
決勝記録一覧表
女  子 【競技場】202060  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  -0.4 髙橋 奈弓(2) 12.76 林 美朱(3) 12.82 金田 華実(1) 12.88 加藤 恭香(2) 12.99 菊原 麻由奈(2) 13.37 阿部 真里香(2) 13.44 花岡 美憂(3) 13.61 片桐 穂花(1) 13.65

１００ｍ 高校･上田東 高校･上田染谷丘 高校･野沢北 高校･上田東 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･上田東 高校･丸子修学館
05/12  +5.7 髙橋 奈弓(2) 26.11 林 美朱(3) 26.57 加藤 恭香(2) 26.77 金田 華実(1) 27.23 阿部 真里香(2) 27.97 阿部 恵里香(2) 28.13 片桐 穂花(1) 28.89 丸橋 由紀子(1) 29.43

２００ｍ 高校･上田東 高校･上田染谷丘 高校･上田東 高校･野沢北 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･丸子修学館 高校･小諸
05/10 山﨑 菜月(3) 58.35 小合 沙季(2) 1,00.94 髙橋 奈弓(2) 1,01.57 菊原 麻由奈(2) 1,02.08 阿部 恵里香(2) 1,02.58 丸橋 由紀子(1) 1,04.12 関 遥(2) 1,04.70 土屋 みなみ(3) 1,05.08

４００ｍ 高校･上田 大会新 高校･丸子修学館 高校･上田東 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･小諸 高校･上田西 高校･上田染谷丘
05/11 山﨑 菜月(3) 2,16.97 小合 沙季(2) 2,19.08 小宮山 悠(2) 2,22.38 岩波 香奈(3) 2,25.91 甘利 祐子(1) 2,26.37 菅沼 真衣(2) 2,27.33 丸橋 由紀子(1) 2,30.49 鈴木 麻衣(3) 2,31.79

８００ｍ 高校･上田 大会新 高校･丸子修学館 高校･野沢北 高校･小諸 高校･佐久長聖 高校･丸子修学館 高校･小諸 高校･野沢南
05/10 岩波 香奈(3) 4,48.81 山﨑 千夏(3) 4,49.54 甘利 祐子(1) 4,52.48 菅沼 真衣(2) 4,59.00 小宮山 悠(2) 5,09.86 出口 栞里(2) 5,18.32 池田 優子(3) 5,30.38 小泉 愛花(2) 5,40.05

１５００ｍ 高校･小諸 高校･上田 高校･佐久長聖 高校･丸子修学館 高校･野沢北 高校･上田 高校･丸子修学館 高校･野沢南
05/12 山﨑 千夏(3) 10,16.94 岩波 香奈(3) 10,28.17 甘利 祐子(1) 10,35.16 菅沼 真衣(2) 10,51.24 小宮山 悠(2) 11,18.79 出口 栞里(2) 11,34.17 池田 優子(3) 11,48.42 中島 和華(2) 12,25.33

３０００ｍ 高校･上田 高校･小諸 高校･佐久長聖 高校･丸子修学館 高校･野沢北 高校･上田 高校･丸子修学館 高校･上田染谷丘
05/10  +1.5 佐藤 くるみ(3) 16.74 土屋 みなみ(3) 17.07 岩崎 若葉(2) 17.45 細田 真央(1) 18.17 堤 瑛子(3) 18.18 渡邉 希(1) 18.32 青木 莉奈(2) 18.68 三浦 早央里(3) 18.69

１００ｍＨ 高校･丸子修学館 高校･上田染谷丘 高校･小諸 高校･上田染谷丘 高校･佐久長聖 高校･小諸 高校･上田千曲 高校･野沢北
05/11 土屋 みなみ(3) 1,09.40 花里 裕良(3) 1,11.66 木下 真凛(2) 1,13.47 堤 瑛子(3) 1,14.44 三浦 早央里(3) 1,15.76 岩崎 若葉(2) 1,17.09 渡邉 希(1) 1,18.36 岸田 藍(1) 1,18.76

４００ｍＨ 高校･上田染谷丘 高校･佐久長聖 高校･野沢北 高校･佐久長聖 高校･野沢北 高校･小諸 高校･小諸 高校･上田染谷丘
05/10 中島 和華(2) 27,19.92 清水口 愛(1) 44,13.15

５０００ｍＷ 高校･上田染谷丘 大会新 高校･丸子修学館
05/12 山我 杏寿実(2) 1.60 神谷 梨緒菜(2) 1.50 間嶋 美優(3) 1.50 萩原 千尋(1) 高校･野沢南 1.35 林 未加(2) 1.35 細田 真央(1) 1.30 堀内 槙乃(1) 1.25

