
第６５回全信州陸上競技大会
　主催　上田市・上田市教育委員会・(財)上田市体育協会
　　　　長野県教育委員会・長野陸上競技協会
　主管　上田陸上競技協会

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】204130  上田市営陸上競技場

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
10/05 女子  -0.2加藤 恭香(2) 13.5 金井 梨里(1) 14.0 岩崎 若葉(2) 14.2 春原 有花(1) 14.9

100m 高校･上田東高 高校･上田染谷丘高 高校･小諸高 高校･上田高
10/05  +1.0土屋 かなめ(2) 28.5 片桐 穂花(1) 28.6 齊藤 陽向(1) 29.3 温井 結(2) 29.3 後藤田 ほたる(2 32.2

200m 中学･望月AC 高校･望月AC 中学･望月AC 高校･上田高 高校･長野清泉高
10/05 小合 沙季(2) 2,25.6 岩波 香奈(3) 2,27.7 菅沼 真衣(2) 2,32.4 渡邉 希(1) 2,37.4 出口 栞里(2) 2,38.2 中島 瑞穂(1) 3,05.9

800m 高校･丸子修学館高 高校･小諸高 高校･丸子修学館高 高校･小諸高 高校･上田高 高校･上田高
10/05  +0.8岩崎 若葉(2) 17.5 岸田 藍(1) 18.3 清水 晶絵(1) 高校･小諸高 18.5 成澤 智織(2) 22.3

100mH 高校･小諸高 高校･上田染谷丘高 渡邉 希(1) 高校･小諸高 高校･野沢南高
10/05 林 未加(2) 1.40 萩原 千尋(1) 1.35 橋本 実季(1) 1.10 若月 麗加(1) 1.10

走高跳 高校･小諸高 高校･野沢南高 高校･野沢南高 高校･長野清泉高
10/05 江原 成美(1) 2.80 町田 桃佳(2) 1.80

棒高跳 高校･上田東高 高校･長野清泉高
10/05 加藤 恭香(2) 5.11(-0.3) 片桐 穂花(1) 4.74(+1.9) 佐藤 有生(2) 4.50(+0.6) 清水 晶絵(1) 4.49(0.0) 堀内 槙乃(1) 4.35(+3.2) 萩原 千尋(1) 4.31(+1.4) 江原 成美(1) 4.26(+2.0) 橋本 実季(1) 4.16(+2.6)

走幅跳 高校･上田東高 高校･望月AC 高校･野沢南高 高校･小諸高 高校･上田染谷丘高 高校･野沢南高 高校･上田東高 高校･野沢南高
10/05 佐藤 芹香(1) 10.38 永井 琴美(1) 9.09 土屋 鈴花(2) 8.18 佐々木 梨香(2) 8.16 藤 未左衣(2) 7.93 小林 裕佳(2) 7.75 尾形 ひな子(1) 7.23 青木 沙貴子(1) 4.51

砲丸投 高校･佐久長聖 高校･上田東高 高校･上田染谷丘高 高校･丸子修学館高 高校･丸子修学館高 高校･長野清泉高 高校･長野清泉高 高校･長野清泉高
10/05 新津 まり菜(2) 31.84 佐藤 芹香(1) 30.88 佐々木 梨香(2) 26.59 藤 未左衣(2) 25.10 土屋 鈴花(2) 23.10 永井 琴美(1) 22.66 小林 裕佳(2) 20.33 柳沢 有香(2) 19.58

円盤投 高校･野沢南高 高校･佐久長聖 高校･丸子修学館高 高校･丸子修学館高 高校･上田染谷丘高 高校･上田東高 高校･長野清泉高 高校･小諸高
10/05 新津 まり菜(2) 37.62 佐々木 梨香(2) 32.33 佐藤 芹香(1) 31.50 柳沢 有香(2) 31.26 林 未加(2) 29.56 小林 裕佳(2) 27.61 細田 真央(1) 26.56 後藤田 ほたる(2 25.07

やり投 高校･野沢南高 高校･丸子修学館高 高校･佐久長聖 高校･小諸高 高校･小諸高 高校･長野清泉高 高校･上田染谷丘高 高校･長野清泉高
10/05 上田染谷丘高       53.8 小諸高       56.0 丸子修学館高       57.4 野沢南高       57.5 長野清泉高(A)      60.8 長野清泉高(B)      63.0

4x100mR 金井 梨里(1) 林 未加(2) 藤 未左衣(2) 佐藤 有生(2) 小林 裕佳(2) 若月 麗加(1)
細田 真央(1) 岩崎 若葉(2) 佐藤 くるみ(2) 萩原 千尋(1) 楠  玲菜(2) 宮島 瑛理果(1)
堀内 槙乃(1) 渡邉 希(1) 佐々木 梨香(2) 小泉 愛花(2) 町田 桃佳(2) 藤沢 美布(1)
岸田 藍(1) 清水 晶絵(1) 清水口 愛(1) 新津 まり菜(2) 後藤田 ほたる(2) 尾形 ひな子(1)

