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場　所

コード

令和元年5月10日（金）～5月12日（日）

佐久総合運動公園陸上競技場
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主催

後援

主管

佐久市・教育委員会・体育協会

東信高等学校体育連盟　陸上専門部

小諸市・教育委員会・体育協会

東 信 高 等 学 校 体 育 連 盟

上田市・教育委員会・体育協会

東御市・教育委員会・体育協会

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

5/10 女子ハンマー投 決 42ｍ32 坂井 美藍 女 上田染谷丘 35m09

5/10 女子１００ｍＨ 決 14秒23 中津 晴葉 女 佐久長聖 14秒54 県高校新

5/10 男子１００ｍ 予 10秒90 永井颯太 男 軽井沢 10秒91

5/10 男子１００ｍ 予 10秒90 神津 颯冬 男 佐久長聖 10秒91

5/11 男子１００ｍ 準 10秒81 永井颯太 男 軽井沢 10秒91

5/11 女子１００ｍ 決 12秒22 深澤 あまね 女 佐久長聖 12秒36

5/11 女子４×１００ｍＲ 決 47秒97

中津 晴葉
深澤 あまね
橋本 花甫

前田 望乃花

女 佐久長聖 49秒14

5/12 男子５０００ｍＷ 決    23分10秒92 高橋 響希 男 上田西 23分18秒79

5/12 女子三段跳 決 10ｍ86 児玉 菜緒 女 上田 10ｍ48

5/12 女子１６００ｍＲ 決     4分04秒90

横須賀玲奈
前田 望乃花
中津 晴葉
橋本 花甫

女 佐久長聖 4分05秒90

グランドコンディション

月　　　　日 時　　刻 天　　候 風　　向 風速　m/s 気温　℃ 湿度　％ 計測場所
５月１０日（金） １０：００ 晴れ 北西 １．１ ２１．０ ４２

１１：００ 晴れ 北 １．４ ２２．５ ４３
１２：００ 晴れ 北北東 ０．８ ２３．０ ４５
１３：００ 晴れ 北北東 ３．１ ２４．０ ４６
１４：００ 晴れ 北西 ２．３ ２４．５ ４６
１５：００ 晴れ 北東 １．２ ２４．０ ４６

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

５月１１日（土） 　９：００ 晴れ 北東 ０．７ ２１．０ ４２
１０：００ 晴れ 北西 ０．７ ２２．５ ４３
１１：００ 晴れ 北北西 ２．３ ２３．０ ４５
１２：００ 晴れ 北 ２．８ ２５．０ ４７
１３：００ 晴れ 北西 １．６ ２５．０ ４７
１４：００ 晴れ 北東 １．７ ２５．０ ４７
１５：００ 晴れ 北東 １．８ ２４．５ ４６

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

５月１２日（日） 　９：００ 晴れ 北西 ０．４ ２１．０ ４２
１０：００ 晴れ 北北東 １．１ ２２．５ ４３
１１：００ 晴れ 西北西 １．９ ２４．０ ４６
１２：００ 晴れ 北西 ２．９ ２５．０ ４７
１３：００ 晴れ 北東 ４．５ ２５．５ ４７
１４：００ 晴れ 北北東 １．０ ２５．５ ４７



決勝記録一覧表
(GR:大会新,KR:県高新) 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
05/11 女子  +1.1深澤 あまね(2) 12.22 前田 望乃花(2) 12.65 久保 愛夏(2) 12.89 髙橋 桃子(3) 13.08 永井 望ノ美(2) 13.18 髙栁  菜乃香(2) 13.19 田村  菜々香(2) 13.72 比田井 凛(1) 13.85

１００ｍ 高校･佐久長聖 GR 高校･佐久長聖 高校･小諸 高校･上田 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･小諸
05/12  +4.4前田 望乃花(2) 25.43 橋本 花甫(2) 26.00 久保 愛夏(2) 26.27 井出 凛生(3) 26.57 髙栁  菜乃香(2) 27.28 髙橋 桃子(3) 27.67 中村 睦(2) 27.93 深澤 あまね(2) 33.59

２００ｍ 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･小諸 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･上田 高校･小諸 高校･佐久長聖
05/10 井出 凛生(3) 59.21 横須賀 玲奈(3) 59.35 髙栁  菜乃香(2) 1,01.51 三浦 元海(3) 1,03.34 丸山 那菜(3) 1,05.06 中村 睦(2) 1,05.16 栁澤 風花(1) 1,05.34 遠藤 和泉(2) 1,05.81

４００ｍ 高校･岩村田 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･野沢北 高校･小諸 高校･小諸 高校･小諸 高校･佐久長聖
05/11 横須賀 玲奈(3) 2,20.50 井出 凛生(3) 2,20.63 碓氷 眞子(3) 2,22.60 三浦 元海(3) 2,29.23 上野 美結(3) 2,29.41 宮下 紗采(2) 2,32.65 下村 真由(1) 2,33.63 臼井 羽耶(2) 2,33.74

８００ｍ 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･野沢北 高校･野沢北 高校･上田東高 高校･上田西 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖
05/10 久保田 絢乃(3) 4,57.35 碓氷 眞子(3) 5,00.48 齊藤 結花(1) 5,03.28 牧内 愛華(1) 5,03.36 塚田 絢子(3) 5,11.20 上野 美結(3) 5,12.39 臼井 羽耶(2) 5,14.15 宮下 紗采(2) 5,16.93

１５００ｍ 高校･上田 高校･野沢北 高校･上田 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘 高校･上田東高 高校･佐久長聖 高校･上田西
05/12 久保田 絢乃(3) 10,49.62 碓氷 眞子(3) 10,49.64 牧内 愛華(1) 11,07.99 齊藤 結花(1) 11,31.59 古旗 葵(1) 11,54.62 塚田 絢子(3) 12,06.93 井上  鈴奈(2) 12,07.57 下村 真由(1) 12,19.97

３０００ｍ 高校･上田 高校･野沢北 高校･佐久長聖 高校･上田 高校･上田東高 高校･上田染谷丘 高校･岩村田 高校･佐久長聖
05/10  +1.8中津 晴葉(2) 14.23 土屋 ほのか(1) 14.74 田中 風紗音(3) 15.58 塚田 菜々(2) 15.92 髙尾 玲良(1) 16.27 清水 あかね(2) 17.14 栗田  怜奈(2) 17.27 泰井 柊香(1) 19.20

１００ｍＨ 高校･佐久長聖 KR 高校･佐久長聖 高校･上田 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘 高校･上田 高校･岩村田 高校･上田
05/11 田中 風紗音(3) 1,05.85 三浦 元海(3) 1,09.88 清水 あかね(2) 1,11.76 佐伯 三葉(1) 1,12.64 田中 捺未(2) 1,17.83

４００ｍＨ 高校･上田 高校･野沢北 高校･上田 高校･小諸 高校･上田染谷丘
05/12 塚田 絢子(3) 27,42.25 井上  鈴奈(2) 28,02.94 小林 明日海(2) 30,00.25 峰村 麻衣(2) 30,35.53 宮本 裕子(2) 32,16.46

５０００ｍＷ 高校･上田染谷丘 高校･岩村田 高校･野沢南 高校･上田東高 高校･野沢北
05/11 岩下 栞(1) 2.80 諸星 美璃(1) 2.40

棒高跳 高校･佐久長聖 高校･小諸
05/12 翠川明日香(3) 1.54 依田 智恵梨(2) 1.54 宇都宮 悠奈(3) 1.51 小泉 有唯(2) 1.40 関谷 和香(1) 1.30 城下 理彩子(3) 1.30

走高跳 高校･丸子修学館 高校･佐久長聖 高校･小諸 高校･小諸 高校･上田東高 高校･上田
05/10 土屋 ほのか(1)5.45(+0.7) 児玉 菜緒(3) 5.14(-1.2) 深澤 あまね(2)5.00(-0.1) 髙尾 玲良(1) 4.77(+0.9) 比田井 凛(1) 4.69(+2.9) 古田真央(3) 4.67(0.0) 米山 野乃佳(3)4.61(+1.1) 田村 遥(2) 4.50(+2.4)

走幅跳 高校･佐久長聖 高校･上田 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘 高校･小諸 高校･丸子修学館 高校･佐久長聖 高校･上田
05/12 児玉 菜緒(3)10.98(+3.2) 田村 遥(2) 10.10(+1.8) 古田真央(3) 9.85(+3.3) 小泉 有唯(2) 9.64(+1.7) 西 郁花(2) 9.46(+2.1) 石田 陽菜(2) 9.12(+2.6) 髙野 咲(2) 9.07(+3.6) 尾沼 未来(1) 9.05(-0.1)

