
　

　

　

　 大会コード　19170521

　

期日　　令和元年　８月１１日（日）

場所　　佐久総合運動公園陸上競技場　（コード　１７２０６０）

審判長　　細田　完二（トラック）　由井　正巳（フィールド）

気象状況

時刻 天候 気温 湿度

 9:00 晴れ 北西   0.4m/sec. 30.0 ℃ 70.0％
10:00 晴れ 北西   0.5m/sec. 30.5 ℃  65.0 %
11:00 晴れ 南東   1.5m/sec. 31.0 ℃  65.0 %
12:00 晴れ 南   2.7m/sec. 29.5 ℃ 60.0 %
13:00 晴れ 南南西   3.4m/sec. 29.5 ℃  65.0 %
14:00 晴れ 南   2.6m/sec. 29.0 ℃ 68.0 %
15:00 晴れ 南西   1.5m/sec. 29.5 ℃  68.0 %
16:00 晴れ 南西   3.0m/sec. 28.5 ℃  71.0 %

この大会で樹立された記録

ラウンド 記録 従来の記録 備考

決勝 2.23.19 2.27.40 大会新

決勝 14.86 15.16 大会新

決勝 15.08 15.16 大会新

決勝 50.92 53.56 大会新

種目

記録集

主催　(一財）長野陸上競技協会　東信地区陸上競技協会

風

第47回東信地区陸上競技選手権大会

共催　佐久市体育協会

氏名・所属

後援　上小地区地教委連絡協議会　佐久地区地教委連絡協議会

中学女子100mH

中学女子100mH

大森 里香(軽井沢A&AC3)
荻原 希乃愛(軽井沢A&AC3)

市川　笑花(野沢中3）中学女子800m

中学女子4×100mR 軽井沢A&AC



第47回東信陸上競技選手権大会

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子 【競技場】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

08/11 女子  -5.2 久保 愛夏(2) 13.35 井出 凛生(3) 13.66 西 郁花(2) 13.98 野口 すみれ(1) 14.43 江刈内 ひな(2) 14.45 田村  菜々香(2) 14.46 細田 音衣(1) 14.61 泰井 柊香(1) 14.83
１００ｍ 高校･小諸高 高校･岩村田高 高校･上田染谷丘高 高校･岩村田高 高校･野沢北高 高校･岩村田高 高校･上田高 高校･上田高

08/11 井出 凛生(3) 27.32 中村 睦(2) 28.33 田村  菜々香(2) 28.46 栁澤 風花(1) 28.64 野口 すみれ(1) 28.85 細田 音衣(1) 30.24 青木江里 30.63 江刈内 ひな(2) 31.13
２００ｍ 高校･岩村田高 高校･小諸高 高校･岩村田高 高校･小諸高 高校･岩村田高 高校･上田高 一般･長野ﾏｽﾀｰｽﾞ 高校･野沢北高

08/11 渡邉 美祐(1) 2,34.66 林 麻友香(1) 2,42.17 平島 葵(1) 2,48.10 冨沢 花(1) 2,50.71 森角 くるみ(1) 2,52.96
８００ｍ 高校･小諸高 高校･上田高 高校･上田東高 高校･野沢南高 高校･小諸高

08/11 三木 萌(2) 5,26.59 古旗 葵(1) 5,41.32
１５００ｍ 高校･上田高 高校･上田東高

08/11  -4.2 髙尾 玲良(1) 16.41 渡邉 希(4) 17.09 栗田  怜奈(2) 17.74 清水 あかね(2) 17.96 泰井 柊香(1) 19.31
１００ｍＨ 高校･上田染谷丘高 一般･松本大 高校･岩村田高 高校･上田高 高校･上田高

08/11 宇都宮 悠奈(3) 1.45 関谷 和香(1) 1.40 小泉 有唯(2) 1.40 碓氷 和叶(1) 1.30 栗田  怜奈(2) 1.25
走高跳 高校･小諸高 高校･上田東高 高校･小諸高 高校･小諸高 高校･岩村田高

08/11 比田井 凜(1) 4.92(+2.0) 佐伯 三葉(1) 4.63(+0.8) 田村 遥(2) 4.48(+0.8) 髙尾 玲良(1) 4.45(-1.0) 尾沼 未来(1) 4.19(-0.8) 蓬田 薫音(2) 4.17(-0.1) 清水 風(1) 3.97(-2.7) 綱島 乙葉(1) 3.90(-0.8)
走幅跳 高校･小諸高 高校･小諸高 高校･上田高 高校･上田染谷丘高 高校･小諸高 高校･上田東高 高校･上田千曲高 高校･上田東高

08/11 栁澤 優羽(1) 9.40 前島 遥(1) 7.87
砲丸投(4.000kg) 高校･上田染谷丘高 高校･上田東高

08/11 安達 朋笑(1) 26.34 井川 遥菜(3) 24.05 前島 遥(1) 21.55 滝澤 桜叶(1) 18.09 出澤　愛子(1) 14.07
円盤投(1.000kg) 高校･上田染谷丘高 一般･信州大 高校･上田東高 高校･上田千曲高 高校･岩村田高

08/11 犬飼 楓(3) 39.79 原野 茉優(3) 33.70 栁澤 優羽(1) 31.29 安達 朋笑(1) 26.22 清水 風(1) 25.23 市川 夏雅里(1) 23.17 小林 凛(1) 20.80 尾沼 未来(1) 20.40
やり投(0.600kg) 高校･小諸高 高校･小諸高 高校･上田染谷丘高 高校･上田染谷丘高 高校･上田千曲高 高校･上田東高 高校･上田千曲高 高校･小諸高

08/11 小諸高       51.96 岩村田高       52.28 上田高       55.42 上田東高       57.25
４×１００ｍＲ 中村 睦(2) 栗田  怜奈(2) 泰井 柊香(1) 蓬田 薫音(2)

比田井 凜(1) 井出 凛生(3) 細田 音衣(1) 平島 葵(1)
佐伯 三葉(1) 野口 すみれ(1) 清水 あかね(2) 綱島 乙葉(1)
栁澤 風花(1) 田村  菜々香(2) 田村 遥(2) 関谷 和香(1)

08/11 中学女子  -3.1 小柳 梨乃(2) 13.07 関澤 きらり(2) 13.58 中澤 雪乃(2) 13.66 秋穂 真理(3) 13.76 田中 雪乃(1) 13.84 齋藤 優羽(1) 14.09 神津 沙夏(1) 14.18 荒井 菜々美(2) 14.39
１００ｍ 中学･東御東部中 中学･軽井沢A&AC 中学･佐久東中 中学･浅間中 中学･上田第二中 中学･御代田中 中学･御代田中 中学･東御東部中

08/11  -3.0 竹花 碧乃(3) 27.17 中澤 雪乃(2) 28.08 山本 紗帆(2) 29.10 村山 苺香(2) 29.28 柏木 萌(3) 29.69 秋山 佳己(2) 29.78 坂口 瑠唯(1) 30.15 安原 花恋(2) 30.61
２００ｍ 中学･佐久長聖中 中学･佐久東中 中学･小諸東中 中学･浅間中 中学･軽井沢A&AC 中学･上田第五中 中学･上田第五中 中学･佐久東中

08/11 市川 笑花(3) 2,23.19 酒井 あいか(2) 2,34.53 今井 希実(2) 2,38.03 竹花 碧乃(3) 2,42.71 川上 野々花(2) 2,45.93 斎藤 蒔富羽(2) 2,46.05 北山 花夏(1) 2,47.23 津田 燈(1) 2,47.66
８００ｍ 中学･野沢中 GR 中学･小諸東中 中学･丸子北中 中学･佐久長聖中 中学･東御東部中 中学･芦原中 中学･浅間中 中学･軽井沢中

08/11 井龍 翠(2) 5,27.76 竹花 明姫(2) 5,28.06 村上 葉南(2) 5,54.79 南正覚 鈴(1) 6,02.16 上原 灯莉(2) 6,02.77 杉山 恵奈(1) 6,04.96 吉田 純子(1) 6,30.02
１５００ｍ 中学･佐久東中 中学･立科中 中学･上田第四中 中学･上田第四中 中学･中込中 中学･浅間中 中学･御代田中