10/05 中学女子  +0.9土屋 かなめ(2) 13.5 齊藤 陽向(1) 13.9 白石 舞(2) 14.0 酒井 夢実(1) 14.4 工藤 仁美(2) 14.5 山際 李奈(2) 14.8
100m 中学･望月AC 中学･望月AC 中学･上田第四中 中学･小諸東中 中学･佐久東中 中学･上田第四中

10/05 佐藤 真由(2) 2,33.7 小林 奏(2) 2,38.6 成澤 優(3) 2,41.9 内田 梨湖(2) 2,46.4 野中 梨紗子(2) 2,48.0 芳賀 美保(2) 2,52.7 清水 亜美(3) 2,56.7 春原 朱里(2) 2,56.9
800m 中学･小諸東中 中学･丸子北中 中学･丸子北中 中学･上田第四中 中学･佐久東中 中学･上田第五中 中学･丸子北中 中学･丸子北中

10/05 神津 梨乃(3) 1.40 野澤 沙綺(2) 1.35 髙見沢 菜央(2) 1.30 野中 梨紗子(2) 1.25 住友 優香(2) 1.15 金箱 ちひろ(1) 中学･上田第四中 1.10 宮下 結菜(1) 1.05
走高跳 中学･佐久東中 中学･小諸東中 中学･上田第五中 中学･佐久東中 中学･小諸東中 塚原 芽衣(1) 中学･上田第五中 中学･上田第四中

10/05 小林 奏(2) 2.70 金屋 千奈帆(2) 2.00 金子 未羽(2) 1.90 山嵜 美穂(1) 1.60
棒高跳 中学･丸子北中 中学･上田第五中 中学･丸子北中 中学･上田第五中

10/05 山浦 恵梨(2) 4.65(+1.7) 木内 麻衣子(2)4.29(+2.8) 春原 朱里(2) 4.26(+1.7) 清水 千亜紀(2)4.25(+0.8) 溝口 智子(1) 4.13(+0.8) 永井 真依子(2)4.00(+0.4) 土屋 さくら(1)3.96(+1.4) 渡邉 麗菜(2) 3.71(+0.7)
走幅跳 中学･小諸東中 中学･佐久東中 中学･丸子北中 中学･望月AC 中学･丸子北中 中学･上田第四中 中学･小諸東中 中学･上田第五中

10/05 土屋 花梨(2) 10.06 辻 奈緒(2) 7.22 林 桜子(1) 7.12 上原 彩香(1) 4.70
砲丸投 中学･丸子北中 中学･小諸東中 中学･上田第五中 中学･上田第四中

10/05 小諸東中(A)       56.8 丸子北中       56.9 小諸東中(B)       60.9 上田第五中(A)      62.1 上田第五中(B)      63.7
4x100mR 辻 奈緒(2) 溝口 智子(1) 加部 菜花(1) 六川 光彩(2) 林 桜子(1)

山浦 恵梨(2) 小林 奏(2) 酒井 夢実(1) 渡邉 麗菜(2) 山嵜 美穂(1)
野澤 沙綺(2) 金子 未羽(2) 井出 瑠奈(1) 鈴木 結衣(2) 芳賀 美保(2)
佐藤 真由(2) 春原 朱里(2) 土屋 さくら(1) 髙見沢 菜央(2) 塚原 芽衣(1)



予選 10月5日  9:30
決勝 10月5日 11:10

大会新              13.2

[ 1組] 風速 +2.2 [ 2組] 風速 +1.6

 1 齊藤 陽向(1) 中学      13.9 q  1 土屋 かなめ(2) 中学      13.5 q
ｻｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 望月AC ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 望月AC

 2 酒井 夢実(1) 中学      14.5 q  2 白石 舞(2) 中学      14.0 q
ｻｶｲ ﾕﾒﾐ 小諸東中 ｼﾗｲｼ ﾏｲ 上田第四中

 3 山際 李奈(2) 中学      14.6 q  3 加部 菜花(1) 中学      15.1 
ﾔﾏｷﾞﾜ ﾘﾅ 上田第四中 ｶﾍﾞ ﾅﾉｶ 小諸東中

 4 工藤 仁美(2) 中学      14.9 q 伊東 海菜美(1) 中学
ｸﾄﾞｳ ﾋﾄﾐ 佐久東中 ｲﾄｳ ﾐﾅﾐ 上田第四中

 5 清水 千亜紀(2) 中学      15.0 土屋 花梨(2) 中学
ｼﾐｽﾞ ﾁｱｷ 望月AC ﾂﾁﾔ ｶﾘﾝ 丸子北中

 6 宮越 菜緒(1) 中学      15.5 
ﾐﾔｺｼ ﾅｵ 上田第四中

風速 +0.9

 1 土屋 かなめ(2) 中学      13.5 
ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 望月AC