三段跳 高校･上田 高校･上田 高校･丸子修学館 高校･小諸 高校･上田染谷丘 高校･上田染谷丘 高校･上田西 高校･小諸
05/11 溝口 佳歩(3) 10.38 坂井 美藍(3) 9.40 栁澤 優羽(1) 9.07 酒井美咲(3) 8.47 渡辺 彩夏(2) 8.39 城下 琴音(3) 8.37 今野 瑠奈(2) 8.31 髙橋 桃子(3) 8.17

砲丸投 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘 高校･上田染谷丘 高校･丸子修学館 高校･佐久平総合 高校･上田千曲 高校･野沢南 高校･上田
05/12 坂井 美藍(3) 35.31 溝口 佳歩(3) 33.32 今野 瑠奈(2) 26.95 酒井美咲(3) 25.83 城下 琴音(3) 25.23 林 実玲(3) 23.85 小林 明日架(3) 23.39 藤田 萌愛(3) 21.35

円盤投 高校･上田染谷丘 高校･佐久長聖 高校･野沢南 高校･丸子修学館 高校･上田千曲 高校･野沢北 高校･上田東高 高校･上田染谷丘
05/10 坂井 美藍(3) 42.32 酒井美咲(3) 31.23 藤田 萌愛(3) 21.89 小池 友実(3) 16.69 栁澤 優羽(1) 16.63

ﾊﾝﾏｰ投 高校･上田染谷丘 GR 高校･丸子修学館 高校･上田染谷丘 高校･上田 高校･上田染谷丘
05/10 犬飼 楓(3) 41.88 今野 瑠奈(2) 33.25 林 実玲(3) 32.90 原野 茉優(3) 31.74 藤田 萌愛(3) 28.90 栁澤 優羽(1) 27.67 萩原 麗(3) 26.95 瀬戸 愛果(3) 26.28

やり投 高校･小諸 高校･野沢南 高校･野沢北 高校･小諸 高校･上田染谷丘 高校･上田染谷丘 高校･小諸 高校･上田
05/11 佐久長聖       47.97 岩村田       51.65 上田       51.88 小諸       51.92 丸子修学館       53.04 上田染谷丘       53.75 野沢北       55.19 野沢南       56.65

４×１００ｍＲ 中津 晴葉(2) GR 井出 凛生(3) 髙橋 桃子(3) 中村 睦(2) 古田真央(3) 西 郁花(2) 碓氷 眞子(3) 今野 瑠奈(2)
深澤 あまね(2) 髙栁  菜乃香(2) 児玉 菜緒(3) 原野 茉優(3) 堤 ヒトミ(1) 石田 陽菜(2) 三浦 元海(3) 大塚 七星(3)
橋本 花甫(2) 栗田  怜奈(2) 瀬戸 愛果(3) 比田井 凛(1) 翠川明日香(3) 田中 捺未(2) 林 実玲(3) 今井 菜々子(1)
前田 望乃花(2) 田村  菜々香(2) 清水 あかね(2) 久保 愛夏(2) 田中 咲(1) 髙尾 玲良(1) 江刈内 ひな(2) 冨沢 花(1)

05/12 佐久長聖     4,04.90 岩村田     4,09.40 小諸     4,21.96 上田     4,31.63 上田染谷丘     4,39.96 野沢北     4,43.11 上田東高     4,54.98 野沢南     5,00.29
４×４００ｍＲ 横須賀 玲奈(3 GR 髙栁  菜乃香(2) 丸山 那菜(3) 髙橋 桃子(3) 西 郁花(2) 江刈内 ひな(2) 蓬田 薫音(2) 今野 瑠奈(2)

前田 望乃花(2) 井出 凛生(3) 中村 睦(2) 永渡 真悠子(3) 田中 捺未(2) 碓氷 眞子(3) 上野 美結(3) 今井 菜々子(1)
中津 晴葉(2) 田村  菜々香(2) 宇都宮 悠奈(3) 瀬戸 愛果(3) 塚田 絢子(3) 三浦 元海(3) 古旗 葵(1) 冨沢 花(1)
橋本 花甫(2) 山浦  日菜乃(2) 栁澤 風花(1) 久保田 絢乃(3) 石田 陽菜(2) 宮本 裕子(2) 峰村 麻衣(2) 小林 明日海(2)

05/12 土屋 ほのか(1) 4208 米山 野乃佳(3) 3581 栗田  怜奈(2) 3083
七種競技 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･岩村田

学校対抗 佐久長聖 上田 上田染谷丘 小諸 岩村田 野沢北 丸子修学館 上田東
166 104 89 83 64 55 38 24



予選 5月10日 14:50
決勝 5月11日 13:10

県高記録(KR )       12.03
大会記録(GR )       12.36

[ 1組] 風速 +2.7 [ 2組] 風速 +2.5

 1 前田 望乃花(2) 高校     12.38 Q  1 久保 愛夏(2) 高校     12.89 Q
ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 佐久長聖 ｸﾎﾞ ﾏﾅｶ 小諸

 2 髙橋 桃子(3) 高校     12.84 Q  2 永井 望ノ美(2) 高校     13.31 Q
ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ 上田 ﾅｶﾞｲ ﾉﾉﾐ 佐久長聖

 3 田村  菜々香(2) 高校     13.61 q  3 堤 ヒトミ(1) 高校     13.88 
ﾀﾑﾗ ﾅﾅｶ 岩村田 ﾂﾂﾐ ﾋﾄﾐ 丸子修学館

 4 比田井 凛(1) 高校     13.67 q  4 髙尾 玲良(1) 高校     14.13 
ﾋﾀﾞｲ ﾘﾝ 小諸 ﾀｶｵ ﾚｲﾗ 上田染谷丘

 5 石田 陽菜(2) 高校     13.70  5 齋藤 幸奈(2) 高校     14.75 
ｲｼﾀﾞ ﾋﾅ 上田染谷丘 ｻｲﾄｳ ﾕｷﾅ 佐久平総合

 6 古田真央(3) 高校     13.74  6 野口 すみれ(1) 高校     14.93 
ﾌﾙﾀ ﾏｵ 丸子修学館 ﾉｸﾞﾁ ｽﾐﾚ 岩村田

 7 江刈内 ひな(2) 高校     13.90 平島 葵(1) 高校
ｴｶﾘﾅｲ ﾋﾅ 野沢北 ﾋﾗｼﾞﾏ ｱｵｲ 上田東高

 8 大塚 七星(3) 高校     14.01 田中 風紗音(3) 高校
ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ 野沢南 ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ 上田

[ 3組] 風速 -0.8

 1 深澤 あまね(2) 高校     12.47 Q
ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 佐久長聖

 2 髙栁  菜乃香(2) 高校     13.20 Q
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾅﾉｶ 岩村田

 3 田中 咲(1) 高校     13.87 
ﾀﾅｶ ｻｷ 丸子修学館

 4 西 郁花(2) 高校     13.88 
ﾆｼ ﾌﾐｶ 上田染谷丘

 5 髙野 咲(2) 高校     14.28 
ﾀｶﾉ ｻｷ 上田西

 6 栁澤 風花(1) 高校     14.41 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ 小諸
瀬戸 愛果(3) 高校
ｾﾄ ﾏﾅｶ 上田

風速 +1.1

 1 深澤 あまね(2) 高校     12.22 
ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 佐久長聖

 2 前田 望乃花(2) 高校     12.65 
ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 佐久長聖

 3 久保 愛夏(2) 高校     12.89 
ｸﾎﾞ ﾏﾅｶ 小諸

 4 髙橋 桃子(3) 高校     13.08 
ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ 上田

 5 永井 望ノ美(2) 高校     13.18 
ﾅｶﾞｲ ﾉﾉﾐ 佐久長聖

 6 髙栁  菜乃香(2) 高校     13.19 
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾅﾉｶ 岩村田

 7 田村  菜々香(2) 高校     13.72 
ﾀﾑﾗ ﾅﾅｶ 岩村田

 8 比田井 凛(1) 高校     13.85 
ﾋﾀﾞｲ ﾘﾝ 小諸

女子

１００ｍ            

予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2  1414 9  1299

記録／備考
6  1309 6  1340

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3  1331 4  1453

4  1283 7  1385

8  1382 3  1266

7  1485 8  1203

5  1248 5  1416
欠場

9  1226 2  1438
欠場

5  1304

4  1281

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  1531

6  1345

8  1384

3  1484

7  1418
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  1340

5  1414

4  1304
大会新

7  1309

3  1283

2  1331

9  1299

8  1281



予選 5月12日 10:50
決勝 5月12日 12:55

県高記録(KR )       24.67
大会記録(GR )       25.13

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +2.0

 1 前田 望乃花(2) 高校     25.61 Q  1 深澤 あまね(2) 高校     25.59 Q
ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 佐久長聖 ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 佐久長聖