走高跳 高校･野沢北 高校･北佐久農業 高校･佐久長聖 林 美朱(3) 高校･上田染谷丘 高校･小諸 高校･上田染谷丘 高校･上田染谷丘
05/10 加藤 恭香(2) 5.19(+3.0) 高橋 知里(3) 4.87(0.0) 片桐 穂花(1) 4.87(-1.9) 花岡 美憂(3) 4.79(-1.9) 清水 晶絵(1) 4.77(+2.5) 佐藤 有生(2) 4.57(+1.9) 佐藤 くるみ(3)4.56(+3.1) 箕輪 遥(2) 4.45(+1.9)

走幅跳 高校･上田東 高校･佐久長聖 高校･丸子修学館 高校･上田東 高校･小諸 高校･野沢南 高校･丸子修学館 高校･佐久長聖
05/11 佐藤 芹香(1) 10.79 巣山 夏歩(3) 10.26 土屋 鈴花(2) 8.75 永井 琴美(1) 8.65 新津 まり菜(2) 7.87 小林 優乃(2) 7.84 佐々木 梨香(2) 7.78 藤 未左衣(2) 7.66

砲丸投(4.000kg) 高校･佐久長聖 高校･丸子修学館 高校･上田染谷丘 高校･上田東 高校･野沢南 高校･岩村田 高校･丸子修学館 高校･丸子修学館
05/12 佐藤 芹香(1) 31.14 巣山 夏歩(3) 30.41 新津 まり菜(2) 25.82 土屋 鈴花(2) 25.63 小林 優乃(2) 24.47 藤 未左衣(2) 23.10 佐々木 梨香(2) 22.91 柳沢 有香(2) 20.87

円盤投(1.000kg) 高校･佐久長聖 高校･丸子修学館 高校･野沢南 高校･上田染谷丘 高校･岩村田 高校･丸子修学館 高校･丸子修学館 高校･小諸
05/10 高野 希恵(3) 38.74 新津 まり菜(2) 37.63 巣山 夏歩(3) 37.58 柳沢 有香(2) 30.82 林 未加(2) 28.39 有井 歩(3) 27.47 佐々木 梨香(2) 26.39 箕輪 遥(2) 26.32

やり投(0.600kg) 高校･野沢北 高校･野沢南 高校･丸子修学館 高校･小諸 高校･小諸 高校･野沢南 高校･丸子修学館 高校･佐久長聖
05/11 上田東       51.30 上田染谷丘       51.61 佐久長聖       51.82 野沢北       53.13 丸子修学館       54.33 小諸       54.67 野沢南       55.09 上田     1,01.77

４×１００ｍＲ 江原 成美(1) 金井 梨里(1) 阿部 恵里香(2) 金田 華実(1) 佐々木 梨香(2) 林 未加(2) 佐藤 有生(2) 春原 有花(1)
髙橋 奈弓(2) 林 美朱(3) 菊原 麻由奈(2) 木下 真凛(2) 片桐 穂花(1) 岩崎 若葉(2) 有井 歩(3) 温井 結(2)
花岡 美憂(3) 土屋 みなみ(3) 阿部 真里香(2) 三浦 早央里(3) 佐藤 くるみ(3) 清水 晶絵(1) 新津 まり菜(2) 山﨑 菜月(3)
加藤 恭香(2) 細田 真央(1) 高橋 知里(3) 山我 杏寿実(2) 巣山 夏歩(3) 丸橋 由紀子(1) 鈴木 麻衣(3) 出口 栞里(2)

05/12 佐久長聖     4,15.70 上田染谷丘     4,20.92 丸子修学館     4,21.38 野沢北     4,22.96 上田     4,23.35 小諸     4,26.11 野沢南     4,31.54 上田東     4,35.47
４×４００ｍＲ 北原 志保(3) 細田 真央(1) 佐藤 くるみ(3) 木下 真凛(2) 温井 結(2) 岩崎 若葉(2) 佐藤 有生(2) 永井 琴美(1)

阿部 真里香(2) 土屋 みなみ(3) 片桐 穂花(1) 山我 杏寿実(2) 山﨑 菜月(3) 岩波 香奈(3) 小泉 愛花(2) 髙橋 奈弓(2)
阿部 恵里香(2) 林 美朱(3) 菅沼 真衣(2) 三浦 早央里(3) 山﨑 千夏(3) 清水 晶絵(1) 有井 歩(3) 花岡 美憂(3)
菊原 麻由奈(2) 岸田 藍(1) 小合 沙季(2) 小宮山 悠(2) 出口 栞里(2) 丸橋 由紀子(1) 鈴木 麻衣(3) 加藤 恭香(2)

