
大会コード 2017561

： 令和２(２０２０)年１０月３１日（土）
： 佐久総合運動公園陸上競技場（競技場コード 172060）
： 東信地区ジュニア陸上競技場　佐久市陸上競技協会

東信地区陸上競技協会普及強化部
：
： 東信地区陸上競技協会普及強化部
： 跡部　定一
： 細田　和生 (トラック)　 由井　正巳 (フィールド)
： 山野井宏彰

■グラウンドコンディション

■フィー曇り曇り
成功・有効試技 失敗・無効試技 パス 試合放棄

■その他記号の説明
R143(TR5)規定外のシューズを使用

■失格の略号の説明
不正スタート (R162-7)
縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った (R163-3b)

■この競技会で樹立された記録
種　目 ﾗｳﾝﾄﾞ 記　録 氏　名 所　属 学年 年　月　日
中学女子 棒高跳 決勝 3m45 岡田 莉歩 軽井沢A&AC 3 2020.10.31
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2020年度東信地区ジュニア陸上競技記録会
　主催　東信地区陸上競技協会

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

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
10/31 中学女子 山岸 音葉(2) 12.97 田中 雪乃(2) 13.28 大熊 杏美(1) 中学生･坂城中 13.29 橋本 春花(3) 13.34 鷲山 芽生(2) 13.36 矢島 柚那(1) 13.42 岡田 莉歩(3) 13.58

100m 中学生･篠ﾉ井東中 中学生･上田第二中 神津 沙夏(2) 中学生･御代田中 中学生･ｱｽﾘﾃｨｱTC 中学生･女鳥羽中 小学生･長峰中 中学生･軽井沢A&AC
10/31  +0.1小柳 梨乃(3) 25.87 佐伯 風帆(3) 26.29 橋本 春花(3) 27.50 向井 美来(2) 28.32 三堀 妃(2) 29.42 篠原 百々香(1) 29.74 髙橋 みう(2) 30.06

200m 中学生･東御東部中 中学生･軽井沢A&AC 中学生･ｱｽﾘﾃｨｱTC 中学生･浅間中 中学生･川中島中 中学生･ｱｽﾘﾃｨｱTC 中学生･小諸東中
10/31 中村 羽来(1) 2,28.32 津田 燈(2) 2,31.45 櫻井 実咲(2) 2,33.35 杉山 恵奈(2) 2,34.34 東海林 優心花(2 2,40.42 髙橋 彩花(1) 2,42.38 小林 粋佳(2) 2,45.99 田中 莉奈(2) 2,46.13

800m 中学生･丸子中 中学生･軽井沢中 中学生･松島中 中学生･浅間中 中学生･野沢中 中学生･上田第三中 中学生･小諸東中 中学生･小諸東中
10/31 佐伯 風帆(3) 14.53 並木 彩華(1) 14.80 矢島 柚那(1) 15.39 山口 莉央(1) 15.76 漆原 衣咲(3) 15.81 吉田 彩葉(2) 16.01 中嶋 杏佳(1) 16.34 田口 朱音(2) 16.84

100mH 中学生･軽井沢A&AC 中学生･野沢中 小学生･長峰中 中学生･軽井沢A&AC 中学生･軽井沢A&AC 中学生･野沢中 中学生･野沢中 中学生･軽井沢A&AC
10/31 漆原 衣咲(3) 1.45 岩間 穂乃香(2) 1.40 宮川 千輝(2) 1.35 田口 朱音(2) 1.30 宇都宮 新奈(2) 1.25 東海林 優心花(2 1.25 服田 菜々(2) 1.20 木内 結優(2) 1.15

走高跳 中学生･軽井沢A&AC 中学生･松島中 中学生･川中島中 中学生･軽井沢A&AC 中学生･軽井沢中 中学生･野沢中 中学生･川中島中 中学生･野沢中
10/31 岡田 莉歩(3) 3.45 石曽根 葵(2) 2.20 太田 星愛(2) 1.90 鷹野 花恋(1) 1.80

棒高跳 中学生･軽井沢A&AC 中学生･赤穂中 中学生･上田第一中 中学生･野沢中
10/31 大森 玲花(1) 4.98(-0.5) 吉田 心美(2) 4.82(-1.1) 竹内 ひかり(2)4.21(+0.5) 小林 のあ(2) 4.07(-0.3) 関口 歩希(1) 3.87(-0.2) 田中 優羽(2) 3.82(+0.2) 中島 杏采(1) 3.68(-0.4) 山越 美和(1) 3.62(-1.0)

走幅跳 中学生･軽井沢A&AC 中学生･中込中 中学生･赤穂中 中学生･中込中 中学生･佐久東中 中学生･浅間中 中学生･堀金中 中学生･御代田中
10/31 石塚 夏姫(2) 10.87 栁澤 歩乃(2) 9.80 田中 優羽(2) 7.11 小関 そら(2) 6.98

砲丸投 中学生･浅間中 中学生･御代田中 中学生･浅間中 中学生･御代田中
10/31 軽井沢A&AC       51.46 野沢中       52.50 坂城中       53.55 ｱｽﾘﾃｨｱTC       54.19 川中島中       55.87 堀金中       56.21 上田第五中       57.33

4x100mR 大森 玲花(1) 川上 珠実(2) 樋口 碧(1) 風巻 里奈(1) 髙橋 唯花(2) 岩下 美波(1) 春原 史佳(2)
佐伯 風帆(3) 並木 彩華(1) 大熊 杏美(1) 宮島 あお(1) 三堀 妃(2) 大井 日陽(2) 坂口 瑠唯(2)
漆原 衣咲(3) 中嶋 杏佳(1) 吾妻 恭佳(2) 篠原 百々香(1) 小林 ゆずな(2) 中谷 凛(1) 山本 こなみ(1)
岡田 莉歩(3) 吉田 彩葉(2) 小林 嘩歩(1) 橋本 春花(3) 早川 凛(2) 指方 柚(1) 高見澤 茉那(2)

10/31 並木 彩華(1) 2456 大森 玲花(1) 2332 中嶋 杏佳(1) 2107 土屋 夢萌(1) 1941 清水 藤子(2) 1850 山邊 栞那(2) 1706 山口 莉央(1) 1638 飯高 愛莉(2) 1420
四種競技 中学生･野沢中 中学生･軽井沢A&AC 中学生･野沢中 中学生･ｱｽﾘﾃｨｱTC 中学生･東御東部中 中学生･上田第一中 中学生･軽井沢A&AC 中学生･東御東部中

10/31 小学女子 髙橋 彩葉(3) 10.06 林 かなえ(3) 10.32 栁澤 妃菜(3) 10.45 山口 葵生(2) 10.46 佐藤 じゅり(3) 10.79 吉田 誌宛(2) 10.91 佐藤 みおん(3) 11.04 山宮 里実(3) 11.11
60m 小学生･望月AC 小学生･軽井沢A&AC 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･軽井沢A&AC 小学生･東御市陸上教室 小学生･あさまねSC 小学生･東御市陸上教室 小学生･真田陸上教室

10/31 田中 杏(5) 14.64 北原 和(6) 14.98 小林 優奈(4) 15.38 佐藤 七海(5) 15.49 小林 由奈(6) 15.64 高野 寧々(5) 15.76 荻原 推(4) 15.77 田畑 香奈(6) 15.84
100m 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･真田ｸﾗﾌﾞ小 小学生･T&F佐久平 小学生･浅科小 小学生･真田陸上教室 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･軽井沢A&AC 小学生･真田ｸﾗﾌﾞ小