 2 久保 愛夏(2) 高校     26.23 Q  2 橋本 花甫(2) 高校     26.42 Q
ｸﾎﾞ ﾏﾅｶ 小諸 ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ 佐久長聖

 3 井出 凛生(3) 高校     26.67 Q  3 中村 睦(2) 高校     27.61 Q
ｲﾃﾞ ﾘｵ 岩村田 ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂﾐ 小諸

 4 髙栁  菜乃香(2) 高校     26.87 q  4 山浦  日菜乃(2) 高校     28.28 
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾅﾉｶ 岩村田 ﾔﾏｳﾗ ﾋﾅﾉ 岩村田

 5 髙橋 桃子(3) 高校     27.09 q  5 石田 陽菜(2) 高校     28.52 
ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ 上田 ｲｼﾀﾞ ﾋﾅ 上田染谷丘

 6 西 郁花(2) 高校     28.58  6 大塚 七星(3) 高校     29.75 
ﾆｼ ﾌﾐｶ 上田染谷丘 ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ 野沢南

 7 丸山 那菜(3) 高校     28.85  7 泰井 柊香(1) 高校     30.14 
ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅ 小諸 ﾀｲｲ ｼｭｳｶ 上田
田中 咲(1) 高校 山田 郁花(1) 高校
ﾀﾅｶ ｻｷ 丸子修学館 ﾔﾏﾀﾞ ﾓｶ 上田染谷丘

風速 +4.4

 1 前田 望乃花(2) 高校     25.43 
ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 佐久長聖

 2 橋本 花甫(2) 高校     26.00 
ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ 佐久長聖

 3 久保 愛夏(2) 高校     26.27 
ｸﾎﾞ ﾏﾅｶ 小諸

 4 井出 凛生(3) 高校     26.57 
ｲﾃﾞ ﾘｵ 岩村田

 5 髙栁  菜乃香(2) 高校     27.28 
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾅﾉｶ 岩村田

 6 髙橋 桃子(3) 高校     27.67 
ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ 上田

 7 中村 睦(2) 高校     27.93 
ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂﾐ 小諸

 8 深澤 あまね(2) 高校     33.59 
ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 佐久長聖

6  1340

女子

２００ｍ            

予選 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

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  1309 9  1304

5  1302

7  1280 4  1342

5  1281 2  1284

3  1414 7  1485

8  1484 6  1248

欠場

9  1336 8  1427

2  1384 3  1456
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 記録／備考
5  1309

7  1302

所属名

6  1340

9  1280

3  1281

2  1414

8  1342

4  1304



決勝 5月10日 14:00

県高記録(KR )       55.42
大会記録(GR )       57.81

[ 1組] [ 2組]

 1 栁澤 風花(1) 高校   1,05.34  1 井出 凛生(3) 高校     59.21 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ 小諸 ｲﾃﾞ ﾘｵ 岩村田

 2 田村  菜々香(2) 高校   1,06.50  2 横須賀 玲奈(3) 高校     59.35 
ﾀﾑﾗ ﾅﾅｶ 岩村田 ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ 佐久長聖

 3 田中 捺未(2) 高校   1,10.12  3 髙栁  菜乃香(2) 高校   1,01.51 
ﾀﾅｶ ﾅﾂﾐ 上田染谷丘 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾅﾉｶ 岩村田

 4 永渡 真悠子(3) 高校   1,10.28  4 三浦 元海(3) 高校   1,03.34 
ﾅｶﾞﾜﾀﾘ ﾏﾕｺ 上田 ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ 野沢北

 5 今井 菜々子(1) 高校   1,10.32  5 丸山 那菜(3) 高校   1,05.06 
ｲﾏｲ ﾅﾅｺ 野沢南 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅ 小諸

 6 林 麻友香(1) 高校   1,11.78  6 中村 睦(2) 高校   1,05.16 
ﾊﾔｼ ﾏﾕｶ 上田 ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂﾐ 小諸

 7 久保田 詩乃(1) 高校   1,14.98  7 遠藤 和泉(2) 高校   1,05.81 
ｸﾎﾞﾀ ｳﾀﾉ 上田 ｴﾝﾄﾞｳ ｲｽﾞﾐ 佐久長聖

 8 大塚 七星(3) 高校   1,06.71 
ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ 野沢南

6  1345 4  1280

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

5  1283 5  1305

4  1483 6  1281

7  1413 9  1224

9  1256 2  1336

3  1425 8  1342

8  1426 3  1297

7  1248



   1 井出 凛生(3) 高校 岩村田       59.21   2   1
   2 横須賀 玲奈(3) 高校 佐久長聖       59.35   2   2
   3 髙栁  菜乃香(2) 高校 岩村田     1,01.51   2   3
   4 三浦 元海(3) 高校 野沢北     1,03.34   2   4
   5 丸山 那菜(3) 高校 小諸     1,05.06   2   5
   6 中村 睦(2) 高校 小諸     1,05.16   2   6
   7 栁澤 風花(1) 高校 小諸     1,05.34   1   1
   8 遠藤 和泉(2) 高校 佐久長聖     1,05.81   2   7
   9 田村  菜々香(2) 高校 岩村田     1,06.50   1   2
  10 大塚 七星(3) 高校 野沢南     1,06.71   2   8
  11 田中 捺未(2) 高校 上田染谷丘     1,10.12   1   3
  12 永渡 真悠子(3) 高校 上田     1,10.28   1   4
  13 今井 菜々子(1) 高校 野沢南     1,10.32   1   5
  14 林 麻友香(1) 高校 上田     1,11.78   1   6
  15 久保田 詩乃(1) 高校 上田     1,14.98   1   7

女子

４００ｍ            
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

 1248

組 順位
 1280
 1305
 1281
 1224
 1336
 1342
 1345
 1297
 1283

 1483
 1413
 1256
 1425
 1426



決勝 5月11日 12:25

県高記録(KR )     2,05.78
大会記録(GR )     2,16.97

[ 1組] [ 2組]

 1 林 麻友香(1) 高校   2,42.48  1 横須賀 玲奈(3) 高校   2,20.50 
ﾊﾔｼ ﾏﾕｶ 上田 ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ 佐久長聖

 2 渡邉 美祐(1) 高校   2,44.86  2 井出 凛生(3) 高校   2,20.63 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｳ 小諸 ｲﾃﾞ ﾘｵ 岩村田

 3 久保田 詩乃(1) 高校   2,47.10  3 碓氷 眞子(3) 高校   2,22.60 
ｸﾎﾞﾀ ｳﾀﾉ 上田 ｳｽｲ ﾏｺ 野沢北

 4 今井 菜々子(1) 高校   2,49.40  4 三浦 元海(3) 高校   2,29.23 
ｲﾏｲ ﾅﾅｺ 野沢南 ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ 野沢北

 5 森角 くるみ(1) 高校   2,52.87  5 上野 美結(3) 高校   2,29.41 
ﾓﾘｶｸ ｸﾙﾐ 小諸 ｳｴﾉ ﾐﾕ 上田東高

 6 成田 香穂(1) 高校   2,56.61  6 宮下 紗采(2) 高校   2,32.65 
ﾅﾘﾀ ｶﾎ 上田染谷丘 ﾐﾔｼﾀ ｻｱﾔ 上田西

 7 冨沢 花(1) 高校   3,05.93  7 下村 真由(1) 高校   2,33.63 
ﾄﾐｻﾞﾜ ﾊﾅ 野沢南 ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕ 佐久長聖
小林 凛(1) 高校  8 臼井 羽耶(2) 高校   2,33.74 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ 上田千曲 ｳｽｲ ﾊﾔ 佐久長聖
髙野 咲(2) 高校  9 永渡 真悠子(3) 高校   2,50.93 
ﾀｶﾉ ｻｷ 上田西 ﾅｶﾞﾜﾀﾘ ﾏﾕｺ 上田