05/12 佐藤 くるみ(3) 3143 花里 裕良(3) 3039 林 未加(2) 2392 渡邉 希(1) 2273 柳沢 有香(2) 2142 萩原 千尋(1) 1949
七種競技 高校･丸子修学館 高校･佐久長聖 高校･小諸 高校･小諸 高校･小諸 高校･野沢南

05/13 学校総合 佐久長聖 107 丸子修学館 105 小諸 78 上田染谷丘 77.5 上田東 62 野沢北 62 上田 42 野沢南 36.5

05/12 ｵｰﾌﾟﾝ女子 江原 成美(1) 2.80
棒高跳 高校･上田東

05/12 花岡 美憂(3) 10.64(+4.9)
三段跳 高校･上田東



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       [-1] 競技会名 第153回　東信高校総体　陸上競技会                                               ｺｰﾄﾞ  [13202003]

競技場名 佐久総合運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202060]

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
女子 05/11 -0.4  1 髙橋 奈弓(2) 高校    12.76  2 林 美朱(3) 高校    12.82  3 金田 華実(1) 高校    12.88  4 加藤 恭香(2) 高校    12.99

上田東 上田染谷丘 野沢北 上田東
 5 菊原 麻由奈(2) 高校    13.37  6 阿部 真里香(2) 高校    13.44  7 花岡 美憂(3) 高校    13.61  8 片桐 穂花(1) 高校    13.65

佐久長聖 佐久長聖 上田東 丸子修学館
女子 05/12 +5.7  1 髙橋 奈弓(2) 高校    26.11  2 林 美朱(3) 高校    26.57  3 加藤 恭香(2) 高校    26.77  4 金田 華実(1) 高校    27.23

上田東 上田染谷丘 上田東 野沢北
 5 阿部 真里香(2) 高校    27.97  6 阿部 恵里香(2) 高校    28.13  7 片桐 穂花(1) 高校    28.89  8 丸橋 由紀子(1) 高校    29.43

佐久長聖 佐久長聖 丸子修学館 小諸
女子 05/10  1組  1 菊原 麻由奈(2) 高校  1,02.08  2 丸橋 由紀子(1) 高校  1,04.12  3 関 遥(2) 高校  1,04.70  4 中島 鈴華(2) 高校  1,05.33

佐久長聖 小諸 上田西 北佐久農業
 5 北原 志保(3) 高校  1,05.48 温井 結(2) 高校 欠場    

佐久長聖 上田
 2組  1 山﨑 菜月(3) 高校    58.35  2 小合 沙季(2) 高校  1,00.94  3 髙橋 奈弓(2) 高校  1,01.57  4 阿部 恵里香(2) 高校  1,02.58

上田 丸子修学館 上田東 佐久長聖
 5 土屋 みなみ(3) 高校  1,05.08  6 鈴木 麻衣(3) 高校  1,05.48

上田染谷丘 野沢南
女子 05/11  1 山﨑 菜月(3) 高校  2,16.97  2 小合 沙季(2) 高校  2,19.08  3 小宮山 悠(2) 高校  2,22.38  4 岩波 香奈(3) 高校  2,25.91

上田 丸子修学館 野沢北 小諸
 5 甘利 祐子(1) 高校  2,26.37  6 菅沼 真衣(2) 高校  2,27.33  7 丸橋 由紀子(1) 高校  2,30.49  8 鈴木 麻衣(3) 高校  2,31.79

佐久長聖 丸子修学館 小諸 野沢南
 9 中島 鈴華(2) 高校  2,33.89 10 山本 彩恵(1) 高校  2,51.19 11 清水口 愛(1) 高校  2,51.88 12 中澤 真緒(3) 高校  2,57.45

北佐久農業 佐久長聖 丸子修学館 佐久長聖
女子 05/10  1 岩波 香奈(3) 高校  4,48.81  2 山﨑 千夏(3) 高校  4,49.54  3 甘利 祐子(1) 高校  4,52.48  4 菅沼 真衣(2) 高校  4,59.00

小諸 上田 佐久長聖 丸子修学館
 5 小宮山 悠(2) 高校  5,09.86  6 出口 栞里(2) 高校  5,18.32  7 池田 優子(3) 高校  5,30.38  8 小泉 愛花(2) 高校  5,40.05

