   1 中村 羽来(6) 小学 腰越JSC     3,17.58 大会新   1   1
   2 北原 和(5) 小学 真田ｸﾗﾌﾞ     3,25.20 大会新   1   2
   3 成澤 あん里(5) 小学 腰越JSC     3,27.11 大会新   1   3
   4 黒沢 燈(4) 小学 腰越JSC     3,34.46   1   4
   5 長井 梨華(5) 小学 須坂陸協     3,37.29   1   5
   6 岡 小凜(6) 小学 須坂陸協     3,38.63   1   6
   7 山﨑 凜奏(5) 小学 NDFｼﾞｭﾆｱ     3,43.60   1   7
   8 武田 実久(6) 小学 NDFｼﾞｭﾆｱ     3,43.95   1   8
   9 竹花 心美(6) 小学 腰越JSC     3,50.08   1   9
  10 沖浦 果花(5) 小学 T&F佐久平     3,52.67   1  10
  11 北原 亜純(4) 小学 真田ｸﾗﾌﾞ     3,53.14   1  11
  12 帯刀 結(5) 小学 真田ｸﾗﾌﾞ     3,57.64   1  12
  13 小林 楓(4) 小学 NDFｼﾞｭﾆｱ     3,58.55   1  13
  14 林 美慧(4) 小学 腰越JSC     3,59.22   2   1
  15 髙橋 陽依莉(5) 小学 東御市陸上教室     4,03.96   2   2
  16 三井 里咲(6) 小学 真田陸上教室     4,06.70   2   3
  17 安本 桃音(5) 小学 東御市陸上教室     4,08.63   2   4
  18 巣山 このは(4) 小学 東御市陸上教室     4,09.57   2   5
  19 中屋 栞菜(6) 小学 真田陸上教室     4,09.69   2   6
  20 柳澤 莉央(4) 小学 真田陸上教室     4,20.24   2   7
  21 田中 朝(5) 小学 真田陸上教室     4,20.89   2   8
  22 佐藤 一帆(4) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     4,21.26   2   9
  23 堀内 悠羽亜(6) 小学 真田陸上教室     4,23.88   2  10
  24 西村 奏(5) 小学 T&F佐久平     4,24.00   2  11
  25 杉山 陽乃(4) 小学 真田陸上教室     4,29.58   2  12
  26 斉藤 あおば(4) 小学 真田陸上教室     4,44.46   2  13
  27 栁澤 優菜(4) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     4,59.31   2  14
  28 石井 華蓮(4) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     4,59.95   2  15

小学女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    93 15    88

大会新
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大会新
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16    68 16   191
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11    42 6   183

8    53 14    36
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決勝 7月13日 13:10

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 +1.8

 1 櫻井 玲未(5) 小学     17.38  1 山﨑 結生(4) 小学     15.43 
ｻｸﾗｲ  ﾚﾐ T&F佐久平 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｲ 千代田AC(静岡)

 2 関澤 まほろ(4) 小学     18.01  2 御子柴 清美(6) 小学     15.54 
ｾｷｻﾞﾜ ﾏﾎﾛ 上田JSC ﾐｺｼﾊﾞ ｷﾖﾐ 諏訪FA

 3 今村 朱里(4) 小学     19.11  3 田中 杏(4) 小学     16.08 
ｲﾏﾑﾗ ｱｶﾘ NDFｼﾞｭﾆｱ ﾀﾅｶ ｱﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 西澤 佳奈子(4) 小学     19.21  4 手塚 華(6) 小学     17.11 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶﾅｺ NDFｼﾞｭﾆｱ ﾃﾂﾞｶ ﾊﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 5 箱山 恵莉那(4) 小学     20.27  5 稲葉 陽花(5) 小学     18.49 
ﾊｺﾔﾏ ｴﾘﾅ 上田JSC ｲﾅﾊﾞ ﾊﾙｶ 千代田AC(静岡)

[ 3組] 風速 -0.3 [ 4組] 風速 +0.9

 1 山口 莉央(6) 小学     13.18  1 坂下 茉優(6) 小学     12.63 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 安茂里小 ｻｶｼﾀ ﾏﾋﾛ 千代田AC(静岡)

 2 八巻 まるり(5) 小学     14.40  2 中嶋 杏佳(6) 小学     13.28 
ﾔﾏｷ ﾏﾙﾘ 千代田AC(静岡) ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 軽井沢A&AC

 3 小林 志乃(5) 小学     14.83  3 花村 日向(6) 小学     13.42 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾉ 千代田AC(静岡) ﾊﾅﾑ ﾋﾅﾀ 千代田AC(静岡)

 4 山﨑 夢生(6) 小学     14.99  4 並木 彩華(6) 小学     23.53 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾒｲ 千代田AC(静岡) ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 軽井沢A&AC

 5 御子柴 直美(5) 小学     16.13 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾅｵﾐ 諏訪FA