10/31 北原 和(6) 3,14.76 田畑 香奈(6) 3,19.24 成澤 あん里(6) 3,22.13 黒沢 燈(5) 3,27.53 角地 萌音(6) 3,29.73 七海 真帆(6) 3,32.65 北原 亜純(5) 3,33.69 竹花 ひまり(4) 3,38.49
1000m 小学生･真田ｸﾗﾌﾞ小 小学生･真田ｸﾗﾌﾞ小 小学生･腰越JSC 小学生･腰越JSC 小学生･浅科小 小学生･腰越JSC 小学生･真田ｸﾗﾌﾞ小 小学生･腰越JSC

10/31 中嶋 優佳(4) 10.33 山口 葵生(2) 11.36 土屋 茉鈴(4) 小学生･軽井沢A&AC 11.64 小野澤比奈矢(4) 12.69 柳澤 有唯(4) 13.02 林 かなえ(3) 19.12
60mH 小学生･軽井沢A&AC 小学生･軽井沢A&AC 清水 梨乃(4) 小学生･T&F佐久平 小学生･軽井沢A&AC 小学生･T&F佐久平 小学生･軽井沢A&AC

10/31 軽井沢A&AC     1,00.83 T&F佐久平(A)    1,01.81 望月AC     1,03.52
4x100mR 栁澤 茉莉花(5) 西村 奏(6) 矢島 羽花(4)

中嶋 優佳(4) 林 菜々子(6) 柳澤 璃音(4)
荻原 推(4) 油井 ひなの(6) 木次 悠衣(5)
小野澤比奈矢(4) 櫻井 玲未(6) 長坂 咲良(5)

10/31 中嶋 優佳(4) 1766 櫻井 玲未(6) 1651 田中 杏(5) 1440 土屋 まい(6) 1333 土屋 茉鈴(4) 420
ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 小学生･軽井沢A&AC 小学生･T&F佐久平 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･軽井沢A&AC

10/31 町田 光優(6) 1425 小林 由奈(6) 1241 小野澤比奈矢(4) 1228 伊東 ほの香(4) 1104 栁澤 茉莉花(5) 1076 川上 瑞詠(5) 1047 戸兵 心瞳(4) 1041 町田 優衣和(4) 950
ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 小学生･浅科小 小学生･真田陸上教室 小学生･軽井沢A&AC 小学生･真田陸上教室 小学生･軽井沢A&AC 小学生･T&F佐久平 小学生･真田陸上教室 小学生･浅科小

10/31 小学女子ＯＰ  +1.9荻原 推(4) 11.37 小林 優奈(4) 12.67 佐々木 彩音(4) 13.11 石井 愛奈(4) 15.52 小林 結乃(4) 16.40
60ｍH 小学生･軽井沢A&AC 小学生･T&F佐久平 小学生･軽井沢A&AC 小学生･T&F佐久平 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ



決勝 10月31日 13:10

中学新              12.05

[ 1組] 風速 +1.9 [ 2組] 風速 +1.4

 1 風巻 里奈(1) 中学生     14.15  1 木村 望美(1) 中学生     13.84 
ｶｻﾞﾏｷ ﾘﾅ ｱｽﾘﾃｨｱTC ｷﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 川中島中

 2 宮島 蒼(1) 中学生     14.29  2 篠原 百々香(1) 中学生     13.93 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｵ ｱｽﾘﾃｨｱTC ｼﾉﾊﾗ ﾓﾓｶ ｱｽﾘﾃｨｱTC

 3 北村 愛莉(1) 中学生     14.95  3 小山 遥佳(1) 中学生     14.18 
ｷﾀﾑﾗ ｱｲﾘ 上田第一中 ｺﾔﾏ ﾊﾙｶ 丸子北中

 4 内藤 真帆(2) 中学生     15.25  4 上平 真麻(1) 中学生     14.21 
ﾅｲﾄｳ ﾏﾎ 東御東部中 ｳﾜﾀﾞｲﾗ ﾏｵ 川中島中

 5 中村 春花(1) 中学生     15.28  5 坂口 瑠唯(2) 中学生     14.43 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ 上田第五中 ｻｶｸﾞﾁ ﾙｲ 上田第五中

 6 内堀 紗衣(1) 中学生     15.33  6 指方 柚(1) 中学生     14.67 
ｳﾁﾎﾞﾘ ｻｴ 小諸東中 ｻｼｶﾀ ﾕｽﾞ 堀金中

 7 山本 こなみ(1) 中学生     15.75  7 井出 優奈(2) 中学生     14.69 
ﾔﾏﾓﾄ ｺﾅﾐ 上田第五中 ｲﾃﾞ ﾕﾅ 野沢中

 8 藤林 夢奈(2) 中学生     15.88  8 高見澤 茉那(2) 中学生     14.94 
ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 東御東部中 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾏﾅ 上田第五中

 9 竹内 陽菜(1) 中学生     16.24  9 中谷 凛(1) 中学生     15.33 
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾅ 上田第五中 ﾅｶﾔ ﾘﾝ 堀金中

[ 3組] 風速  0.0 [ 4組] 風速 +0.1

 1 田中 雪乃(2) 中学生     13.28  1 山岸 音葉(2) 中学生     12.97 
ﾀﾅｶ ﾕｷﾉ 上田第二中 ﾔﾏｷﾞｼ ｵﾄﾊ 篠ﾉ井東中

 2 矢島 柚那(1) 小学生     13.42  2 大熊 杏美(1) 中学生     13.29 
ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ 長峰中 ｵｵｸﾏ ｱﾐ 坂城中

 3 向井 美来(2) 中学生     13.74  3 神津 沙夏(2) 中学生     13.29 
ﾑｶｲ ﾐｸ 浅間中 ｺｳﾂﾞ ｻﾅ 御代田中

 4 樋口 碧(1) 中学生     14.14  4 橋本 春花(3) 中学生     13.34 
ﾋｸﾞﾁ ｱｵｲ 坂城中 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ ｱｽﾘﾃｨｱTC

 5 吉澤 諒子(2) 中学生     14.28  5 鷲山 芽生(2) 中学生     13.36 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｺ 浅間中 ﾜｼﾔﾏ ﾒｲ 女鳥羽中

 6 早川 凛(2) 中学生     14.38  6 岡田 莉歩(3) 中学生     13.58 
ﾊﾔｶﾜ ﾘﾝ 川中島中 ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 軽井沢A&AC

 7 大井 日陽(2) 中学生     14.49  7 山田 聖来(2) 中学生     13.94 
ｵｵｲ ﾋﾅﾀ 堀金中 ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ 永明中

 8 岩下 美波(1) 中学生     14.61  8 中山 きづな(1) 中学生     14.31 
ｲﾜｼﾀ ﾐﾅﾐ 堀金中 ﾅｶﾔﾏ ｷｽﾞﾅ 軽井沢A&AC