野沢北 上田 丸子修学館 野沢南
 9 中島 和華(2) 高校  5,53.22 10 中島 瑞穂(1) 高校  6,44.93 小合 沙季(2) 高校 欠場    

上田染谷丘 上田 丸子修学館
女子 05/12  1 山﨑 千夏(3) 高校 10,16.94  2 岩波 香奈(3) 高校 10,28.17  3 甘利 祐子(1) 高校 10,35.16  4 菅沼 真衣(2) 高校 10,51.24

上田 小諸 佐久長聖 丸子修学館
 5 小宮山 悠(2) 高校 11,18.79  6 出口 栞里(2) 高校 11,34.17  7 池田 優子(3) 高校 11,48.42  8 中島 和華(2) 高校 12,25.33

野沢北 上田 丸子修学館 上田染谷丘
 9 清水口 愛(1) 高校 14,02.12

丸子修学館
女子 05/10 +1.5  1 佐藤 くるみ(3) 高校    16.74  2 土屋 みなみ(3) 高校    17.07  3 岩崎 若葉(2) 高校    17.45  4 細田 真央(1) 高校    18.17

丸子修学館 上田染谷丘 小諸 上田染谷丘
 5 堤 瑛子(3) 高校    18.18  6 渡邉 希(1) 高校    18.32  7 青木 莉奈(2) 高校    18.68  8 三浦 早央里(3) 高校    18.69

佐久長聖 小諸 上田千曲 野沢北
女子 05/11  1組  1 三浦 早央里(3) 高校  1,15.76  2 岩崎 若葉(2) 高校  1,17.09  3 岸田 藍(1) 高校  1,18.76  4 小泉 愛花(2) 高校  1,23.88

野沢北 小諸 上田染谷丘 野沢南
 5 成澤 智織(2) 高校  1,30.91

野沢南
 2組  1 土屋 みなみ(3) 高校  1,09.40  2 花里 裕良(3) 高校  1,11.66  3 木下 真凛(2) 高校  1,13.47  4 堤 瑛子(3) 高校  1,14.44

上田染谷丘 佐久長聖 野沢北 佐久長聖
 5 渡邉 希(1) 高校  1,18.36

小諸
女子 05/10  1 中島 和華(2) 高校 27,19.92  2 清水口 愛(1) 高校 44,13.15

上田染谷丘 丸子修学館
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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       [-1] 競技会名 第153回　東信高校総体　陸上競技会                                               ｺｰﾄﾞ  [13202003]

競技場名 佐久総合運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202060]

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

ｵｰﾌﾟﾝ女子 05/11 -0.2 江原 成美(1) 高校
上田東

ｵｰﾌﾟﾝ女子 05/10 中澤 真緒(3) 高校
佐久長聖

混成女子 05/11 -1.4  1 佐藤 くるみ(3) 高校    28.54  2 花里 裕良(3) 高校    29.25  3 渡邉 希(1) 高校    30.47  4 林 未加(2) 高校    30.52
丸子修学館 佐久長聖 小諸 小諸

 5 柳沢 有香(2) 高校    31.59  6 萩原 千尋(1) 高校    32.89
小諸 野沢南

混成女子 05/12  1 佐藤 くるみ(3) 高校  2,41.40  2 花里 裕良(3) 高校  2,42.42  3 渡邉 希(1) 高校  2,50.43  4 林 未加(2) 高校  2,57.24
丸子修学館 佐久長聖 小諸 小諸

 5 柳沢 有香(2) 高校  2,59.21  6 萩原 千尋(1) 高校  3,32.56
小諸 野沢南

混成女子 05/11 -2.4  1 佐藤 くるみ(3) 高校    17.57  2 花里 裕良(3) 高校    18.83  3 渡邉 希(1) 高校    19.53  4 林 未加(2) 高校    20.72
丸子修学館 佐久長聖 小諸 小諸

 5 萩原 千尋(1) 高校    20.91  6 柳沢 有香(2) 高校    21.49
野沢南 小諸

１００ｍ

４００ｍ

七種１００ｍH

七種２００ｍ

七種８００ｍ



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       [-1] 競技会名 第153回　東信高校総体　陸上競技会                                               ｺｰﾄﾞ  [13202003]

競技場名 佐久総合運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202060]

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
女子 05/11  1組 -0.2  1 髙橋 奈弓(2) 高校    12.90  2 菊原 麻由奈(2) 高校    13.43  3 片桐 穂花(1) 高校    13.51  4 花岡 美憂(3) 高校    13.59

上田東 佐久長聖 丸子修学館 上田東
 5 金井 梨里(1) 高校    14.22  6 清水 晶絵(1) 高校    14.26  7 土屋 なつみ(1) 高校    14.43  8 立野 佑奈(1) 高校    14.72

