
第3回東信中学校陸上競技記録会                                                   

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】203080  菅平高原ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
05/19 中学女子     -3.8 加納 茉弥(3) 13.21 酒井 菜月(2) 13.74 金井 梨里(3) 13.90 片桐 穂花(3) 14.00 細田 真央(3) 14.04 土屋 美咲(2) 14.08 宮下 彩奈(2) 14.13 岸田 藍(3) 14.14

100m 櫻ヶ岡 御代田 御代田 立科 東御東部 篠ﾉ井西 丸子北 小諸東
05/19  -1.6 加納 茉弥(3) 27.29 大村 彩水(3) 27.97 酒井 菜月(2) 28.33 土屋 美咲(2) 28.38 宮下 彩奈(2) 28.44 南澤 明音(3) 28.56 金井 梨里(3) 28.58 岸田 藍(3) 28.59

200m 櫻ヶ岡 御代田 御代田 篠ﾉ井西 丸子北 裾花 御代田 小諸東
05/19 田中ジェシカ(1) 4,53.51 小林 祐華(1) 5,08.44 甘利 祐子(3) 5,14.19 成澤 優(2) 5,17.28 赤松 英(3) 5,17.60 佐藤 真由(1) 5,22.53 山﨑 さくら(3) 5,26.57 荒井 流衣(3) 5,26.70

1500m 一中 上田第四 東御東部 丸子北 信濃 小諸東 櫻ヶ岡 篠ﾉ井西
05/19 宮澤 真優(3) 1.45 堀米 祐花(3) 1.40 北村 晶(3) 信濃 1.35 吉田 しおり(3) 1.35 小柳 奈菜(3) 1.35 小林 奈々美(2) 1.30 佐々木 はな実(2) 1.25

走高跳 上田第五 山ﾉ内中 宮坂 奈緒(2) 櫻ヶ岡 丸子北 裾花 信濃 浅間
大崎 詩生(2)
東御東部

05/19 山本 真綺(3) 4.99(+3.3) 清水 晶絵(3) 4.84(+1.6) 水田 晴南(3) 4.65(+3.7) 赤羽 愛葵(2) 4.47(+2.3) 堀内 槙乃(3) 4.37(+2.7) 塩川 里咲(2) 4.28(+5.0) 西原 叶子(2) 4.20(+2.4) 澤井 悠里(3) 4.08(+1.2)
走幅跳 山ﾉ内中 望月 信濃 丸子北 丸子北 小諸東 浅間 浅間

05/19 佐藤 芹香(3) 12.15 井上 悦子(2) 11.18 永井 琴美(3) 10.43 松本 瑞穂(3) 9.50 堀内 瑞季(2) 7.91 甘利 美帆(3) 7.47 原山あすか(3) 6.81 青木 佑奈(2) 6.66
砲丸投 浅中 櫻ヶ岡 丸子北 信濃 丸子北 T&F佐久平 裾花 裾花



トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第3回東信中学校陸上競技記録会                                                   ｺｰﾄﾞ  [2200729]

競技場名 菅平高原ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [203080]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
中学女子      05/19  1組 -3.8  1 高柳 冴香(1)    16.21  2 高見沢 菜央(1)    16.41  3 湯本 玲花(3)    16.50  4 依田 弘美(3)    16.64

T&F佐久平 上田第五 裾花 上田第五
 5 浦川 夏鈴(1)    16.65  6 金屋 千奈帆(1)    16.71  7 高橋 実夕(1)    16.98  8 大畑 春花(1)    17.85

中込 上田第五 御代田 御代田
 2組 -2.9  1 新田 美月(1)    15.16  2 滝沢 陽菜(2)    15.70  3 鈴木 香琳(1)    15.96  4 髙橋 ひかる(3)    16.34

御代田 裾花 浅間 上田第五
 5 橋本 真理子(1)    16.64  6 小林 結衣子(1)    16.70  7 澤口 実侑(1)    16.80 中村 聖子(1) 欠場    

櫻ヶ岡 御代田 櫻ヶ岡 丸子
 3組 -3.1  1 新保 菜那子(1)    15.15  2 塩川 里咲(2)    15.27  3 堀内 瑞季(2)    15.62  4 小澤 美結(2)    15.92