08/11 大森 里香(3) 14.86 荻原 希乃愛(3) 15.08 佐伯 風帆(2) 15.23 唐澤 さくら(2) 15.38 漆原 衣咲(2) 16.96 関澤 きらり(2) 16.98 中嶋 愛佳(3) 17.74 柏木 萌(3) 18.10
１００ｍＨ 中学･軽井沢A&AC GR 中学･軽井沢A&AC GR 中学･軽井沢中 中学･軽井沢A&AC 中学･軽井沢A&AC 中学･軽井沢A&AC 中学･軽井沢A&AC 中学･軽井沢A&AC

08/11 大森 里香(3) 1.55 荻原 希乃愛(3) 1.50 漆原 衣咲(2) 1.40 中沢 麗葉(2) 1.35 佐伯 風帆(2) 1.35 太田 眞桜(2) 1.35 中嶋 愛佳(3) 1.25 吉田 未旅(2) 1.20
走高跳 中学･軽井沢A&AC 中学･軽井沢A&AC 中学･軽井沢A&AC 中学･中込中 中学･軽井沢中 中学･上田第一中 中学･軽井沢A&AC 中学･軽井沢中

後小路 葉月(1)
中学･野沢中

08/11 岡田 莉歩(2) 3.00 伊藤 花純(3) 2.50 佐藤 鈴華(2) 中学･上田第一中 2.20 高見澤 茉那(1) 1.80
棒高跳 中学･軽井沢中 中学･上田第一中 鈴木 天音(3) 中学･浅間中 中学･上田第五中

08/11 村山 なな子(2) 4.96(+3.4) 細田 怜奈(3) 4.77(+2.3) 古越 茉帆(3) 4.74(+3.2) 小林 響(2) 4.66(+0.7) 寺澤 恵美(2) 4.53(+0.9) 梅原 小梅(2) 4.50(+0.9) 吉田 心美(1) 4.45(+4.7) 清水 藤子(1) 4.42(+1.4)
走幅跳 中学･佐久東中 中学･東御東部中 中学･御代田中 中学･丸子北中 中学･芦原中 中学･軽井沢中 中学･中込中 中学･東御東部中

08/11 秋穂 真理(3) 10.92 石塚 夏姫(1) 8.89 栁澤 歩乃(1) 8.78 脇中 夕渚(3) 8.27 小林 真緒(2) 8.16 甘利 未珠咲(3) 8.05 長谷 百花(2) 7.93 山本 紗帆(2) 7.70
砲丸投(2.721kg) 中学･浅間中 中学･浅間中 中学･御代田中 中学･東御東部中 中学･東御東部中 一般･小諸東中 中学･浅間中 中学･小諸東中

08/11 軽井沢A&AC       50.92 佐久東中       53.86 軽井沢中A       53.87 東御東部中A       54.01 御代田中       54.83 中込中       55.79 上田第五中       55.94 東御東部中B       56.18
４×１００ｍＲ 関澤 きらり(2) GR 村山 なな子(2) 梅原 小梅(2) 細田 怜奈(3) 山越 咲葉(2) 吉田 心美(1) 松木 紗良(2) 飯高 愛莉(1)

唐澤 さくら(2) 中澤 雪乃(2) 佐伯 風帆(2) 小柳 梨乃(2) 齋藤 優羽(1) 神津 花蓮(2) 秋山 佳己(2) 池内 綺良々(2)
荻原 希乃愛(3) 安原 花恋(2) 津田 燈(1) 脇中 夕渚(3) 横尾 翠(1) 土屋 凜奈(2) 春原 史佳(1) 小林 ひより(1)
大森 里香(3) 関口 蒔琉(2) 宇都宮 新奈(1) 三輪 希々葉(3) 神津 沙夏(1) 井出 姫愛(2) 坂口 瑠唯(1) 荒井 菜々美(2)



予選 8月11日 11:15
決勝 8月11日 13:05

県新(KR)            11.56
大会新(GR)          12.52

[ 1組] 風速 -4.4 [ 2組] 風速 -4.4

 1 井出 凛生(3) 高校     13.49 q  1 久保 愛夏(2) 高校     12.99 q
ｲﾃﾞ ﾘｵ 岩村田高 ｸﾎﾞ ﾏﾅｶ 小諸高

 2 西 郁花(2) 高校     14.06 q  2 田村  菜々香(2) 高校     14.35 q
ﾆｼ ﾌﾐｶ 上田染谷丘高 ﾀﾑﾗ ﾅﾅｶ 岩村田高

 3 江刈内 ひな(2) 高校     14.34 q  3 細田 音衣(1) 高校     14.62 q
ｴｶﾘﾅｲ ﾋﾅ 野沢北高 ﾎｿﾀﾞ ｵﾄｲ 上田高

 4 野口 すみれ(1) 高校     14.37 q  4 青木江里 一般     15.20 
ﾉｸﾞﾁ ｽﾐﾚ 岩村田高 ｱｵｷ ｴﾘ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ

 5 泰井 柊香(1) 高校     14.59 q  5 出澤　愛子(1) 高校     15.23 
ﾀｲｲ ｼｭｳｶ 上田高 ｲﾃﾞｻﾞﾜ ｱｲｺ 岩村田高

 6 渡邉 美祐(1) 高校     14.90  6 山田 萌花(1) 高校     15.31 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｳ 小諸高 ﾔﾏﾀﾞ ﾓｶ 上田染谷丘高

 7 中條　玲南(1) 高校     16.40  7 熊谷 瑞希(1) 高校     16.31 
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾚｲﾅ 岩村田高 ｸﾏｶﾞｲ ﾐｽﾞｷ 上田高
関 真優 一般
ｾｷ ﾏﾕ 上田陸協

風速 -5.2

 1 久保 愛夏(2) 高校     13.35 
ｸﾎﾞ ﾏﾅｶ 小諸高

 2 井出 凛生(3) 高校     13.66 
ｲﾃﾞ ﾘｵ 岩村田高

 3 西 郁花(2) 高校     13.98 
ﾆｼ ﾌﾐｶ 上田染谷丘高

 4 野口 すみれ(1) 高校     14.43 
ﾉｸﾞﾁ ｽﾐﾚ 岩村田高

 5 江刈内 ひな(2) 高校     14.45 
ｴｶﾘﾅｲ ﾋﾅ 野沢北高

 6 田村  菜々香(2) 高校     14.46 
ﾀﾑﾗ ﾅﾅｶ 岩村田高

 7 細田 音衣(1) 高校     14.61 
ﾎｿﾀﾞ ｵﾄｲ 上田高

 8 泰井 柊香(1) 高校     14.83 
ﾀｲｲ ｼｭｳｶ 上田高

3  1428

2  1427

7  1226

9  1283

6  1484

8  1266

5  1340

4  1280

9     2
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  1269 4  1424

2  1346 8  1456

7  1427 3  1268

4  1266 5    13

5  1226 6  1428

3  1484 7  1283

8  1280 2  1340

女子

１００ｍ

予選 通過基準  2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／備考記録／備考 順No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ



決勝 8月11日 13:20

県新(KR)            23.73
大会新(GR)          25.66

[ 1組] 風速 -1.6 [ 2組] 風速 -3.6

 1 田村  菜々香(2) 高校     28.46  1 井出 凛生(3) 高校     27.32 
ﾀﾑﾗ ﾅﾅｶ 岩村田高 ｲﾃﾞ ﾘｵ 岩村田高

 2 栁澤 風花(1) 高校     28.64  2 中村 睦(2) 高校     28.33 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ 小諸高 ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂﾐ 小諸高

 3 細田 音衣(1) 高校     30.24  3 野口 すみれ(1) 高校     28.85 
ﾎｿﾀﾞ ｵﾄｲ 上田高 ﾉｸﾞﾁ ｽﾐﾚ 岩村田高

 4 山田 萌花(1) 高校     31.55  4 青木江里 一般     30.63 
ﾔﾏﾀﾞ ﾓｶ 上田染谷丘高 ｱｵｷ ｴﾘ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ

 5 中條　玲南(1) 高校     33.24  5 江刈内 ひな(2) 高校     31.13 
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾚｲﾅ 岩村田高 ｴｶﾘﾅｲ ﾋﾅ 野沢北高
久保 愛夏(2) 高校  6 田中 捺未(2) 高校     31.34 
ｸﾎﾞ ﾏﾅｶ 小諸高 ﾀﾅｶ ﾅﾂﾐ 上田染谷丘高
関 真優 一般
ｾｷ ﾏﾕ 上田陸協