5  1425 5  1305

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  1346 4  1280

9  1426 7  1222

7  1256 3  1224

3  1343 9  1435

1  1457 6  1540

8  1255 1  2252

4  1494 8  1296
欠場

6  1531 2  1413
欠場



   1 横須賀 玲奈(3) 高校 佐久長聖     2,20.50   2   1
   2 井出 凛生(3) 高校 岩村田     2,20.63   2   2
   3 碓氷 眞子(3) 高校 野沢北     2,22.60   2   3
   4 三浦 元海(3) 高校 野沢北     2,29.23   2   4
   5 上野 美結(3) 高校 上田東高     2,29.41   2   5
   6 宮下 紗采(2) 高校 上田西     2,32.65   2   6
   7 下村 真由(1) 高校 佐久長聖     2,33.63   2   7
   8 臼井 羽耶(2) 高校 佐久長聖     2,33.74   2   8
   9 林 麻友香(1) 高校 上田     2,42.48   1   1
  10 渡邉 美祐(1) 高校 小諸     2,44.86   1   2
  11 久保田 詩乃(1) 高校 上田     2,47.10   1   3
  12 今井 菜々子(1) 高校 野沢南     2,49.40   1   4
  13 永渡 真悠子(3) 高校 上田     2,50.93   2   9
  14 森角 くるみ(1) 高校 小諸     2,52.87   1   5
  15 成田 香穂(1) 高校 上田染谷丘     2,56.61   1   6
  16 冨沢 花(1) 高校 野沢南     3,05.93   1   7

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

女子

８００ｍ            
タイムレース

 1296

記録 備考 組 順位
 1305
 1280
 1222
 1224
 1435
 1540
 2252

 1457
 1255

 1425
 1346
 1426
 1256
 1413
 1343



決勝 5月10日 12:50

県高記録(KR )     4,17.77
大会記録(GR )     4,45.75

 1 久保田 絢乃(3) 高校   4,57.35 
ｸﾎﾞﾀ ｱﾔﾉ 上田

 2 碓氷 眞子(3) 高校   5,00.48 
ｳｽｲ ﾏｺ 野沢北

 3 齊藤 結花(1) 高校   5,03.28 
ｻｲﾄｳ ﾕｲｶ 上田

 4 牧内 愛華(1) 高校   5,03.36 
ﾏｷｳﾁ ﾏﾅｶ 佐久長聖

 5 塚田 絢子(3) 高校   5,11.20 
ﾂｶﾀﾞ ｱﾔｺ 上田染谷丘

 6 上野 美結(3) 高校   5,12.39 
ｳｴﾉ ﾐﾕ 上田東高

 7 臼井 羽耶(2) 高校   5,14.15 
ｳｽｲ ﾊﾔ 佐久長聖

 8 宮下 紗采(2) 高校   5,16.93 
ﾐﾔｼﾀ ｻｱﾔ 上田西

 9 古旗 葵(1) 高校   5,20.87 
ﾌﾙﾊﾀ ｱｵｲ 上田東高

10 井上  鈴奈(2) 高校   5,22.66 
ｲﾉｳｴ ﾚｲﾅ 岩村田

11 下村 真由(1) 高校   5,36.75 
ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕ 佐久長聖

12 三木 萌(2) 高校   5,40.41 
ﾐｷ ﾓｴ 上田

13 今井 菜々子(1) 高校   5,59.49 
ｲﾏｲ ﾅﾅｺ 野沢南

14 成田 香穂(1) 高校   6,13.80 
ﾅﾘﾀ ｶﾎ 上田染谷丘

15 冨沢 花(1) 高校   6,14.92 
ﾄﾐｻﾞﾜ ﾊﾅ 野沢南
平島 葵(1) 高校
ﾋﾗｼﾞﾏ ｱｵｲ 上田東高
小林 明日海(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽﾐ 野沢南
山田 郁花(1) 高校
ﾔﾏﾀﾞ ﾓｶ 上田染谷丘

女子

１５００ｍ          

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  1412

2  1222

5  1423

18  2254

1  1478

8  1435

4  1296

10  1540

6  1434

12  1285

16  2252

3  1421

11  1256

7  1457

欠場

13  1255

14  1438
欠場

15  1253
欠場

17  1456



決勝 5月12日 12:30

県高記録(KR )     9,04.25
大会記録(GR )    10,15.71

 1 久保田 絢乃(3) 高校  10,49.62 
ｸﾎﾞﾀ ｱﾔﾉ 上田

 2 碓氷 眞子(3) 高校  10,49.64 
ｳｽｲ ﾏｺ 野沢北

 3 牧内 愛華(1) 高校  11,07.99 
ﾏｷｳﾁ ﾏﾅｶ 佐久長聖

 4 齊藤 結花(1) 高校  11,31.59 
ｻｲﾄｳ ﾕｲｶ 上田

 5 古旗 葵(1) 高校  11,54.62 
ﾌﾙﾊﾀ ｱｵｲ 上田東高

 6 塚田 絢子(3) 高校  12,06.93 
ﾂｶﾀﾞ ｱﾔｺ 上田染谷丘

 7 井上  鈴奈(2) 高校  12,07.57 
ｲﾉｳｴ ﾚｲﾅ 岩村田

 8 下村 真由(1) 高校  12,19.97 
ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕ 佐久長聖

 9 三木 萌(2) 高校  12,30.67 
ﾐｷ ﾓｴ 上田

10 峰村 麻衣(2) 高校  13,17.89 
ﾐﾈﾑﾗ ﾏｲ 上田東高
臼井 羽耶(2) 高校
ｳｽｲ ﾊﾔ 佐久長聖

女子

３０００ｍ          

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  1412

5  1222

8  2254

2  1423

11  1434

10  1478

1  1285

4  2252

6  1296
欠場

7  1421

3  1437



決勝 5月10日 12:00

県高記録(KR )       14.28
大会記録(GR )       14.54

風速 +1.8

 1 中津 晴葉(2) 高校     14.23 
ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ 佐久長聖

 2 土屋 ほのか(1) 高校     14.74 
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 佐久長聖

 3 田中 風紗音(3) 高校     15.58 
ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ 上田

 4 塚田 菜々(2) 高校     15.92 
ﾂｶﾀﾞ ﾅﾅ 佐久長聖

 5 髙尾 玲良(1) 高校     16.27 
ﾀｶｵ ﾚｲﾗ 上田染谷丘

 6 清水 あかね(2) 高校     17.14 
ｼﾐｽﾞ ｱｶﾈ 上田

 7 栗田  怜奈(2) 高校     17.27 
ｸﾘﾀ ﾚｲﾅ 岩村田

 8 泰井 柊香(1) 高校     19.20 
ﾀｲｲ ｼｭｳｶ 上田

女子

１００ｍＨ          

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1300

県高新
5  2253

6  1416

7  1298

2  1453

3  1420

8  1282

9  1427



決勝 5月11日 11:45

県高記録(KR )       58.27
大会記録(GR )     1,03.59

 1 田中 風紗音(3) 高校   1,05.85 
ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ 上田

 2 三浦 元海(3) 高校   1,09.88 
ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ 野沢北

 3 清水 あかね(2) 高校   1,11.76 
ｼﾐｽﾞ ｱｶﾈ 上田

 4 佐伯 三葉(1) 高校   1,12.64 
ｻｴｷ ﾐﾂﾊﾞ 小諸

 5 田中 捺未(2) 高校   1,17.83 
ﾀﾅｶ ﾅﾂﾐ 上田染谷丘
塚田 菜々(2) 高校
ﾂｶﾀﾞ ﾅﾅ 佐久長聖

女子

４００ｍＨ          

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1416

4  1224

欠場

7  1420

2  1347

3  1483

6  1298



決勝 5月12日 10:00

県高記録(KR )    23,10.04
大会記録(GR )    26,06.82

 1 塚田 絢子(3) 高校  27,42.25 
ﾂｶﾀﾞ ｱﾔｺ 上田染谷丘

 2 井上  鈴奈(2) 高校  28,02.94 
ｲﾉｳｴ ﾚｲﾅ 岩村田

 3 小林 明日海(2) 高校  30,00.25 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽﾐ 野沢南

 4 峰村 麻衣(2) 高校  30,35.53 
ﾐﾈﾑﾗ ﾏｲ 上田東高

 5 宮本 裕子(2) 高校  32,16.46 
ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｺ 野沢北

女子

５０００ｍＷ        

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1478

1  1285

4  1227

2  1253

3  1437



決勝 5月11日 14:55

県高記録(KR )       47.28
大会記録(GR )       49.14

[ 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   4 小諸  1342 中村 睦(2)     51.92  1   4 佐久長聖  1300 中津 晴葉(2)     47.97 

ｺﾓﾛ ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂﾐ ｻｸﾁｮｳｾｲ ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ 大会新
 1335 原野 茉優(3)  1304 深澤 あまね(2)

ﾊﾗﾉ ﾏﾕ ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ
 1331 比田井 凛(1)  1302 橋本 花甫(2)

ﾋﾀﾞｲ ﾘﾝ ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ
 1340 久保 愛夏(2)  1309 前田 望乃花(2)