上田染谷丘 小諸 野沢北 小諸商業
 2組 -2.1  1 林 美朱(3) 高校    12.96  2 金田 華実(1) 高校    13.11  3 加藤 恭香(2) 高校    13.23  4 阿部 真里香(2) 高校    13.58

上田染谷丘 野沢北 上田東 佐久長聖
 5 高橋 知里(3) 高校    13.91  6 関 遥(2) 高校    14.25  7 関 沙紀穂(1) 高校    14.79  8 堀内 槙乃(1) 高校    15.59

佐久長聖 上田西 野沢北 上田染谷丘
女子 05/12  1組 +1.7  1 髙橋 奈弓(2) 高校    26.45  2 金田 華実(1) 高校    27.43  3 阿部 真里香(2) 高校    27.78  4 阿部 恵里香(2) 高校    28.03

上田東 野沢北 佐久長聖 佐久長聖
 5 関 遥(2) 高校    29.47  6 岩崎 若葉(2) 高校    29.62 金井 梨里(1) 高校 欠場    

上田西 小諸 上田染谷丘
 2組 +4.3  1 加藤 恭香(2) 高校    26.48  2 林 美朱(3) 高校    26.60  3 片桐 穂花(1) 高校    28.45  4 丸橋 由紀子(1) 高校    28.99

上田東 上田染谷丘 丸子修学館 小諸
 5 土屋 なつみ(1) 高校    29.11  6 有井 歩(3) 高校    29.17  7 北原 志保(3) 高校    29.31

野沢北 野沢南 佐久長聖
女子 05/10  1組 -2.0  1 佐藤 くるみ(3) 高校    16.98  2 細田 真央(1) 高校    18.35  3 堤 瑛子(3) 高校    18.70  4 三浦 早央里(3) 高校    19.04

丸子修学館 上田染谷丘 佐久長聖 野沢北
 5 青木 莉奈(2) 高校    19.28  6 成澤 智織(2) 高校    22.58  7 清水 晶絵(1) 高校    25.97 花里 裕良(3) 高校 欠場    

上田千曲 野沢南 小諸 佐久長聖
 2組 -2.8  1 岩崎 若葉(2) 高校    17.88  2 土屋 みなみ(3) 高校    17.96  3 渡邉 希(1) 高校    18.95  4 岸田 藍(1) 高校    19.72

小諸 上田染谷丘 小諸 上田染谷丘
 5 木下 真凛(2) 高校    19.89 高橋 知里(3) 高校 欠場    佐藤 有生(2) 高校 欠場    

野沢北 佐久長聖 野沢南

順
位

順
位

１００ｍ

２００ｍ

１００ｍＨ

順
位

順
位



リレー種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [-1] 競技会名 第153回　東信高校総体　陸上競技会                                               ｺｰﾄﾞ  [13202003]

競技場名 佐久総合運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202060]

種  目 月/日 組 順位 選手名２ 選手名３ 選手名４ 記  録 備  考
女子 05/11     1 上田東 江原 成美(1) 髙橋 奈弓(2) 花岡 美憂(3) 加藤 恭香(2)       51.30

    2 上田染谷丘 金井 梨里(1) 林 美朱(3) 土屋 みなみ(3) 細田 真央(1)       51.61
    3 佐久長聖 阿部 恵里香(2) 菊原 麻由奈(2) 阿部 真里香(2) 高橋 知里(3)       51.82
    4 野沢北 金田 華実(1) 木下 真凛(2) 三浦 早央里(3) 山我 杏寿実(2)       53.13
    5 丸子修学館 佐々木 梨香(2) 片桐 穂花(1) 佐藤 くるみ(3) 巣山 夏歩(3)       54.33
    6 小諸 林 未加(2) 岩崎 若葉(2) 清水 晶絵(1) 丸橋 由紀子(1)       54.67
    7 野沢南 佐藤 有生(2) 有井 歩(3) 新津 まり菜(2) 鈴木 麻衣(3)       55.09
    8 上田 春原 有花(1) 温井 結(2) 山﨑 菜月(3) 出口 栞里(2)     1,01.77

