
大会コード 19170556

： 令和元(２０１９)年７月２８日（日）
： 佐久総合運動公園陸上競技場（競技場コード 1720６0）
： 佐久市・小諸市・北佐久郡・南佐久郡 陸上競技協会
： 佐久市教育委員会　佐久地区地教委連絡協議会

信濃毎日新聞社　佐久市体育協会　小諸市体育協会
南佐久郡体育協会　北佐久郡体育協会

： 柏木　喜雄　小田川利男　由井　正巳
： 森泉　智夫
： 内堀　俊彦

■グラウンドコンディション

■この競技会で樹立された記録

宇佐美 隆悟(6)
小林 美海(6)
依田 惺那(6)

岩村田高 58.54
大会新 小学男子 4x100m 決勝  53.25 田島 一輝(6) 望月AC 53.63
大会新 女子 400m 決勝 14.11 髙栁  菜乃香(2)

佐久長聖高 12.70
大会新 女子 100m 決勝 12.61 久保 愛夏(2) 小諸高 12.70
大会新 女子 100m 予選 12.47 前田 望乃花(2)

佐久長聖高 12.70
大会新 女子 100m 決勝 12.37 前田 望乃花(2) 佐久長聖高 12.70
大会新 女子 100m 予選 12.08 深澤 あまね(2)

佐久長聖高 12.01
大会新 女子 100m 決勝 12.00 深澤 あまね(2) 佐久長聖高 12.70

県高校新 女子 100m 決勝 12.00 深澤 あまね(2)

野沢南高 54.10
大会新 小６女子 100m 決勝 14.11 中嶋 杏佳(6) 軽井沢A&AC 14.17
大会新 男子 やり投げ 決勝 54.97 小泉 陸人(3)

佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 15.17
大会新 小４男子 100m 予選 15.09 清水 稜介(4) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 15.17
大会新 小４男子 100m 決勝 14.90 清水 稜介(4)

野沢中 4,30.36
大会新 中学男子 1500m 決勝     4,25.36 新井 虎次郎(3) 佐久長聖中 4,30.36
大会新 中学男子 1500m 決勝     4,25.14 市川 和英(3)

佐久長聖高 14.96
大会新 中学男子 110mH 決勝 14.96 古村 拓海(3) 浅間中 15.40

所属
従来の記録

チーム名 ﾒﾝﾊﾞｰ(学年)

大会タイ 男子 110mH 決勝 14.96 飯島 大陽(2)

記録の種類 クラス 種目 ラウンド 記録 氏名(学年)

16:00 晴れ 東 2.5 30.1 56.012:00 晴れ 南南東 1.2 30.5 50.0
15:00 晴れ 南 0.6 30.9 51.011:00 晴れ 東 0.9 30.4 52.0
14:00 晴れ 南 0.7 31.5 48.010:00 晴れ 東北東 1.3 30.9 52.0
13:00 晴れ 東南東 0.2 30.9 49.009:00 晴れ 南 1.2 30.9 55.0

(m/s) (℃) (%)
風向 風速 気温 湿度

(m/s) (℃) (%)
風向 風速 気温 湿度 時刻 天候

総 務
審 判 長
記録・情報主任

時刻 天候

第49回佐久地区陸上競技選手権大会
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決勝記録一覧表
(GR:大会新,TR: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
07/28 女子  +0.4深澤 あまね(2) 12.00 前田 望乃花(2) 12.37 久保 愛夏(2) 12.61 永井 望ノ美(2) 13.21 髙栁  菜乃香(2) 13.28 田村  菜々香(2) 13.63 岩下 栞(1) 13.65

１００ｍ 高校･佐久長聖高 GR 高校･佐久長聖高 GR 高校･小諸高 GR 高校･佐久長聖高 高校･岩村田高 高校･岩村田高 高校･佐久長聖高
07/28 髙栁  菜乃香(2) 58.54 田村  菜々香(2) 1,04.96 野口 すみれ(1) 1,05.27 山浦  日菜乃(2) 1,05.39 今井 菜々子(1) 1,08.39 栗田  怜奈(2) 1,08.57 遠藤 和泉(2) 1,09.28 平島 葵(1) 1,10.33

４００ｍ 高校･岩村田高 GR 高校･岩村田高 高校･岩村田高 高校･岩村田高 高校･野沢南高 高校･岩村田高 高校･佐久長聖高 高校･上田東高
07/28 臼井 羽耶(2) 2,29.71 牧内 愛華(1) 2,35.53 井上 鈴奈(2) 2,39.80 冨沢 花(1) 2,48.00 朝倉 星奈(1) 2,50.20 森角 くるみ(1) 2,58.89 小林 明日海(2) 3,06.89

８００ｍ 高校･佐久長聖高 高校･佐久長聖高 高校･岩村田高 高校･野沢南高 高校･小諸高 高校･小諸高 高校･野沢南高
07/28  -0.5中津 晴葉(2) 14.65 土屋 ほのか(1) 14.68 栗田  怜奈(2) 17.76 江刈内 ひな(2) 19.88

１００ｍＨ 高校･佐久長聖高 GR 高校･佐久長聖高 GR 高校･岩村田高 高校･野沢北高
07/28 依田 智恵梨(2) 1.55 岡田 朋佳(2) 1.55 宇都宮 悠奈(3) 1.50 碓氷 和叶(1) 1.35 小泉 有唯(2) 1.35

走高跳 高校･佐久長聖高 高校･市立長野高 高校･小諸高 高校･小諸高 高校･小諸高
07/28 比田井 凜(1) 4.87(+0.6) 佐伯 三葉(1) 4.66(0.0) 高塚 弘美 3.77(+1.8)

走幅跳 高校･小諸高 高校･小諸高 一般･長野ﾏｽﾀｰｽﾞ
07/28 渡辺 彩夏(2) 8.55

砲丸投 高校･佐久平総合高
07/28 今野 瑠奈(2) 26.45 渡辺 彩夏(2) 23.11 古越 紗(3) 19.50

円盤投 高校･野沢南高 高校･佐久平総合高 中学･御代田中
07/28 犬飼 楓(3) 37.92 今野 瑠奈(2) 34.16 内堀 心陽(1) 25.08 市川 夏雅里(1) 20.98 尾沼 未来(1) 19.23 朝倉 星奈(1) 13.74

やり投 高校･小諸高 高校･野沢南高 高校･小諸高 高校･上田東高 高校･小諸高 高校･小諸高
07/28 小共通女子 沖浦 果花(5) 3,45.58 津金真汎(6) 3,55.15 今井 優希(5) 4,12.04 山越　美和(6) 4,15.77 竹内 真琴(5) 4,19.08 中村美海(4) 4,25.91

１０００ｍ 小学･T&F佐久平 小学･南牧北陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･佐久穂小 小学･御代田北小 小学･T&F佐久平 小学･御代田南
07/28  +0.1並木 彩華(6) 12.93 土屋 夢萌(6) 14.53 髙見澤颯花(4) 19.47 中嶋実唯奈(6) 19.72

８０ｍＨ 小学･軽井沢A&AC TR 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･南牧北陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･南牧北陸上ｸﾗﾌﾞ
07/28 あさまねSC       59.55 T&F佐久平     1,00.27 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     1,00.37 小海小     1,02.53 平根小     1,03.33 南牧北陸上ｸﾗﾌﾞ    1,04.94

４×１００ｍR 風巻 里奈(6) 阿部 詩織(6) 土屋 まい(5) 山口 鈴乃(5) 関口 歩希(6) 中山麗華(5)
宮島 蒼(6) 奥村 理央(6) 土屋 夢萌(6) 篠原 彩美(5) 岩月 夕季乃(6) 髙見澤 凛華(5)
内堀 紗衣(6) 掛川 日葉(6) 手塚 華(6) 岩松 夕愛(5) 吉澤 友楽(6) 津金真汎(6)
金田 恵実(5) 井出 こころ(6) 佐藤 澪夏(5) 篠原 百々香(6) 中島 愛華(6) 坂本綾華(6)

07/28 小6女子  +0.1中嶋 杏佳(6) 14.11 篠原 百々香(6) 14.28 井出 こころ(6) 14.97 野村 祐里(6) 14.98 奥村 理央(6) 15.13 臼田 蒼衣(6) 15.27 宮島 蒼(6) 15.28 風巻 里奈(6) 15.34
１００ｍ 小学･軽井沢A&AC GR 小学･小海小 小学･T&F佐久平 小学･泉小 小学･T&F佐久平 小学･浅科小 小学･あさまねSC 小学･あさまねSC

07/28 大森 玲花(6) 4.43(+0.4) 吉澤 みずき(6)3.51(0.0) 阿部 詩織(6) 3.40(+0.3) 関口 歩希(6) 3.27(+1.4) 平林 真麻(6) 3.19(+0.4) 須江 奈菜実(6)3.11(+1.3) 吉澤 友楽(6) 3.10(+1.0) 寺澤 みのり(6)2.60(+1.0)
走幅跳 小学･軽井沢A&AC GR 小学･南牧南小 小学･T&F佐久平 小学･平根小 小学･切原小 小学･T&F佐久平 小学･平根小 小学･切原小