東御東部 小諸東 丸子北 T&F佐久平
 5 佐藤 実季(2)    16.32  6 藤井 遥(1)    16.81  7 林 真咲(1)    16.92 栗木菜津子(1) 欠場    

信濃 櫻ヶ岡 櫻ヶ岡 丸子
 4組 -2.8  1 富岡 沙都子(2)    15.02  2 丸山 美奈子(2)    15.18  3 永井 琴美(3)    15.54  4 赤塩 朋(2)    15.64

裾花 山ﾉ内中 丸子北 裾花
 5 盛田 このみ(2)    15.70  6 土屋 花梨(1)    15.95  7 高野 さくら(1)    16.20  8 野澤 沙綺(1)    16.78

信濃 丸子北 丸子北 小諸東
 5組 -4.1  1 小野 菜摘(2)    15.08  2 沢 芽依美(3)    15.23  3 中山 寛香(2)    15.33  4 大塚 美月(2)    15.39

櫻ヶ岡 上田第五 櫻ヶ岡 小諸東
 5 柳澤 亜美(2)    15.46  6 山田 紗弥子(2)    15.59  7 堀内 槙乃(3)    15.69  8 金子 未羽(1)    17.65

東御東部 裾花 丸子北 丸子北
 6組 -4.3  1 堀川 智香子(3)    14.88  2 増田 眞琴(2)    14.94  3 宮坂 奈緒(2)    15.10  4 住友 佐耶佳(2)    15.11

軽井沢 東御東部 櫻ヶ岡 小諸東
 5 江原 成美(3)    15.24  6 市川 さやか(3)    15.41  7 小林 未稀(2)    15.51  8 小林 奏(1)    15.78

丸子北 裾花 浅間 丸子北
 7組 -4.5  1 清水 晶絵(3)    14.39  2 鈴木 美咲(2)    14.59  3 内堀 瑠音(2)    15.07  4 矢澤 瑠佳(1)    15.14

望月 東御東部 御代田 軽井沢
 5 髙橋 うらら(1)    15.31  6 荻原 夏希(3)    15.61  7 白石 舞(1)    16.08  8 山際 李奈(1)    16.37

軽井沢 丸子北 上田第四 上田第四
 8組 -2.9  1 中村  理彩(2)    14.23  2 井上 悦子(2)    14.28  3 坂本 かなた(2)    14.38  4 湯本 紗弓(3)    14.43

篠ﾉ井西 櫻ヶ岡 篠ﾉ井西 山ﾉ内中
 4 水田 晴南(3)    14.43  6 松田 華歩(1)    14.59  7 荻原 明日香(1)    14.68

信濃 御代田 東御東部
 9組 -4.0  1 依田 恵(2)    14.45  2 小林 千夏(2)    14.53  3 窪田 ありさ(3)    14.57  4 白倉 杏美(3)    14.60

櫻ヶ岡 浅間 丸子北 櫻ヶ岡
 5 大崎 詩生(2)    14.85  6 栁澤 光季子(2)    15.02  7 瀧澤 飛来(3)    15.03

東御東部 浅間 篠ﾉ井西
10組 -3.1  1 金井 梨里(3)    13.90  2 片桐 穂花(3)    14.00  3 細田 真央(3)    14.04  4 武村 結香(3)    14.20

御代田 立科 東御東部 篠ﾉ井西
 5 橋爪 絵梨奈(3)    14.52  6 赤羽 愛葵(2)    14.61  7 平松 美音(3)    14.70

篠ﾉ井西 丸子北 篠ﾉ井西
11組 -3.1  1 加納 茉弥(3)    13.21  2 酒井 菜月(2)    13.74  3 土屋 美咲(2)    14.08  4 宮下 彩奈(2)    14.13

櫻ヶ岡 御代田 篠ﾉ井西 丸子北
 5 岸田 藍(3)    14.14  6 加納 采弥(2)    14.16  7 土屋 なつみ(3)    14.25

小諸東 櫻ヶ岡 御代田
中学女子      05/19  1組 -1.6  1 小林 明日香(3)    30.58  2 佐藤 紫穂里(2)    31.03  3 中山 寛香(2)    31.22  4 荻原 夏希(3)    31.42