 2 齊藤 陽向(1) 中学      13.9 
ｻｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 望月AC

 3 白石 舞(2) 中学      14.0 
ｼﾗｲｼ ﾏｲ 上田第四中

 4 酒井 夢実(1) 中学      14.4 
ｻｶｲ ﾕﾒﾐ 小諸東中

 5 工藤 仁美(2) 中学      14.5 
ｸﾄﾞｳ ﾋﾄﾐ 佐久東中

 6 山際 李奈(2) 中学      14.8 
ﾔﾏｷﾞﾜ ﾘﾅ 上田第四中

決勝 10月5日 11:15

風速 -0.2

 1 加藤 恭香(2) 高校      13.5 
ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東高

 2 金井 梨里(1) 高校      14.0 
ｶﾅｲ ﾘﾘ 上田染谷丘高

 3 岩崎 若葉(2) 高校      14.2 
ｲﾜｻｷ ﾜｶﾊﾞ 小諸高

 4 春原 有花(1) 高校      14.9 
ｽﾉﾊﾗ  ﾕｳｶ 上田高
髙橋 奈弓(2) 高校
ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東高

1   283

6   933

3   931

5   373

4   484

2   513

1   944

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   483 4   699
欠場

2   283 1   947
欠場

5   933 2   374

3   373 3   931

5   484
記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名

中学女子

100m

予選 通過基準  2組  0着 + 6 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考No. 氏  名 所属名

女子

100m100m

No. 氏  名
6   513

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
44  1445 1445

22  1454 1454

33  1331 1331

55  1412 1412

欠場欠場
66  1443 1443



決勝 10月5日 12:00

大会新              25.4

風速 +1.0

 1 土屋 かなめ(2) 中学      28.5 
ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 望月AC

 2 片桐 穂花(1) 高校      28.6 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 望月AC

 3 齊藤 陽向(1) 中学      29.3 
ｻｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 望月AC

 4 温井 結(2) 高校      29.3 
ﾇｸｲ  ﾕｲ 上田高

 5 後藤田 ほたる(2)高校      32.2 
ｺﾞﾄｳﾀ ﾞﾎﾀﾙ 長野清泉高
髙橋 奈弓(2) 高校
ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東高
有井 歩(3) 高校
ｱﾘｲ ｱﾕﾐ 野沢南高

決勝 10月5日 11:35

大会新            2,25.4

[ 1組] [ 2組]

 1 野中 梨紗子(2) 中学    2,48.0  1 佐藤 真由(2) 中学    2,33.7 
ﾉﾅｶ ﾘｻｺ 佐久東中 ｻﾄｳ ﾏﾕｳ 小諸東中

 2 芳賀 美保(2) 中学    2,52.7  2 小林 奏(2) 中学    2,38.6 
ﾊｶﾞ ﾐﾎ 上田第五中 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 丸子北中

 3 清水 亜美(3) 中学    2,56.7  3 成澤 優(3) 中学    2,41.9 
ｼﾐｽﾞ ｱﾐ 丸子北中 ﾅﾙｻﾜ ﾕｳ 丸子北中

 4 春原 朱里(2) 中学    2,56.9  4 内田 梨湖(2) 中学    2,46.4 
ｽﾉﾊﾗ ｱｶﾘ 丸子北中 ｳﾁﾀﾞ ﾘｺ 上田第四中

 5 日比 まひろ(1) 中学    2,59.1  5 溝口 智子(1) 中学    3,00.2 
ﾋﾋﾞ ﾏﾋﾛ 上田第四中 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 丸子北中

 6 金子 未羽(2) 中学    3,03.5 小林 菜々夏(2) 中学
ｶﾈｺ ﾐｳ 丸子北中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅｶ 丸子中

 7 六川 光彩(2) 中学    3,10.6 田中 ジェシカ(2)中学
ﾛｸｶﾞﾜ ﾋｲﾛ 上田第五中 ﾀﾅｶ ｼﾞｪｼｶ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｲﾁ

 8 井出 瑠奈(1) 中学    3,24.5 小林 祐華(2) 中学
ｲﾃﾞ ﾙﾅ 小諸東中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 上田第四中