07/28 小5女子  -0.5由井 海吏(5) 14.79 佐藤 澪夏(5) 15.19 金田 恵実(5) 15.34 櫻井 玲未(5) 15.64 輿水 咲那(5) 16.18 岩松 夕愛(5) 16.25 依田 翔愛(5) 16.36 町田 光優(5) 16.53
１００ｍ 小学･川上第一小 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･あさまねSC 小学･T&F佐久平 小学･南牧南小 小学･小海小 小学･小諸東小 小学･浅科小

07/28 西村 奏(5) 3.45(-0.1) 林 菜々子(5) 3.39(+0.9) 輿石奏(5) 3.15(+0.1) 土屋 慧音南(5)3.11(+1.4) 土屋 まい(5) 3.08(-0.2) 篠原 彩美(5) 2.38(+0.5)
走幅跳 小学･T&F佐久平 小学･T&F佐久平 小学･南牧北陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･あさまねSC 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･小海小

07/28 中学女子  +0.2秋穂 真理(3) 13.30 中澤 雪乃(2) 13.45 齋藤 優羽(1) 13.70 神津 沙夏(1) 13.96 梅原 小梅(2) 14.12 酒井 あいか(2) 14.19 安原 花恋(2) 14.26 神津 花蓮(2) 14.33
１００ｍ 中学･浅間中 中学･佐久東中 中学･御代田中 中学･御代田中 中学･軽井沢中 中学･小諸東中 中学･佐久東中 中学･中込中

07/28 中澤 雪乃(2) 27.37 村山 苺香(2) 28.93 向井 美来(1) 29.17 井龍 翠(2) 29.18 神津 花蓮(2) 29.94 髙橋 みう(1) 29.98 吉澤 諒子(1) 30.19 安原 花恋(2) 30.20
２００ｍ 中学･佐久東中 中学･浅間中 中学･浅間中 中学･佐久東中 中学･中込中 中学･小諸東中 中学･浅間中 中学･佐久東中

07/28 井龍 翠(2) 2,28.78 竹花碧乃(3) 2,33.06 酒井 あいか(2) 2,33.78 小平 星空(2) 2,41.28 津田 燈(1) 2,42.35 若杉 未来(1) 2,44.46 斎藤 蒔富羽(2) 2,44.68 西森 栄李花(2) 2,46.54
８００ｍ 中学･佐久東中 中学･佐久長聖中 中学･小諸東中 中学･野沢中 中学･軽井沢中 中学･浅間中 中学･芦原中 中学･浅間中

07/28 佐伯 風帆(2) 14.39 大森 里香(3) 14.52 荻原 希乃愛(3) 14.74 大鹿 愛和(3) 15.48 中嶋 愛佳(3) 16.22 漆原 衣咲(2) 16.45 鈴木 天音(3) 16.47 柏木 萌(3) 16.49
１００ｍＨ 中学･軽井沢A&AC GR 中学･軽井沢A&AC 中学･軽井沢A&AC 中学･野沢中 中学･軽井沢A&AC 中学･軽井沢A&AC 中学･浅間中 中学･軽井沢A&AC

07/28 竹岡古琴(3) 1.40 中沢 麗葉(2) 1.35 小林 愛実(2) 1.30 吉田 未旅(2) 1.15 渡辺 みゆ(1) 中学･中込中 1.15
走高跳 中学･佐久長聖中 中学･中込中 中学･野沢中 中学･軽井沢中 後小路 葉月(1) 中学･野沢中

07/28 古越 茉帆(3) 4.69(-1.4) 吉田 心美(1) 4.55(+0.2) 寺澤 恵美(2) 4.52(-0.7) 梅原 小梅(2) 4.50(+0.9) 菅沼 花菜(3) 4.47(+0.4) 関口 蒔琉(2) 4.40(+0.5) 小泉 陽菜(2) 4.01(-1.2) 山越 咲葉(2) 3.98(+0.7)
走幅跳 中学･御代田中 中学･中込中 中学･芦原中 中学･軽井沢中 中学･望月AC 中学･佐久東中 中学･軽井沢中 中学･御代田中

07/28 秋穂 真理(3) 11.67 栁澤 歩乃(1) 9.17 佐藤 結(3) 8.32 石塚 夏姫(1) 8.18 長谷 百花(2) 8.12 山本 紗帆(2) 7.71 柳澤 智穂(2) 7.60 小川 真里佳(2) 7.59
砲丸投 中学･浅間中 中学･御代田中 中学･軽井沢中 中学･浅間中 中学･浅間中 中学･小諸東中 中学･御代田中 中学･軽井沢中

07/28 中沢 綺良莉(3) 29.64 須江 安那(2) 26.28 小関 すず(2) 10.07
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･中込中 中学･佐久東中 中学･御代田中

07/28 小４女子  -0.6田中 杏(4) 15.49 佐藤 七海(4) 16.21 鷹野 結(4) 16.27 小澤 美晴(4) 16.98 高野 寧々(4) 17.06 川上 瑞詠(4) 17.36 松平 実和(4) 17.50 春原 歩和(4) 17.58
１００ｍ 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･浅科小 小学･浅科小 小学･佐久穂小 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･T&F佐久平 小学･軽井沢中部小 小学･軽井沢東部小

07/28 栁澤 茉莉花(4)3.03(-0.1) 佐藤 一帆(4) 2.95(+0.3) 塩谷 葵音(4) 2.71(0.0) 川元 唯楓(4) 2.70(0.0)
走幅跳 小学･軽井沢A&AC 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･T&F佐久平 小学･T&F佐久平



予選 7月28日 11:10
決勝 7月28日 15:15

県小新(KR)          13.06
大会新(GR)          15.26

[ 1組] 風速 +1.3 [ 2組] 風速  0.0

 1 佐藤 七海(4) 小学     15.89 q  1 鷹野 結(4) 小学     16.28 q
ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ 浅科小 ﾀｶﾉ ﾕｲ 浅科小

 2 小澤 美晴(4) 小学     16.66 q  2 高野 寧々(4) 小学     17.02 q
ｵｻﾞﾜ ﾐﾊﾙ 佐久穂小 ﾀｶﾉ ﾈﾈ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 3 松平 実和(4) 小学     17.06 q  3 川上 瑞詠(4) 小学     17.17 q
ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾐﾜ 軽井沢中部小 ｶﾜｶﾐ  ﾐｽﾞｴ T&F佐久平

 4 吉澤 楽南(4) 小学     18.13  4 加藤 夕楓(4) 小学     17.66 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾗﾅﾝ 平根小 ｶﾄｳ ﾕｳｶ 軽井沢中部小

 5 渡邉 真緒(4) 小学     18.49  5 菊池那乃羽(4) 小学     17.75 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ 野岸小 ｷｸﾁ ﾅﾉﾊ 南牧北陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 松原 美柚(4) 小学     18.77  6 清水 優里(4) 小学     17.95 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾕ 望月AC ｼﾐｽﾞ ﾕﾘ 野岸小

 7 小関　朱音(4) 小学     18.77 
ｺｾｷ ｱｶﾈ 御代田北小

[ 3組] 風速 +0.2

 1 田中 杏(4) 小学     15.58 q
ﾀﾅｶ ｱﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 春原 歩和(4) 小学     17.56 
ﾊﾙﾊﾗ ｱﾕﾅ 軽井沢東部小

 3 簾田 あいら(4) 小学     17.56 
ﾐｽﾀﾞ ｱｲﾗ 望月AC

 4 竹内 千尋(4) 小学     18.70 
ﾀｹｳﾁ  ﾁﾋﾛ T&F佐久平

 5 宮川 菜月(4) 小学     18.86 
ﾐﾔｶﾜ ﾅﾂｷ 泉小

 6 輿石つばき(4) 小学     19.39 
ｺｼｲｼ ﾂﾊﾞｷ 南牧北陸上ｸﾗﾌﾞ

風速 -0.6

 1 田中 杏(4) 小学     15.49 
ﾀﾅｶ ｱﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 佐藤 七海(4) 小学     16.21 
ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ 浅科小

 3 鷹野 結(4) 小学     16.27 
ﾀｶﾉ ﾕｲ 浅科小

 4 小澤 美晴(4) 小学     16.98 
ｵｻﾞﾜ ﾐﾊﾙ 佐久穂小

 5 高野 寧々(4) 小学     17.06 
ﾀｶﾉ ﾈﾈ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 6 川上 瑞詠(4) 小学     17.36 
ｶﾜｶﾐ  ﾐｽﾞｴ T&F佐久平

 7 松平 実和(4) 小学     17.50 
ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾐﾜ 軽井沢中部小