   1 井出 凛生(3) 高校 岩村田高     27.32 (-3.6)   2   1
   2 中村 睦(2) 高校 小諸高     28.33 (-3.6)   2   2
   3 田村  菜々香(2) 高校 岩村田高     28.46 (-1.6)   1   1
   4 栁澤 風花(1) 高校 小諸高     28.64 (-1.6)   1   2
   5 野口 すみれ(1) 高校 岩村田高     28.85 (-3.6)   2   3
   6 細田 音衣(1) 高校 上田高     30.24 (-1.6)   1   3
   7 青木江里 一般 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ     30.63 (-3.6)   2   4
   8 江刈内 ひな(2) 高校 野沢北高     31.13 (-3.6)   2   5
   9 田中 捺未(2) 高校 上田染谷丘高     31.34 (-3.6)   2   6
  10 山田 萌花(1) 高校 上田染谷丘高     31.55 (-1.6)   1   4
  11 中條　玲南(1) 高校 岩村田高     33.24 (-1.6)   1   5

女子

２００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1283 3  1280

4  1345 6  1342

3  1428 5  1266

8  1456 2    13

7  1269 7  1226

2  1340 4  1483
欠場

6     2
欠場

女子

２００ｍ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
 1280
 1342
 1283
 1345

 1269

 1266
 1428
   13
 1226
 1483
 1456



決勝 8月11日 10:00

県新(KR)          2,05.78
大会新(GR)        2,25.17

 1 渡邉 美祐(1) 高校   2,34.66 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｳ 小諸高

 2 林 麻友香(1) 高校   2,42.17 
ﾊﾔｼ ﾏﾕｶ 上田高

 3 平島 葵(1) 高校   2,48.10 
ﾋﾗｼﾞﾏ ｱｵｲ 上田東高

 4 冨沢 花(1) 高校   2,50.71 
ﾄﾐｻﾞﾜ ﾊﾅ 野沢南高

 5 森角 くるみ(1) 高校   2,52.96 
ﾓﾘｶｸ ｸﾙﾐ 小諸高
齊藤 結花(1) 高校
ｻｲﾄｳ ﾕｲｶ 上田高

5  1343

6  1423
欠場

7  1438

4  1255

3  1346

2  1425

女子

８００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月11日 16:06

県新(KR)          4,16.76
大会新(GR)        4,52.22

 1 三木 萌(2) 高校   5,26.59 
ﾐｷ ﾓｴ 上田高

 2 古旗 葵(1) 高校   5,41.32 
ﾌﾙﾊﾀ ｱｵｲ 上田東高
齊藤 結花(1) 高校
ｻｲﾄｳ ﾕｲｶ 上田高
久保田 詩乃(1) 高校
ｸﾎﾞﾀ ｳﾀﾉ 上田高

12  1423
欠場

13  1426
欠場

11  1421

10  1434

女子

１５００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月11日 12:05

県新(KR)            13.81
大会新(GR)          15.40

風速 -4.2

 1 髙尾 玲良(1) 高校     16.41 
ﾀｶｵ ﾚｲﾗ 上田染谷丘高

 2 渡邉 希(4) 一般     17.09 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 松本大

 3 栗田  怜奈(2) 高校     17.74 
ｸﾘﾀ ﾚｲﾅ 岩村田高

 4 清水 あかね(2) 高校     17.96 
ｼﾐｽﾞ ｱｶﾈ 上田高

 5 泰井 柊香(1) 高校     19.31 
ﾀｲｲ ｼｭｳｶ 上田高

女子

１００ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  1453

4    11

2  1427

5  1282

6  1420



決勝 8月11日 15:30

県新(KR)            46.86
大会新(GR)          48.55

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 小諸高  1342 中村 睦(2)     51.96 

ｺﾓﾛｺｳ ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂﾐ
 1331 比田井 凜(1)

ﾋﾀﾞｲ ﾘﾝ
 1347 佐伯 三葉(1)

ｻｴｷ ﾐﾂﾊﾞ
 1345 栁澤 風花(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ
 2   3 岩村田高  1282 栗田  怜奈(2)     52.28 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ｸﾘﾀ ﾚｲﾅ
 1280 井出 凛生(3)

ｲﾃﾞ ﾘｵ
 1266 野口 すみれ(1)

ﾉｸﾞﾁ ｽﾐﾚ
 1283 田村  菜々香(2)

ﾀﾑﾗ ﾅﾅｶ
 3   2 上田高  1427 泰井 柊香(1)     55.42 

ｳｴﾀﾞｺｳ ﾀｲｲ ｼｭｳｶ
 1428 細田 音衣(1)

ﾎｿﾀﾞ ｵﾄｲ
 1420 清水 あかね(2)

ｼﾐｽﾞ ｱｶﾈ
 1422 田村 遥(2)

ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ
 4   4 上田東高  1448 蓬田 薫音(2)     57.25 

ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼｺｳ ﾖﾓｷﾞﾀﾞ ｶﾉﾝ
 1438 平島 葵(1)

ﾋﾗｼﾞﾏ ｱｵｲ
 1431 綱島 乙葉(1)

ﾂﾅｼﾏ ｵﾄﾊ
 1433 関谷 和香(1)

ｾｷﾔ ﾉﾄﾞｶ

女子

４×１００ｍＲ

決勝



決勝 8月11日  9:00

県新(KR)             1.81
大会新(GR)           1.68

宇都宮 悠奈(3) 高校
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ 小諸高
関谷 和香(1) 高校
ｾｷﾔ ﾉﾄﾞｶ 上田東高
小泉 有唯(2) 高校
ｺｲｽﾞﾐ ｱｲ 小諸高
碓氷 和叶(1) 高校
ｳｽｲ ﾜｶﾅ 小諸高
栗田  怜奈(2) 高校
ｸﾘﾀ ﾚｲﾅ 岩村田高

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 記録 備考

1 5  1338 - - - O XXO XXX  1.45

2 4  1433 - O O XO XXX  1.40

3 1  1341 - O O XXO XXX  1.40

4 3  1348 XO O XXX  1.30

5 2  1282 XO XXX  1.25



決勝 8月11日 10:30

県新(KR)             6.41
大会新(GR)           5.27

比田井 凜(1) 高校    X    X   4.92   4.45   4.75   4.56    4.92 
ﾋﾀﾞｲ ﾘﾝ 小諸高   +2.0   +2.3   -1.5   -1.8    +2.0
佐伯 三葉(1) 高校   4.63    X   4.52    X    X    X    4.63 
ｻｴｷ ﾐﾂﾊﾞ 小諸高   +0.8   -1.3    +0.8
田村 遥(2) 高校   4.13   4.48   4.32   4.37   4.42   4.44    4.48 
ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ 上田高   +0.5   +0.8   -2.0   -1.4   -1.3   -0.5    +0.8
髙尾 玲良(1) 高校   4.41   4.41   4.45    -    -    -    4.45 
ﾀｶｵ ﾚｲﾗ 上田染谷丘高   +0.1   +1.8   -1.0    -1.0
尾沼 未来(1) 高校   4.19    X   3.73   4.04    X   4.12    4.19 
ｵﾇﾏ ﾐｸ 小諸高   -0.8    0.0   -1.5   -1.9    -0.8
蓬田 薫音(2) 高校   4.17    X   3.90   4.01   3.86   3.98    4.17 
ﾖﾓｷﾞﾀﾞ ｶﾉﾝ 上田東高   -0.1   -2.6   -1.6   -2.2   -0.9    -0.1
清水 風(1) 高校    X   3.90   3.56   3.63   3.92   3.97    3.97 
ｼﾐｽﾞ  ｳﾀ 上田千曲高   +0.4   +0.1   -1.7   -0.8   -2.7    -2.7
綱島 乙葉(1) 高校    X   3.90   3.07   3.52   3.44   3.17    3.90 
ﾂﾅｼﾏ ｵﾄﾊ 上田東高   -0.8   +2.9   -1.5   +3.3   -3.7    -0.8

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 8  1331

2 6  1347

3 5  1422

4 7  1453

5 4  1350

6 2  1448

7 3  1488

8 1  1431



決勝 8月11日 15:00

県新(KR)            13.70
大会新(GR)          13.01

栁澤 優羽(1) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 上田染谷丘高
前島 遥(1) 高校
ﾏｴｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 上田東高