   1 佐藤 真由(2) 中学 小諸東中     2,33.7   2   1
   2 小林 奏(2) 中学 丸子北中     2,38.6   2   2
   3 成澤 優(3) 中学 丸子北中     2,41.9   2   3
   4 内田 梨湖(2) 中学 上田第四中     2,46.4   2   4
   5 野中 梨紗子(2) 中学 佐久東中     2,48.0   1   1
   6 芳賀 美保(2) 中学 上田第五中     2,52.7   1   2
   7 清水 亜美(3) 中学 丸子北中     2,56.7   1   3
   8 春原 朱里(2) 中学 丸子北中     2,56.9   1   4
   9 日比 まひろ(1) 中学 上田第四中     2,59.1   1   5
  10 溝口 智子(1) 中学 丸子北中     3,00.2   2   5
  11 金子 未羽(2) 中学 丸子北中     3,03.5   1   6
  12 六川 光彩(2) 中学 上田第五中     3,10.6   1   7
  13 井出 瑠奈(1) 中学 小諸東中     3,24.5   1   8

7  1243
欠場

3  1032

1  1443
欠場

5   513

6  1418

4   484

2  7000

女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

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
4   285 7   369

6   965 3   697

3   692 1   693

5   698 2   935

1   942 5   700

7   696 4   670
欠場

8   966 6   841
欠場

2   370 8   934
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
  369
  697
  693

  700
  696
  966
  370

  935
  285
  965
  692
  698
  942



決勝 10月5日 11:50

大会新            2,20.5

 1 小合 沙季(2) 高校    2,25.6 
ｵｺﾞｳ ｻｷ 丸子修学館高

 2 岩波 香奈(3) 高校    2,27.7 
ｲﾜﾅﾐ ｶﾅ 小諸高

 3 菅沼 真衣(2) 高校    2,32.4 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏｲ 丸子修学館高

 4 渡邉 希(1) 高校    2,37.4 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 小諸高

 5 出口 栞里(2) 高校    2,38.2 
ﾃﾞｸﾞﾁ  ｼｵﾘ 上田高

 6 中島 瑞穂(1) 高校    3,05.9 
ﾅｶｼﾞﾏ  ﾐｽﾞﾎ 上田高

決勝 10月5日 10:05

大会新              14.4

風速 +0.8

 1 岩崎 若葉(2) 高校      17.5 
ｲﾜｻｷ ﾜｶﾊﾞ 小諸高

 2 岸田 藍(1) 高校      18.3 
ｷｼﾀﾞ ｱｲ 上田染谷丘高

 3 清水 晶絵(1) 高校      18.5 
ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ 小諸高

 3 渡邉 希(1) 高校      18.5 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 小諸高

 5 成澤 智織(2) 高校      22.3 
ﾅﾙｻﾜ ﾁｵﾘ 野沢南高
若月 麗加(1) 高校
ﾜｶﾂｷ ﾚｲｶ 長野清泉高

6  1331

3  1416

5  1411

2  1382

1  1342

所属名 記録／備考
4  1381

6  1333

女子

100mH

決勝

女子

800m

決勝

順 No. 氏  名

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1  1453

2  1350

3  1016
欠場

4  1342

5  1246



決勝 10月5日 13:00

大会新              52.6

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 小諸東中(A)   367 辻 奈緒(2)      56.8 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼﾁｭｳA ﾂｼﾞ ﾅｵ
  365 山浦 恵梨(2)

ﾔﾏｳﾗ ｴﾘ
  368 野澤 沙綺(2)

ﾉｻﾞﾜ ｻｷ
  369 佐藤 真由(2)

ｻﾄｳ ﾏﾕｳ
 2   1 丸子北中   700 溝口 智子(1)      56.9 

ﾏﾙｺｷﾀﾁｭｳ ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾄﾓｺ
  697 小林 奏(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ
  696 金子 未羽(2)

ｶﾈｺ ﾐｳ
  698 春原 朱里(2)

ｽﾉﾊﾗ ｱｶﾘ
 3   5 小諸東中(B)   374 加部 菜花(1)      60.9 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼﾁｭｳB ｶﾍﾞ ﾅﾉｶ
  373 酒井 夢実(1)

ｻｶｲ ﾕﾒﾐ
  370 井出 瑠奈(1)

ｲﾃﾞ ﾙﾅ
  371 土屋 さくら(1)

ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ
 4   2 上田第五中(A)   966 六川 光彩(2)      62.1 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞA ﾛｸｶﾞﾜ ﾋｲﾛ
  967 渡邉 麗菜(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾅ
  962 鈴木 結衣(2)

ｽｽﾞｷ ﾕｲ
  963 髙見沢 菜央(2)

ﾀｶﾐｻﾜ ﾅｵ
 5   4 上田第五中(B)   969 林 桜子(1)      63.7 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞB ﾊﾔｼ ｼｮｳｺ
  971 山嵜 美穂(1)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾎ
  965 芳賀 美保(2)

ﾊｶﾞ ﾐﾎ
  968 塚原 芽衣(1)

ﾂｶﾊﾗ ﾒｲ
  3 上田第四中   932 永井 真依子(2)