7   228

8   242 7    82

4   241 8   246

6   235 5    84

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    65 6   244

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

6   140 8   247

5     8 7   122

7    13 5   113

8   152 6   229

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    29 4   243

小学女子

80mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 坂下 茉優(6) 小学 千代田AC(静岡)     12.63 (+0.9)   4   1
   2 山口 莉央(6) 小学 安茂里小     13.18 (-0.3)   3   1
   3 中嶋 杏佳(6) 小学 軽井沢A&AC     13.28 (+0.9)   4   2
   4 花村 日向(6) 小学 千代田AC(静岡)     13.42 (+0.9)   4   3
   5 八巻 まるり(5) 小学 千代田AC(静岡)     14.40 (-0.3)   3   2
   6 小林 志乃(5) 小学 千代田AC(静岡)     14.83 (-0.3)   3   3
   7 山﨑 夢生(6) 小学 千代田AC(静岡)     14.99 (-0.3)   3   4
   8 山﨑 結生(4) 小学 千代田AC(静岡)     15.43 (+1.8)   2   1
   9 御子柴 清美(6) 小学 諏訪FA     15.54 (+1.8)   2   2
  10 田中 杏(4) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.08 (+1.8)   2   3
  11 御子柴 直美(5) 小学 諏訪FA     16.13 (-0.3)   3   5
  12 手塚 華(6) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     17.11 (+1.8)   2   4
  13 櫻井 玲未(5) 小学 T&F佐久平     17.38 (+0.8)   1   1
  14 関澤 まほろ(4) 小学 上田JSC     18.01 (+0.8)   1   2
  15 稲葉 陽花(5) 小学 千代田AC(静岡)     18.49 (+1.8)   2   5
  16 今村 朱里(4) 小学 NDFｼﾞｭﾆｱ     19.11 (+0.8)   1   3
  17 西澤 佳奈子(4) 小学 NDFｼﾞｭﾆｱ     19.21 (+0.8)   1   4
  18 箱山 恵莉那(4) 小学 上田JSC     20.27 (+0.8)   1   5
  19 並木 彩華(6) 小学 軽井沢A&AC     23.53 (+0.9)   4   4

    8
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組 順位
  244
   65
   84
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80mH
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考
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1m30 1m35 1m40
花村 日向(6) 小学 - - - - - - O O O O
ﾊﾅﾑ ﾋﾅﾀ 千代田AC(静岡) O XX
坂下 茉優(6) 小学 - - - - - - O O O O
ｻｶｼﾀ ﾏﾋﾛ 千代田AC(静岡) XO XX
工藤 ささら(6) 小学 O O O O O O O O O O
ｸﾄﾞｳ ｻｻﾗ NDFｼﾞｭﾆｱ XX
山口 莉央(6) 小学 - - - - - O O O O XO
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 安茂里小 XX
中嶋 杏佳(6) 小学 - - - - - O O O XO XO
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 軽井沢A&AC XX
御子柴 直美(5) 小学 - - - O - O O O O XX
ﾐｺｼﾊﾞ ﾅｵﾐ 諏訪FA
御子柴 清美(6) 小学 - - - O - O O O XX
ﾐｺｼﾊﾞ ｷﾖﾐ 諏訪FA
小林 志乃(5) 小学 - - - - O O O XX
ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾉ 千代田AC(静岡)
佐藤 澪夏(5) 小学 O O O O O O O XX
ｻﾄｳ ﾚｲﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
山﨑 夢生(6) 小学 - - - - O O O XX
ﾔﾏｻﾞｷ ﾒｲ 千代田AC(静岡)
八巻 まるり(5) 小学 - - - - XO O XO XX
ﾔﾏｷ ﾏﾙﾘ 千代田AC(静岡)
山﨑 結生(4) 小学 - - - - O O XX
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｲ 千代田AC(静岡)
並木 彩華(6) 小学 欠場
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 軽井沢A&AC