 8 春原 歩和(4) 小学     17.58 
ﾊﾙﾊﾗ ｱﾕﾅ 軽井沢東部小

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

小４女子

１００ｍ

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

順 ﾚｰﾝ 記録／備考
3    70 7    73

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

6    56 6    46

4    40 3    14

5    94 4    39

2   102 2    82

7    97 5   101

8   105

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2    51

7    41

6    98

5    16

4    66

3    88

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    51

6    70

7    73

5    56

8    46

3    14

9    40

2    41



予選 7月28日 11:25
決勝 7月28日 15:20

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

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速 -0.9

 1 由井 海吏(5) 小学     14.84 q  1 佐藤 澪夏(5) 小学     14.96 q
ﾕｲ ｶｲﾘ 川上第一小 ｻﾄｳ ﾚｲﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 櫻井 玲未(5) 小学     15.62 q  2 輿水 咲那(5) 小学     15.80 q
ｻｸﾗｲ  ﾚﾐ T&F佐久平 ｺｼﾐｽﾞ ｻｷﾅ 南牧南小

 3 名越美緒(5) 小学     16.40  3 岩松 夕愛(5) 小学     16.15 q
ﾅｺﾞｼﾐｵ 御代田南 ｲﾜﾏﾂ ﾕｱ 小海小

 4 土屋 日毬(5) 小学     17.34  4 北島 雫帆(5) 小学     16.55 
ﾁﾂﾔ ﾋﾏﾘ 野岸小 ｷﾀｼﾞﾏ ﾅﾎ 野岸小

 5 髙見澤 凛華(5) 小学     17.55  5 山浦 音(5) 小学     17.55 
ﾀｶﾐｻﾞﾜﾘﾝｶ 南牧北陸上ｸﾗﾌﾞ ﾔﾏｳﾗ ｵﾄ 浅科小
土屋 侑璃(5) 小学  6 油井 ひなの(5) 小学     17.86 
ﾂﾁﾔ ﾕｳﾘ あさまねSC ﾕｲ  ﾋﾅﾉ T&F佐久平

[ 3組] 風速 +1.9

 1 金田 恵実(5) 小学     14.98 q
ｶﾈﾀﾞ ｴﾐ あさまねSC

 2 依田 翔愛(5) 小学     15.93 q
ﾖﾀﾞ ﾄｱ 小諸東小

 3 町田 光優(5) 小学     15.94 q
ﾏﾁﾀﾞ ﾐﾕｳ 浅科小

 4 中山麗華(5) 小学     16.75 
ﾅｶﾔﾏﾚｲｶ 南牧北陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 森角 桃湖(5) 小学     17.38 
ﾓﾘｶｸ ﾓﾓｺ 泉小

風速 -0.5

 1 由井 海吏(5) 小学     14.79 
ﾕｲ ｶｲﾘ 川上第一小

 2 佐藤 澪夏(5) 小学     15.19 
ｻﾄｳ ﾚｲﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 3 金田 恵実(5) 小学     15.34 
ｶﾈﾀﾞ ｴﾐ あさまねSC

 4 櫻井 玲未(5) 小学     15.64 
ｻｸﾗｲ  ﾚﾐ T&F佐久平

 5 輿水 咲那(5) 小学     16.18 
ｺｼﾐｽﾞ ｻｷﾅ 南牧南小

 6 岩松 夕愛(5) 小学     16.25 
ｲﾜﾏﾂ ﾕｱ 小海小

 7 依田 翔愛(5) 小学     16.36 
ﾖﾀﾞ ﾄｱ 小諸東小

 8 町田 光優(5) 小学     16.53 
ﾏﾁﾀﾞ ﾐﾕｳ 浅科小

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

小5女子

１００ｍ

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

順 ﾚｰﾝ 記録／備考
3    65 7    48

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

2    19 5    79

4    45 4    57

5   103 3   104

6    90 6    72

7    24 2    17
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    21

7    61

3    74

6    84

5    67

0

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    65

5    48

7    21

4    19

9    79

2    57

8    61

3    74



予選 7月28日 11:35
決勝 7月28日 15:25

県小新(KR)          13.06
大会新(GR)          14.17

[ 1組] 風速 +4.8 [ 2組] 風速 +1.6

 1 篠原 百々香(6) 小学     14.03 q  1 中嶋 杏佳(6) 小学     14.26 q
ｼﾉﾊﾗ ﾓﾓｶ 小海小 ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 軽井沢A&AC

 2 井出 こころ(6) 小学     14.51 q  2 奥村 理央(6) 小学     14.98 q
ｲﾃﾞ  ｺｺﾛ T&F佐久平 ｵｸﾑﾗ  ﾘｵ T&F佐久平

 3 風巻 里奈(6) 小学     14.83 q  3 宮島 蒼(6) 小学     14.99 q
ｶｻﾞﾏｷ ﾘﾅ あさまねSC ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｵ あさまねSC

 4 臼田 蒼衣(6) 小学     14.88 q  4 野村 祐里(6) 小学     15.01 q
ｳｽﾀﾞ ｱｵｲ 浅科小 ﾉﾑﾗ ﾕｳﾘ 泉小

 5 坂本綾華(6) 小学     15.50  5 手塚 華(6) 小学     15.95 
ｻｶﾓﾄｱﾔｶ 南牧北陸上ｸﾗﾌﾞ ﾃﾂﾞｶ ﾊﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 6 樋口　七海(6) 小学     15.83  6 甘利 菜摘(6) 小学     16.35 
ﾋｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 御代田北小 ｱﾏﾘ ﾅﾂﾐ 野岸小

 7 榊原 菜緒(6) 小学     16.12  7 鷹野 朱里(6) 小学     16.58 
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅｵ 野岸小 ﾀｶﾉ ｱｶﾘ 切原小

 8 黒田奈央(6) 小学     16.53  8 土屋美桜(6) 小学     16.59 
ｸﾛﾀﾞﾅｵ 御代田南 ﾂﾁﾔﾐｵ 御代田南

風速 +0.1

 1 中嶋 杏佳(6) 小学     14.11 
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 軽井沢A&AC

 2 篠原 百々香(6) 小学     14.28 
ｼﾉﾊﾗ ﾓﾓｶ 小海小

 3 井出 こころ(6) 小学     14.97 
ｲﾃﾞ  ｺｺﾛ T&F佐久平

 4 野村 祐里(6) 小学     14.98 
ﾉﾑﾗ ﾕｳﾘ 泉小

 5 奥村 理央(6) 小学     15.13 
ｵｸﾑﾗ  ﾘｵ T&F佐久平

 6 臼田 蒼衣(6) 小学     15.27 
ｳｽﾀﾞ ｱｵｲ 浅科小

 7 宮島 蒼(6) 小学     15.28 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｵ あさまねSC

 8 風巻 里奈(6) 小学     15.34 
ｶｻﾞﾏｷ ﾘﾅ あさまねSC

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

小6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
8    60 3    34

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

2     2 7     5

4    26 8    20

6    69 2    68

5    83 9    49

9   106 5    99

7   100 4    63

3    42 6    44

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    34

大会新
6    60

4     2

3    68

8     5

9    69

2    20

7    26



決勝 7月28日 13:15

県小新(KR)        3,03.46
大会新(GR)        3,21.54

 1 沖浦 果花(5) 小学   3,45.58 
ｵｷｳﾗ  ﾐﾊﾅ T&F佐久平

 2 津金真汎(6) 小学   3,55.15 
ﾂｶﾞﾈﾏﾋﾛ 南牧北陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 今井 優希(5) 小学   4,12.04 
ｲﾏｲ ﾕｳｷ 佐久穂小

 4 山越　美和(6) 小学   4,15.77 
ﾔﾏｺｼ ﾐﾜ 御代田北小

 5 竹内 真琴(5) 小学   4,19.08 
ﾀｹｳﾁ  ﾏｺﾄ T&F佐久平

 6 中村美海(4) 小学   4,25.91 
ﾅｶﾑﾗﾐｳ 御代田南

小共通女子

１０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
5     6

3    86

2    55

6   107

1    15

4    43



決勝 7月28日  9:05

県小新  (KR )       12.57
大会新  (GR )       13.54

風速 +0.1

 1 並木 彩華(6) 小学     12.93 
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 軽井沢A&AC

 2 土屋 夢萌(6) 小学     14.53 
ﾂﾁﾔ ﾕﾒ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 3 髙見澤颯花(4) 小学     19.47 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾊﾔｶ 南牧北陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 中嶋実唯奈(6) 小学     19.72 
ﾅｶｼﾞﾏﾐｲﾅ 南牧北陸上ｸﾗﾌﾞ

小共通女子

８０ｍＨ            

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    37

大会新
6    53

5    91

3    85



決勝 7月28日 14:25

大会新(GR)          56.27

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 あさまねSC    26 風巻 里奈(6)     59.55 

ｱｻﾏﾈSC ｶｻﾞﾏｷ ﾘﾅ
   20 宮島 蒼(6)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｵ
   25 内堀 紗衣(6)

ｳﾁﾎﾞﾘ ｻｴ
   21 金田 恵実(5)

ｶﾈﾀﾞ ｴﾐ
 2   3 T&F佐久平     1 阿部 詩織(6)   1,00.27 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ｱﾍﾞ  ｼｵﾘ
    5 奥村 理央(6)