3  8758 5    54

7  8753 3  7780

5  5945 9    68

4  4132 8  7281

9  4743 2    40

6  4147 4  4256

8  7850 6  4741

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  4602 7  5831

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

1  4670 8  8756

4  4390 5  4683

9  4672 2  4102

3  4287 4  8759

7  4671 9  4681

2  4394 3  5953

5  4595 6  4517

6    41 7    39

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8    37 1  5968

中学女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 山岸 音葉(2) 中学生 篠ﾉ井東中     12.97 (+0.1)   4   1
   2 田中 雪乃(2) 中学生 上田第二中     13.28 (0.0)   3   1
   3 大熊 杏美(1) 中学生 坂城中     13.29 (+0.1)   4   2
   3 神津 沙夏(2) 中学生 御代田中     13.29 (+0.1)   4   3
   5 橋本 春花(3) 中学生 ｱｽﾘﾃｨｱTC     13.34 (+0.1)   4   4
   6 鷲山 芽生(2) 中学生 女鳥羽中     13.36 (+0.1)   4   5
   7 矢島 柚那(1) 小学生 長峰中     13.42 (0.0)   3   2
   8 岡田 莉歩(3) 中学生 軽井沢A&AC     13.58 (+0.1)   4   6
   9 向井 美来(2) 中学生 浅間中     13.74 (0.0)   3   3
  10 木村 望美(1) 中学生 川中島中     13.84 (+1.4)   2   1
  11 篠原 百々香(1) 中学生 ｱｽﾘﾃｨｱTC     13.93 (+1.4)   2   2
  12 山田 聖来(2) 中学生 永明中     13.94 (+0.1)   4   7
  13 樋口 碧(1) 中学生 坂城中     14.14 (0.0)   3   4
  14 風巻 里奈(1) 中学生 ｱｽﾘﾃｨｱTC     14.15 (+1.9)   1   1
  15 小山 遥佳(1) 中学生 丸子北中     14.18 (+1.4)   2   3
  16 上平 真麻(1) 中学生 川中島中     14.21 (+1.4)   2   4
  17 吉澤 諒子(2) 中学生 浅間中     14.28 (0.0)   3   5
  18 宮島 蒼(1) 中学生 ｱｽﾘﾃｨｱTC     14.29 (+1.9)   1   2
  19 中山 きづな(1) 中学生 軽井沢A&AC     14.31 (+0.1)   4   8
  20 早川 凛(2) 中学生 川中島中     14.38 (0.0)   3   6
  21 坂口 瑠唯(2) 中学生 上田第五中     14.43 (+1.4)   2   5
  22 大井 日陽(2) 中学生 堀金中     14.49 (0.0)   3   7
  23 岩下 美波(1) 中学生 堀金中     14.61 (0.0)   3   8
  24 指方 柚(1) 中学生 堀金中     14.67 (+1.4)   2   6
  25 井出 優奈(2) 中学生 野沢中     14.69 (+1.4)   2   7
  26 高見澤 茉那(2) 中学生 上田第五中     14.94 (+1.4)   2   8
  27 北村 愛莉(1) 中学生 上田第一中     14.95 (+1.9)   1   3
  28 内藤 真帆(2) 中学生 東御東部中     15.25 (+1.9)   1   4
  29 中村 春花(1) 中学生 上田第五中     15.28 (+1.9)   1   5
  30 内堀 紗衣(1) 中学生 小諸東中     15.33 (+1.9)   1   6
  30 中谷 凛(1) 中学生 堀金中     15.33 (+1.4)   2   9
  32 山本 こなみ(1) 中学生 上田第五中     15.75 (+1.9)   1   7
  33 藤林 夢奈(2) 中学生 東御東部中     15.88 (+1.9)   1   8
  34 竹内 陽菜(1) 中学生 上田第五中     16.24 (+1.9)   1   9

 4390
 4670

 4595
 4394
 4671
 4287
 8756
 4672

 4681
 8753
 8758
 8759
 4102
 4683

 4517
 5953
 4132
   41
   54
 5945

 4147
 5968
   39
 7780
 4743
   37

 4741
 4256
   40
 7281
 7850
   68

記録（風） 備考 組 順位
 5831
 4602

中学女子

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名



決勝 10月31日 14:30

中学新              24.88

風速 +0.1

 1 小柳 梨乃(3) 中学生     25.87 
ｺﾔﾅｷﾞ ﾘﾉ 東御東部中

 2 佐伯 風帆(3) 中学生     26.29 
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢A&AC

 3 橋本 春花(3) 中学生     27.50 
ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ ｱｽﾘﾃｨｱTC

 4 向井 美来(2) 中学生     28.32 
ﾑｶｲ ﾐｸ 浅間中

 5 三堀 妃(2) 中学生     29.42 
ﾐﾎﾘ ﾒｲ 川中島中

 6 篠原 百々香(1) 中学生     29.74 
ｼﾉﾊﾗ ﾓﾓｶ ｱｽﾘﾃｨｱTC

 7 髙橋 みう(2) 中学生     30.06 
ﾀｶﾊｼ ﾐｳ 小諸東中
齋藤 優羽(2) 中学生
ｻｲﾄｳ ﾕｳ 御代田中

8  4283

9  4267
欠場

3  5938

2    39

6    40

5  4147

4  4415

7    64

中学女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月31日 12:10

中学新            2,13.56

 1 中村 羽来(1) 中学生   2,28.32 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ 丸子中

 2 津田 燈(2) 中学生   2,31.45 
ﾂﾀﾞ ｱｶﾘ 軽井沢中

 3 櫻井 実咲(2) 中学生   2,33.35 
ｻｸﾗｲ ﾐｻｷ 松島中

 4 杉山 恵奈(2) 中学生   2,34.34 
ｽｷﾞﾔﾏ ｴﾅ 浅間中

 5 東海林 優心花(2)中学生   2,40.42 
ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾕﾐｶ 野沢中

 6 髙橋 彩花(1) 中学生   2,42.38 
ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ 上田第三中

 7 小林 粋佳(2) 中学生   2,45.99 
ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖｶ 小諸東中

 8 田中 莉奈(2) 中学生   2,46.13 
ﾀﾅｶ ﾘﾅ 小諸東中

 9 吉田 心美(2) 中学生   2,50.68 
ﾖｼﾀﾞ ｺｺﾐ 中込中

5  4110

1  4284

9  4286

2  4107

8  4630

4  7081

6  4134

3  4467

7  4249

中学女子

800m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月31日 11:00

中学新              14.05

[ 1組] 風速 +2.6 [ 2組] 風速  0.0

 1 矢島 柚那(1) 小学生     15.39  1 佐伯 風帆(3) 中学生     14.53 
ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ 長峰中 ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢A&AC

 2 後小路 葉月(2) 中学生     18.07  2 並木 彩華(1) 中学生     14.80 
ﾂｼﾛｺｳｼﾞ ﾊﾂﾞｷ 野沢中 ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 野沢中

 3 須江 陽香(1) 中学生     18.38  3 山口 莉央(1) 中学生     15.76 
ｽｴ ﾊﾙｶ 野沢中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 軽井沢A&AC

 4 井出 優奈(2) 中学生     18.54  4 漆原 衣咲(3) 中学生     15.81 
ｲﾃﾞ ﾕﾅ 野沢中 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 軽井沢A&AC

 5 髙橋 唯花(2) 中学生     18.82  5 吉田 彩葉(2) 中学生     16.01 
ﾀｶﾊｼ ﾕｲｶ 川中島中 ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 野沢中

 6 関川 茉桜(1) 中学生     20.30  6 中嶋 杏佳(1) 中学生     16.34 
ｾｷｶﾜ ﾏｵ 野沢中 ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 野沢中
比田井 悠乃葉(1)中学生  7 田口 朱音(2) 中学生     16.84 
ﾋﾀﾞｲ ﾕﾉﾊ 野沢中 ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 軽井沢A&AC

 8 川上 珠実(2) 中学生     17.29 
ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ 野沢中

   1 佐伯 風帆(3) 中学生 軽井沢A&AC     14.53 (0.0)   2   1
   2 並木 彩華(1) 中学生 野沢中     14.80 (0.0)   2   2
   3 矢島 柚那(1) 小学生 長峰中     15.39 (+2.6)   1   1
   4 山口 莉央(1) 中学生 軽井沢A&AC     15.76 (0.0)   2   3
   5 漆原 衣咲(3) 中学生 軽井沢A&AC     15.81 (0.0)   2   4
   6 吉田 彩葉(2) 中学生 野沢中     16.01 (0.0)   2   5
   7 中嶋 杏佳(1) 中学生 野沢中     16.34 (0.0)   2   6
   8 田口 朱音(2) 中学生 軽井沢A&AC     16.84 (0.0)   2   7
   9 川上 珠実(2) 中学生 野沢中     17.29 (0.0)   2   8
  10 後小路 葉月(2) 中学生 野沢中     18.07 (+2.6)   1   2
  11 須江 陽香(1) 中学生 野沢中     18.38 (+2.6)   1   3
  12 井出 優奈(2) 中学生 野沢中     18.54 (+2.6)   1   4
  13 髙橋 唯花(2) 中学生 川中島中     18.82 (+2.6)   1   5
  14 関川 茉桜(1) 中学生 野沢中     20.30 (+2.6)   1   6