ｸﾎﾞ ﾏﾅｶ ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ
 2   5 丸子修学館  1382 古田真央(3)     53.04  2   5 岩村田  1280 井出 凛生(3)     51.65 

ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝ ﾌﾙﾀ ﾏｵ ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ｲﾃﾞ ﾘｵ
 1385 堤 ヒトミ(1)  1281 髙栁  菜乃香(2)

ﾂﾂﾐ ﾋﾄﾐ ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾅﾉｶ
 1381 翠川明日香(3)  1282 栗田  怜奈(2)

ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｱｽｶ ｸﾘﾀ ﾚｲﾅ
 1384 田中 咲(1)  1283 田村  菜々香(2)

ﾀﾅｶ ｻｷ ﾀﾑﾗ ﾅﾅｶ
 3   6 野沢南  1254 今野 瑠奈(2)     56.65  3   3 上田  1414 髙橋 桃子(3)     51.88 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐ ｺﾝﾉ ﾙﾅ ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ
 1248 大塚 七星(3)  1415 児玉 菜緒(3)

ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ
 1256 今井 菜々子(1)  1418 瀬戸 愛果(3)

ｲﾏｲ ﾅﾅｺ ｾﾄ ﾏﾅｶ
 1255 冨沢 花(1)  1420 清水 あかね(2)

ﾄﾐｻﾞﾜ ﾊﾅ ｼﾐｽﾞ ｱｶﾈ
 4   2 上田千曲  1491 塩崎 唯衣(3)   1,00.30  4   6 上田染谷丘  1484 西 郁花(2)     53.75 

ｳｴﾀﾞﾁｸﾏ ｼｵｻﾞｷ ﾕｲ ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ﾆｼ ﾌﾐｶ
 1488 清水 風(1)  1485 石田 陽菜(2)

ｼﾐｽﾞ ｳﾀ ｲｼﾀﾞ ﾋﾅ
 1490 城下 琴音(3)  1483 田中 捺未(2)

ｼﾞｮｳｼﾀ ｺﾄﾈ ﾀﾅｶ ﾅﾂﾐ
 1493 滝澤 桜叶(1)  1453 髙尾 玲良(1)

ﾀｷｻﾞﾜ ｵｳｶ ﾀｶｵ ﾚｲﾗ
  3 上田東高  1433 関谷 和香(1)  5   2 野沢北  1222 碓氷 眞子(3)     55.19 

ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼｺｳ ｾｷﾔ ﾉﾄﾞｶ 失格 ﾉｻﾞﾜｷﾀ ｳｽｲ ﾏｺ
 1448 蓬田 薫音(2)  1224 三浦 元海(3)

ﾖﾓｷﾞﾀﾞ ｶﾉﾝ ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ
 1439 前島 遥(1)  1223 林 実玲(3)

ﾏｴｼﾞﾏ ﾊﾙｶ ﾊﾔｼ ﾐﾚｲ
 1431 綱島 乙葉(1)  1226 江刈内 ひな(2)

ﾂﾅｼﾏ ｵﾄﾊ ｴｶﾘﾅｲ ﾋﾅ

女子

４×１００ｍＲ      

決勝



   1 佐久長聖     47.97大会新 中津 晴葉(2) 深澤 あまね(2)橋本 花甫(2) 前田 望乃花(2)  2   1
   2 岩村田     51.65 井出 凛生(3) 髙栁  菜乃香(2栗田  怜奈(2) 田村  菜々香(2  2   2
   3 上田     51.88 髙橋 桃子(3) 児玉 菜緒(3) 瀬戸 愛果(3) 清水 あかね(2)  2   3
   4 小諸     51.92 中村 睦(2) 原野 茉優(3) 比田井 凛(1) 久保 愛夏(2)   1   1
   5 丸子修学館     53.04 古田真央(3) 堤 ヒトミ(1) 翠川明日香(3) 田中 咲(1)   1   2
   6 上田染谷丘     53.75 西 郁花(2) 石田 陽菜(2) 田中 捺未(2) 髙尾 玲良(1)   2   4
   7 野沢北     55.19 碓氷 眞子(3) 三浦 元海(3) 林 実玲(3) 江刈内 ひな(2)  2   5
   8 野沢南     56.65 今野 瑠奈(2) 大塚 七星(3) 今井 菜々子(1)冨沢 花(1)   1   3
   9 上田千曲   1,00.30 塩崎 唯衣(3) 清水 風(1) 城下 琴音(3) 滝澤 桜叶(1)   1   4

備考 ｵｰﾀﾞｰ2

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録

女子

４×１００ｍＲ      

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位ｵｰﾀﾞｰ1



決勝 5月12日 14:30

県高記録(KR )     3,46.50
大会記録(GR )     4,05.90

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 佐久長聖  1305 横須賀 玲奈(3)   4,04.90 

ｻｸﾁｮｳｾｲ ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ 大会記録
 1309 前田 望乃花(2)

ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ
 1300 中津 晴葉(2)

ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ
 1302 橋本 花甫(2)

ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ
 2   6 岩村田  1281 髙栁  菜乃香(2)   4,09.40 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾅﾉｶ
 1280 井出 凛生(3)

ｲﾃﾞ ﾘｵ
 1283 田村  菜々香(2)

ﾀﾑﾗ ﾅﾅｶ
 1284 山浦  日菜乃(2)

ﾔﾏｳﾗ ﾋﾅﾉ
 3   4 小諸  1336 丸山 那菜(3)   4,21.96 

ｺﾓﾛ ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅ
 1342 中村 睦(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂﾐ
 1338 宇都宮 悠奈(3)

ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ
 1345 栁澤 風花(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ
 4   7 上田  1414 髙橋 桃子(3)   4,31.63 

ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ
 1413 永渡 真悠子(3)

ﾅｶﾞﾜﾀﾘ ﾏﾕｺ
 1418 瀬戸 愛果(3)

ｾﾄ ﾏﾅｶ
 1412 久保田 絢乃(3)

ｸﾎﾞﾀ ｱﾔﾉ
 5   8 上田染谷丘  1484 西 郁花(2)   4,39.96 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ﾆｼ ﾌﾐｶ
 1483 田中 捺未(2)

ﾀﾅｶ ﾅﾂﾐ
 1478 塚田 絢子(3)

ﾂｶﾀﾞ ｱﾔｺ
 1485 石田 陽菜(2)

ｲｼﾀﾞ ﾋﾅ
 6   9 野沢北  1226 江刈内 ひな(2)   4,43.11 

ﾉｻﾞﾜｷﾀ ｴｶﾘﾅｲ ﾋﾅ
 1222 碓氷 眞子(3)

ｳｽｲ ﾏｺ
 1224 三浦 元海(3)

ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ
 1227 宮本 裕子(2)

ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｺ
 7   2 上田東高  1448 蓬田 薫音(2)   4,54.98 

ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼｺｳ ﾖﾓｷﾞﾀﾞ ｶﾉﾝ
 1435 上野 美結(3)

ｳｴﾉ ﾐﾕ
 1434 古旗 葵(1)

ﾌﾙﾊﾀ ｱｵｲ
 1437 峰村 麻衣(2)

ﾐﾈﾑﾗ ﾏｲ
 8   3 野沢南  1254 今野 瑠奈(2)   5,00.29 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐ ｺﾝﾉ ﾙﾅ
 1256 今井 菜々子(1)

ｲﾏｲ ﾅﾅｺ
 1255 冨沢 花(1)

ﾄﾐｻﾞﾜ ﾊﾅ
 1253 小林 明日海(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽﾐ

女子

４×４００ｍＲ      

決勝



決勝 5月12日 10:30

県高記録(KR )        1.77
大会記録(GR )        1.65

1m54 1m57
翠川明日香(3) 高校 - - - - - - O O O XO
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｱｽｶ 丸子修学館 XO XXX
依田 智恵梨(2) 高校 - - - - - - O O XO O
ﾖﾀﾞ ﾁｴﾘ 佐久長聖 XXO XXX
宇都宮 悠奈(3) 高校 - - - - - - O O O O
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ 小諸 XXX
小泉 有唯(2) 高校 - - - - O XO XXO XXX
ｺｲｽﾞﾐ ｱｲ 小諸
関谷 和香(1) 高校 - O O O O XXX
ｾｷﾔ ﾉﾄﾞｶ 上田東高
城下 理彩子(3) 高校 - O O O XXO XXX
ｼﾞｮｳｼﾀ ﾘｻｺ 上田
碓氷 和叶(1) 高校 欠場
ｳｽｲ ﾜｶﾅ 小諸