 6.97  7.87  7.76   7.87 

 9.19  9.36  9.40   9.40 

2 1  1439  7.43  7.45  7.51

1 2  1455  9.12  9.08  8.42

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 8月11日  9:00

県新(KR)            45.73
大会新(GR)          39.33

安達 朋笑(1) 高校
ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓｴ 上田染谷丘高
井川 遥菜(3) 一般
ｲｶﾞﾜ ﾊﾙﾅ 信州大
前島 遥(1) 高校
ﾏｴｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 上田東高
滝澤 桜叶(1) 高校
ﾀｷｻﾞﾜ  ｵｳｶ 上田千曲高
出澤　愛子(1) 高校
ｲﾃﾞｻﾞﾜ ｱｲｺ 岩村田高

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 4  1454   O   O 25.34 26.34   O   O  26.34 

2 5    12   X   X   X   O   X 24.05  24.05 

3 2  1439   O   O 21.55   O   O   O  21.55 

4 1  1493   O   X 17.35

5 3  1268   O   O 14.07   O   O   O  14.07 

  O 18.09   O  18.09 



決勝 8月11日 13:30

県新(KR)            57.17
大会新(GR)          42.33

犬飼 楓(3) 高校
ｲﾇｶｲ ｶｴﾃﾞ 小諸高
原野 茉優(3) 高校
ﾊﾗﾉ ﾏﾕ 小諸高
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
清水 風(1) 高校
ｼﾐｽﾞ  ｳﾀ 上田千曲高
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
尾沼 未来(1) 高校
ｵﾇﾏ ﾐｸ 小諸高
中村 睦(2) 高校
ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂﾐ 小諸高

 16.43 

  O 20.40   O  20.40 

9 1  1342   O   O 16.43

  X   O   O  20.80 

8 2  1350   O 17.90   O

  O   O   O  23.17 

7 7  1494 20.80   X   O

  O   O   O  25.23 

6 4  1432   O 23.17   O

  O   O 26.22  26.22 

5 5  1488   O 25.23   X

  O   O   O  31.29 

4 3  1454   O 22.42   O

  O 33.70   O  33.70 

3 8  1455   O 31.29   O

  O   O   O  39.79 

2 6  1335   O   O 33.10

1 9  1337   O   O 39.79

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

やり投(0.600kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



予選 8月11日 10:10
決勝 8月11日 12:55

県中新(KR)          12.05
大会新(GR)          12.79

[ 1組] 風速 -2.2 [ 2組] 風速 -2.1

 1 細田 怜奈(3) 中学     14.13  1 関澤 きらり(2) 中学     13.54 q
ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ 東御東部中 ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 軽井沢A&AC

 2 松木 紗良(2) 中学     14.99  2 齋藤 優羽(1) 中学     13.98 q
ﾏﾂｷ ｻﾗ 上田第五中 ｻｲﾄｳ ﾕｳ 御代田中

 3 土屋 凜奈(2) 中学     15.00  3 宮本 和花奈(1) 中学     14.87 
ﾂﾁﾔ ﾘﾝﾅ 中込中 ﾐﾔﾓﾄ ﾜｶﾅ 東御東部中

 4 髙橋 みう(1) 中学     15.07  4 北原 彩羽(1) 中学     14.96 
ﾀｶﾊｼ ﾐｳ 小諸東中 ｷﾀﾊﾗ ｲﾛﾊ 上田第四中

 5 西澤 凜(2) 中学     15.59  5 横須賀 さくら(1) 中学     15.30 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾘﾝ 上田第四中 ﾖｺｽｶ ｻｸﾗ 小諸東中

 6 田原 美桜(2) 中学     15.61  5 中沢 麗葉(2) 中学     15.30 
ﾀﾊﾗ ﾐｵ 佐久東中 ﾅｶｻﾞﾜ ｳﾙﾊ 中込中

 7 井出 優奈(1) 中学     15.64  7 川上 珠実(1) 中学     15.77 
ｲﾃﾞ ﾕﾅ 野沢中 ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ 野沢中

 8 橋本 莉奈(1) 中学     15.97  8 須江 安那(2) 中学     15.77 
ﾊｼﾓﾄ ﾘﾅ 東御東部中 ｽｴ ｱﾝﾅ 佐久東中
橋本 春花(2) 中学  9 荻原 麻友(1) 中学     16.56 
ﾊｼﾓﾄ  ﾊﾙｶ T&F佐久平 ｵｷﾞﾜﾗ ﾏﾕ 東御東部中

[ 3組] 風速 -1.1 [ 4組] 風速 +0.3

 1 神津 沙夏(1) 中学     13.89 q  1 中澤 雪乃(2) 中学     13.32 q
ｺｳﾂﾞ ｻﾅ 御代田中 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 佐久東中

 2 関口 蒔琉(2) 中学     14.35  2 荒井 菜々美(2) 中学     14.02 q
ｾｷｸﾞﾁ ﾏｸﾙ 佐久東中 ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 東御東部中

 3 坂口 瑠唯(1) 中学     14.38  3 村山 苺香(2) 中学     14.23 
ｻｶｸﾞﾁ ﾙｲ 上田第五中 ﾑﾗﾔﾏ ﾏｲｶ 浅間中

 4 小林 響(2) 中学     14.42  4 小泉 陽菜(2) 中学     14.48 
ｺﾊﾞﾔｼ ｵﾄ 丸子北中 ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾅ 軽井沢中

 5 堀内 涼香(2) 中学     14.88  5 山越 咲葉(2) 中学     14.61 
ﾎﾘｳﾁ ｽｽﾞｶ 浅間中 ﾔﾏｺｼ ｻﾖ 御代田中

 6 佐藤 アーシャ(1) 中学     15.10  6 林 美緒(1) 中学     14.88 
ｻﾄｳ ｱｰｼｬ 東御東部中 ﾊﾔｼ ﾐｵ 上田第五中

 7 上原 灯莉(2) 中学     15.61  7 今井 乙希(1) 中学     15.15 
ｳｴﾊﾗ ｱｶﾘ 中込中 ｲﾏｲ ｲﾂｷ 芦原中

 8 小山 愛加(2) 中学     16.38  8 佐藤 イルシャ(1) 中学     15.27 
ｺﾔﾏ ｱｲｶ 佐久東中 ｻﾄｳ ｲﾙｼｬ 東御東部中

 9 水谷 美咲(1) 中学     19.53 岸和田谷 友里(2) 中学
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾐｻｷ 芦原中 ｷｼﾜﾀﾞﾔ ﾕｳﾘ 中込中

[ 5組] 風速 -0.9 [ 6組] 風速  0.0

 1 秋山 佳己(2) 中学     14.07  1 秋穂 真理(3) 中学     13.65 q
ｱｷﾔﾏ ｶｺ 上田第五中 ｱｷﾎ ﾏﾘ 浅間中

 2 安原 花恋(2) 中学     14.49  2 田中 雪乃(1) 中学     13.72 q
ﾔｽﾊﾗ ｶﾚﾝ 佐久東中 ﾀﾅｶ ﾕｷﾉ 上田第二中

 3 小林 ひより(1) 中学     14.77  3 村山 なな子(2) 中学     14.04 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 東御東部中 ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅｺ 佐久東中

 4 吉澤 諒子(1) 中学     14.78  4 宇都宮 新奈(1) 中学     14.27 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｺ 浅間中 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾆﾅ 軽井沢中

 5 関戸 葉奈瑛(2) 中学     14.92  5 三輪 希々葉(3) 中学     14.27 
ｾｷﾄﾞ ﾊﾅｴ 上田第四中 ﾐﾜ ﾉﾉﾊ 東御東部中

 6 井出 姫愛(2) 中学     15.23  6 吉田 心美(1) 中学     14.52 
ｲﾃﾞ ﾋﾒｱ 中込中 ﾖｼﾀﾞ ｺｺﾐ 中込中

 7 山岸 杏香(1) 中学     15.56  7 飯高 愛莉(1) 中学     14.63 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾓﾓｶ 御代田中 ｲｲﾀｶ ｱｲﾘ 東御東部中

 8 小林 のあ(1) 中学     15.87  8 春原 史佳(1) 中学     15.38 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｱ 中込中 ｽﾉﾊﾗ ﾌﾐｶ 上田第五中