ｳｴﾀﾞﾖﾝﾁｭｳ ﾅｶﾞｲ ﾏｲｺ 失格
  931 白石 舞(2)

ｼﾗｲｼ ﾏｲ
  935 内田 梨湖(2)

ｳﾁﾀﾞ ﾘｺ
  933 山際 李奈(2)

ﾔﾏｷﾞﾜ ﾘﾅ

中学女子

4x100mR

決勝



決勝 10月5日 13:00

大会新              52.6

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 小諸東中(A)   367 辻 奈緒(2)      56.8 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼﾁｭｳA ﾂｼﾞ ﾅｵ
  365 山浦 恵梨(2)

ﾔﾏｳﾗ ｴﾘ
  368 野澤 沙綺(2)

ﾉｻﾞﾜ ｻｷ
  369 佐藤 真由(2)

ｻﾄｳ ﾏﾕｳ
 2   1 丸子北中   700 溝口 智子(1)      56.9 

ﾏﾙｺｷﾀﾁｭｳ ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾄﾓｺ
  697 小林 奏(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ
  696 金子 未羽(2)

ｶﾈｺ ﾐｳ
  698 春原 朱里(2)

ｽﾉﾊﾗ ｱｶﾘ
 3   5 小諸東中(B)   374 加部 菜花(1)      60.9 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼﾁｭｳB ｶﾍﾞ ﾅﾉｶ
  373 酒井 夢実(1)

ｻｶｲ ﾕﾒﾐ
  370 井出 瑠奈(1)

ｲﾃﾞ ﾙﾅ
  371 土屋 さくら(1)

ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ
 4   2 上田第五中(A)   966 六川 光彩(2)      62.1 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞA ﾛｸｶﾞﾜ ﾋｲﾛ
  967 渡邉 麗菜(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾅ
  962 鈴木 結衣(2)

ｽｽﾞｷ ﾕｲ
  963 髙見沢 菜央(2)

ﾀｶﾐｻﾜ ﾅｵ
 5   4 上田第五中(B)   969 林 桜子(1)      63.7 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞB ﾊﾔｼ ｼｮｳｺ
  971 山嵜 美穂(1)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾎ
  965 芳賀 美保(2)

ﾊｶﾞ ﾐﾎ
  968 塚原 芽衣(1)

ﾂｶﾊﾗ ﾒｲ
  3 上田第四中   932 永井 真依子(2)

ｳｴﾀﾞﾖﾝﾁｭｳ ﾅｶﾞｲ ﾏｲｺ 失格
  931 白石 舞(2)

ｼﾗｲｼ ﾏｲ
  935 内田 梨湖(2)

ｳﾁﾀﾞ ﾘｺ
  933 山際 李奈(2)

ﾔﾏｷﾞﾜ ﾘﾅ

中学女子

4x100mR

決勝



決勝 10月5日 13:30

大会新              50.1

[ 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   5 野沢南高  1245 佐藤 有生(2)      57.5  1   2 上田染谷丘高  1454 金井 梨里(1)      53.8 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ｻﾄｳ ﾕｲ ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ｶﾅｲ ﾘﾘ
 1250 萩原 千尋(1)  1455 細田 真央(1)

ﾊｷﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ
 1244 小泉 愛花(2)  1456 堀内 槙乃(1)

ｺｲｽﾞﾐ ｱｲｶ ﾎﾘｳﾁ ﾏｷﾉ
 1247 新津 まり菜(2)  1453 岸田 藍(1)

ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ ｷｼﾀﾞ ｱｲ
 2   2 長野清泉高(A)  1035 小林 裕佳(2)      60.8  2   4 小諸高  1347 林 未加(2)      56.0 

ﾅｶﾞﾉｾｲｾﾝA ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ ｺﾓﾛ ﾊﾔｼ ﾐｶ
 1034 楠  玲菜(2)  1331 岩崎 若葉(2)

ｸｽﾉｷ ﾚﾅ ｲﾜｻｷ ﾜｶﾊﾞ
 1031 町田 桃佳(2)  1342 渡邉 希(1)

ﾏﾁﾀﾞ ﾓﾓｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ
 1032 後藤田 ほたる(2)  1350 清水 晶絵(1)

ｺﾞﾄｳﾀ ﾞﾎﾀﾙ ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ
 3   4 長野清泉高(B)  1016 若月 麗加(1)      63.0  3   3 丸子修学館高  1384 藤 未左衣(2)      57.4 

ﾅｶﾞﾉｾｲｾﾝB ﾜｶﾂｷ ﾚｲｶ ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝ ﾌｼﾞ ﾐｻｷ
 1015 宮島 瑛理果(1)  1396 佐藤 くるみ(2)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｴﾘｶ ｻﾄｳ ｸﾙﾐ
 1014 藤沢 美布(1)  1386 佐々木 梨香(2)

ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾌ ｻｻｷ ﾘｶ
 1013 尾形 ひな子(1)  1387 清水口 愛(1)

ｵｶﾞﾀ ﾋﾅｺ ｼﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱｲ
  3 上田東高

ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼｺｳ 欠場

   1 上田染谷丘高      53.8 金井 梨里(1) 細田 真央(1) 堀内 槙乃(1) 岸田 藍(1)   2   1
   2 小諸高      56.0 林 未加(2) 岩崎 若葉(2) 渡邉 希(1) 清水 晶絵(1)   2   2
   3 丸子修学館高      57.4 藤 未左衣(2) 佐藤 くるみ(2) 佐々木 梨香(2) 清水口 愛(1)   2   3
   4 野沢南高      57.5 佐藤 有生(2) 萩原 千尋(1) 小泉 愛花(2) 新津 まり菜(2)   1   1
   5 長野清泉高(A)      60.8 小林 裕佳(2) 楠  玲菜(2) 町田 桃佳(2) 後藤田 ほたる(   1   2
   6 長野清泉高(B)      63.0 若月 麗加(1) 宮島 瑛理果(1) 藤沢 美布(1) 尾形 ひな子(1)   1   3

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

女子

4x100mR

決勝

タイムレース



決勝 10月5日  9:00

大会新               1.50

神津 梨乃(3) 中学
ｺｳﾂﾞ ﾘﾉ 佐久東中
野澤 沙綺(2) 中学
ﾉｻﾞﾜ ｻｷ 小諸東中
髙見沢 菜央(2) 中学
ﾀｶﾐｻﾜ ﾅｵ 上田第五中
野中 梨紗子(2) 中学
ﾉﾅｶ ﾘｻｺ 佐久東中
住友 優香(2) 中学
ｽﾐﾄﾓ ﾕｳｶ 小諸東中
金箱 ちひろ(1) 中学
ｶﾈﾊﾞｺ ﾁﾋﾛ 上田第四中
塚原 芽衣(1) 中学
ﾂｶﾊﾗ ﾒｲ 上田第五中
宮下 結菜(1) 中学
ﾐﾔｼﾀ ﾕｲﾅ 上田第四中

決勝 10月5日  9:00

大会新               1.68

林 未加(2) 高校
ﾊﾔｼ ﾐｶ 小諸高
萩原 千尋(1) 高校
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 野沢南高
橋本 実季(1) 高校
ﾊｼﾓﾄ ﾐｷ 野沢南高
若月 麗加(1) 高校
ﾜｶﾂｷ ﾚｲｶ 長野清泉高
宮島 瑛理果(1) 高校
ﾐﾔｼﾞﾏ ｴﾘｶ 長野清泉高
楠  玲菜(2) 高校
ｸｽﾉｷ ﾚﾅ 長野清泉高

決勝 10月5日  9:00

大会新               3.00

小林 奏(2) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 丸子北中
金屋 千奈帆(2) 中学
ｶﾅﾔ ﾁﾅﾎ 上田第五中
金子 未羽(2) 中学
ｶﾈｺ ﾐｳ 丸子北中
山嵜 美穂(1) 中学
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾎ 上田第五中

決勝 10月5日  9:00

江原 成美(1) 高校
ｴﾊﾗ ﾅﾙﾐ 上田東高
町田 桃佳(2) 高校
ﾏﾁﾀﾞ ﾓﾓｶ 長野清泉高
藤沢 美布(1) 高校
ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾌ 長野清泉高
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決勝 10月5日 12:00

大会新               5.06

山浦 恵梨(2) 中学    X   4.28    X   2.59   3.01   4.65    4.65 
ﾔﾏｳﾗ ｴﾘ 小諸東中   -1.2   +0.5   +2.2   +1.7    +1.7
木内 麻衣子(2) 中学    X   4.11   4.18    X   4.08   4.29    4.29 
ｷｳﾁ ﾏｲｺ 佐久東中    0.0    0.0   +2.1   +2.8    +2.8
春原 朱里(2) 中学   4.26   3.80   4.20   4.09   4.14   4.10    4.26 
ｽﾉﾊﾗ ｱｶﾘ 丸子北中   +1.7   -0.3   +0.4   +0.8   +2.5   +2.4    +1.7
清水 千亜紀(2) 中学   4.25    X   4.21   4.15   4.13    X    4.25 
ｼﾐｽﾞ ﾁｱｷ 望月AC   +0.8    0.0   +0.8   +0.4   +3.1    +0.8
溝口 智子(1) 中学   4.13   3.98   4.10   3.71   4.13   3.94    4.13 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 丸子北中   +0.8   -0.3    0.0   +2.1   +3.8   +2.0    +0.8
永井 真依子(2) 中学   3.67   3.71   4.00   3.96   3.97   3.84    4.00 
ﾅｶﾞｲ ﾏｲｺ 上田第四中   +0.5   -0.1   +0.4   +2.5   +2.6   +3.0    +0.4
土屋 さくら(1) 中学    X    X   3.95   3.96   3.95   3.91    3.96 
ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ 小諸東中   +1.0   +1.4   +2.2   +2.6    +1.4
渡邉 麗菜(2) 中学   3.71    X    X    X    X    X    3.71 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾅ 上田第五中   +0.7    +0.7
鈴木 結衣(2) 中学   3.51   3.07   3.51    3.51 
ｽｽﾞｷ ﾕｲ 上田第五中   +1.3   -0.1   +0.5    +1.3
飯島 晴菜(1) 中学   3.45   3.43   3.37    3.45 
ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾙﾅ 上田第四中   +0.7   -0.3   -0.1    +0.7
大久保 美鈴(1) 中学 欠場
ｵｵkﾎﾞ ﾐﾚｲ 上田第五中
河西 由利香(3) 中学 欠場
ｶｻｲ ﾕﾘｶ 佐久東中