女子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m10 1m15 1m48 1m51

記録 備考

1 5  1381  1.54

1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45

2 7  1310  1.54

3 6  1338  1.51

4 2  1341  1.40

5 3  1433  1.30

6 1  1417  1.30

4  1348



決勝 5月11日 11:00

県高記録(KR )        3.65
大会記録(GR )        3.00

岩下 栞(1) 高校
ｲﾜｼﾀ ｼｵﾘ 佐久長聖
諸星 美璃(1) 高校
ﾓﾛﾎｼ ﾐﾘ 小諸

2m90

女子

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 2m00 2m40

-

2m50 2m60 2m70 2m80
1 2  2251 O -

記録 備考

 2.40

 2.80

2 1  1344 O O XXX

O - XXO XXX



決勝 5月10日 10:00

県高記録(KR )        6.06
大会記録(GR )        5.56

土屋 ほのか(1) 高校   5.45    X   5.40    X    -    -    5.45 
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 佐久長聖   +0.7   +1.1    +0.7
児玉 菜緒(3) 高校   4.85   5.14   5.05   5.03   4.78    X    5.14 
ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ 上田   +1.1   -1.2   +0.9   +1.1   -0.2    -1.2
深澤 あまね(2) 高校   3.88   4.42   4.64   4.44   4.44   5.00    5.00 
ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 佐久長聖    0.0   +0.7   +0.6   -2.6   +4.7   -0.1    -0.1
髙尾 玲良(1) 高校   4.31   4.45   4.74   4.74   4.77   4.41    4.77 
ﾀｶｵ ﾚｲﾗ 上田染谷丘   +1.2   +2.3   +1.3   +0.7   +0.9   -0.1    +0.9
比田井 凛(1) 高校    X   4.65   4.69    X    -    -    4.69 
ﾋﾀﾞｲ ﾘﾝ 小諸   -1.8   +2.9    +2.9
古田真央(3) 高校   4.67   4.49   4.36   4.46   4.46   4.40    4.67 
ﾌﾙﾀ ﾏｵ 丸子修学館    0.0   +0.7   -0.1    0.0   +2.5   -1.7     0.0
米山 野乃佳(3) 高校   4.50   4.61   4.41    X   4.51    X    4.61 
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 佐久長聖   -1.4   +1.1   +0.5   +0.9    +1.1
田村 遥(2) 高校   4.46   4.41   4.50   4.27    X    X    4.50 
ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ 上田   +1.5   +1.6   +2.4   -0.8    +2.4
佐伯 三葉(1) 高校   4.50   4.41    X    4.50 
ｻｴｷ ﾐﾂﾊﾞ 小諸   +0.4   +0.2    +0.4
小泉 有唯(2) 高校   4.18   4.08   3.89    4.18 
ｺｲｽﾞﾐ ｱｲ 小諸   -1.1   +1.3   +0.9    -1.1
蓬田 薫音(2) 高校   3.92    X   3.79    3.92 
ﾖﾓｷﾞﾀﾞ ｶﾉﾝ 上田東高   +1.3   +0.5    +1.3
江刈内 ひな(2) 高校    X   3.73   3.84    3.84 
ｴｶﾘﾅｲ ﾋﾅ 野沢北   +1.6   -1.5    -1.5
綱島 乙葉(1) 高校   3.69   3.67   3.03    3.69 
ﾂﾅｼﾏ ｵﾄﾊ 上田東高   -0.4   +1.5   -1.0    -0.4
清水 風(1) 高校 欠場
ｼﾐｽﾞ ｳﾀ 上田千曲

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- -3- -4- -5- -6- 記録
1 16  2253

2 14  1415

3 12  1304

4 5  1453

5 15  1331

6 11  1382

7 10  1306

8 8  1422

9 13  1347

10 9  1341

11 6  1448

12 4  1226

13 3  1431

7  1488



決勝 5月12日 13:00

県高記録(KR )       12.40
大会記録(GR )       10.48

児玉 菜緒(3) 高校  10.66  10.94  10.98  10.86    X    X   10.98 
ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ 上田   +0.2   +2.9   +3.2   +1.6    +3.2
田村 遥(2) 高校  10.08  10.10   9.37  10.02   9.89   9.84   10.10 
ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ 上田   +0.1   +1.8   +5.0   +4.4   +2.9   +3.9    +1.8
古田真央(3) 高校   9.56   9.45   9.71   9.33   9.82   9.85    9.85 
ﾌﾙﾀ ﾏｵ 丸子修学館   +0.5   -0.1   +3.1   +2.0   +3.7   +3.3    +3.3
小泉 有唯(2) 高校   9.53   9.22   9.57   9.51   9.64    X    9.64 
ｺｲｽﾞﾐ ｱｲ 小諸    0.0   +0.5   +1.5   +2.8   +1.7    +1.7
西 郁花(2) 高校   9.11   9.46   9.31   9.28   9.14    -    9.46 
ﾆｼ ﾌﾐｶ 上田染谷丘   +1.2   +2.1   +3.5   +3.9   +2.1    +2.1
石田 陽菜(2) 高校   8.40   8.80   9.12    X    -    -    9.12 
ｲｼﾀﾞ ﾋﾅ 上田染谷丘   +0.5   +2.4   +2.6    +2.6
髙野 咲(2) 高校   9.07   8.70    X   8.90    X   8.94    9.07 
ﾀｶﾉ ｻｷ 上田西   +3.6   +0.2   +3.4   +3.7    +3.6
尾沼 未来(1) 高校   8.87   9.05    X   8.21   8.87    X    9.05 
ｵﾇﾏ ﾐｸ 小諸   +0.9   -0.1   +1.4   +3.3    -0.1
田中 捺未(2) 高校   8.91   8.96   9.03    9.03 
ﾀﾅｶ ﾅﾂﾐ 上田染谷丘    0.0   +2.8   +3.3    +3.3
蓬田 薫音(2) 高校    X   8.52   8.48    8.52 
ﾖﾓｷﾞﾀﾞ ｶﾉﾝ 上田東高   -0.8   +4.3    -0.8
清水 風(1) 高校 欠場
ｼﾐｽﾞ ｳﾀ 上田千曲

備考

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
1 11  1415

2 10  1422

3 9  1382

4 8  1341

5 3  1484

6 5  1485

7 1  1531

8 7  1350

4  1488

9 6  1483

10 2  1448



決勝 5月11日 11:30

県高記録(KR )       13.65
大会記録(GR )       13.65

溝口 佳歩(3) 高校
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｶﾎ 佐久長聖
坂井 美藍(3) 高校
ｻｶｲ ﾐｱｲ 上田染谷丘
栁澤 優羽(1) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 上田染谷丘
酒井美咲(3) 高校
ｻｶｲ ﾐｻｷ 丸子修学館
渡辺 彩夏(2) 高校
ﾜﾀﾅﾍ ﾞｻﾅ 佐久平総合
城下 琴音(3) 高校
ｼﾞｮｳｼﾀ ｺﾄﾈ 上田千曲
今野 瑠奈(2) 高校
ｺﾝﾉ ﾙﾅ 野沢南
髙橋 桃子(3) 高校
ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ 上田
安達 朋笑(1) 高校
ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓｴ 上田染谷丘
原野 茉優(3) 高校
ﾊﾗﾉ ﾏﾕ 小諸
前島 遥(1) 高校
ﾏｴｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 上田東高
小林 明日架(3) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ 上田東高
林 実玲(3) 高校
ﾊﾔｼ ﾐﾚｲ 野沢北
柳澤 恋(1) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾚﾝ 野沢南
碓氷 和叶(1) 高校
ｳｽｲ ﾜｶﾅ 小諸
内堀 心陽(1) 高校
ｳﾁﾎﾞﾘ ｺｺｱ 小諸