 4083
 4102
 5931
 4084

   61
 4109
 4086
   52
 4104
 4103

組 順位
   64
 4087
 7850
   62

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

欠場
2  4104

9  4088 7    52

7  4084 4  4086

4  5931 6  4109

5  4102 3    61

8  4083 9    62

3  4103 8  4087

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  7850 5    64

中学女子

100mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 10月31日  8:45

中学新              48.17

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 軽井沢A&AC    55 大森 玲花(1)     51.46 

ｶﾙｲｻﾞﾜA&AC ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ
   64 佐伯 風帆(3)

ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ
   61 漆原 衣咲(3)

ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ
   68 岡田 莉歩(3)

ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ
 2   5 野沢中  4104 川上 珠実(2)     52.50 

ﾉｻﾞﾜﾁｭｳ ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ
 4087 並木 彩華(1)

ﾅﾐｷ ｱﾔｶ
 4086 中嶋 杏佳(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ
 4109 吉田 彩葉(2)

ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ
 3   9 坂城中  4743 樋口 碧(1)     53.55 

ｻｶｷﾁｭｳ ﾋｸﾞﾁ ｱｵｲ
 4741 大熊 杏美(1)

ｵｵｸﾏ ｱﾐ
 4740 吾妻 恭佳(2)

ｱｶﾞﾂﾏ ｷｮｳｶ
 4742 小林 嘩歩(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾎ
 4   6 ｱｽﾘﾃｨｱTC    37 風巻 里奈(1)     54.19 

ｱｽﾘﾃｨｱﾃｨｰｼｰ ｶｻﾞﾏｷ ﾘﾅ
   42 宮島 あお(1)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｵ
   39 篠原 百々香(1)

ｼﾉﾊﾗ ﾓﾓｶ
   40 橋本 春花(3)

ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ
 5   4 川中島中  5931 髙橋 唯花(2)     55.87 

ｶﾜﾅｶｼﾞﾏﾁｭｳ ﾀｶﾊｼ ﾕｲｶ
 5938 三堀 妃(2)

ﾐﾎﾘ ﾒｲ
 5942 小林 ゆずな(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞﾅ
 5945 早川 凛(2)

ﾊﾔｶﾜ ﾘﾝ
 6   1 堀金中  8758 岩下 美波(1)     56.21 

ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ｲﾜｼﾀ ﾐﾅﾐ
 8753 大井 日陽(2)

ｵｵｲ ﾋﾅﾀ
 8756 中谷 凛(1)

ﾅｶﾔ ﾘﾝ
 8759 指方 柚(1)

ｻｼｶﾀ ﾕｽﾞ
 7   2 上田第五中  4682 春原 史佳(2)     57.33 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳ ｽﾉﾊﾗ ﾌﾐｶ
 4681 坂口 瑠唯(2)

ｻｶｸﾞﾁ ﾙｲ
 4672 山本 こなみ(1)

ﾔﾏﾓﾄ ｺﾅﾐ
 4683 高見澤 茉那(2)

ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾏﾅ
  8 上田第一中  4594 太田 星愛(2)

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｲﾁ ｵｵﾀ ｾｲﾅ 失格
 4593 山邊 栞那(2)

ﾔﾏﾍ ﾞｶﾝﾅ
 4596 柴田 響華(1)

ｼﾊﾞﾀ ﾋﾋﾞｶ
 4595 北村 愛莉(1)

ｷﾀﾑﾗ ｱｲﾘ

中学女子

4x100mR

決勝



決勝 10月31日 11:30

中学新               1.75

漆原 衣咲(3) 中学生
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 軽井沢A&AC
岩間 穂乃香(2) 中学生
ｲﾜﾏ ﾎﾉｶ 松島中
宮川 千輝(2) 中学生
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾁｻｷ 川中島中
田口 朱音(2) 中学生
ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 軽井沢A&AC
宇都宮 新奈(2) 中学生
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾆﾅ 軽井沢中
東海林 優心花(2) 中学生
ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾕﾐｶ 野沢中
服田 菜々(2) 中学生
ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅ 川中島中
木内 結優(2) 中学生
ｷｳﾁ ﾕｳ 野沢中

 1.15

 1.20

8 7  4105 - O O XXX

XO XXX7 4  5960 - - -

X- XX  1.25

 1.25

6 3  4107 - XO O O XO

XO O XXX5 1  4247 - - O

O XXX  1.30

 1.35

4 5    52 - - - - XO

O O O O XXX3 2  5961 - - -

O O XO XXX  1.40

XXX  1.45

2 6  7082 - - - - -

- - - - O XXO

1m45 1m50 記録 備考
1 8    61 - - -

1m15 1m20 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 1m05 1m10



決勝 10月31日 13:50

中学新               5.74

大森 玲花(1) 中学生   4.98   4.74   4.95    4.98 
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC   -0.5   +1.1   +0.1    -0.5
吉田 心美(2) 中学生   4.82    X   4.65    4.82 
ﾖｼﾀﾞ ｺｺﾐ 中込中   -1.1   +0.1    -1.1
竹内 ひかり(2) 中学生    X   3.88   4.21    4.21 
ﾀｹｳﾁ ﾋｶﾘ 赤穂中   -0.3   +0.5    +0.5
小林 のあ(2) 中学生   4.07   3.74   3.90    4.07 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｱ 中込中   -0.3   -0.1    0.0    -0.3
関口 歩希(1) 中学生   3.48   3.86   3.87    3.87 
ｾｷｸﾞﾁ ﾎﾏﾚ 佐久東中   -1.3   -0.5   -0.2    -0.2
田中 優羽(2) 中学生   3.64   3.75   3.82    3.82 
ﾀﾅｶ ﾕｳ 浅間中   -0.9   +0.7   +0.2    +0.2
中島 杏采(1) 中学生   3.31   3.68    X    3.68 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾝﾅ 堀金中   -1.0   -0.4    -0.4
山越 美和(1) 中学生   3.62   3.04   3.50    3.62 
ﾔﾏｺｼ ﾐﾜ 御代田中   -1.0    0.0   +0.2    -1.0
小林 ゆずな(2) 中学生    X   2.57   3.42    3.42 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞﾅ 川中島中   +0.1   +0.1    +0.1
柴田 響華(1) 中学生   2.67   2.74   2.60    2.74 
ｼﾊﾞﾀ ﾋﾋﾞｶ 上田第一中   -0.5   +0.1   +0.2    +0.1

9 8  5942

10 1  4596

7 4  6670

8 3  4257

5 2  4167

6 5  4145

3 7  8239

4 6  4113

1 10    55

2 9  4110

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 10月31日 10:00

中学新               3.35

3m20 3m30 3m40 3m45 3m50
岡田 莉歩(3) 中学生 - - - - - - - - - O 中学新
ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 軽井沢A&AC O O XXO O XXX
石曽根 葵(2) 中学生 - O O O O O O O XXX
ｲｼｿﾞﾈ ｱｵｲ 赤穂中
太田 星愛(2) 中学生 O O O XXO XO XXX
ｵｵﾀ ｾｲﾅ 上田第一中
鷹野 花恋(1) 中学生 XO O XXO O XXX
ﾀｶﾉ ｶﾚﾝ 野沢中
大井 杏樹(1) 中学生 欠場
ｵｵｲ ｱﾝｼﾞｭ 野沢中