 9 古清水 麻衣(2) 中学     16.22  9 横尾 結月(1) 中学     16.10 
ｺｼﾐｽﾞ ﾏｲ 野沢中 ﾖｺｵ ﾕﾂﾞｷ 芦原中

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ

中学女子

１００ｍ

予選 通過基準  7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／備考記録／備考 順
1  4407 1     4

9  4680 3  4267

7  4123 9  4391

2  4283 8  4640

4  4657 5  4285

8  4178 6  4121

6  4102 2  4104

3  8772 4  4175

5     1 7  4396
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
9  4256 7  4179

3  4177 2  4418

5  4681 1  4143

2  4508 6  4229

1  4142 5  4254

6  8774 9  4684

8  4118 4  4323

7  4162 8  8771

4  4313 3  4122
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
2  4679 1  4130

9  4164 6  4602

5  8773 8  4163

1  4132 3  4247

3  4658 5  4408

4  4120 7  4110

8  4271 9  8777

6  4113 2  4682

7  4092 4  4320



[ 7組] 風速  0.0

 1 小柳 梨乃(2) 中学     12.94 q
ｺﾔﾅｷﾞ ﾘﾉ 東御東部中

 2 黒田 慧(1) 中学     14.22 
ｸﾛﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 芦原中

 3 神津 花蓮(2) 中学     14.29 
ｺｳｽﾞ ｶﾚﾝ 中込中

 4 関 栞那(1) 中学     14.74 
ｾｷ ｶﾝﾅ 東御東部中

 5 南澤 穂佳(1) 中学     15.03 
ﾐﾅﾐｻﾜ ﾎﾉｶ 上田第四中

 6 堀籠 優真(2) 中学     15.29 
ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕﾏ 野沢中

 7 渡辺 みゆ(1) 中学     15.40 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 中込中

 8 太田 桃子(2) 中学     15.93 
ｵｵﾀ ﾓﾓｺ 佐久東中

風速 -3.1

 1 小柳 梨乃(2) 中学     13.07 
ｺﾔﾅｷﾞ ﾘﾉ 東御東部中

 2 関澤 きらり(2) 中学     13.58 
ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 軽井沢A&AC

 3 中澤 雪乃(2) 中学     13.66 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 佐久東中

 4 秋穂 真理(3) 中学     13.76 
ｱｷﾎ ﾏﾘ 浅間中

 5 田中 雪乃(1) 中学     13.84 
ﾀﾅｶ ﾕｷﾉ 上田第二中

 6 齋藤 優羽(1) 中学     14.09 
ｻｲﾄｳ ﾕｳ 御代田中

 7 神津 沙夏(1) 中学     14.18 
ｺｳﾂﾞ ｻﾅ 御代田中

 8 荒井 菜々美(2) 中学     14.39 
ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 東御東部中

中学女子

１００ｍ

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  4415

6  4316

8  4119

3  8778

7  4641

9  4094

2  4111

4  4166

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  4415

6     4

7  4179

5  4130

9  4602

3  4267

8  4256

2  4418



予選 8月11日  9:20
決勝 8月11日 13:15

県中新(KR)          24.88
大会新(GR)          25.57

[ 1組] 風速 -2.1 [ 2組] 風速 -1.9

 1 竹花 碧乃(3) 中学     27.04 q  1 中澤 雪乃(2) 中学     27.46 q
ﾀｹﾊﾅｱｵﾉ 佐久長聖中 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 佐久東中

 2 秋山 佳己(2) 中学     29.16 q  2 村山 苺香(2) 中学     28.93 q
ｱｷﾔﾏ ｶｺ 上田第五中 ﾑﾗﾔﾏ ﾏｲｶ 浅間中

 3 安原 花恋(2) 中学     29.76 q  3 坂口 瑠唯(1) 中学     29.89 q
ﾔｽﾊﾗ ｶﾚﾝ 佐久東中 ｻｶｸﾞﾁ ﾙｲ 上田第五中

 4 神津 花蓮(2) 中学     30.04  4 吉田 彩葉(1) 中学     29.91 
ｺｳｽﾞ ｶﾚﾝ 中込中 ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 野沢中

 5 古清水 麻衣(2) 中学     34.14  5 髙橋 みう(1) 中学     30.49 
ｺｼﾐｽﾞ ﾏｲ 野沢中 ﾀｶﾊｼ ﾐｳ 小諸東中

 6 箱山 夏未(1) 中学     34.91  6 川上 珠実(1) 中学     32.71 
ﾊｺﾔﾏ ﾅﾂﾐ 上田第四中 ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ 野沢中

 7 小関 すず(2) 中学     35.87  7 須江 安那(2) 中学     33.08 
ｺｾｷ ｽｽﾞ 御代田中 ｽｴ ｱﾝﾅ 佐久東中

[ 3組] 風速 -1.8

 1 山本 紗帆(2) 中学     28.97 q
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾎ 小諸東中

 2 柏木 萌(3) 中学     29.72 q
ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ 軽井沢A&AC

 3 吉澤 諒子(1) 中学     30.20 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｺ 浅間中

 4 井出 姫愛(2) 中学     31.25 
ｲﾃﾞ ﾋﾒｱ 中込中

 5 松木 紗良(2) 中学     32.06 
ﾏﾂｷ ｻﾗ 上田第五中

 6 堀籠 優真(2) 中学     32.27 
ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕﾏ 野沢中

 7 田原 美桜(2) 中学     32.92 
ﾀﾊﾗ ﾐｵ 佐久東中

風速 -3.0

 1 竹花 碧乃(3) 中学     27.17 
ﾀｹﾊﾅｱｵﾉ 佐久長聖中

 2 中澤 雪乃(2) 中学     28.08 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 佐久東中

 3 山本 紗帆(2) 中学     29.10 
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾎ 小諸東中

 4 村山 苺香(2) 中学     29.28 
ﾑﾗﾔﾏ ﾏｲｶ 浅間中

 5 柏木 萌(3) 中学     29.69 
ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ 軽井沢A&AC

 6 秋山 佳己(2) 中学     29.78 
ｱｷﾔﾏ ｶｺ 上田第五中

 7 坂口 瑠唯(1) 中学     30.15 
ｻｶｸﾞﾁ ﾙｲ 上田第五中

 8 安原 花恋(2) 中学     30.61 
ﾔｽﾊﾗ ｶﾚﾝ 佐久東中

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ

中学女子

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／備考記録／備考 順
2  4369 7  4179

6  4679 8  4143

4  4164 4  4681

5  4119 2  4109

3  4092 3  4283

7  4649 6  4104

8  4250 5  4175

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  4282

7    10

8  4132

5  4120

4  4680

3  4094

6  4178

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  4369

7  4179

4  4282

6  4143

8    10

9  4679

2  4681

3  4164



決勝 8月11日  9:50

県中新(KR)        2,13.56
大会新(GR)        2,27.40

[ 1組] [ 2組]

 1 市川 笑花(3) 中学   2,23.19  1 酒井 あいか(2) 中学   2,34.53 
ｲﾁｶﾜ ｴﾐｶ 野沢中 ｻｶｲ ｱｲｶ 小諸東中

 2 川上 野々花(2) 中学   2,45.93  2 今井 希実(2) 中学   2,38.03 
ｶﾜｶﾐ ﾉﾉｶ 東御東部中 ｲﾏｲ ﾉｿﾞﾐ 丸子北中

 3 若杉 未来(1) 中学   2,47.79  3 津田 燈(1) 中学   2,47.66 
ﾜｶｽｷﾞ ﾐｸ 浅間中 ﾂﾀﾞ ｱｶﾘ 軽井沢中

 4 矢嶋 佑希(2) 中学   2,48.13  4 東海林 優心花(1) 中学   2,49.64 
ﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷ 上田第四中 ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾕﾐｶ 野沢中

 5 田中 莉奈(1) 中学   2,48.23  5 小林 粋佳(1) 中学   2,53.81 
ﾀﾅｶ ﾘﾅ 小諸東中 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖｶ 小諸東中