-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-

10.38 10.16  9.37  10.38 

2 15  1476  9.40  9.33  8.93

1 16  1301  9.36   X 10.25

 9.34  9.12  9.20   9.40 

  9.07 

4 14  1383  8.45   X  7.58  7.30  8.38  8.47   8.47 

3 7  1455  7.60  7.95  8.65  9.07  8.52  8.98

  8.39 

6 10  1490  7.70  7.38  8.37  7.98  8.29  8.02   8.37 

5 12  1201  8.33  7.44  8.24  7.93  7.84  8.39

  8.31 

8 11  1414  8.09   X  7.05  7.50  7.03  8.17   8.17 

7 4  1254  8.26  8.31  7.34  7.71  8.01  7.12

  8.07 

10 8  1335  6.71  7.44  7.47   7.47 

9 5  1454  7.68  8.07  7.80

  7.41 

12 6  1436  7.28  6.81  6.47   7.28 

11 2  1439  7.41  7.29  7.01

  7.22 

14 13  1257  6.15  6.17  6.44   6.44 

13 9  1223  7.10  7.07  7.22

  5.79 

  5.91 

16 1  1349  5.79   X  5.64

15 3  1348  5.69  5.91  5.80



決勝 5月12日 12:30

県高記録(KR )       44.69
大会記録(GR )       43.41

坂井 美藍(3) 高校
ｻｶｲ ﾐｱｲ 上田染谷丘
溝口 佳歩(3) 高校
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｶﾎ 佐久長聖
今野 瑠奈(2) 高校
ｺﾝﾉ ﾙﾅ 野沢南
酒井美咲(3) 高校
ｻｶｲ ﾐｻｷ 丸子修学館
城下 琴音(3) 高校
ｼﾞｮｳｼﾀ ｺﾄﾈ 上田千曲
林 実玲(3) 高校
ﾊﾔｼ ﾐﾚｲ 野沢北
小林 明日架(3) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ 上田東高
藤田 萌愛(3) 高校
ﾌｼﾞﾀ ﾓｴ 上田染谷丘
永井 佑佳(3) 高校
ﾅｶﾞｲ ﾕｳｶ 東御清翔
小池 友実(3) 高校
ｺｲｹ ﾄﾓﾐ 上田
堀内 希優(2) 高校
ﾎﾘｳﾁ ｷﾕｳ 東御清翔
犬飼 楓(3) 高校
ｲﾇｶｲ ｶｴﾃﾞ 小諸
安達 朋笑(1) 高校
ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓｴ 上田染谷丘
内堀 心陽(1) 高校
ｳﾁﾎﾞﾘ ｺｺｱ 小諸
柳澤 恋(1) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾚﾝ 野沢南
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

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-

  O   O 35.31  35.31 

2 17  1301 33.32   X   O

1 16  1476   X 32.93   X

  X   X   X  33.32 

 26.95 

4 14  1383 25.83   O   O   O   O   O  25.83 

3 13  1254   O   O 26.88 26.95   X   O

 25.23 

6 5  1223   O 23.85   O   O   O   O  23.85 

5 12  1490 25.12   O   O   O   O 25.23

 23.39 

8 8  1480   O   X 21.35   O   O   X  21.35 

7 15  1436   X   O 23.16 23.39   X   X

 21.13 

10 6  1419   O 19.92   O  19.92 

9 10  1372   O   O 21.13

 19.48 

12 9  1337   O 19.18   O  19.18 

11 7  1367   O 19.48   O

15.35   X   X

 18.34 

14 1  1349   O   O 15.35  15.35 

13 11  1454   X 18.34   X

 15.35 

16 3  1439   X 13.99   O

 13.14 

 13.99 

17 2  1493   O   O 13.14

14 4  1257



決勝 5月10日 10:00

県高記録(KR )       44.45
大会記録(GR )       35.09

坂井 美藍(3) 高校 大会新
ｻｶｲ ﾐｱｲ 上田染谷丘
酒井美咲(3) 高校
ｻｶｲ ﾐｻｷ 丸子修学館
藤田 萌愛(3) 高校
ﾌｼﾞﾀ ﾓｴ 上田染谷丘
小池 友実(3) 高校
ｺｲｹ ﾄﾓﾐ 上田
栁澤 優羽(1) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 上田染谷丘

備考

女子

ハンマー投(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

  O   X   O  42.32 

2 4  1383 29.96   O   X

1 5  1476 42.32   O   O

  O 31.23   X  31.23 

3 2  1480 21.89   X   O

4 1  1419   X   O

16.50

  O   O   X  21.89 

15.65

  O 16.63   X  16.63 

  O   O 16.69  16.69 

5 3  1455   O   X



決勝 5月10日 14:00

県高記録(KR )       50.93
大会記録(GR )       44.88

犬飼 楓(3) 高校
ｲﾇｶｲ ｶｴﾃﾞ 小諸
今野 瑠奈(2) 高校
ｺﾝﾉ ﾙﾅ 野沢南
林 実玲(3) 高校
ﾊﾔｼ ﾐﾚｲ 野沢北
原野 茉優(3) 高校
ﾊﾗﾉ ﾏﾕ 小諸
藤田 萌愛(3) 高校
ﾌｼﾞﾀ ﾓｴ 上田染谷丘
栁澤 優羽(1) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 上田染谷丘
萩原 麗(3) 高校
ﾊｷﾞﾜﾗ ｳﾗﾗ 小諸
瀬戸 愛果(3) 高校
ｾﾄ ﾏﾅｶ 上田
市川 夏雅里(1) 高校
ｲﾁｶﾜ ｶｶﾞﾘ 上田東高
清水 風(1) 高校
ｼﾐｽﾞ ｳﾀ 上田千曲
安達 朋笑(1) 高校
ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓｴ 上田染谷丘
小林 凛(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ 上田千曲
柳澤 恋(1) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾚﾝ 野沢南
滝澤 桜叶(1) 高校 欠場
ﾀｷｻﾞﾜ ｵｳｶ 上田千曲

-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-

  O   O   O  41.88 

2 12  1254   O 32.23   O

1 15  1337   O 41.88   O

33.25   O   X  33.25 

 32.90 

4 13  1335   O   O 31.74   O   O   -  31.74 

3 14  1223   O   O 30.40   O   O 32.90

 28.90 

6 7  1455   O   O 27.67   O   O   O  27.67 

5 11  1480   O 28.90   O   O   O   O

 26.95 

8 9  1418   O   O 24.53   O 26.28   O  26.28 

7 10  1339   O   O 26.95   O   O   X

 22.16 

10 3  1488   O   X 20.64  20.64 

9 4  1432   O   O 22.16

 20.10 

12 2  1494   O   O 18.61  18.61 

11 8  1454 20.10   O   X

 18.30 

5  1493

13 6  1257   O 18.30   O



決勝 5月12日 13:20

県高記録(KR )        4598
大会記録(GR )        4325

土屋 ほのか(1) 高校
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 佐久長聖
米山 野乃佳(3) 高校
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 佐久長聖
栗田  怜奈(2) 高校
ｸﾘﾀ ﾚｲﾅ 岩村田

女子

七種競技            

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考

3  1282   3083

1  2253   4208

2  1306   3581



Ｐ　

コード

コード

16"48 657 17"22 572 14"84 863

+2.1 657 +2.1 572 +2.1 863

1m44 555 1m25 359 1m56 689

1212 931 1552

7m00 335 7m04 338 8m39 425

1547 1269 1977

27"99 632 28"56 587 26"78 730

+1.8 2179 +1.8 1856 +1.8 2707

第　１　日

得　点　計

順　　　位

4m71 482 4m21 357 5m42 677

+2.0 2661 +0.6 2213 +0.6 3384

27m22 424 25m33 389 20m33 295

3085 2602 3679

2´46"90 496 2´48"36 481 2´43"87 529

3581 3083 4208

第　２　日

得　点　計

総　得　点

順　　　位

1306 1282 2253

陸協名　　　長野陸上競技協会　コード 競技会名　第165回東信高等学校体育大会　総合陸上競技大

主催団体　長野県高等学校体育連盟 競技場名　佐久総合運動公園　陸上競技場

令和　元　年　　５　月　１０　日（金　曜）～　　５　月　１２　日（日　曜）

１００ｍＨ

佐久長聖 3 岩村田 2 佐久長聖 1

米山 野乃佳 栗田  怜奈 土屋 ほのか

2707

走高跳

砲丸投

２００ｍ

2179 1856

2 3 1

走幅跳

やり投

８００ｍ

1402 1227 1501

3581 3083 4208

　備考　　左の欄は記録、右の欄の上は得点、下は合計得点、風向･風速を必要とする種目には必ず追・向の別と風速を記録欄に記入のこと。

　　　　　　走幅跳の最高記録の風速が４ｍを超えた場合、セカンド記録以下に４ｍ以内のものがあればそれを付記してください。

2 3 1

種 目

都
道

府
県 ・ 所

属

競 技
者 名

ナン バー

混成競技(七種)記録得点表 （ 男 ・ 女 ）

記 録 員

記録主任 滝 沢 孝 之

審 判 長 箕 輪 健 二２ ０

1 7 ２ ０ ６ ０

種目コー ２ ０ ２N １ 葉 １

１ ９ １ ７ ２ ０ ０ ３



決勝 5月11日 14:15

県高記録            24.72
大会記録            25.13

風速 +1.8

 1 土屋 ほのか(1) 高校 26.78(730)
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 佐久長聖

 2 米山 野乃佳(3) 高校 27.99(632)
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 佐久長聖