女子 05/12     1 佐久長聖 北原 志保(3) 阿部 真里香(2) 阿部 恵里香(2) 菊原 麻由奈(2)     4,15.70
    2 上田染谷丘 細田 真央(1) 土屋 みなみ(3) 林 美朱(3) 岸田 藍(1)     4,20.92
    3 丸子修学館 佐藤 くるみ(3) 片桐 穂花(1) 菅沼 真衣(2) 小合 沙季(2)     4,21.38
    4 野沢北 木下 真凛(2) 山我 杏寿実(2) 三浦 早央里(3) 小宮山 悠(2)     4,22.96
    5 上田 温井 結(2) 山﨑 菜月(3) 山﨑 千夏(3) 出口 栞里(2)     4,23.35
    6 小諸 岩崎 若葉(2) 岩波 香奈(3) 清水 晶絵(1) 丸橋 由紀子(1)     4,26.11
    7 野沢南 佐藤 有生(2) 小泉 愛花(2) 有井 歩(3) 鈴木 麻衣(3)     4,31.54
    8 上田東 永井 琴美(1) 髙橋 奈弓(2) 花岡 美憂(3) 加藤 恭香(2)     4,35.47

４×４００ｍＲ

チーム名 選手名１

４×１００ｍＲ



決勝 5月12日 10:30

県高新               1.77
大会新               1.65

山我 杏寿実(2) 高校
ﾔﾏｶﾞ ｱｽﾞﾐ 野沢北
神谷 梨緒菜(2) 高校
ｶﾐﾔ ﾘｵﾅ 北佐久農業
間嶋 美優(3) 高校
ﾏｼﾏ ﾐｳ 佐久長聖
萩原 千尋(1) 高校
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 野沢南
林 美朱(3) 高校
ﾊﾔｼ ﾐｱｶ 上田染谷丘
林 未加(2) 高校
ﾊﾔｼ ﾐｶ 小諸
細田 真央(1) 高校
ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘
堀内 槙乃(1) 高校
ﾎﾘｳﾁ ﾏｷﾉ 上田染谷丘

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m25 1m30 備考1m15 1m20 1m35 1m40 1m45 1m50 1m60 1m65
1 8  1224

- - - - O O O O O XXX  1.60

2 6  1293
- - - - O O O XO XXX  1.50

3 7  1296
- - - - O XO O XO XXX  1.50

4 4  1250
- O O O O XXX  1.35

4 5  1482
- O O O O XXX  1.35

6 3  1347
O O O XO O XXX  1.35

7 2  1455
XO O O O XXX  1.30

8 1  1456
XO O O XXX  1.25



決勝 5月10日 10:30

県高新               6.06
大会新               5.55

加藤 恭香(2) 高校    X   4.85   5.03   5.19   5.00   4.96    5.19 
ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東   +1.8   +1.6   +3.0   -3.2   -1.0    +3.0
高橋 知里(3) 高校   4.87   4.86    X   4.67    X    X    4.87 
ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ 佐久長聖    0.0   +2.1    0.0     0.0
片桐 穂花(1) 高校    X   4.72    X   4.87    X   4.77    4.87 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 丸子修学館   +1.7   -1.9   -1.6    -1.9
花岡 美憂(3) 高校    X   4.52   4.15   4.79   4.54   4.40    4.79 
ﾊﾅｵｶ ﾐﾕｳ 上田東   +1.2   +1.5   -1.9   -0.4   -1.6    -1.9
清水 晶絵(1) 高校    X   4.77   4.66   4.52   4.48   4.56    4.77 
ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ 小諸   +2.5   +2.3   -2.7   -2.2   -2.3    +2.5
佐藤 有生(2) 高校   4.57   4.37   4.46   4.19   4.24   3.37    4.57 
ｻﾄｳ ﾕｲ 野沢南   +1.9   +1.3   +0.1   -0.9    0.0   -2.2    +1.9
佐藤 くるみ(3) 高校   4.33   4.16   4.56   4.37   4.16    -    4.56 
ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館   +1.6   +1.4   +3.1    0.0   -1.5    +3.1
箕輪 遥(2) 高校    X   4.21   4.45   4.15    X   3.93    4.45 
ﾐﾉﾜ ﾊﾙｶ 佐久長聖   +0.4   +1.9   +0.3   -2.2    +1.9
神谷 梨緒菜(2) 高校   4.13   4.11   4.18    4.18 
ｶﾐﾔ ﾘｵﾅ 北佐久農業   +0.9   +1.3   -0.2    -0.2
江原 成美(1) 高校    X   3.99   3.86    3.99 
ｴﾊﾗ ﾅﾙﾐ 上田東   +1.0   +0.7    +1.0
堀内 槙乃(1) 高校    X    X   3.75    3.75 
ﾎﾘｳﾁ ﾏｷﾉ 上田染谷丘   +1.5    +1.5
諸山 楓(1) 高校    X    X   3.63    3.63 
ﾓﾛﾔﾏ ｶｴﾃﾞ 小諸商業   +2.0    +2.0
橋本 実季(1) 高校   3.57    X   3.61    3.61 
ﾊｼﾓﾄ ﾐｷ 野沢南   +0.6   +2.2    +2.2
立野 佑奈(1) 高校   3.28   3.29   3.50    3.50 
ﾀﾃﾉ ﾕｳﾅ 小諸商業    0.0   +1.0   +2.9    +2.9
遠藤 優華(3) 高校   2.95   3.44    X    3.44 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ 北佐久農業   +0.4   +0.5    +0.5
金井 梨里(1) 高校    X    X    X
ｶﾅｲ ﾘﾘ 上田染谷丘