 6 西森 栄李花(2) 中学   2,51.63  6 塚田 理歩(1) 中学   3,02.75 
ﾆｼﾓﾘ ｴﾘｶ 浅間中 ﾂｶﾀﾞ ﾘﾎ 丸子北中

 7 柳田 緋奈(1) 中学   2,58.72 宮下 奏海(1) 中学
ﾔﾅｲﾀﾞ ﾋﾅ 東御東部中 ﾐﾔｼﾀ ｶﾅﾐ 東御東部中

 8 滝澤 唯(1) 中学   3,12.99 帯刀 詩(1) 中学
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｲ 丸子北中 ｵﾋﾞﾅﾀ ｳﾀ 佐久長聖中
橋詰 史歩(2) 中学
ﾊｼﾂﾞﾒ ｼﾎ 上田第六中

[ 3組]

 1 竹花 碧乃(3) 中学   2,42.71 
ﾀｹﾊﾅｱｵﾉ 佐久長聖中

 2 斎藤 蒔富羽(2) 中学   2,46.05 
ｻｲﾄｳ ﾏﾄﾊ 芦原中

 3 北山 花夏(1) 中学   2,47.23 
ｷﾀﾔﾏ ﾊﾅ 浅間中

 4 井出 優奈(1) 中学   2,55.62 
ｲﾃﾞ ﾕﾅ 野沢中

 5 新井 こころ(1) 中学   3,01.07 
ｱﾗｲ ｺｺﾛ 丸子北中

 6 太田 桃子(2) 中学   3,09.90 
ｵｵﾀ ﾓﾓｺ 佐久東中
中島 優菜(3) 中学
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾅ 小諸東中
竹内 彩夏(2) 中学
ﾀｹｳﾁ ｱﾔｶ 東御東部中 欠場

5  4309
欠場

7  4413

3  4510

4  4166

9  4131

2  4102

記録／備考
8  4369

6  4314

欠場
5  4701

欠場

順 No. 氏  名 所属名

欠場
8  4511 5  4374

6  8776 4  8775

9  4140 7  4512

3  4286 6  4284

7  4659 2  4107

1  4133 3  4249

大会新
4  4417 9  4506

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  4075 8  4280

中学女子

８００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 市川 笑花(3) 中学 野沢中     2,23.19 大会新   1   1
   2 酒井 あいか(2) 中学 小諸東中     2,34.53   2   1
   3 今井 希実(2) 中学 丸子北中     2,38.03   2   2
   4 竹花 碧乃(3) 中学 佐久長聖中     2,42.71   3   1
   5 川上 野々花(2) 中学 東御東部中     2,45.93   1   2
   6 斎藤 蒔富羽(2) 中学 芦原中     2,46.05   3   2
   7 北山 花夏(1) 中学 浅間中     2,47.23   3   3
   8 津田 燈(1) 中学 軽井沢中     2,47.66   2   3
   9 若杉 未来(1) 中学 浅間中     2,47.79   1   3
  10 矢嶋 佑希(2) 中学 上田第四中     2,48.13   1   4
  11 田中 莉奈(1) 中学 小諸東中     2,48.23   1   5
  12 東海林 優心花(1) 中学 野沢中     2,49.64   2   4
  13 西森 栄李花(2) 中学 浅間中     2,51.63   1   6
  14 小林 粋佳(1) 中学 小諸東中     2,53.81   2   5
  15 井出 優奈(1) 中学 野沢中     2,55.62   3   4
  16 柳田 緋奈(1) 中学 東御東部中     2,58.72   1   7
  17 新井 こころ(1) 中学 丸子北中     3,01.07   3   5
  18 塚田 理歩(1) 中学 丸子北中     3,02.75   2   6
  19 太田 桃子(2) 中学 佐久東中     3,09.90   3   6
  20 滝澤 唯(1) 中学 丸子北中     3,12.99   1   8

 8776
 4510
 4512
 4166
 4511

 4659
 4286
 4107
 4140
 4284
 4102

 4369
 4417
 4314
 4131
 4249
 4133

備考 組 順位
 4075
 4280
 4506

中学女子

８００ｍ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録



決勝 8月11日 16:05

県中新(KR)        4,28.36
大会新(GR)           5.08

 1 井龍 翠(2) 中学   5,27.76 
ｲﾘｭｳ ﾐﾄﾞﾘ 佐久東中

 2 竹花 明姫(2) 中学   5,28.06 
ﾀｹﾊﾅ ｱｷ 立科中

 3 村上 葉南(2) 中学   5,54.79 
ﾑﾗｶﾐ ﾊﾅ 上田第四中

 4 南正覚 鈴(1) 中学   6,02.16 
ﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｸ ﾘﾝ 上田第四中

 5 上原 灯莉(2) 中学   6,02.77 
ｳｴﾊﾗ ｱｶﾘ 中込中

 6 杉山 恵奈(1) 中学   6,04.96 
ｽｷﾞﾔﾏ ｴﾅ 浅間中

 7 吉田 純子(1) 中学   6,30.02 
ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 御代田中
下村 悠莉(1) 中学
ｼﾓﾑﾗ ﾕﾘ 丸子中
久保田 暖乃(2) 中学
ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙﾉ 丸子北中

6  4507
欠場

8  4270

1  4465
欠場

4  4118

9  4134

5  4664

7  4642

3  4161

2  4332

中学女子

１５００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月11日 11:40

県中新(KR)          14.05
大会新(GR)          15.16

[ 1組] 風速 -3.6 [ 2組] 風速 -5.0

 1 漆原 衣咲(2) 中学     16.96  1 大森 里香(3) 中学     14.86 
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 軽井沢A&AC ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 軽井沢A&AC

 2 柏木 萌(3) 中学     18.10  2 荻原 希乃愛(3) 中学     15.08 
ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ 軽井沢A&AC ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 軽井沢A&AC

 3 関口 蒔琉(2) 中学     18.11  3 佐伯 風帆(2) 中学     15.23 
ｾｷｸﾞﾁ ﾏｸﾙ 佐久東中 ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢中

 4 田口 朱音(1) 中学     19.15  4 唐澤 さくら(2) 中学     15.38 
ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 軽井沢A&AC ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 軽井沢A&AC

 5 高見澤 茉那(1) 中学     19.37  5 関澤 きらり(2) 中学     16.98 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾏﾅ 上田第五中 ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 軽井沢A&AC

 6 木内 柚乃(2) 中学     20.00  6 中嶋 愛佳(3) 中学     17.74 
ｷｳﾁ ﾕｽﾞﾉ 浅間中 ｶｼﾞﾏ ｱｲｶ 軽井沢A&AC
岸和田谷 友里(2) 中学
ｷｼﾜﾀﾞﾔ ﾕｳﾘ 中込中

   1 大森 里香(3) 中学 軽井沢A&AC     14.86 (-5.0) 大会新   2   1
   2 荻原 希乃愛(3) 中学 軽井沢A&AC     15.08 (-5.0) 大会新   2   2
   3 佐伯 風帆(2) 中学 軽井沢中     15.23 (-5.0)   2   3
   4 唐澤 さくら(2) 中学 軽井沢A&AC     15.38 (-5.0)   2   4
   5 漆原 衣咲(2) 中学 軽井沢A&AC     16.96 (-3.6)   1   1
   6 関澤 きらり(2) 中学 軽井沢A&AC     16.98 (-5.0)   2   5
   7 中嶋 愛佳(3) 中学 軽井沢A&AC     17.74 (-5.0)   2   6
   8 柏木 萌(3) 中学 軽井沢A&AC     18.10 (-3.6)   1   2
   9 関口 蒔琉(2) 中学 佐久東中     18.11 (-3.6)   1   3
  10 田口 朱音(1) 中学 軽井沢A&AC     19.15 (-3.6)   1   4
  11 高見澤 茉那(1) 中学 上田第五中     19.37 (-3.6)   1   5
  12 木内 柚乃(2) 中学 浅間中     20.00 (-3.6)   1   6
  13 (-5.0)   2

中学女子

１００ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2     5 7     6

大会新
4    10 3     3

大会新
7  4177 6  4238

8     8 5     9

3  4683 4     4

6  4139 2     7

5  4122 0
欠場

中学女子

１００ｍＨ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

   10

記録（風） 備考 組 順位
    6
    3

 4177
    8
 4683
 4139

 4238
    9
    5
    4
    7



決勝 8月11日 15:10

県中新(KR)          48.17
大会新(GR)          53.56

[ 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   6 軽井沢中A  4237 梅原 小梅(2)     53.87  1   2 軽井沢A&AC     4 関澤 きらり(2)     50.92 

ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳ ｳﾒﾊﾗ ｺｳﾒ ｶﾙｲｻﾞﾜA&AC ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 大会新
 4238 佐伯 風帆(2)     9 唐澤 さくら(2)

ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ
 4249 津田 燈(1)     3 荻原 希乃愛(3)

ﾂﾀﾞ ｱｶﾘ ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ
 4247 宇都宮 新奈(1)     6 大森 里香(3)

ｳﾂﾉﾐﾔ ﾆﾅ ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ
 2   4 東御東部中A  4407 細田 怜奈(3)     54.01  2   6 佐久東中  4163 村山 なな子(2)     53.86 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ ｻｸﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅｺ
 4415 小柳 梨乃(2)  4179 中澤 雪乃(2)

ｺﾔﾅｷﾞ ﾘﾉ ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ
 4410 脇中 夕渚(3)  4164 安原 花恋(2)

ﾜｷﾅｶ ｾﾅ ﾔｽﾊﾗ ｶﾚﾝ
 4408 三輪 希々葉(3)  4177 関口 蒔琉(2)

ﾐﾜ ﾉﾉﾊ ｾｷｸﾞﾁ ﾏｸﾙ
 3   7 東御東部中B  8777 飯高 愛莉(1)     56.18  3   5 御代田中  4254 山越 咲葉(2)     54.83 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｲｲﾀｶ ｱｲﾘ ﾐﾖﾀﾁｭｳ ﾔﾏｺｼ ｻﾖ
 4414 池内 綺良々(2)  4267 齋藤 優羽(1)

ｲｹｳﾁ ｷﾗﾗ ｻｲﾄｳ ﾕｳ
 8773 小林 ひより(1)  4268 横尾 翠(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ ﾖｺｵ ｱｷﾗ
 4418 荒井 菜々美(2)  4256 神津 沙夏(1)

ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ ｺｳﾂﾞ ｻﾅ
 4   5 上田第四中  4657 西澤 凜(2)     57.54  4   3 中込中  4110 吉田 心美(1)     55.79 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝﾁｭｳ ﾆｼｻﾞﾜ ﾘﾝ ﾅｶｺﾞﾐﾁｭｳ ﾖｼﾀﾞ ｺｺﾐ
 4658 関戸 葉奈瑛(2)  4119 神津 花蓮(2)

ｾｷﾄﾞ ﾊﾅｴ ｺｳｽﾞ ｶﾚﾝ
 4641 南澤 穂佳(1)  4123 土屋 凜奈(2)

ﾐﾅﾐｻﾜ ﾎﾉｶ ﾂﾁﾔ ﾘﾝﾅ
 4640 北原 彩羽(1)  4120 井出 姫愛(2)

ｷﾀﾊﾗ ｲﾛﾊ ｲﾃﾞ ﾋﾒｱ
 5   2 軽井沢中B  4239 岡田 莉歩(2)     57.65  5   4 上田第五中  4680 松木 紗良(2)     55.94 

ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳ ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳ ﾏﾂｷ ｻﾗ
 4236 上原 麻結(2)  4679 秋山 佳己(2)

ｳｴﾊﾗ ﾏﾕ ｱｷﾔﾏ ｶｺ
 4245 吉田 未旅(2)  4682 春原 史佳(1)

ﾖｼﾀﾞ ﾐﾀﾋﾞ ｽﾉﾊﾗ ﾌﾐｶ
 4229 小泉 陽菜(2)  4681 坂口 瑠唯(1)

ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾅ ｻｶｸﾞﾁ ﾙｲ
 6   3 野沢中  4092 古清水 麻衣(2)     58.18  6   7 浅間中  4141 長谷 百花(2)     56.33 

ﾉｻﾞﾜﾁｭｳ ｺｼﾐｽﾞ ﾏｲ ｱｻﾏﾁｭｳ ﾊｾ ﾓﾓｶ
 4102 井出 優奈(1)  4143 村山 苺香(2)

ｲﾃﾞ ﾕﾅ ﾑﾗﾔﾏ ﾏｲｶ
 4094 堀籠 優真(2)  4140 西森 栄李花(2)

ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕﾏ ﾆｼﾓﾘ ｴﾘｶ
 4109 吉田 彩葉(1)  4142 堀内 涼香(2)

ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ ﾎﾘｳﾁ ｽｽﾞｶ

中学女子

４×１００ｍＲ

決勝



   1 軽井沢A&AC     50.92 大会新 関澤 きらり(2) 唐澤 さくら(2) 荻原 希乃愛(3) 大森 里香(3)   2   1
   2 佐久東中     53.86 村山 なな子(2) 中澤 雪乃(2) 安原 花恋(2) 関口 蒔琉(2)   2   2
   3 軽井沢中A     53.87 梅原 小梅(2) 佐伯 風帆(2) 津田 燈(1) 宇都宮 新奈(1)   1   1
   4 東御東部中A     54.01 細田 怜奈(3) 小柳 梨乃(2) 脇中 夕渚(3) 三輪 希々葉(3)   1   2
   5 御代田中     54.83 山越 咲葉(2) 齋藤 優羽(1) 横尾 翠(1) 神津 沙夏(1)   2   3
   6 中込中     55.79 吉田 心美(1) 神津 花蓮(2) 土屋 凜奈(2) 井出 姫愛(2)   2   4
   7 上田第五中     55.94 松木 紗良(2) 秋山 佳己(2) 春原 史佳(1) 坂口 瑠唯(1)   2   5
   8 東御東部中B     56.18 飯高 愛莉(1) 池内 綺良々(2) 小林 ひより(1) 荒井 菜々美(2)   1   3
   9 浅間中     56.33 長谷 百花(2) 村山 苺香(2) 西森 栄李花(2) 堀内 涼香(2)   2   6
  10 上田第四中     57.54 西澤 凜(2) 関戸 葉奈瑛(2) 南澤 穂佳(1) 北原 彩羽(1)   1   4
  11 軽井沢中B     57.65 岡田 莉歩(2) 上原 麻結(2) 吉田 未旅(2) 小泉 陽菜(2)   1   5
  12 野沢中     58.18 古清水 麻衣(2) 井出 優奈(1) 堀籠 優真(2) 吉田 彩葉(1)   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

４×１００ｍＲ
タイムレース

ｵｰﾀﾞｰ2



決勝 8月11日  9:00

県中新(KR)           1.75
大会新(GR)           1.60

大森 里香(3) 中学
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A&AC
漆原 衣咲(2) 中学
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 軽井沢A&AC
中沢 麗葉(2) 中学
ﾅｶｻﾞﾜ ｳﾙﾊ 中込中
佐伯 風帆(2) 中学
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢中
太田 眞桜(2) 中学
ｵｵﾀ ﾏｵ 上田第一中
中嶋 愛佳(3) 中学
ｶｼﾞﾏ ｱｲｶ 軽井沢A&AC
吉田 未旅(2) 中学
ﾖｼﾀﾞ ﾐﾀﾋﾞ 軽井沢中
後小路 葉月(1) 中学
ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾊﾂﾞｷ 野沢中
田口 朱音(1) 中学
ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 軽井沢A&AC
池内 綺良々(2) 中学
ｲｹｳﾁ ｷﾗﾗ 東御東部中
木内 結優(1) 中学
ｷｳﾁ ﾕｳ 野沢中
渡辺 みゆ(1) 中学
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 中込中
井出 陽菜(2) 中学
ｲﾃﾞ ﾊﾙﾅ 上田第一中

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 14     6 - - - - - O O O XO XXX  1.55

2 12     3 - - - - - O O XO XXX  1.50

3 10     5 - - - O O O XXX  1.40

4 11  4121 - - O O XO XXX  1.35

5 13  4238 - - - O XXO XXX  1.35

6 9  8817 - - XO XO XXO XXX  1.35

7 6     7 - - XO XXX  1.25

8 3  4245 O O XXX  1.20

8 5  4103 O O XXX  1.20

10 8     8 XO XO XXX  1.20

11 7  4414 - XXO XXX  1.20

12 2  4105 O XXX  1.15

13 1  4111 XXO XXX  1.15

4  8819 XXX



決勝 8月11日  9:15

新県中(KR)           3.35
大会新(GR)           3.05

2m50 2m60 2m70 2m90 3m00 3m10
岡田 莉歩(2) 中学 - - - - - - - - - -
ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 軽井沢中 - - - O XO XXX
伊藤 花純(3) 中学 - - - - - - - - XXO O
ｲﾄｳ ｶｽﾐ 上田第一中 XO XXX
佐藤 鈴華(2) 中学 - - - - O O O O XXX
ｻﾄｳ ﾘﾝｶ 上田第一中
鈴木 天音(3) 中学 - - - - - - - O XXX
ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ 浅間中
高見澤 茉那(1) 中学 - XO O O XXX
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾏﾅ 上田第五中
春原 史佳(1) 中学 XXX
ｽﾉﾊﾗ ﾌﾐｶ 上田第五中