上田第五 東御東部 櫻ヶ岡 丸子北
 5 成澤 優(2)    31.53  6 江原 成美(3)    31.62  7 大塚 美月(2)    32.42  8 清水 亜美(2)    32.59

丸子北 丸子北 小諸東 丸子北
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トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第3回東信中学校陸上競技記録会                                                   ｺｰﾄﾞ  [2200729]

競技場名 菅平高原ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [203080]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

 2組 -2.6  1 中村  理彩(2)    28.94  2 柳澤 莉子(2)    30.12  3 吉田 しおり(3)    30.42  4 荒井 祐里奈(2)    30.96
篠ﾉ井西 浅間 丸子北 浅間

 5 小林 奈々美(2)    31.31  6 住友 佐耶佳(2)    31.64  7 荻原 真由子(3)    32.48 増田 眞琴(2) 欠場    
信濃 小諸東 丸子北 東御東部

 3組 -3.5  1 加納 采弥(2)    29.75  2 依田 恵(2)    29.94  3 白倉 杏美(3)    29.97  4 平松 美音(3)    30.02
櫻ヶ岡 櫻ヶ岡 櫻ヶ岡 篠ﾉ井西

 5 北村 晶(3)    30.64  6 窪田 ありさ(3)    30.66  7 鵜澤 小夏(2)    31.62
信濃 丸子北 信濃

 4組 -2.3  1 土屋 美咲(2)    28.38  2 宮下 彩奈(2)    28.44  3 岸田 藍(3)    28.59  4 武村 結香(3)    28.64
篠ﾉ井西 丸子北 小諸東 篠ﾉ井西

 5 橋爪 絵梨奈(3)    29.45 細田 真央(3) 欠場    相澤ななみ(3) 欠場    
篠ﾉ井西 東御東部 裾花

 5組 -4.4  1 加納 茉弥(3)    27.29  2 大村 彩水(3)    27.97  3 酒井 菜月(2)    28.33  4 南澤 明音(3)    28.56
櫻ヶ岡 御代田 御代田 裾花

 5 金井 梨里(3)    28.58  6 土屋 なつみ(3)    28.65  7 渡辺 七海(3)    28.68
御代田 御代田 山ﾉ内中

中学女子      05/19  1 田中ジェシカ(1)  4,53.51  2 小林 祐華(1)  5,08.44  3 甘利 祐子(3)  5,14.19  4 成澤 優(2)  5,17.28
一中 上田第四 東御東部 丸子北

 5 赤松 英(3)  5,17.60  6 佐藤 真由(1)  5,22.53  7 山﨑 さくら(3)  5,26.57  8 荒井 流衣(3)  5,26.70
信濃 小諸東 櫻ヶ岡 篠ﾉ井西

 9 小林 菜々夏(1)  5,26.73 10 戸谷 涼乃(2)  5,27.46 11 井上 はな(3)  5,31.37 12 内田 梨湖(1)  5,37.24
丸子 櫻ヶ岡 信濃 上田第四

13 和田 聖香(3)  5,39.81 14 三澤 綾乃(3)  5,41.93 15 清水 亜美(2)  5,45.04 16 中山 未菜美(2)  5,49.88
裾花 信濃 丸子北 御代田

17 羽田 朱里(3)  5,51.38 18 佐藤 佑郁(2)  5,56.76 19 塩本 早央里(3)  5,57.23 20 須藤 彩良(3)  6,03.87
篠ﾉ井西 東御東部 御代田 篠ﾉ井西

21 柳澤 実佑(2)  6,10.28 22 太田 早耶香(2)  6,14.94 23 六川 光彩(1)  6,48.25 24 芳賀 美保(1)  7,02.10
信濃 篠ﾉ井西 上田第五 上田第五

上條 美穂(3) 欠場    諸山 楓(3) 欠場    畠山 美穂(2) 欠場    原田 千磨莉(1) 欠場    
篠ﾉ井西 小諸東 小諸東 櫻ヶ岡

1500m



フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第3回東信中学校陸上競技記録会                                                   ｺｰﾄﾞ  [2200729]