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 15  1445

-5-

2 16  1301

3 13  1388

4 12  1441

5 14  1350

6 7  1245

7 11  1396

8 9  1310

9 6  1293

10 5  1446

11 10  1456

12 2  1364

13 1  1249

14 4  1363

15 3  1286

16 8  1454



決勝 5月12日  9:30

江原 成美(1) 高校
ｴﾊﾗ ﾅﾙﾐ 上田東

決勝 5月12日 12:00

花岡 美憂(3) 高校  10.24  10.15  10.53  10.34  10.64  10.61   10.64 
ﾊﾅｵｶ ﾐﾕｳ 上田東   +3.6   +2.0   +3.1   +1.7   +4.9   +2.1    +4.9

ｵｰﾌﾟﾝ女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録3m00 備考2m60 2m80
1 1  1446

O XXO XXX  2.80

1 1  1441
-5- -6- 記録-2- -3- -4- 備考

ｵｰﾌﾟﾝ女子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 5月11日 11:30

県高新              13.65
大会新              13.65

佐藤 芹香(1) 高校
ｻﾄｳ ｾﾘｶ 佐久長聖
巣山 夏歩(3) 高校
ｽﾔﾏ ｶﾎ 丸子修学館
土屋 鈴花(2) 高校
ﾂﾁﾔ ｽｽﾞｶ 上田染谷丘
永井 琴美(1) 高校
ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ 上田東
新津 まり菜(2) 高校
ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ 野沢南
小林 優乃(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ 岩村田
佐々木 梨香(2) 高校
ｻｻｷ ﾘｶ 丸子修学館
藤 未左衣(2) 高校
ﾌｼﾞ ﾐｻｷ 丸子修学館
神谷 梨緒菜(2) 高校
ｶﾐﾔ ﾘｵﾅ 北佐久農業
細田 真央(1) 高校
ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘
岸田 藍(1) 高校
ｷｼﾀﾞ ｱｲ 上田染谷丘
渡辺 日和(2) 高校 欠場
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾖﾘ 上田千曲

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
1 12  1305

10.48 10.79 10.42  9.60 10.71 10.49  10.79 

2 11  1398
 9.86  9.22 10.08  9.76 10.26 10.12  10.26 

3 10  1452
 8.54  8.51  8.75  7.92  8.48  8.62   8.75 

4 7  1448
 7.81  7.88  7.54  8.25  8.65  8.23   8.65 

5 5  1247
 7.49  7.57  7.87  7.52  7.51  7.71   7.87 

6 9  1278
 7.84  7.67  7.42  6.07  7.15  7.28   7.84 

7 6  1386
 7.78  7.63  6.36  6.53  6.89  7.16   7.78 

8 8  1384
 7.35  7.60  7.66  7.57  7.46  6.44   7.66 

9 3  1293
 7.56  7.44  7.18   7.56 

10 2  1455
 5.57  6.27  6.74   6.74 

11 4  1453
 4.96   -  4.52

1  1495

  4.96 



決勝 5月10日 14:00

県高新              48.07
大会新              44.88

高野 希恵(3) 高校
ﾀｶﾉ ｷｴ 野沢北
新津 まり菜(2) 高校
ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ 野沢南
巣山 夏歩(3) 高校
ｽﾔﾏ ｶﾎ 丸子修学館
柳沢 有香(2) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸
林 未加(2) 高校
ﾊﾔｼ ﾐｶ 小諸
有井 歩(3) 高校
ｱﾘｲ ｱﾕﾐ 野沢南
佐々木 梨香(2) 高校
ｻｻｷ ﾘｶ 丸子修学館
箕輪 遥(2) 高校
ﾐﾉﾜ ﾊﾙｶ 佐久長聖
間嶋 美優(3) 高校
ﾏｼﾏ ﾐｳ 佐久長聖
小林 優乃(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ 岩村田
青木 莉奈(2) 高校
ｱｵｷ ﾘﾅ 上田千曲
藤 未左衣(2) 高校
ﾌｼﾞ ﾐｻｷ 丸子修学館
渡辺 日和(2) 高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾖﾘ 上田千曲
永井 琴美(1) 高校
ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ 上田東
遠藤 優華(3) 高校
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ 北佐久農業
橋本 実季(1) 高校
ﾊｼﾓﾄ ﾐｷ 野沢南