ｵｸﾑﾗ  ﾘｵ
    7 掛川 日葉(6)

ｶｹｶﾞﾜ  ﾋﾖ
    2 井出 こころ(6)

ｲﾃﾞ  ｺｺﾛ
 3   2 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ    52 土屋 まい(5)   1,00.37 

ｻｸﾄﾞﾘｰﾑ ﾂﾁﾔ ﾏｲ
   53 土屋 夢萌(6)

ﾂﾁﾔ ﾕﾒ
   49 手塚 華(6)

ﾃﾂﾞｶ ﾊﾅ
   48 佐藤 澪夏(5)

ｻﾄｳ ﾚｲﾅ
 4   4 小海小    58 山口 鈴乃(5)   1,02.53 

ｺｳﾐｼｮｳ ﾔﾏｸﾞﾁ ｽｽﾞﾉ
   59 篠原 彩美(5)

ｼﾉﾊﾗ ｱﾔﾐ
   57 岩松 夕愛(5)

ｲﾜﾏﾂ ﾕｱ
   60 篠原 百々香(6)

ｼﾉﾊﾗ ﾓﾓｶ
 5   7 平根小    92 関口 歩希(6)   1,03.33 

ﾋﾗﾈｼｮｳ ｾｷｸﾞﾁ ﾎﾏﾚ
   93 岩月 夕季乃(6)

ｲﾜﾂｷ ﾕｷﾉ
   95 吉澤 友楽(6)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾕﾗ
   96 中島 愛華(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ
 6   5 南牧北陸上ｸﾗﾌﾞ   84 中山麗華(5)   1,04.94 

ﾐﾅﾐﾏｷｷﾀﾘｸｼﾞｮｳ ﾅｶﾔﾏﾚｲｶ
   90 髙見澤 凛華(5)

ﾀｶﾐｻﾞﾜﾘﾝｶ
   86 津金真汎(6)

ﾂｶﾞﾈﾏﾋﾛ
   83 坂本綾華(6)

ｻｶﾓﾄｱﾔｶ

小共通女子

４×１００ｍR

決勝



予選 7月28日 12:35
決勝 7月28日 14:50

県中新(KR)          12.0
大会新(GR)          12.76

[ 1組] 風速 -1.1 [ 2組] 風速 +0.5

 1 齋藤 優羽(1) 中学     13.80 q  1 秋穂 真理(3) 中学     13.42 q
ｻｲﾄｳ ﾕｳ 御代田中 ｱｷﾎ ﾏﾘ 浅間中

 2 村山 苺香(2) 中学     14.16  2 松橋 弥玖(1) 中学     14.40 
ﾑﾗﾔﾏ ﾏｲｶ 浅間中 ﾏﾂﾊｼ ﾐｸ 浅間中

 3 菅沼 花菜(3) 中学     14.33  3 小泉 陽菜(2) 中学     14.42 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ 望月AC ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾅ 軽井沢中

 4 岸和田谷 友里(2)中学     14.71  4 内堀 陽菜(3) 中学     14.71 
ｷｼﾜﾀﾞﾔ ﾕｳﾘ 中込中 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾅ 御代田中

 5 田原 美桜(2) 中学     15.46  5 横須賀 さくら(1)中学     15.14 
ﾀﾊﾗ ﾐｵ 佐久東中 ﾖｺｽｶ ｻｸﾗ 小諸東中

 6 渡辺 みゆ(1) 中学     15.47  6 中沢 麗葉(2) 中学     15.43 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 中込中 ﾅｶｻﾞﾜ ｳﾙﾊ 中込中

 7 山岸 杏香(1) 中学     15.62  7 井出 優奈(1) 中学     15.51 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾓﾓｶ 御代田中 ｲﾃﾞ ﾕﾅ 野沢中

 8 古清水 麻衣(2) 中学     16.43  8 須江 安那(2) 中学     15.51 
ｺｼﾐｽﾞ ﾏｲ 野沢中 ｽｴ ｱﾝﾅ 佐久東中

 9 寺島 凜(1) 中学     17.46  9 小林 のあ(1) 中学     15.68 
ﾃﾗｼﾏ ﾘﾝ 浅間中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｱ 中込中

[ 3組] 風速 +0.5 [ 4組] 風速 +2.8

 1 梅原 小梅(2) 中学     14.06 q  1 神津 花蓮(2) 中学     14.00 q
ｳﾒﾊﾗ ｺｳﾒ 軽井沢中 ｺｳｽﾞ ｶﾚﾝ 中込中

 2 酒井 あいか(2) 中学     14.15 q  2 安原 花恋(2) 中学     14.06 q
ｻｶｲ ｱｲｶ 小諸東中 ﾔｽﾊﾗ ｶﾚﾝ 佐久東中

 3 吉澤 諒子(1) 中学     14.53  3 吉田 心美(1) 中学     14.28 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｺ 浅間中 ﾖｼﾀﾞ ｺｺﾐ 中込中

 4 井出 姫愛(2) 中学     14.78  4 山越 咲葉(2) 中学     14.43 
ｲﾃﾞ ﾋﾒｱ 中込中 ﾔﾏｺｼ ｻﾖ 御代田中

 5 宮嶋 愛佳(1) 中学     15.03  5 堀内 涼華(2) 中学     14.55 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｲｶ 中込中 ﾎﾘｳﾁ ｽｽﾞｶ 浅間中

 6 堀籠 優真(2) 中学     15.26  6 荻野 心音(3) 中学     15.47 
ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕﾏ 野沢中 ｵｷﾞﾉ ｺｺﾈ 小諸東中

 7 柳澤 智穂(2) 中学     15.83  7 後小路 葉月(1) 中学     15.62 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁﾎ 御代田中 ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾊﾂﾞｷ 野沢中

 8 小山 愛加(2) 中学     16.28 高橋 香蓮(2) 中学
ｺﾔﾏ ｱｲｶ 佐久東中 ﾀｶﾊｼ ｶﾚﾝ 野沢中
橋本 春花(2) 中学
ﾊｼﾓﾄ  ﾊﾙｶ T&F佐久平

[ 5組] 風速 +1.0 風速 +0.2

 1 中澤 雪乃(2) 中学     13.38 q  1 秋穂 真理(3) 中学     13.30 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 佐久東中 ｱｷﾎ ﾏﾘ 浅間中

 2 神津 沙夏(1) 中学     13.81 q  2 中澤 雪乃(2) 中学     13.45 
ｺｳﾂﾞ ｻﾅ 御代田中 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 佐久東中

 3 宇都宮 新奈(1) 中学     14.17  3 齋藤 優羽(1) 中学     13.70 
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾆﾅ 軽井沢中 ｻｲﾄｳ ﾕｳ 御代田中

 4 長谷 百花(2) 中学     14.74  4 神津 沙夏(1) 中学     13.96 
ﾊｾ ﾓﾓｶ 浅間中 ｺｳﾂﾞ ｻﾅ 御代田中

 5 土屋 凜奈(2) 中学     14.84  5 梅原 小梅(2) 中学     14.12 
ﾂﾁﾔ ﾘﾝﾅ 中込中 ｳﾒﾊﾗ ｺｳﾒ 軽井沢中

 6 上原 灯莉(2) 中学     15.30  6 酒井 あいか(2) 中学     14.19 
ｳｴﾊﾗ ｱｶﾘ 中込中 ｻｶｲ ｱｲｶ 小諸東中

 7 篠原 実咲(1) 中学     16.07  7 安原 花恋(2) 中学     14.26 
ｼﾉﾊﾗ ﾐｻｷ 野沢中 ﾔｽﾊﾗ ｶﾚﾝ 佐久東中
河西 さゆり(2) 中学  8 神津 花蓮(2) 中学     14.33 
ｶｻｲ ｻﾕﾘ 佐久東中 ｺｳｽﾞ ｶﾚﾝ 中込中

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

中学女子

１００ｍ

予選 通過基準  5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
3  4267 9  4130

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

5  4143 3  4138

6  4184 4  4229

8  4122 8  4279

4  4178 5  4285

2  4111 6  4121

9  4271 7  4102

7  4192 1  4175

1  4137 2  4113

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  4237 4  4119

6  4280 9  4164

1  4132 7  4110

7  4120 6  4254

5  4114 5  4142

4  4094 2  4308

8  4252 3  4103

2  4162 8  4093
欠場

9  4063 決勝欠場

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  4179 6  4130

3  4256 4  4179

2  4247 5  4267

5  4141 7  4256

7  4123 8  4237

9  4118 3  4280

8  4106 2  4164

6  4176 9  4119
欠場



決勝 7月28日 15:35

県中新(KR)          25.16
大会新(GR)          26.20

[ 1組] 風速 -2.4 [ 2組] 風速 -1.8

 1 向井 美来(1) 中学     29.17  1 中澤 雪乃(2) 中学     27.37 
ﾑｶｲ ﾐｸ 浅間中 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 佐久東中

 2 吉澤 諒子(1) 中学     30.19  2 村山 苺香(2) 中学     28.93 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｺ 浅間中 ﾑﾗﾔﾏ ﾏｲｶ 浅間中