氏  名 所属名
m80 m85 1m00 1m05 1m10 1m15

小学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ
1m20 1m25

記録 備考

1 10   246
 1.30

m90 m95

2 12   244
 1.30

3 1    15
 1.25

4 9    65
 1.25

5 11    84
 1.25

6 7   228
 1.20

7 3   229
 1.15

8 2   241
 1.10

8 5   124
 1.10

8 8   242
 1.10

11 4   235
 1.10

12 6   243
 1.05

13    82
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小林 未佳(6) 小学   3.97   3.96    3.97 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶ 安茂里小   +0.9   +1.7    +0.9
山嵜 彩加(6) 小学   3.82   3.23    3.82 
ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾔｶ NDFｼﾞｭﾆｱ   +2.0   +0.9    +2.0
林 菜々子(5) 小学   3.45   3.55    3.55 
ﾊﾔｼ  ﾅﾅｺ T&F佐久平   +2.0   +2.0    +2.0
山口 真央(6) 小学   3.48   3.37    3.48 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｵ 真田陸上教室   +0.8   +2.0    +0.8
土屋 まい(5) 小学   3.39   3.25    3.39 
ﾂﾁﾔ ﾏｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +2.0   +1.6    +2.0
荻原 綾美(6) 小学   3.33   3.06    3.33 
ｵｷﾞﾜﾗ ｱﾔﾐ NDFｼﾞｭﾆｱ   +0.7   +1.4    +0.7
伊藤 瑳那(4) 小学   2.89   3.22    3.22 
ｲﾄｳｻﾔ 千代田AC(静岡)   +1.3   +1.4    +1.4
浦野 あずみ(6) 小学   2.99   3.04    3.04 
ｳﾗﾉ ｱｽﾞﾐ NDFｼﾞｭﾆｱ   +1.5   +1.6    +1.6
田中 杏(4) 小学   2.87   2.99    2.99 
ﾀﾅｶ ｱﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +1.6   +1.7    +1.7
祢津 美成(5) 小学    X   2.93    2.93 
ﾈﾂ ﾐﾅﾘ 上田JSC   +1.4    +1.4
内海 寧音(6) 小学   2.85   2.85    2.85 
ｳﾂﾐ ﾈﾈ 真田陸上教室   +2.6   +1.6    +2.6
簾田 あいら(4) 小学   2.52   2.79    2.79 
ﾐｽﾀﾞ ｱｲﾗ 望月AC   +2.6   +1.9    +1.9
稲葉 陽花(5) 小学   2.50   2.65    2.65 
ｲﾅﾊﾞ ﾊﾙｶ 千代田AC(静岡)   +1.5   +1.2    +1.2
堀内 悠羽亜(6) 小学   2.53   2.43    2.53 
ﾎﾘｳﾁ ﾕｳｱ 真田陸上教室   +1.2   +1.2    +1.2
堀内 幸乃(6) 小学   2.38   2.44    2.44 
ﾎﾘｳﾁ ﾕｷﾉ 真田陸上教室   +0.8   +1.8    +1.8
松原 美柚(4) 小学    X   2.33    2.33 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾕ 望月AC   -0.9    -0.9
角田 恋音(4) 小学    X   2.15    2.15 
ﾂﾉﾀﾞ ﾚﾉﾝ 東御市陸上教室   +1.8    +1.8
阿部 葉月(4) 小学 欠場
ｱﾍﾞ ﾊﾂﾞｷ 真田陸上教室
小林 由奈(5) 小学 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 真田陸上教室

小学女子

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 18    64

2 13    12

3 16    30

4 17   205

5 14   112

6 9    18

7 8   248

8 11    19

9 19   113

10 10   141

11 5   187

12 6   268

13 12   247

14 7   183

15 3   184

16 2   276

15   201

17 4   260

1   219



決勝 7月13日 15:20

浦野 あずみ(6) 小学
ｳﾗﾉ ｱｽﾞﾐ NDFｼﾞｭﾆｱ
髙橋 陽依莉(5) 小学
ﾀｶﾊｼ ﾋﾖﾘ 東御市陸上教室
黒澤 佳恋(6) 小学
ｸﾛｻﾜ ｶﾚﾝ 真田陸上教室
山﨑 凜奏(5) 小学
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾐｶ NDFｼﾞｭﾆｱ
山口 真央(6) 小学
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｵ 真田陸上教室
小林 未佳(6) 小学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶ 安茂里小
安本 桃音(5) 小学
ﾔｽﾓﾄ ﾓﾓﾈ 東御市陸上教室
箱山 恵莉那(4) 小学
ﾊｺﾔﾏ ｴﾘﾅ 上田JSC
手塚 華(6) 小学
ﾃﾂﾞｶ ﾊﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
土屋 瑚乃(5) 小学
ﾂﾁﾔ ｺｲﾉ NDFｼﾞｭﾆｱ
関澤 まほろ(4) 小学
ｾｷｻﾞﾜ ﾏﾎﾛ 上田JSC
杉山 陽乃(4) 小学
ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾉ 真田陸上教室
両角 千尋(4) 小学
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾁﾋﾛ 真田陸上教室

小学女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

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 13    19

31.77 31.25  31.77 

2 8   254
31.76 31.63  31.76 

3 5   209
29.20 30.25  30.25 

4 9    11
29.57 27.32  29.57 

5 12   205
27.44 29.46  29.46 

6 10    64
29.02 26.79  29.02 

7 4   263
22.51 23.67  23.67 

8 7   140
16.88 20.81  20.81 

9 3   122
20.67 20.07  20.67 

10 6     7
20.08 19.66  20.08 

11 11   152
18.96 19.07  19.07 

12 1   200
17.19 14.89

13 2   178
14.73 13.03  14.73 
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