 3 栗田  怜奈(2) 高校 28.56(537)
ｸﾘﾀ ﾚｲﾅ 岩村田

混成女子

七種２００ｍ        

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  1282

2  2253

4  1306



決勝 5月12日 13:20

県高記録          2,05.78
大会記録          2,16.97

 1 土屋 ほのか(1) 高校 2,43.87(529)
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 佐久長聖

 2 米山 野乃佳(3) 高校 2,46.90(496)
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 佐久長聖

 3 栗田  怜奈(2) 高校 2,48.36(481)
ｸﾘﾀ ﾚｲﾅ 岩村田

混成女子

七種８００ｍ        

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  1282

2  2253

3  1306



決勝 5月11日 10:00

県高記録            14.28
大会記録            14.54

風速 +2.1

 1 土屋 ほのか(1) 高校 14.84(863)
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 佐久長聖

 2 米山 野乃佳(3) 高校 16.48(657)
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 佐久長聖

 3 栗田  怜奈(2) 高校 17.22(572)
ｸﾘﾀ ﾚｲﾅ 岩村田

混成女子

七種１００ｍH       

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  1282

4  2253

2  1306



決勝 5月11日 10:40

県高記録             1.77
大会記録             1.65

1m56 1m59
土屋 ほのか(1) 高校 - - - - - - O O O XO
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 佐久長聖 XO XXX (689)
米山 野乃佳(3) 高校 - - - - XO O XO XXX
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 佐久長聖 (555)
栗田  怜奈(2) 高校 O XO XXX
ｸﾘﾀ ﾚｲﾅ 岩村田 (359)

混成女子

七種走高跳          

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m20 1m25 1m50 1m53

記録 備考

1 3  2253  1.56

1m30 1m35 1m38 1m41 1m44 1m47

2 1  1306  1.44

3 2  1282  1.25



決勝 5月12日 10:00

県高記録             6.02
大会記録             5.56

土屋 ほのか(1) 高校   5.29   5.42   5.37    5.42 
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 佐久長聖   +0.1   +0.6   +1.8    +0.6 (677)
米山 野乃佳(3) 高校   4.71    X   4.67    4.71 
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 佐久長聖   +2.0   +0.7    +2.0 (482)
栗田  怜奈(2) 高校   4.12    X   4.21    4.21 
ｸﾘﾀ ﾚｲﾅ 岩村田   +1.4   +0.6    +0.6 (357)

備考

混成女子

七種走幅跳          

決勝

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

3 3  1282

1 1  2253

2 2  1306



決勝 5月11日 13:00

県高記録            13.65
大会記録            13.65

土屋 ほのか(1) 高校
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 佐久長聖 (425)
栗田  怜奈(2) 高校
ｸﾘﾀ ﾚｲﾅ 岩村田 (338)
米山 野乃佳(3) 高校
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 佐久長聖 (335)

備考

混成女子

七種砲丸投          

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録
1 2  2253  8.39  8.30

2 3  1282  7.04  6.69

 6.55

  8.39 

 6.98

 8.38

  7.00 

  7.04 

3 1  1306  7.00  6.36



決勝 5月12日 11:30

県高記録            48.39
大会記録            44.88

米山 野乃佳(3) 高校
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 佐久長聖 (424)
栗田  怜奈(2) 高校
ｸﾘﾀ ﾚｲﾅ 岩村田 (389)
土屋 ほのか(1) 高校
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 佐久長聖 (295)

備考

混成女子

七種やり投          

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録
1 3  1306   O 27.22

2 2  1282   O 25.33

  O

 27.22 

  O

  O

 20.33 

 25.33 

3 1  2253 20.33   O



決勝 5月10日 14:40

県高記録            12.03
大会記録            12.36

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 -1.1

 1 岩下 栞(1) 高校     13.54  1 中津 晴葉(2) 高校     12.72 
ｲﾜｼﾀ ｼｵﾘ 佐久長聖 ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ 佐久長聖

 2 原野 茉優(3) 高校     13.72  2 橋本 花甫(2) 高校     13.04 
ﾊﾗﾉ ﾏﾕ 小諸 ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ 佐久長聖

 3 沼野 藍(1) 高校     14.51  3 宇都宮 悠奈(3) 高校     14.13 
ﾇﾏﾉ ｱｲ 佐久長聖 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ 小諸

 4 内堀 心陽(1) 高校     14.54  4 松川 杏奈(1) 高校     14.22 
ｳﾁﾎﾞﾘ ｺｺｱ 小諸 ﾏﾂｶﾜ ｱﾝﾅ 佐久長聖

 5 熊谷 瑞希(1) 高校     16.77  5 森角 くるみ(1) 高校     16.22 
ｸﾏｶﾞｲ ﾐｽﾞｷ 上田 ﾓﾘｶｸ ｸﾙﾐ 小諸
萩原 麗(3) 高校
ﾊｷﾞﾜﾗ ｳﾗﾗ 小諸

5  2251 5  1300

ｵｰﾌﾟﾝ女子

１００ｍ            

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  1335 2  1302

7  2255 4  1338

6  1349 3  2256

3  1424 6  1343

4  1339
欠場



   1 中津 晴葉(2) 高校 佐久長聖     12.72 (-1.1)   2   1
   2 橋本 花甫(2) 高校 佐久長聖     13.04 (-1.1)   2   2
   3 岩下 栞(1) 高校 佐久長聖     13.54 (+1.0)   1   1
   4 原野 茉優(3) 高校 小諸     13.72 (+1.0)   1   2
   5 宇都宮 悠奈(3) 高校 小諸     14.13 (-1.1)   2   3
   6 松川 杏奈(1) 高校 佐久長聖     14.22 (-1.1)   2   4
   7 沼野 藍(1) 高校 佐久長聖     14.51 (+1.0)   1   3
   8 内堀 心陽(1) 高校 小諸     14.54 (+1.0)   1   4
   9 森角 くるみ(1) 高校 小諸     16.22 (-1.1)   2   5
  10 熊谷 瑞希(1) 高校 上田     16.77 (+1.0)   1   5

ｵｰﾌﾟﾝ女子

１００ｍ            
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

 1424

組 順位
 1300
 1302
 2251
 1335
 1338
 2256
 2255
 1349
 1343



決勝 5月12日 10:51

県高記録            24.67
大会記録            25.13

風速 +1.5

 1 永井 望ノ美(2) 高校     28.05 
ﾅｶﾞｲ ﾉﾉﾐ 佐久長聖

 2 田村  菜々香(2) 高校     28.17 
ﾀﾑﾗ ﾅﾅｶ 岩村田

 3 栁澤 風花(1) 高校     29.18 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ 小諸

 4 沼野 藍(1) 高校     30.40 
ﾇﾏﾉ ｱｲ 佐久長聖

 5 野口 すみれ(1) 高校     30.51 
ﾉｸﾞﾁ ｽﾐﾚ 岩村田

 6 遠藤 和泉(2) 高校     37.42 
ｴﾝﾄﾞｳ ｲｽﾞﾐ 佐久長聖
比田井 凛(1) 高校
ﾋﾀﾞｲ ﾘﾝ 小諸
宇都宮 悠奈(3) 高校
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ 小諸
松川 杏奈(1) 高校
ﾏﾂｶﾜ ｱﾝﾅ 佐久長聖

ｵｰﾌﾟﾝ女子

２００ｍ            

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1299

4  1283

7  1345

9  2255

1  1266

6  1297

8  2256
欠場

2  1331
欠場

3  1338
欠場



決勝 5月10日 14:01

県高記録            55.42
大会記録            57.81

山浦  日菜乃(2) 高校
ﾔﾏｳﾗ ﾋﾅﾉ 岩村田

2  1284
欠場

ｵｰﾌﾟﾝ女子

４００ｍ            

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月11日 12:26

県高記録          2,05.78
大会記録          2,16.97

三木 萌(2) 高校
ﾐｷ ﾓｴ 上田

9  1421
欠場

ｵｰﾌﾟﾝ女子

８００ｍ            

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月10日 10:00

県高記録             6.06
大会記録             5.56

依田 智恵梨(2) 高校   4.59   4.66   4.48    4.66 
ﾖﾀﾞ ﾁｴﾘ 佐久長聖   +0.9   +1.6   -0.9    +1.6
尾沼 未来(1) 高校   3.94    X    X    3.94 
ｵﾇﾏ ﾐｸ 小諸   +0.8    +0.8

備考

ｵｰﾌﾟﾝ女子

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
1 2  1310

2 1  1350



決勝 5月10日 14:00

県高記録            50.93
大会記録            44.88

尾沼 未来(1) 高校
ｵﾇﾏ ﾐｸ 小諸

備考

ｵｰﾌﾟﾝ女子

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

 19.50 1 1  1350   O 19.50   O
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