 3 吉田 彩葉(1) 中学     30.59  3 井龍 翠(2) 中学     29.18 
ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 野沢中 ｲﾘｭｳ ﾐﾄﾞﾘ 佐久東中

 4 北山 花夏(1) 中学     30.72  4 神津 花蓮(2) 中学     29.94 
ｷﾀﾔﾏ ﾊﾅ 浅間中 ｺｳｽﾞ ｶﾚﾝ 中込中

 5 小平 星空(2) 中学     31.06  5 髙橋 みう(1) 中学     29.98 
ｺﾀﾞｲﾗ ｾﾗ 野沢中 ﾀｶﾊｼ ﾐｳ 小諸東中

 6 堀籠 優真(2) 中学     31.12  6 安原 花恋(2) 中学     30.20 
ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕﾏ 野沢中 ﾔｽﾊﾗ ｶﾚﾝ 佐久東中

 7 田原 美桜(2) 中学     32.34  7 井出 姫愛(2) 中学     30.90 
ﾀﾊﾗ ﾐｵ 佐久東中 ｲﾃﾞ ﾋﾒｱ 中込中

 8 古清水 麻衣(2) 中学     33.60 橋本 春花(2) 中学
ｺｼﾐｽﾞ ﾏｲ 野沢中 ﾊｼﾓﾄ  ﾊﾙｶ T&F佐久平
高橋 香蓮(2) 中学
ﾀｶﾊｼ ｶﾚﾝ 野沢中

   1 中澤 雪乃(2) 中学 佐久東中     27.37 (-1.8)   2   1
   2 村山 苺香(2) 中学 浅間中     28.93 (-1.8)   2   2
   3 向井 美来(1) 中学 浅間中     29.17 (-2.4)   1   1
   4 井龍 翠(2) 中学 佐久東中     29.18 (-1.8)   2   3
   5 神津 花蓮(2) 中学 中込中     29.94 (-1.8)   2   4
   6 髙橋 みう(1) 中学 小諸東中     29.98 (-1.8)   2   5
   7 吉澤 諒子(1) 中学 浅間中     30.19 (-2.4)   1   2
   8 安原 花恋(2) 中学 佐久東中     30.20 (-1.8)   2   6
   9 吉田 彩葉(1) 中学 野沢中     30.59 (-2.4)   1   3
  10 北山 花夏(1) 中学 浅間中     30.72 (-2.4)   1   4
  11 井出 姫愛(2) 中学 中込中     30.90 (-1.8)   2   7
  12 小平 星空(2) 中学 野沢中     31.06 (-2.4)   1   5
  13 堀籠 優真(2) 中学 野沢中     31.12 (-2.4)   1   6
  14 田原 美桜(2) 中学 佐久東中     32.34 (-2.4)   1   7
  15 古清水 麻衣(2) 中学 野沢中     33.60 (-2.4)   1   8

中学女子

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
8  4147 3  4179

6  4132 7  4143

9  4109 9  4161

4  4131 4  4119

3  4091 2  4283

1  4094 6  4164

2  4178 8  4120

7  4192 5  4063
欠場

5  4093
欠場

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
 4179
 4143
 4147
 4161
 4119
 4283
 4132
 4164

 4192

 4109
 4131
 4120
 4091
 4094
 4178



決勝 7月28日 13:25

県中(KR)          2,16.18
大会新(GR)        2,25.25

[ 1組] [ 2組]

 1 津田 燈(1) 中学   2,42.35  1 井龍 翠(2) 中学   2,28.78 
ﾂﾀﾞ ｱｶﾘ 軽井沢中 ｲﾘｭｳ ﾐﾄﾞﾘ 佐久東中

 2 若杉 未来(1) 中学   2,44.46  2 竹花碧乃(3) 中学   2,33.06 
ﾜｶｽｷﾞ ﾐｸ 浅間中 ﾀｹﾊﾅｱｵﾉ 佐久長聖中

 3 小林 粋佳(1) 中学   2,53.56  3 酒井 あいか(2) 中学   2,33.78 
ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖｶ 小諸東中 ｻｶｲ ｱｲｶ 小諸東中

 4 杉山 恵奈(1) 中学   2,56.90  4 小平 星空(2) 中学   2,41.28 
ｽｷﾞﾔﾏ ｴﾅ 浅間中 ｺﾀﾞｲﾗ ｾﾗ 野沢中

 5 井出 優奈(1) 中学   2,57.74  5 斎藤 蒔富羽(2) 中学   2,44.68 
ｲﾃﾞ ﾕﾅ 野沢中 ｻｲﾄｳ ﾏﾄﾊ 芦原中

 6 上原 灯莉(2) 中学   3,00.10  6 西森 栄李花(2) 中学   2,46.54 
ｳｴﾊﾗ ｱｶﾘ 中込中 ﾆｼﾓﾘ ｴﾘｶ 浅間中

 7 吉田 純子(1) 中学   3,02.60  7 田中 莉奈(1) 中学   2,48.43 
ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 御代田中 ﾀﾅｶ ﾘﾅ 小諸東中

 8 川上 珠実(1) 中学   3,04.87  8 東海林 優心花(1)中学   2,49.28 
ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ 野沢中 ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾕﾐｶ 野沢中

 9 太田 桃子(2) 中学   3,10.58  9 帯刀 詩(1) 中学   2,55.75 
ｵｵﾀ ﾓﾓｺ 佐久東中 ｵﾋﾞﾅﾀｳﾀ 佐久長聖中

中島 優菜(3) 中学
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾅ 小諸東中

   1 井龍 翠(2) 中学 佐久東中     2,28.78   2   1
   2 竹花碧乃(3) 中学 佐久長聖中     2,33.06   2   2
   3 酒井 あいか(2) 中学 小諸東中     2,33.78   2   3
   4 小平 星空(2) 中学 野沢中     2,41.28   2   4
   5 津田 燈(1) 中学 軽井沢中     2,42.35   1   1
   6 若杉 未来(1) 中学 浅間中     2,44.46   1   2
   7 斎藤 蒔富羽(2) 中学 芦原中     2,44.68   2   5
   8 西森 栄李花(2) 中学 浅間中     2,46.54   2   6
   9 田中 莉奈(1) 中学 小諸東中     2,48.43   2   7
  10 東海林 優心花(1) 中学 野沢中     2,49.28   2   8
  11 小林 粋佳(1) 中学 小諸東中     2,53.56   1   3
  12 帯刀 詩(1) 中学 佐久長聖中     2,55.75   2   9
  13 杉山 恵奈(1) 中学 浅間中     2,56.90   1   4
  14 井出 優奈(1) 中学 野沢中     2,57.74   1   5
  15 上原 灯莉(2) 中学 中込中     3,00.10   1   6
  16 吉田 純子(1) 中学 御代田中     3,02.60   1   7
  17 川上 珠実(1) 中学 野沢中     3,04.87   1   8
  18 太田 桃子(2) 中学 佐久東中     3,10.58   1   9

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  4249 2  4161

4  4133 8  4369

8  4284 3  4280

2  4134 6  4091

1  4102 1  4314

3  4118 10  4140

5  4270 5  4286

7  4104 4  4107

9  4166 9  4374

7  4309
欠場

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
 4161
 4369
 4280
 4091
 4249
 4133
 4314
 4140

 4118
 4270
 4104
 4166

 4286
 4107
 4284
 4374
 4134
 4102



決勝 7月28日  9:20

県中新  (KR )       13.83
大会新  (GR )       14.39

[ 1組] 風速 +1.3 [ 2組] 風速 +0.4

 1 山本 紗帆(2) 中学     17.53  1 佐伯 風帆(2) 中学     14.39 
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾎ 小諸東中 ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢A&AC

 2 岡田 莉歩(2) 中学     17.58  2 大森 里香(3) 中学     14.52 
ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 軽井沢A&AC ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 軽井沢A&AC

 3 田口 朱音(1) 中学     18.56  3 荻原 希乃愛(3) 中学     14.74 
ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 軽井沢A&AC ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 軽井沢A&AC

 4 佐藤 結(3) 中学     19.41  4 大鹿 愛和(3) 中学     15.48 
ｻﾄｳ ﾕｳ 軽井沢中 ｵｵｼｶ ﾏﾅ 野沢中

 5 岸和田谷 友里(2)中学     19.46  5 中嶋 愛佳(3) 中学     16.22 
ｷｼﾜﾀﾞﾔ ﾕｳﾘ 中込中 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ 軽井沢A&AC
土屋 凜奈(2) 中学  6 漆原 衣咲(2) 中学     16.45 
ﾂﾁﾔ ﾘﾝﾅ 中込中 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 軽井沢A&AC
小林 愛実(2) 中学  7 鈴木 天音(3) 中学     16.47 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾐ 野沢中 ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ 浅間中
桃井 咲乃(2) 中学  8 柏木 萌(3) 中学     16.49 
ﾓﾓｲ ｻｷﾉ 佐久東中 ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ 軽井沢A&AC