4 1  4085  1.80

3  4081

2 4  8240  2.20

3 2  4594  1.90

2m30 3m10
記録 備考

1 5    68  3.45

1m70 1m80 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 1m90 2m00



決勝 10月31日 13:40

中学新              13.70

石塚 夏姫(2) 中学生
ｲｼﾂﾞｶ ﾅﾂｷ 浅間中
栁澤 歩乃(2) 中学生
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾎﾉ 御代田中
田中 優羽(2) 中学生
ﾀﾅｶ ﾕｳ 浅間中
小関 そら(2) 中学生
ｺｾｷ ｿﾗ 御代田中

  6.98 

  7.11 

4 2  4251  6.97  6.98  6.60

  9.80 

3 1  4145  7.11   -   -

 10.87 

2 4  4255  9.23  9.80  9.33

1 3  4148  9.87 10.87  9.97

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学女子

砲丸投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 10月31日 11:35

[ 1組] 風速 +1.9 [ 2組] 風速 +1.2

 1 佐藤 じゅり(3) 小学生     10.79  1 髙橋 彩葉(3) 小学生     10.06 
ｻﾄｳ ｼﾞｭﾘ 東御市陸上教室 ﾀｶﾊｼ ｲﾛﾊ 望月AC

 2 佐藤 みおん(3) 小学生     11.04  2 林 かなえ(3) 小学生     10.32 
ｻﾄｳ ﾐｵﾝ 東御市陸上教室 ﾊﾔｼ ｶﾅｴ 軽井沢A&AC

 3 山宮 里実(3) 小学生     11.11  3 栁澤 妃菜(3) 小学生     10.45 
ﾔﾏﾐﾔ ｻﾄﾐ 真田陸上教室 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 長島 そよ香(3) 小学生     11.13  4 山口 葵生(2) 小学生     10.46 
ﾅｶﾞｼﾏ ｿﾖｶ 東御市陸上教室 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｲ 軽井沢A&AC

 5 佐藤 莉温(3) 小学生     11.28  5 吉田 誌宛(2) 小学生     10.91 
ｻﾄｳ ﾘｵ 東御市陸上教室 ﾖｼﾀﾞ ｼｵﾝ あさまねSC

 6 山口 紗和(2) 小学生     11.38  6 成澤 沙喜(3) 小学生     11.38 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾜ 真田陸上教室 ﾅﾙｻﾜ ｻｷ 真田ｸﾗﾌﾞ小

 7 高寺 くるり(2) 小学生     11.97  7 菅沼 杏菜(3) 小学生     11.39 
ﾀｶﾃﾗ ｸﾙﾘ 真田ｸﾗﾌﾞ小 ｽｶﾞﾇﾏ ｱﾝﾅ 望月AC

 8 成澤 里乃(1) 小学生     12.34  8 美斉津 咲和(3) 小学生     11.80 
ﾅﾙｻﾜ ﾘﾉ 真田ｸﾗﾌﾞ小 ﾐｻｲﾂﾞ ｻﾜ あさまねSC

   1 髙橋 彩葉(3) 小学生 望月AC     10.06 (+1.2)   2   1
   2 林 かなえ(3) 小学生 軽井沢A&AC     10.32 (+1.2)   2   2
   3 栁澤 妃菜(3) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     10.45 (+1.2)   2   3
   4 山口 葵生(2) 小学生 軽井沢A&AC     10.46 (+1.2)   2   4
   5 佐藤 じゅり(3) 小学生 東御市陸上教室     10.79 (+1.9)   1   1
   6 吉田 誌宛(2) 小学生 あさまねSC     10.91 (+1.2)   2   5
   7 佐藤 みおん(3) 小学生 東御市陸上教室     11.04 (+1.9)   1   2
   8 山宮 里実(3) 小学生 真田陸上教室     11.11 (+1.9)   1   3
   9 長島 そよ香(3) 小学生 東御市陸上教室     11.13 (+1.9)   1   4
  10 佐藤 莉温(3) 小学生 東御市陸上教室     11.28 (+1.9)   1   5
  11 山口 紗和(2) 小学生 真田陸上教室     11.38 (+1.9)   1   6
  11 成澤 沙喜(3) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ小     11.38 (+1.2)   2   6
  13 菅沼 杏菜(3) 小学生 望月AC     11.39 (+1.2)   2   7
  14 美斉津 咲和(3) 小学生 あさまねSC     11.80 (+1.2)   2   8
  15 高寺 くるり(2) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ小     11.97 (+1.9)   1   7
  16 成澤 里乃(1) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ小     12.34 (+1.9)   1   8  113
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  114
  173
   31
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  154
   35
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  117

備考 組 順位
  158
   49
   69

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

3   113 7    31

9   117 3   173

7   128 8   114

4   151 9    35

8   143 2    63

5   129 6    69

2   153 4    49

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 軽井沢A&AC    48 栁澤 茉莉花(5)   1,00.83 

ｶﾙｲｻﾞﾜA&AC ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏﾘｶ
   53 中嶋 優佳(4)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ
   67 荻原 推(4)

ｵｷﾞﾊﾗ ｽｲ
   60 小野澤比奈矢(4)

ｵﾉｻﾞﾜ ｼｬﾅｰﾔ
 2   4 T&F佐久平(A)    15 西村 奏(6)   1,01.81 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ ｻｸﾀﾞｲﾗ ﾆｼﾑﾗ  ｶﾅﾃﾞ
    2 林 菜々子(6)

ﾊﾔｼ  ﾅﾅｺ
    4 油井 ひなの(6)

ﾕｲ  ﾋﾅﾉ
    1 櫻井 玲未(6)

ｻｸﾗｲ  ﾚﾐ
 3   3 望月AC   163 矢島 羽花(4)   1,03.52 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ ﾔｼﾞﾏ ﾊﾅ
  160 柳澤 璃音(4)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘﾉﾝ
  164 木次 悠衣(5)

ｷﾂｷﾞ ﾕｳｲ
  169 長坂 咲良(5)

ﾅｶﾞｻｶ ｻｸﾗ
  2 T&F佐久平(B)    28 井出 杏奈(5)

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ ｻｸﾀﾞｲﾗ ｲﾃﾞ  ｱﾝﾅ 失格
   13 川元 唯楓(5)

ｶﾜﾓﾄ  ｲﾌﾞｷ
   11 大井 南(5)

ｵｵｲ  ﾐﾅﾐ
   12 川上 瑞詠(5)

ｶﾜｶﾐ  ﾐｽﾞｴ

小学女子

4x100mR

決勝
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 1 北原 和(6) 小学生   3,14.76 
ｷﾀﾊﾗ ﾅｺﾞﾐ 真田ｸﾗﾌﾞ小

 2 田畑 香奈(6) 小学生   3,19.24 
ﾀﾊﾞﾀ ｶﾅ 真田ｸﾗﾌﾞ小

 3 成澤 あん里(6) 小学生   3,22.13 
ﾅﾙｻﾜ ｱﾝﾘ 腰越JSC

 4 黒沢 燈(5) 小学生   3,27.53 
ｸﾛｻﾜ ｱｶﾘ 腰越JSC

 5 角地 萌音(6) 小学生   3,29.73 
ｶｸﾁ ﾓﾈ 浅科小

 6 七海 真帆(6) 小学生   3,32.65 
ﾅﾅｳﾐ ﾏﾎ 腰越JSC

 7 北原 亜純(5) 小学生   3,33.69 
ｷﾀﾊﾗ ｱｽﾞﾐ 真田ｸﾗﾌﾞ小

 8 竹花 ひまり(4) 小学生   3,38.49 
ﾀｹﾊﾅ ﾋﾏﾘ 腰越JSC

 9 沖浦 果花(6) 小学生   3,39.54 
ｵｷｳﾗ  ﾐﾊﾅ T&F佐久平

10 高野 寧々(5) 小学生   3,43.06 
ﾀｶﾉ ﾈﾈ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