1m90 2m00 2m10 2m20

中学女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m50 1m60 2m30 2m40

記録 備考

1 5  4239  3.00

1m70 1m80

 4683  1.80

2 4  8810  2.50

3 2  4591  2.20

1  4682

3 6  4154  2.20

5 3



決勝 8月11日 12:45

県中新(KR)           5.74
大会新(GR)           5.08

村山 なな子(2) 中学   4.70   4.73   4.68   4.79   4.80   4.96    4.96 
ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅｺ 佐久東中   +1.4   +3.5   +2.4   +1.6   +2.6   +3.4    +3.4
細田 怜奈(3) 中学   4.44    X   4.70   4.75   4.77    X    4.77 
ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ 東御東部中   +1.6   +2.0   +2.9   +2.3    +2.3
古越 茉帆(3) 中学   4.56   4.73   4.62   4.74   4.71    X    4.74 
ﾌﾙｺｼ ﾏﾎ 御代田中   +2.0   +3.2   +4.1   +3.2   +2.4    +3.2
小林 響(2) 中学   4.66   4.43   4.38   4.40   4.51   4.55    4.66 
ｺﾊﾞﾔｼ ｵﾄ 丸子北中   +0.7   +0.8   +0.8   +0.6   -0.4   +2.7    +0.7
寺澤 恵美(2) 中学   4.48   4.46    X   4.43   4.53   4.49    4.53 
ﾃﾗｻﾜ ﾒｸﾞﾐ 芦原中   +1.6   +3.0   +0.6   +0.9   +2.4    +0.9
梅原 小梅(2) 中学   4.50    X   4.45   3.97   4.34    X    4.50 
ｳﾒﾊﾗ ｺｳﾒ 軽井沢中   +0.9   +2.1   +1.3   +2.1    +0.9
吉田 心美(1) 中学   4.21   4.21   4.45   4.20   4.24   4.29    4.45 
ﾖｼﾀﾞ ｺｺﾐ 中込中   +1.6   +0.6   +4.7   +0.3   +1.7   +2.3    +4.7
清水 藤子(1) 中学   4.28   4.42   4.41   4.07    X   4.34    4.42 
ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺ 東御東部中    0.0   +1.4   +2.7   +1.4   +4.5    +1.4
関口 蒔琉(2) 中学   4.33   4.23   4.20    4.33 
ｾｷｸﾞﾁ ﾏｸﾙ 佐久東中   +0.8   +3.2   +3.0    +0.8
小泉 陽菜(2) 中学   4.05   4.16    X    4.16 
ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾅ 軽井沢中   +0.7   +3.9    +3.9
山越 咲葉(2) 中学   4.08   3.82   3.96    4.08 
ﾔﾏｺｼ ｻﾖ 御代田中   +2.2   +1.7   +0.9    +2.2
土屋 凜奈(2) 中学    X    X   4.03    4.03 
ﾂﾁﾔ ﾘﾝﾅ 中込中   +3.1    +3.1
吉田 彩葉(1) 中学   3.61   3.53   3.91    3.91 
ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 野沢中   +0.1   +0.9   +1.8    +1.8
横尾 翠(1) 中学    X   3.75   3.75    3.75 
ﾖｺｵ ｱｷﾗ 御代田中   +1.6   +2.2    +1.6
鈴木 花梨(1) 中学   3.31   3.52   3.73    3.73 
ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 浅間中   +4.0   +1.5   +1.4    +1.4
小林 のあ(1) 中学   3.59   3.33    X    3.59 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｱ 中込中   +1.9   +1.4    +1.9
橋本 莉奈(1) 中学   3.42   3.48   3.31    3.48 
ﾊｼﾓﾄ ﾘﾅ 東御東部中   +1.3   +3.8   +2.3    +3.8
中村 妃更(1) 中学   3.12   3.11   3.19    3.19 
ﾅｶﾑﾗ ｷｻﾗ 御代田中   -0.3   +3.1   +1.5    +1.5
三輪 希々葉(3) 中学 欠場
ﾐﾜ ﾉﾉﾊ 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

4  4408

12  4602

17 2  8772

18 1  4253

15 20  4135

16 5  4113

13 9  4109

14 3  4268

11 6  4254

12 7  4123

9 13  4177

10 8  4229

7 15  4110

8 10  8779

5 14  4315

6 18  4237

3 16  4276

4 11  4508

1 17  4163
-5-

2 19  4407

-6- 記録-2- -3- -4- 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-



決勝 8月11日 12:00

県中新(KR)          13.55
大会新(GR)          11.72

秋穂 真理(3) 中学
ｱｷﾎ ﾏﾘ 浅間中
石塚 夏姫(1) 中学
ｲｼﾂﾞｶ ﾅﾂｷ 浅間中
栁澤 歩乃(1) 中学
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾎﾉ 御代田中
脇中 夕渚(3) 中学
ﾜｷﾅｶ ｾﾅ 東御東部中
小林 真緒(2) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｵ 東御東部中
甘利 未珠咲(3) 一般
ｱﾏﾘ ﾐｽﾞｷ 小諸東中
長谷 百花(2) 中学
ﾊｾ ﾓﾓｶ 浅間中
山本 紗帆(2) 中学
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾎ 小諸東中
栁澤 智穂(2) 中学
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁﾎ 御代田中
小山 愛加(2) 中学
ｺﾔﾏ ｱｲｶ 佐久東中
横須賀 さくら(1) 中学
ﾖｺｽｶ ｻｸﾗ 小諸東中
木内 柚乃(2) 中学
ｷｳﾁ ﾕｽﾞﾉ 浅間中
小関 そら(1) 中学
ｺｾｷ ｿﾗ 御代田中
林 美緒(1) 中学
ﾊﾔｼ ﾐｵ 上田第五中
上原 麻結(2) 中学
ｳｴﾊﾗ ﾏﾕ 軽井沢中B
今井 彩奈(2) 中学
ｲﾏｲ ｱﾔﾅ 上田第一中

中学女子

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 11  4130 10.02  9.33 10.92   -   -   -  10.92 

2 14  4148  8.25  8.86  8.52  8.77  8.86  8.89   8.89 

3 8  4255  8.57   X  8.24  8.25  8.41  8.78   8.78 

4 7  4410  7.85  7.92  8.27  8.25  8.16  8.27   8.27 

5 5  4402  6.97  7.41  7.66  7.57  8.16  7.93   8.16 

6 10  4307  6.88  7.56  7.45  7.07  7.02  8.05   8.05 

7 9  4141  6.46  7.92  7.93  7.41  6.49  7.11   7.93 

8 15  4282  7.25  7.70  7.49  6.57  7.16  7.44   7.70 

9 2  4252  6.89  7.39  7.56   7.56 

10 13  4162  7.03  6.97  7.27   7.27 

11 16  4285  6.24  6.32  6.31   6.32 

12 3  4139  5.35  5.85  5.91   5.91 

13 1  4251  5.71  5.90  5.39   5.90 

14 6  4684  5.60  5.77  5.77   5.77 

15 12  4236  5.61  5.28  5.04

16 4  4590  4.97  5.17  5.47   5.47 

  5.61 



決勝 8月11日 15:00

県高新              13.65
大会新              13.65

甘利 未珠咲(3) 一般
ｱﾏﾘ ﾐｽﾞｷ 小諸東中

  6.03 1 1  4307   X  6.03  5.90

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

ｵｰﾌﾟﾝ女子

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 8月11日  9:00

県高新              44.69
大会新              43.41

神林 杏花(3) 一般
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ 上田第五中
古越 紗(3) 中学
ﾌﾙｺｼ ｻﾗ 御代田中

ｵｰﾌﾟﾝ女子

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 2  4676 27.19   O   X

2 1  4278 18.73   X   X  18.73 

 27.19 
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