 9 関口 蒔琉(2) 中学     17.29 
ｾｷｸﾞﾁ ﾏｸﾙ 佐久東中

   1 佐伯 風帆(2) 中学 軽井沢A&AC     14.39 (+0.4)大会タイ   2   1
   2 大森 里香(3) 中学 軽井沢A&AC     14.52 (+0.4)   2   2
   3 荻原 希乃愛(3) 中学 軽井沢A&AC     14.74 (+0.4)   2   3
   4 大鹿 愛和(3) 中学 野沢中     15.48 (+0.4)   2   4
   5 中嶋 愛佳(3) 中学 軽井沢A&AC     16.22 (+0.4)   2   5
   6 漆原 衣咲(2) 中学 軽井沢A&AC     16.45 (+0.4)   2   6
   7 鈴木 天音(3) 中学 浅間中     16.47 (+0.4)   2   7
   8 柏木 萌(3) 中学 軽井沢A&AC     16.49 (+0.4)   2   8
   9 関口 蒔琉(2) 中学 佐久東中     17.29 (+0.4)   2   9
  10 山本 紗帆(2) 中学 小諸東中     17.53 (+1.3)   1   1
  11 岡田 莉歩(2) 中学 軽井沢A&AC     17.58 (+1.3)   1   2
  12 田口 朱音(1) 中学 軽井沢A&AC     18.56 (+1.3)   1   3
  13 佐藤 結(3) 中学 軽井沢中     19.41 (+1.3)   1   4
  14 岸和田谷 友里(2) 中学 中込中     19.46 (+1.3)   1   5

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
8  4282 2    29

大会タイ
9    27 8    31

7    35 7    28

3  4233 5  4076

2  4122 6    33

4  4123 4    30
欠場

5  4090 3  4154
欠場

6  4165 9    36
欠場

1  4177

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

 4177

備考 組 順位
   29
   31
   28

 4282
   27
   35
 4233
 4122

 4076
   33
   30
 4154
   36



予選 7月28日 12:05
決勝 7月28日 14:45

県新(KR)            11.98
大会新(GR)          12.70

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 +1.2

 1 深澤 あまね(2) 高校     12.08 q  1 久保 愛夏(2) 高校     12.74 q
ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 佐久長聖高 ｸﾎﾞ ﾏﾅｶ 小諸高

 2 永井 望ノ美(2) 高校     13.20 q  2 山浦  日菜乃(2) 高校     13.88 
ﾅｶﾞｲ ﾉﾉﾐ 佐久長聖高 ﾔﾏｳﾗ ﾋﾅﾉ 岩村田高

 3 田村  菜々香(2) 高校     13.52 q  3 松川 杏奈(1) 高校     14.21 
ﾀﾑﾗ ﾅﾅｶ 岩村田高 ﾏﾂｶﾜ ｱﾝﾅ 佐久長聖高

 4 栁澤 風花(1) 高校     13.76 q  4 中條　玲南(1) 高校     15.63 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ 小諸高 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾚｲﾅ 岩村田高

 5 沼野 藍(1) 高校     14.02 橋本 花甫(2) 高校
ﾇﾏﾉ ｱｲ 佐久長聖高 ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ 佐久長聖高

 6 出澤　愛子(1) 高校     15.00 齋藤 幸奈(2) 高校
ｲﾃﾞｻﾞﾜ ｱｲｺ 岩村田高 ｻｲﾄｳ ﾕｷﾅ 佐久平総合高

 7 高塚 弘美 一般     16.04 
ﾀｶﾂｶ ﾋﾛﾐ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ

[ 3組] 風速 -0.1

 1 前田 望乃花(2) 高校     12.47 q
ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 佐久長聖高

 2 髙栁  菜乃香(2) 高校     13.24 q
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾅﾉｶ 岩村田高

 3 岩下 栞(1) 高校     13.57 q
ｲﾜｼﾀ ｼｵﾘ 佐久長聖高

 4 中村 睦(2) 高校     13.81 
ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂﾐ 小諸高

 5 野口 すみれ(1) 高校     13.90 
ﾉｸﾞﾁ ｽﾐﾚ 岩村田高

 6 青木 江里 一般     14.53 
ｱｵｷ ｴﾘ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ

風速 +0.4

 1 深澤 あまね(2) 高校     12.00 
ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 佐久長聖高

 2 前田 望乃花(2) 高校     12.37 
ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 佐久長聖高

 3 久保 愛夏(2) 高校     12.61 
ｸﾎﾞ ﾏﾅｶ 小諸高

 4 永井 望ノ美(2) 高校     13.21 
ﾅｶﾞｲ ﾉﾉﾐ 佐久長聖高

 5 髙栁  菜乃香(2) 高校     13.28 
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾅﾉｶ 岩村田高

 6 田村  菜々香(2) 高校     13.63 
ﾀﾑﾗ ﾅﾅｶ 岩村田高

 7 岩下 栞(1) 高校     13.65 
ｲﾜｼﾀ ｼｵﾘ 佐久長聖高
栁澤 風花(1) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ 小諸高

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  1304 4  1340

大会新

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

2  1299 5  1284

7  1283 2  2256

3  1345 3  1269

4  2255 6  1302
欠場

5  1268 7  1203
欠場

6    76

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  1309

大会新
7  1281

4  2251

3  1342

5  1266

6    77

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1304

県高校新／大会新
5  1309

大会新
6  1340

大会新
7  1299

8  1281

9  1283

欠場

2  2251

3  1345



決勝 7月28日 15:50

県新(KR)            54.56
大会新(GR)          59.32

[ 1組] [ 2組]

 1 野口 すみれ(1) 高校   1,05.27  1 髙栁  菜乃香(2) 高校     58.54 
ﾉｸﾞﾁ ｽﾐﾚ 岩村田高 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾅﾉｶ 岩村田高

 2 今井 菜々子(1) 高校   1,08.39  2 田村  菜々香(2) 高校   1,04.96 
ｲﾏｲ ﾅﾅｺ 野沢南高 ﾀﾑﾗ ﾅﾅｶ 岩村田高

 3 平島 葵(1) 高校   1,10.33  3 山浦  日菜乃(2) 高校   1,05.39 
ﾋﾗｼﾞﾏ ｱｵｲ 上田東高 ﾔﾏｳﾗ ﾋﾅﾉ 岩村田高

 4 出澤　愛子(1) 高校   1,14.35  4 栗田  怜奈(2) 高校   1,08.57 
ｲﾃﾞｻﾞﾜ ｱｲｺ 岩村田高 ｸﾘﾀ ﾚｲﾅ 岩村田高

 5 中條　玲南(1) 高校   1,15.53  5 遠藤 和泉(2) 高校   1,09.28 
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾚｲﾅ 岩村田高 ｴﾝﾄﾞｳ ｲｽﾞﾐ 佐久長聖高

 6 井出　実優(1) 高校   1,15.82  6 井上 鈴奈(2) 高校   1,12.53 
ｲﾃﾞ ﾐﾕｳ 岩村田高 ｲﾉｳｴ ﾚｲﾅ 岩村田高

栁澤 風花(1) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ 小諸高

   1 髙栁  菜乃香(2) 高校 岩村田高       58.54 大会新   2   1
   2 田村  菜々香(2) 高校 岩村田高     1,04.96   2   2
   3 野口 すみれ(1) 高校 岩村田高     1,05.27   1   1
   4 山浦  日菜乃(2) 高校 岩村田高     1,05.39   2   3
   5 今井 菜々子(1) 高校 野沢南高     1,08.39   1   2
   6 栗田  怜奈(2) 高校 岩村田高     1,08.57   2   4
   7 遠藤 和泉(2) 高校 佐久長聖高     1,09.28   2   5
   8 平島 葵(1) 高校 上田東高     1,10.33   1   3
   9 井上 鈴奈(2) 高校 岩村田高     1,12.53   2   6
  10 出澤　愛子(1) 高校 岩村田高     1,14.35   1   4
  11 中條　玲南(1) 高校 岩村田高     1,15.53   1   5
  12 井出　実優(1) 高校 岩村田高     1,15.82   1   6

女子

４００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1266 4  1281

大会新
5  1256 6  1283

3  1438 3  1284

6  1268 8  1282

2  1269 7  1297

7  1267 2  1285

5  1345
欠場

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
 1281
 1283

 1285
 1268
 1269
 1267

 1266
 1284
 1256
 1282
 1297
 1438



決勝 7月28日 13:40

県新(KR)          2,05.78
大会新(GR)        2,26.61

 1 臼井 羽耶(2) 高校   2,29.71 
ｳｽｲ ﾊﾔ 佐久長聖高

 2 牧内 愛華(1) 高校   2,35.53 
ﾏｷｳﾁ ﾏﾅｶ 佐久長聖高

 3 井上 鈴奈(2) 高校   2,39.80 
ｲﾉｳｴ ﾚｲﾅ 岩村田高

 4 冨沢 花(1) 高校   2,48.00 
ﾄﾐｻﾞﾜ ﾊﾅ 野沢南高

 5 朝倉 星奈(1) 高校   2,50.20 
ｱｻｸﾗ ｾﾅ 小諸高

 6 森角 くるみ(1) 高校   2,58.89 
ﾓﾘｶｸ ｸﾙﾐ 小諸高

 7 小林 明日海(2) 高校   3,06.89 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽﾐ 野沢南高
下村 真由(1) 高校
ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕ 佐久長聖高