11 林 美慧(5) 小学生   3,43.19 
ﾊﾔｼ ﾐｻﾄ 腰越JSC

12 塩入 心寧(4) 小学生   3,45.72 
ｼｵｲﾘ ｺｺﾈ 腰越JSC

13 油井 ひなの(6) 小学生   3,47.75 
ﾕｲ  ﾋﾅﾉ T&F佐久平

14 斎藤 唯結(4) 小学生   3,55.45 
ｻｲﾄｳ ﾕﾕｲ 真田ｸﾗﾌﾞ小

15 藤極 麻央(4) 小学生   3,55.70 
ﾌｼﾞｷﾞﾜ ﾏｵ 真田ｸﾗﾌﾞ小

16 伊東 ほの香(4) 小学生   4,20.35 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 真田陸上教室

13   109

14   135

5     4

15   115

10   184

2   195

7    26

11    96

9   107

6   186

4   139

16   189

12   187

8   192

1   106

3   111

小学女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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[ 1組] 風速 +1.9 [ 2組] 風速 +2.2

 1 山口 葵生(2) 小学生     11.36  1 中嶋 優佳(4) 小学生     10.33 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｲ 軽井沢A&AC ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ 軽井沢A&AC

 2 林 かなえ(3) 小学生     19.12  2 土屋 茉鈴(4) 小学生     11.64 
ﾊﾔｼ ｶﾅｴ 軽井沢A&AC ﾂﾁﾔ ﾏﾘﾝ 軽井沢A&AC
栁澤 妃菜(3) 小学生  3 清水 梨乃(4) 小学生     11.64 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｼﾐｽﾞ  ﾘﾉ T&F佐久平

 4 小野澤比奈矢(4) 小学生     12.69 
ｵﾉｻﾞﾜ ｼｬﾅｰﾔ 軽井沢A&AC

 5 柳澤 有唯(4) 小学生     13.02 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ｱﾘｲ T&F佐久平

   1 中嶋 優佳(4) 小学生 軽井沢A&AC     10.33 (+2.2)   2   1
   2 山口 葵生(2) 小学生 軽井沢A&AC     11.36 (+1.9)   1   1
   3 土屋 茉鈴(4) 小学生 軽井沢A&AC     11.64 (+2.2)   2   2
   3 清水 梨乃(4) 小学生 T&F佐久平     11.64 (+2.2)   2   3
   5 小野澤比奈矢(4) 小学生 軽井沢A&AC     12.69 (+2.2)   2   4
   6 柳澤 有唯(4) 小学生 T&F佐久平     13.02 (+2.2)   2   5
   7 林 かなえ(3) 小学生 軽井沢A&AC     19.12 (+1.9)   1   2

決勝 10月31日 10:20

風速 +1.9

 1 荻原 推(4) 小学生     11.37 
ｵｷﾞﾊﾗ ｽｲ 軽井沢A&AC

 2 小林 優奈(4) 小学生     12.67 
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｳﾅ T&F佐久平

 3 佐々木 彩音(4) 小学生     13.11 
ｻｻｷ ｱﾔﾈ 軽井沢A&AC

 4 石井 愛奈(4) 小学生     15.52 
ｲｼｲ  ｱｲﾅ T&F佐久平

 5 小林 結乃(4) 小学生     16.40 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
荻原 怜愛(4) 小学生
ｵｷﾞﾊﾗ ﾚﾅ 軽井沢A&AC

6    89

9    66
失格

5    65

4    14

7    67

8    20

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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失格
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8     5

2    69 6    16
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1    63 7    53
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中嶋 優佳(4) 小学生
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ 軽井沢A&AC
櫻井 玲未(6) 小学生
ｻｸﾗｲ  ﾚﾐ T&F佐久平
田中 杏(5) 小学生
ﾀﾅｶ ｱﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
土屋 まい(6) 小学生
ﾂﾁﾔ ﾏｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
土屋 茉鈴(4) 小学生
ﾂﾁﾔ ﾏﾘﾝ 軽井沢A&AC

決勝 10月31日 10:40

風速 +1.1

 1 中嶋 優佳(4) 小学生     13.92 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ 軽井沢A&AC

 2 櫻井 玲未(6) 小学生     14.93 
ｻｸﾗｲ  ﾚﾐ T&F佐久平

 3 土屋 まい(6) 小学生     16.79 
ﾂﾁﾔ ﾏｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 田中 杏(5) 小学生     17.11 
ﾀﾅｶ ｱﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 5 土屋 茉鈴(4) 小学生     17.39 
ﾂﾁﾔ ﾏﾘﾝ 軽井沢A&AC

決勝 10月31日  9:25

田中 杏(5) 小学生
ﾀﾅｶ ｱﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ (1023)
土屋 まい(6) 小学生
ﾂﾁﾔ ﾏｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ (861)
櫻井 玲未(6) 小学生
ｻｸﾗｲ  ﾚﾐ T&F佐久平 (861)
中嶋 優佳(4) 小学生
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ 軽井沢A&AC (803)
土屋 茉鈴(4) 小学生
ﾂﾁﾔ ﾏﾘﾝ 軽井沢A&AC ( 50)

 1.10

3    51 XX

XX

 1.15

4 5    53 O O

 1.15

2 4     1 O O O XX

 1.29

2 1    76 O O XO XX

O O O XO XO XX

1m32 記録 備考
1 2    77 O O
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小女ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞＡ
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7    76

9    77
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5     1
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町田 光優(6) 小学生
ﾏﾁﾀﾞ ﾐﾕｳ 浅科小
小林 由奈(6) 小学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 真田陸上教室
小野澤比奈矢(4) 小学生
ｵﾉｻﾞﾜ ｼｬﾅｰﾔ 軽井沢A&AC
伊東 ほの香(4) 小学生
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 真田陸上教室
栁澤 茉莉花(5) 小学生
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏﾘｶ 軽井沢A&AC
川上 瑞詠(5) 小学生
ｶﾜｶﾐ  ﾐｽﾞｴ T&F佐久平
戸兵 心瞳(4) 小学生
ﾄﾋｮｳ ｺｺﾐ 真田陸上教室
町田 優衣和(4) 小学生
ﾏﾁﾀﾞ ﾕｲﾅ 浅科小
杉山 陽乃(5) 小学生
ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾉ 真田陸上教室
川元 唯楓(5) 小学生
ｶﾜﾓﾄ  ｲﾌﾞｷ T&F佐久平
石井 華蓮(5) 小学生 欠場
ｲｼｲ ｶﾚﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

決勝 10月31日  9:25

町田 光優(6) 小学生
ﾏﾁﾀﾞ ﾐﾕｳ 浅科小 (759)
伊東 ほの香(4) 小学生
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 真田陸上教室 (631)
小野澤比奈矢(4) 小学生
ｵﾉｻﾞﾜ ｼｬﾅｰﾔ 軽井沢A&AC (576)
川上 瑞詠(5) 小学生
ｶﾜｶﾐ  ﾐｽﾞｴ T&F佐久平 (490)
戸兵 心瞳(4) 小学生
ﾄﾋｮｳ ｺｺﾐ 真田陸上教室 (464)
町田 優衣和(4) 小学生
ﾏﾁﾀﾞ ﾕｲﾅ 浅科小 (463)
小林 由奈(6) 小学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 真田陸上教室 (420)
杉山 陽乃(5) 小学生
ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾉ 真田陸上教室 (415)
栁澤 茉莉花(5) 小学生
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏﾘｶ 軽井沢A&AC (340)
川元 唯楓(5) 小学生
ｶﾜﾓﾄ  ｲﾌﾞｷ T&F佐久平 ( 50)
石井 華蓮(5) 小学生 欠場
ｲｼｲ ｶﾚﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