決勝 10月5日 12:00

大会新               5.27

加藤 恭香(2) 高校   4.92   5.11   5.01   5.01    X    X    5.11 
ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東高   -0.6   -0.3   +1.0   +1.3    -0.3
片桐 穂花(1) 高校   4.64   4.61   4.70   4.74   4.70   4.70    4.74 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 望月AC   -0.9    0.0   +0.8   +1.9   +2.1   +1.4    +1.9
佐藤 有生(2) 高校   4.35   4.25   4.24   4.50    X    X    4.50 
ｻﾄｳ ﾕｲ 野沢南高   -0.4   -0.8   +0.5   +0.6    +0.6
清水 晶絵(1) 高校   4.39   4.49    X    X    X    X    4.49 
ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ 小諸高   -1.0    0.0     0.0
堀内 槙乃(1) 高校   3.94   3.80   4.24   4.35    X   4.04    4.35 
ﾎﾘｳﾁ ﾏｷﾉ 上田染谷丘高   +1.8   -0.3   +0.9   +3.2   +2.1    +3.2
萩原 千尋(1) 高校   3.78   4.06   4.27   4.31   4.14   4.08    4.31 
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 野沢南高   +0.4   -1.0   +0.8   +1.4   +1.8   +1.3    +1.4
江原 成美(1) 高校   3.78   3.84   4.09   3.80   4.23   4.26    4.26 
ｴﾊﾗ ﾅﾙﾐ 上田東高   -0.2   -0.6   +0.9   +2.8   +1.2   +2.0    +2.0
橋本 実季(1) 高校   3.99   3.84   3.05   4.12    X   4.16    4.16 
ﾊｼﾓﾄ ﾐｷ 野沢南高   +0.6   -0.2   +1.1   +0.7   +2.6    +2.6
町田 桃佳(2) 高校   3.53   3.84   3.65    3.84 
ﾏﾁﾀﾞ ﾓﾓｶ 長野清泉高   +0.4   -0.3   +0.5    -0.3
藤沢 美布(1) 高校    X   3.10   3.45    3.45 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾌ 長野清泉高   -0.7   +0.1    +0.1
楠  玲菜(2) 高校    X    X    X
ｸｽﾉｷ ﾚﾅ 長野清泉高

12   281

10 2   943

3   970

8 1   967

9 5   962

6 4   932

7 6   371

4 8   483

5 10   700

2 9   288

3 7   698

-6- 記録 備考
1 11   365

所属名 -1- -2- -3- -4- -5-

3  1034

中学女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

9 5  1031

10 1  1014

7 7  1446

8 2  1249

5 8  1456

6 4  1250

3 6  1245

4 9  1350

1 11  1445
-5-

2 10  7000

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 10月5日 11:00

大会新              11.65

土屋 花梨(2) 中学
ﾂﾁﾔ ｶﾘﾝ 丸子北中
辻 奈緒(2) 中学
ﾂｼﾞ ﾅｵ 小諸東中
林 桜子(1) 中学
ﾊﾔｼ ｼｮｳｺ 上田第五中
上原 彩香(1) 中学
ｳｴﾊﾗ ｱﾔｶ 上田第四中

決勝 10月5日 12:30

大会新              13.01

佐藤 芹香(1) 高校
ｻﾄｳ ｾﾘｶ 佐久長聖
永井 琴美(1) 高校
ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ 上田東高
土屋 鈴花(2) 高校
ﾂﾁﾔ ｽｽﾞｶ 上田染谷丘高
佐々木 梨香(2) 高校
ｻｻｷ ﾘｶ 丸子修学館高
藤 未左衣(2) 高校
ﾌｼﾞ ﾐｻｷ 丸子修学館高
小林 裕佳(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 長野清泉高
尾形 ひな子(1) 高校
ｵｶﾞﾀ ﾋﾅｺ 長野清泉高
青木 沙貴子(1) 高校
ｱｵｷ ｻｷｺ 長野清泉高