女子

８００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  1296

3  2254

9  1285

7  1255

8  1332

6  1343

5  1253

4  2252
欠場



決勝 7月28日  9:30

県新(KR)            13.81
大会新(GR)          15.28

風速 -0.5

 1 中津 晴葉(2) 高校     14.65 
ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ 佐久長聖高

 2 土屋 ほのか(1) 高校     14.68 
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 佐久長聖高

 3 栗田  怜奈(2) 高校     17.76 
ｸﾘﾀ ﾚｲﾅ 岩村田高

 4 江刈内 ひな(2) 高校     19.88 
ｴｶﾘﾅｲ ﾋﾅ 野沢北高

女子

１００ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  1300

大会新
4  2253

大会新
5  1282

2  1226



決勝 7月28日  9:00

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

栁澤 茉莉花(4) 小学    X   2.94   3.03    3.03 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏﾘｶ 軽井沢A&AC   -0.1   +0.1   -0.1    -0.1
佐藤 一帆(4) 小学   2.86   2.82   2.95    2.95 
ｻﾄｳ ｶｽﾞﾎ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   -1.0   +0.2   +0.3    +0.3
塩谷 葵音(4) 小学   2.71   2.42    X    2.71 
ｼｵﾔ  ｱｵﾈ T&F佐久平    0.0   +0.4     0.0
川元 唯楓(4) 小学   2.70   2.62   2.45    2.70 
ｶﾜﾓﾄ  ｲﾌﾞｷ T&F佐久平    0.0   +0.1   +0.9     0.0

小４女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 4    38

2 3    47

3 1     4

4 2    13



決勝 7月28日  9:00

県小新(KR)           4.50
大会新(GR)           4.21

西村 奏(5) 小学   3.45    X    X    3.45 
ﾆｼﾑﾗ  ｶﾅﾃﾞ T&F佐久平   -0.1    -0.1
林 菜々子(5) 小学   3.39   3.03   3.34    3.39 
ﾊﾔｼ  ﾅﾅｺ T&F佐久平   +0.9   +0.2   +0.2    +0.9
輿石奏(5) 小学   2.75    X   3.15    3.15 
ｺｼｲｼｶﾅﾃﾞ 南牧北陸上ｸﾗﾌﾞ   -0.2   +0.1    +0.1
土屋 慧音南(5) 小学   3.06   3.11   3.00    3.11 
ﾂﾁﾔ ｴﾄﾅ あさまねSC   +0.9   +1.4   -0.1    +1.4
土屋 まい(5) 小学    X    X   3.08    3.08 
ﾂﾁﾔ ﾏｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   -0.2    -0.2
篠原 彩美(5) 小学   2.38    X    X    2.38 
ｼﾉﾊﾗ ｱﾔﾐ 小海小   +0.5    +0.5
井出彩乃(5) 小学    X    X    X 記録なし
ｲﾃﾞｱﾔﾉ 南牧北陸上ｸﾗﾌﾞ

小5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 1    12

2 6    18

3 2    89

4 7    23

3    81

5 4    52

6 5    59



決勝 7月28日  9:00

県小新(KR)           4.50
大会新(GR)           4.40

大森 玲花(6) 小学   4.43   4.35   4.32    4.43 大会新
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC   +0.4   +1.9    0.0    +0.4
吉澤 みずき(6) 小学   3.28   2.94   3.51    3.51 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 南牧南小   +0.6   +1.0    0.0     0.0
阿部 詩織(6) 小学   3.40   3.03   2.85    3.40 
ｱﾍﾞ  ｼｵﾘ T&F佐久平   +0.3    0.0   +0.9    +0.3
関口 歩希(6) 小学    X   2.94   3.27    3.27 
ｾｷｸﾞﾁ ﾎﾏﾚ 平根小   +1.3   +0.4   +1.4    +1.4
平林 真麻(6) 小学   3.11   3.04   3.19    3.19 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｱｻ 切原小   +1.4   +0.8   +0.4    +0.4
須江 奈菜実(6) 小学    X    X   3.11    3.11 
ｽｴ  ﾅﾅﾐ T&F佐久平   +0.5   +1.0   +1.3    +1.3
吉澤 友楽(6) 小学   3.01   3.10   3.02    3.10 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾕﾗ 平根小   +0.2   +1.0   +0.9    +1.0
寺澤 みのり(6) 小学   2.25   2.40   2.60    2.60 
ﾃﾗｻﾜ ﾐﾉﾘ 切原小    0.0   +1.3   +1.0    +1.0

小6女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 8    32

2 7    78

3 2     1

4 5    92

5 6    64

6 3    10

7 4    95

8 1    62



決勝 7月28日  9:30

県中新(KR)           1.75
大会新(GR)           1.55

竹岡古琴(3) 中学
ﾀｹｵｶｺﾄ 佐久長聖中
中沢 麗葉(2) 中学
ﾅｶｻﾞﾜ ｳﾙﾊ 中込中
小林 愛実(2) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾐ 野沢中
吉田 未旅(2) 中学
ﾖｼﾀﾞ ﾐﾀﾋﾞ 軽井沢中
渡辺 みゆ(1) 中学
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 中込中
後小路 葉月(1) 中学
ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾊﾂﾞｷ 野沢中
木内 結優(1) 中学
ｷｳﾁ ﾕｳ 野沢中

 1.15

2  4105 - XXX

XXX5 4  4103 - - XO

 1.15

 1.15

5 1  4111 O O XO XXX

XXX4 5  4245 O O O

XO XXX  1.30

 1.35

3 3  4090 - - O XO O

- O O O XXX2 6  4121 - - -

O O O XXX  1.40

1m55
1 7  4370 - - - - -

記録1m15 1m20 備考1m05 1m10 1m25 1m30 1m35 1m40

中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 7月28日 13:30

県中新(KR)           5.59
大会新(GR)           5.16

古越 茉帆(3) 中学   4.60   4.63   4.47   4.42   4.28   4.69    4.69 
ﾌﾙｺｼ ﾏﾎ 御代田中   -1.4    0.0   +0.5   +0.1   -0.6   -1.4    -1.4
吉田 心美(1) 中学   4.55   3.95   4.16   4.33   4.20   4.47    4.55 
ﾖｼﾀﾞ ｺｺﾐ 中込中   +0.2   -0.5   -0.6   -1.1   -0.3   -0.5    +0.2
寺澤 恵美(2) 中学    X   4.18   4.38    X   4.52   4.52    4.52 
ﾃﾗｻﾜ ﾒｸﾞﾐ 芦原中   +1.1   -0.4   -0.7   -0.4    -0.7
梅原 小梅(2) 中学   4.50    X   4.47    -    X    X    4.50 
ｳﾒﾊﾗ ｺｳﾒ 軽井沢中   +0.9   -0.5    +0.9
菅沼 花菜(3) 中学    X   4.12   4.47    X   4.05    X    4.47 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ 望月AC   +0.5   +0.4   -1.4    +0.4
関口 蒔琉(2) 中学   4.40   4.21   4.09   4.14   4.34   4.14    4.40 
ｾｷｸﾞﾁ ﾏｸﾙ 佐久東中   +0.5   -0.9   +0.4   +1.1    0.0   -0.5    +0.5
小泉 陽菜(2) 中学   3.47   3.94   3.99   3.72   3.64   4.01    4.01 
ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾅ 軽井沢中   -0.9   +0.6   +0.1   +1.0   -1.1   -1.2    -1.2
山越 咲葉(2) 中学   3.89   3.98   2.94    X    X   3.84    3.98 
ﾔﾏｺｼ ｻﾖ 御代田中   -0.8   +0.7   +1.0   -1.0    +0.7
吉田 彩葉(1) 中学   3.95    X   3.91    3.95 
ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 野沢中   -0.8   +0.2    -0.8
小林 のあ(1) 中学   3.58   3.77   3.83    3.83 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｱ 中込中   -0.9   +0.8   -0.4    -0.4
中沢 綺良莉(3) 中学   3.62   3.77   3.70    3.77 
ﾅｶｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 中込中   -0.7   -0.8   -1.3    -0.8
横尾 翠(1) 中学    X   3.52   3.56    3.56 
ﾖｺｵ ｱｷﾗ 御代田中   -1.3    0.0     0.0
田中 優羽(1) 中学   3.51   3.56   3.12    3.56 
ﾀﾅｶ ﾕｳ 浅間中   +0.5   -0.1   -0.7    -0.1
鈴木 花梨(1) 中学   3.03   3.36   3.38    3.38 
ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 浅間中   +0.6   -2.0   +0.3    +0.3
小山 知華(1) 中学   3.34   3.02   3.02    3.34 
ｺﾔﾏ ﾁｶ 御代田中   +0.7   -0.6   -0.9    +0.7
中村 妃更(1) 中学   3.22   2.47   2.94    3.22 
ﾅｶﾑﾗ ｷｻﾗ 御代田中   -0.2   -0.8   +0.1    -0.2
宮嶋 愛佳(1) 中学   3.09   3.19   3.17    3.19 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｲｶ 中込中   -1.5   -0.7   -0.5    -0.7