3    84
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小林 由奈(6) 小学生   3.57   3.74    3.74 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 真田陸上教室   +0.9   +3.2    +3.2 (821)
栁澤 茉莉花(5) 小学生   3.31   3.44    3.44 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏﾘｶ 軽井沢A&AC   +0.8   +1.5    +1.5 (736)
川元 唯楓(5) 小学生   3.43    X    3.43 
ｶﾜﾓﾄ  ｲﾌﾞｷ T&F佐久平   +1.4    +1.4 (734)
町田 光優(6) 小学生   3.13   3.19    3.19 
ﾏﾁﾀﾞ ﾐﾕｳ 浅科小   -0.3   +0.8    +0.8 (666)
小野澤比奈矢(4) 小学生   3.14   3.11    3.14 
ｵﾉｻﾞﾜ ｼｬﾅｰﾔ 軽井沢A&AC   +1.5   +1.2    +1.5 (652)
戸兵 心瞳(4) 小学生   2.76   2.87    2.87 
ﾄﾋｮｳ ｺｺﾐ 真田陸上教室   +1.3   +2.8    +2.8 (577)
川上 瑞詠(5) 小学生   2.80    X    2.80 
ｶﾜｶﾐ  ﾐｽﾞｴ T&F佐久平   -0.4    -0.4 (557)
町田 優衣和(4) 小学生    X   2.55    2.55 
ﾏﾁﾀﾞ ﾕｲﾅ 浅科小   +2.3    +2.3 (487)
伊東 ほの香(4) 小学生   2.35   2.50    2.50 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 真田陸上教室   +1.9   +0.1    +0.1 (473)
杉山 陽乃(5) 小学生   2.47   2.45    2.47 
ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾉ 真田陸上教室   +0.4   +0.4    +0.4 (465)
石井 華蓮(5) 小学生 欠場
ｲｼｲ ｶﾚﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

小女ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞＢ

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 2   126

2 6    48

3 5    13

4 3   137

5 4    60

6 10   133

7 1    12

8 11   136

9    84

9 8   135

10 7   125



決勝 10月31日  9:15

中学新               2999

並木 彩華(1) 中学生
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 野沢中
大森 玲花(1) 中学生
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC
中嶋 杏佳(1) 中学生
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 野沢中
土屋 夢萌(1) 中学生
ﾂﾁﾔ ﾕﾒ ｱｽﾘﾃｨｱTC
清水 藤子(2) 中学生
ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺ 東御東部中
山邊 栞那(2) 中学生
ﾔﾏﾍ ﾞｶﾝﾅ 上田第一中
山口 莉央(1) 中学生
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 軽井沢A&AC
飯高 愛莉(2) 中学生
ｲｲﾀｶ ｱｲﾘ 東御東部中
横須賀 さくら(2) 中学生
ﾖｺｽｶ ｻｸﾗ 小諸東中
橋本 莉奈(2) 中学生
ﾊｼﾓﾄ ﾘﾅ 東御東部中
片山 美知葉(1) 中学生
ｶﾀﾔﾏ ﾐﾁﾊ 東御東部中
塩入 心遥(1) 中学生
ｼｵｲﾘ ｺﾊﾙ 東御東部中
荻原 麻友(2) 中学生
ｵｷﾞﾜﾗ ﾏﾕ 東御東部中
德田 心結(1) 中学生
ﾄｸﾀﾞ ﾐﾕ 東御東部中

13  4396   1082

14  4397    610

11  4398   1246

12  4395   1201

9  4285   1405

10  8772   1309

7    62   1638

8  8777   1420

5  8779   1850

6  4593   1706

3  4086   2107

4    38   1941

1  4087   2456

2    55   2332

中学女子

四種競技

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考



決勝 10月31日  9:15

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +1.2

 1 山口 莉央(1) 中学生 15.51(775)  1 並木 彩華(1) 中学生 14.88(858)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 軽井沢A&AC ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 野沢中

 2 中嶋 杏佳(1) 中学生 16.14(697)  2 大森 玲花(1) 中学生 15.98(717)
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 野沢中 ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC

 3 山邊 栞那(2) 中学生 17.30(563)  3 土屋 夢萌(1) 中学生 16.94(603)
ﾔﾏﾍ ﾞｶﾝﾅ 上田第一中 ﾂﾁﾔ ﾕﾒ ｱｽﾘﾃｨｱTC

 4 横須賀 さくら(2)中学生 19.37(357)  4 清水 藤子(2) 中学生 17.05(591)
ﾖｺｽｶ ｻｸﾗ 小諸東中 ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺ 東御東部中

 5 飯高 愛莉(2) 中学生 19.42(352)  5 片山 美知葉(1) 中学生 20.06(297)
ｲｲﾀｶ ｱｲﾘ 東御東部中 ｶﾀﾔﾏ ﾐﾁﾊ 東御東部中

 6 塩入 心遥(1) 中学生 21.00(225)  6 荻原 麻友(2) 中学生 20.38(271)
ｼｵｲﾘ ｺﾊﾙ 東御東部中 ｵｷﾞﾜﾗ ﾏﾕ 東御東部中

 7 德田 心結(1) 中学生 21.69(177)  7 橋本 莉奈(2) 中学生 20.67(249)
ﾄｸﾀﾞ ﾐﾕ 東御東部中 ﾊｼﾓﾄ ﾘﾅ 東御東部中

   1 並木 彩華(1) 中学生 野沢中     14.88 (+1.2)   2   1
   2 山口 莉央(1) 中学生 軽井沢A&AC     15.51 (+0.6)   1   1
   3 大森 玲花(1) 中学生 軽井沢A&AC     15.98 (+1.2)   2   2
   4 中嶋 杏佳(1) 中学生 野沢中     16.14 (+0.6)   1   2
   5 土屋 夢萌(1) 中学生 ｱｽﾘﾃｨｱTC     16.94 (+1.2)   2   3
   6 清水 藤子(2) 中学生 東御東部中     17.05 (+1.2)   2   4
   7 山邊 栞那(2) 中学生 上田第一中     17.30 (+0.6)   1   3
   8 横須賀 さくら(2) 中学生 小諸東中     19.37 (+0.6)   1   4
   9 飯高 愛莉(2) 中学生 東御東部中     19.42 (+0.6)   1   5
  10 片山 美知葉(1) 中学生 東御東部中     20.06 (+1.2)   2   5
  11 荻原 麻友(2) 中学生 東御東部中     20.38 (+1.2)   2   6
  12 橋本 莉奈(2) 中学生 東御東部中     20.67 (+1.2)   2   7
  13 塩入 心遥(1) 中学生 東御東部中     21.00 (+0.6)   1   6
  14 德田 心結(1) 中学生 東御東部中     21.69 (+0.6)   1   7