 4.18  4.54  4.02   4.70 

 7.00  6.82  6.70   7.12 

4 1   945
 4.19  4.54  4.70

 6.22  5.90  6.72   7.22 

3 3   969
 7.12  6.80  7.06

 8.78 10.06  8.94  10.06 

2 2   367
 6.21  6.94  7.22

-5- -6- 記録 備考
1 4   699

 9.94  9.89  9.43

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4-

  4.51  4.22   X  4.11

中学女子

砲丸投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

 6.73  6.69  6.72   7.23 

8 1  1012
  X  4.51  4.44

 7.75  7.25  7.18   7.75 

7 3  1013
 7.06  7.02  7.23

 7.93  7.64  6.79   7.93 

6 5  1035
 7.56  7.69  6.94

 7.68  7.59  8.16   8.16 

5 4  1384
 7.61  7.03  7.34

 8.02  8.18  7.84   8.18 

4 2  1386
 7.48  7.68  7.03

 8.84  8.59  8.99   9.09 

3 6  1452
 8.03   X  7.90

10.38   X   X  10.38 

2 7  1448
 8.16  8.59  9.09

1 8  1305
10.11  9.89  9.99

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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5日  9:00

大会新              39.33

新津 まり菜(2) 高校
ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ 野沢南高
佐藤 芹香(1) 高校
ｻﾄｳ ｾﾘｶ 佐久長聖
佐々木 梨香(2) 高校
ｻｻｷ ﾘｶ 丸子修学館高
藤 未左衣(2) 高校
ﾌｼﾞ ﾐｻｷ 丸子修学館高
土屋 鈴花(2) 高校
ﾂﾁﾔ ｽｽﾞｶ 上田染谷丘高
永井 琴美(1) 高校
ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ 上田東高
小林 裕佳(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 長野清泉高
柳沢 有香(2) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸高
尾形 ひな子(1) 高校
ｵｶﾞﾀ ﾋﾅｺ 長野清泉高
宮島 瑛理果(1) 高校
ﾐﾔｼﾞﾏ ｴﾘｶ 長野清泉高

決勝 10月5日 11:00

大会新              42.33

新津 まり菜(2) 高校
ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ 野沢南高
佐々木 梨香(2) 高校
ｻｻｷ ﾘｶ 丸子修学館高
佐藤 芹香(1) 高校
ｻﾄｳ ｾﾘｶ 佐久長聖
柳沢 有香(2) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸高
林 未加(2) 高校
ﾊﾔｼ ﾐｶ 小諸高
小林 裕佳(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 長野清泉高
細田 真央(1) 高校
ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘高
後藤田 ほたる(2) 高校
ｺﾞﾄｳﾀ ﾞﾎﾀﾙ 長野清泉高
藤 未左衣(2) 高校
ﾌｼﾞ ﾐｻｷ 丸子修学館高
宮島 瑛理果(1) 高校
ﾐﾔｼﾞﾏ ｴﾘｶ 長野清泉高
若月 麗加(1) 高校
ﾜｶﾂｷ ﾚｲｶ 長野清泉高
青木 沙貴子(1) 高校
ｱｵｷ ｻｷｺ 長野清泉高

 14.74 

 15.59 

10 3  1015
  -   - 14.74

  O 19.58   O  19.58 

9 1  1013
15.59   O   O

  O   O   O  20.33 

8 5  1345
  O 19.33   O

  O   O   O  22.66 

7 2  1035
20.33   X   O

  X   X   X  23.10 

6 4  1448
  O   X 22.66

  O   X 25.10  25.10 

5 7  1452
  X   O 23.10

  O   O   O  26.59 

4 8  1384
  O 24.99   X

  X   X   O  30.88 

3 6  1386
  O 26.59   O

  X   O   O  31.84 

2 9  1305
  O   O 30.88

1 10  1247
  X   O 31.84

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

円盤投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

女子

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 備考
1 11  1247

  O   O 37.62   O   O   O  37.62 

2 10  1386
  O   O 32.33   O   O   X  32.33 

3 5  1305
  X 26.07   X   O   O 31.50  31.50 

4 12  1345
  O 31.26   O   O   O   O  31.26 

5 9  1347
  O   O 27.97   O   X 29.56  29.56 

6 6  1035
27.61   X   O   X   X   X  27.61 

7 7  1455
  O 26.08   O 26.56   O   O  26.56 

8 4  1032
23.40   O   X 25.07   O   O  25.07 

9 8  1384
23.20   O   O  23.20 

10 2  1015
  O   O 21.69  21.69 

11 1  1016
18.97   O   O

3  1012
  X   X   X

 18.97 
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