競技場名 菅平高原ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [203080]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
中学女子      05/19  1 宮澤 真優(3)    1.45  2 堀米 祐花(3)    1.40  3 北村 晶(3)    1.35  3 宮坂 奈緒(2)    1.35

上田第五 山ﾉ内中 信濃 櫻ヶ岡
 5 吉田 しおり(3)    1.35  6 小柳 奈菜(3)    1.35  7 小林 奈々美(2)    1.30  8 佐々木 はな実(2)    1.25

丸子北 裾花 信濃 浅間
 8 大崎 詩生(2)    1.25 10 新井 可奈子(3)    1.25 11 甘利 美帆(3)    1.20 11 大村 彩水(3)    1.20

東御東部 篠ﾉ井西 T&F佐久平 御代田
13 荻原 真由子(3)    1.20 佐藤 紫穂里(2)

丸子北 東御東部
中学女子      05/19  1 山本 真綺(3)    4.99  2 清水 晶絵(3)    4.84  3 水田 晴南(3)    4.65  4 赤羽 愛葵(2)    4.47

山ﾉ内中    +3.3 望月    +1.6 信濃    +3.7 丸子北    +2.3
 5 堀内 槙乃(3)    4.37  6 塩川 里咲(2)    4.28  7 西原 叶子(2)    4.20  8 澤井 悠里(3)    4.08

丸子北    +2.7 小諸東    +5.0 浅間    +2.4 浅間    +1.2
 9 中村 未佳(3)    4.07 10 清水 千亜紀(1)    4.01 11 桑田 遥(3)    4.00 12 丸田 かおり(2)    4.00

上田第五    +3.8 望月    +1.1 上田第五    +1.9 篠ﾉ井西    +4.1
13 盛田 このみ(2)    3.93 14 加藤 詩萌(1)    3.83 15 土屋 かなめ(1)    3.82 16 青木 野々花(2)    3.80

信濃    +4.0 裾花    +4.0 望月    +2.7 裾花    +4.7
17 北澤 優花(3)    3.79 18 小野 菜摘(2)    3.70 19 麻見 早稀(3)    3.68 20 春原 朱里(1)    3.66

裾花    +1.9 櫻ヶ岡    +3.2 東御東部    +3.3 丸子北    +3.4
21 柳澤 愛歩(3)    3.57 22 堀田 莉紗(1)    3.57 23 住友 優香(1)    3.43 24 山浦 恵梨(1)    3.35

東御東部    +2.2 信濃    +2.9 小諸東    +1.3 小諸東    +4.1
25 鈴木 結衣(1)    3.34 26 松林 知里(2)    3.34 27 山本 華恵(1)    3.16 28 荻原 花奈(1)    3.12

上田第五    +2.2 篠ﾉ井西    +3.1 丸子北    +4.9 東御東部    +2.8
29 渡邉 麗奈(1)    3.04 30 成澤 朋花(2)    2.81 小林 未稀(2) 記録なし 川船 沙織(3) 記録なし

上田第五    +4.0 山ﾉ内中    +2.0 浅間 裾花
村山 僚(3) 記録なし 浜岡くる美(1) 欠場    齋藤なつみ(1) 欠場    星河 日奈子(2) 欠場    

裾花 丸子 丸子 山ﾉ内中
中学女子      05/19  1 佐藤 芹香(3)   12.15  2 井上 悦子(2)   11.18  3 永井 琴美(3)   10.43  4 松本 瑞穂(3)    9.50

浅中 櫻ヶ岡 丸子北 信濃
 5 堀内 瑞季(2)    7.91  6 甘利 美帆(3)    7.47  7 原山あすか(3)    6.81  8 青木 佑奈(2)    6.66

丸子北 T&F佐久平 裾花 裾花
 9 小川 京子(2)    6.54 10 上原 有香子(2)    6.40 11 吉田 桃子(2)    5.60

裾花 裾花 裾花

順
位
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走高跳

走幅跳

砲丸投

順
位
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