 4398
 4396
 8772
 4395
 4397

 4086
   38
 8779
 4593
 4285
 8777

備考 組 順位
 4087
   62
   55

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

4  4397 5  8772

6  4395 7  4396

8  8777 3  4398

9  4285 9  8779

5  4593 8    38

3  4086 4    55

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7    62 6  4087

中学女子四種

100mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 10月31日 11:30

1m47 1m50
大森 玲花(1) 中学生 - - - - - O O XO O O
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC XO XXX (588)
並木 彩華(1) 中学生 - - - - - - O O O XXO
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 野沢中 XXX (555)
中嶋 杏佳(1) 中学生 - - - - O XO XO O XXX
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 野沢中 (491)
橋本 莉奈(2) 中学生 - - - - - O O XXX
ﾊｼﾓﾄ ﾘﾅ 東御東部中 (460)
土屋 夢萌(1) 中学生 - - - XO O O O XXX
ﾂﾁﾔ ﾕﾒ ｱｽﾘﾃｨｱTC (460)
山邊 栞那(2) 中学生 - O XO O O XXO O XXX
ﾔﾏﾍ ﾞｶﾝﾅ 上田第一中 (460)
清水 藤子(2) 中学生 - - O O O XXX
ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺ 東御東部中 (359)
飯高 愛莉(2) 中学生 - O O O XXX
ｲｲﾀｶ ｱｲﾘ 東御東部中 (312)
横須賀 さくら(2) 中学生 - O XO XO XXX
ﾖｺｽｶ ｻｸﾗ 小諸東中 (312)
荻原 麻友(2) 中学生 - - O O XXX
ｵｷﾞﾜﾗ ﾏﾕ 東御東部中 (312)
塩入 心遥(1) 中学生 - O O XO XXX
ｼｵｲﾘ ｺﾊﾙ 東御東部中 (312)
片山 美知葉(1) 中学生 - O XXX
ｶﾀﾔﾏ ﾐﾁﾊ 東御東部中 (222)
德田 心結(1) 中学生 - XXX
ﾄｸﾀﾞ ﾐﾕ 東御東部中
山口 莉央(1) 中学生 - - - XXX
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 軽井沢A&AC

14    62 NM

12 3  4398  1.10

11  4397 NM

8 7  4396  1.20

8 13  4395  1.20

8 1  8777  1.20

8 2  4285  1.20

4 12  4593  1.35

7 9  8779  1.25

4 5  8772  1.35

4 8    38  1.35

2 6  4087  1.44

3 10  4086  1.38

1m41 1m44
記録 備考

1 4    55  1.47

1m15 1m20 1m35 1m38

中学女子四種

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m05 1m10 1m25 1m30



決勝 10月31日 13:40

大森 玲花(1) 中学生
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC (399)
並木 彩華(1) 中学生
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 野沢中 (389)
横須賀 さくら(2) 中学生
ﾖｺｽｶ ｻｸﾗ 小諸東中 (382)
土屋 夢萌(1) 中学生
ﾂﾁﾔ ﾕﾒ ｱｽﾘﾃｨｱTC (370)
中嶋 杏佳(1) 中学生
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 野沢中 (347)
山口 莉央(1) 中学生
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 軽井沢A&AC (332)
清水 藤子(2) 中学生
ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺ 東御東部中 (323)
橋本 莉奈(2) 中学生
ﾊｼﾓﾄ ﾘﾅ 東御東部中 (306)
片山 美知葉(1) 中学生
ｶﾀﾔﾏ ﾐﾁﾊ 東御東部中 (257)
荻原 麻友(2) 中学生
ｵｷﾞﾜﾗ ﾏﾕ 東御東部中 (256)
塩入 心遥(1) 中学生
ｼｵｲﾘ ｺﾊﾙ 東御東部中 (228)
飯高 愛莉(2) 中学生
ｲｲﾀｶ ｱｲﾘ 東御東部中 (222)
山邊 栞那(2) 中学生
ﾔﾏﾍ ﾞｶﾝﾅ 上田第一中 (203)
德田 心結(1) 中学生
ﾄｸﾀﾞ ﾐﾕ 東御東部中 ( 95)

  3.17 

  4.92 

14 6  4397  2.72   X  3.17

  5.22 

13 7  4593   X   X  4.92

  5.32 

12 10  8777  4.80  5.22  4.87

  5.76 

11 8  4395  5.18  5.32  5.00

  5.78 

10 2  4396  5.09  5.76  5.43

  6.55 

9 12  4398   X  4.98  5.78

  6.81 

8 14  8772  6.03  6.30  6.55

  6.95 

7 4  8779  6.81  6.70  6.69

  7.18 

6 9    62  6.95   X   X

  7.54 

5 5  4086  7.18  7.00  6.72

  7.73 

4 3    38  6.88  7.33  7.54

  7.84 

3 11  4285  7.07  7.73  6.92

  7.99 

2 1  4087  7.84  7.72  7.61

1 13    55  7.63   -  7.99

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学女子四種

砲丸投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 10月31日 14:35

[ 1組] 風速 +1.3 [ 2組] 風速 +1.4

 1 飯高 愛莉(2) 中学生 29.27(534)  1 並木 彩華(1) 中学生 27.71(654)
ｲｲﾀｶ ｱｲﾘ 東御東部中 ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 野沢中

 2 片山 美知葉(1) 中学生 30.18(470)  2 大森 玲花(1) 中学生 28.03(628)
ｶﾀﾔﾏ ﾐﾁﾊ 東御東部中 ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC

 3 塩入 心遥(1) 中学生 30.68(436)  3 清水 藤子(2) 中学生 28.70(577)
ｼｵｲﾘ ｺﾊﾙ 東御東部中 ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺ 東御東部中

 4 横須賀 さくら(2)中学生 31.96(354)  4 中嶋 杏佳(1) 中学生 28.76(572)
ﾖｺｽｶ ｻｸﾗ 小諸東中 ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 野沢中

 5 德田 心結(1) 中学生 32.22(338)  5 山口 莉央(1) 中学生 29.31(531)
ﾄｸﾀﾞ ﾐﾕ 東御東部中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 軽井沢A&AC

 6 橋本 莉奈(2) 中学生 32.99(294)  6 土屋 夢萌(1) 中学生 29.63(508)
ﾊｼﾓﾄ ﾘﾅ 東御東部中 ﾂﾁﾔ ﾕﾒ ｱｽﾘﾃｨｱTC

 7 荻原 麻友(2) 中学生 33.94(243)  7 山邊 栞那(2) 中学生 30.03(480)
ｵｷﾞﾜﾗ ﾏﾕ 東御東部中 ﾔﾏﾍ ﾞｶﾝﾅ 上田第一中

   1 並木 彩華(1) 中学生 野沢中     27.71 (+1.4)   2   1
   2 大森 玲花(1) 中学生 軽井沢A&AC     28.03 (+1.4)   2   2
   3 清水 藤子(2) 中学生 東御東部中     28.70 (+1.4)   2   3
   4 中嶋 杏佳(1) 中学生 野沢中     28.76 (+1.4)   2   4
   5 飯高 愛莉(2) 中学生 東御東部中     29.27 (+1.3)   1   1
   6 山口 莉央(1) 中学生 軽井沢A&AC     29.31 (+1.4)   2   5
   7 土屋 夢萌(1) 中学生 ｱｽﾘﾃｨｱTC     29.63 (+1.4)   2   6
   8 山邊 栞那(2) 中学生 上田第一中     30.03 (+1.4)   2   7
   9 片山 美知葉(1) 中学生 東御東部中     30.18 (+1.3)   1   2
  10 塩入 心遥(1) 中学生 東御東部中     30.68 (+1.3)   1   3
  11 横須賀 さくら(2) 中学生 小諸東中     31.96 (+1.3)   1   4
  12 德田 心結(1) 中学生 東御東部中     32.22 (+1.3)   1   5
  13 橋本 莉奈(2) 中学生 東御東部中     32.99 (+1.3)   1   6
  14 荻原 麻友(2) 中学生 東御東部中     33.94 (+1.3)   1   7

 4395
 4285
 4397
 8772
 4396

 4086
 8777
   62
   38
 4593
 4398

備考 組 順位
 4087
   55
 8779

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

2  4396 1  4593

4  8772 2    38

7  4397 7    62

3  4285 5  4086

1  4395 6  8779

6  4398 4    55

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  8777 3  4087

中学女子四種

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
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