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 16  4277

2 13  4110

3 14  4315

4 15  4237

5 17  4184

6 12  4177

7 9  4229

8 11  4254

9 10  4109

10 7  4113

11 8  4127

12 5  4268

13 4  4145

14 2  4135

17 6  4114

15 3  4269

16 1  4253



決勝 7月28日  9:30

県中新(KR)          13.49
大会新(GR)          12.87

秋穂 真理(3) 中学
ｱｷﾎ ﾏﾘ 浅間中
栁澤 歩乃(1) 中学
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾎﾉ 御代田中
佐藤 結(3) 中学
ｻﾄｳ ﾕｳ 軽井沢中
石塚 夏姫(1) 中学
ｲｼﾂﾞｶ ﾅﾂｷ 浅間中
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
柳澤 智穂(2) 中学
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁﾎ 御代田中
小川 真里佳(2) 中学
ｵｶﾞﾜ ﾏﾘｶ 軽井沢中
小山 愛加(2) 中学
ｺﾔﾏ ｱｲｶ 佐久東中
上原 麻結(2) 中学
ｳｴﾊﾗ ﾏﾕ 軽井沢中
横須賀 さくら(1) 中学
ﾖｺｽｶ ｻｸﾗ 小諸東中
川井 莉央那(1) 中学
ｶﾜｲ ﾘｵﾅ 御代田中
小関 そら(1) 中学
ｺｾｷ ｿﾗ 御代田中
河西 さゆり(2) 中学 欠場
ｶｻｲ ｻﾕﾘ 佐久東中

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 14  4130 10.39 10.78 11.67 11.08 11.57 10.73  11.67 

2 13  4255  8.41  8.35  8.60  9.17  8.80  8.63   9.17 

3 12  4233  7.93  7.86  8.28  8.11  8.06  8.32   8.32 

4 5  4148  8.18  7.83  8.11  8.18  7.75  7.73   8.18 

5 9  4141  7.73  7.89  7.47  8.12  7.11  7.92   8.12 

6 4  4282  7.20  7.29  7.68  6.84  7.71   X   7.71 

7 7  4252  7.09  7.60  6.46  6.13  5.81  6.68   7.60 

8 10  4244  7.53  7.59  7.13  6.39  7.26  7.24   7.59 

9 8  4162  7.00  6.94  7.26   7.26 

10 6  4236  5.63  5.65  5.91   5.91 

11 3  4285  5.78  5.72  5.09   5.78 

12 2  4261  5.53  5.07  5.51   5.53 

13 1  4251  5.10  4.97  4.71

11  4176

  5.10 



決勝 7月28日 13:00

県中新(KR)          43.39
大会新(GR)          31.78

中沢 綺良莉(3) 中学
ﾅｶｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 中込中
須江 安那(2) 中学
ｽｴ ｱﾝﾅ 佐久東中
小関 すず(2) 中学
ｺｾｷ ｽｽﾞ 御代田中

中学女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

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  4127   O   O 27.82 29.64   O   O  29.64 

2 3  4175 24.42   O   O

3 1  4250   O   X 10.07   O   O   O  10.07 

26.28   O   O  26.28 



決勝 7月28日  9:30

県新(KR)             1.81
大会新(GR)           1.58

依田 智恵梨(2) 高校
ﾖﾀﾞ ﾁｴﾘ 佐久長聖高
岡田 朋佳(2) 高校
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 市立長野高
宇都宮 悠奈(3) 高校
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ 小諸高
碓氷 和叶(1) 高校
ｳｽｲ ﾜｶﾅ 小諸高
小泉 有唯(2) 高校
ｺｲｽﾞﾐ ｱｲ 小諸高

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 1m55 1m59 記録 備考
1 4  1310 - - - - O O XO XXX  1.55

2 5   920 - - - - O XO XO XXX  1.55

3 3  1338 - - - O O O XXX  1.50

4 2  1348 O O O XXX  1.35

5 1  1341 O XO O  1.35XXX



決勝 7月28日 10:30

県新(KR)             6.41
大会新(GR)           5.13

比田井 凜(1) 高校   4.87   4.86   4.73    X   4.63    X    4.87 
ﾋﾀﾞｲ ﾘﾝ 小諸高   +0.6   +0.7    0.0   +0.5    +0.6
佐伯 三葉(1) 高校    X    X   4.66    X   4.52    X    4.66 
ｻｴｷ ﾐﾂﾊﾞ 小諸高    0.0   +0.9     0.0
高塚 弘美 一般    X   3.52   3.69   3.77    X    X    3.77 
ﾀｶﾂｶ ﾋﾛﾐ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ   +0.2   +2.1   +1.8    +1.8

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

3 1    76

1 3  1331

2 2  1347



決勝 7月28日 11:30

県新(KR)            13.70
大会新(GR)          11.08

渡辺 彩夏(2) 高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾅ 佐久平総合高

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考

 8.25  8.32  8.55   8.55 1 1  1201  7.96   X   X



決勝 7月28日 10:15

県新(KR)            45.73
大会新(GR)          38.32

今野 瑠奈(2) 高校
ｺﾝﾉ ﾙﾅ 野沢南高
渡辺 彩夏(2) 高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾅ 佐久平総合高
古越 紗(3) 中学
ﾌﾙｺｼ ｻﾗ 御代田中

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  1254   O 26.45   O   O   O   X  26.45 

2 2  1201 20.52   O   X

3 1  4279 19.50   O   O   O   O   O  19.50 

  X   X 23.11  23.11 



決勝 7月28日 14:30

県新(KR)            57.17
大会新(GR)          40.09

犬飼 楓(3) 高校
ｲﾇｶｲ ｶｴﾃﾞ 小諸高
今野 瑠奈(2) 高校
ｺﾝﾉ ﾙﾅ 野沢南高
内堀 心陽(1) 高校
ｳﾁﾎﾞﾘ ｺｺｱ 小諸高
市川 夏雅里(1) 高校
ｲﾁｶﾜ ｶｶﾞﾘ 上田東高
尾沼 未来(1) 高校
ｵﾇﾏ ﾐｸ 小諸高
朝倉 星奈(1) 高校
ｱｻｸﾗ ｾﾅ 小諸高

女子

やり投(0.600kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 6  1337 37.92   O   O   O   O   X  37.92 

2 5  1254   O 31.19   O   O   X 34.16  34.16 

3 2  1349   O 25.08   O   O   O   O  25.08 

4 4  1432   O 20.98   X   O   O   O  20.98 

5 3  1350   O 19.23   O

6 1  1332   O 12.86   O   O   X 13.74  13.74 

  O   O 19.23  19.23 



決勝 7月28日 11:11

風速 -0.5

 1 佐藤 美羽(4) 小学     16.73 
ｻﾄｳ ﾐｳ 浅科小

 2 土屋 琴菜(4) 小学     17.57 
ﾂﾁﾔ ｺﾄﾅ 浅科小

 3 栁澤 優菜(4) 小学     18.16 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 石井 華蓮(4) 小学     18.27 
ｲｼｲ ｶﾚﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 5 清水 ありさ(4) 小学     18.32 
ｼﾐｽﾞ  ｱﾘｻ T&F佐久平

 6 井出 杏奈(4) 小学     18.33 
ｲﾃﾞ  ｱﾝﾅ T&F佐久平

 7 井出 芽生(4) 小学     19.22 
ｲﾃﾞ ﾒｵ 南牧北陸上ｸﾗﾌﾞ

決勝 7月28日 11:26

風速

 1 小林 夕璃(5) 小学     16.30 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾘ あさまねSC

決勝 7月28日 11:36

風速 +2.5

 1 掛川 日葉(6) 小学     15.65 
ｶｹｶﾞﾜ  ﾋﾖ T&F佐久平

 2 内堀 紗衣(6) 小学     15.66 
ｳﾁﾎﾞﾘ ｻｴ あさまねSC

 3 宮田 菜永(6) 小学     16.27 
ﾐﾔﾀ  ｻﾄ T&F佐久平

 4 三石 まどか(6) 小学     16.50 
ﾐﾂｲｼ  ﾏﾄﾞｶ T&F佐久平

ｵｰﾌﾟﾝ小5女子

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
1    22

ｵｰﾌﾟﾝ小6女子

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4     7

5    25

3     8

2     9

ｵｰﾌﾟﾝ小4女子

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    71

6    75

2    54

7    50

8    80

3    11

5     3



決勝 7月28日  9:06

風速 +0.1

 1 有坂美月姫(4) 小学     19.91 
ｱﾘｻｶ ﾐﾂﾞｷ 南牧北陸上ｸﾗﾌﾞ

所属名 記録／備考
2    87

ｵｰﾌﾟﾝ小学女子

８０ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
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