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 16  1222

  O   O 33.64   O 38.74   O  38.74 

2 14  1247
  O 35.15   O   O   O 37.63  37.63 

3 15  1398
  X 35.69   O   O 37.58   O  37.58 

4 13  1345
  O 30.82   O   O   O   O  30.82 

5 10  1347
28.39   O   O   O   O   O  28.39 

6 12  1243
  O   O 27.47   O   O   O  27.47 

7 11  1386
  O 26.39   O   O   O   X  26.39 

8 7  1310
  O   O 24.33   O   O 26.32  26.32 

9 5  1296
22.98   O   O  22.98 

10 8  1278
  X 20.99   O  20.99 

11 4  1494
20.73   X   X  20.73 

12 9  1384
  X   O 20.28  20.28 

13 2  1495
  O 19.48   X  19.48 

14 6  1448
  O 15.35   O  15.35 

15 1  1286
  O   O 14.78

16 3  1249
  O   X 10.81  10.81 

 14.78 



決勝 5月12日 12:30

県高新              44.69
大会新              43.41

佐藤 芹香(1) 高校
ｻﾄｳ ｾﾘｶ 佐久長聖
巣山 夏歩(3) 高校
ｽﾔﾏ ｶﾎ 丸子修学館
新津 まり菜(2) 高校
ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ 野沢南
土屋 鈴花(2) 高校
ﾂﾁﾔ ｽｽﾞｶ 上田染谷丘
小林 優乃(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ 岩村田
藤 未左衣(2) 高校
ﾌｼﾞ ﾐｻｷ 丸子修学館
佐々木 梨香(2) 高校
ｻｻｷ ﾘｶ 丸子修学館
柳沢 有香(2) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸
永井 琴美(1) 高校
ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ 上田東
箕輪 遥(2) 高校
ﾐﾉﾜ ﾊﾙｶ 佐久長聖
渡辺 日和(2) 高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾖﾘ 上田千曲
橋本 実季(1) 高校
ﾊｼﾓﾄ ﾐｷ 野沢南

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 11  1305

19.68 28.21 26.38 31.14 28.18 29.32  31.14 

2 12  1398
25.60 25.72   X   X 30.41 30.13  30.41 

3 8  1247
  X 23.88 24.84 23.16 25.82 22.98  25.82 

4 10  1452
19.71 24.93 21.10 25.63 24.71 25.24  25.63 

5 4  1278
21.54 22.47 23.05 22.46 24.47 22.84  24.47 

6 9  1384
  X 22.14 21.23 23.10 19.65   X  23.10 

7 7  1386
  X 19.95 21.23 18.84 22.91   X  22.91 

8 5  1345
20.87 20.26 18.15 14.96   -   X  20.87 

9 1  1448
17.58 19.44 17.28  19.44 

10 6  1310
16.12 16.71 19.18  19.18 

11 2  1495
15.68 15.06 17.19

12 3  1249
  X 13.50   X  13.50 

 17.19 



Ｐ　

コード

コード

20"72 245 18"83 406 19"53 342 17"57 534 21"49 190 20"91 231

-2.4 245 -2.4 406 -2.4 342 -2.4 534 -2.4 190 -2.4 231

1m25 359 1m40 512 1m20 312 1m25 359 1m25 359 1m35 460

604 918 654 893 549 691

6m21 285 6m95 332 4m50 177 7m61 374 5m96 269 5m75 255

889 1250 831 1267 818 946

30"52 446 29"25 536 30"47 450 28"54 589 31"59 377 32"89 299

-1.4 1335 -1.4 1786 -1.4 1281 -1.4 1856 -1.4 1195 -1.4 1245

第　１　日

得　点　計

順　　　位

3m80 263 4m66 469 3m79 261 4m18 350 3m49 198 4m27 371

+0.6 1598 +0.9 2255 +1.2 1542 +0.5 2206 +1.6 1393 +0.7 1616

26m08 403 17m29 239 19m10 272 24m89 380 24m66 376 15m76 211

2001 2494 1814 2586 1769 1827

2´57"24 391 2´42"42 545 2´50"43 459 2´41"40 557 2´59"21 373 3´32"56 122

2392 3039 2273 3143 2142 1949

第　２　日

得　点　計

総　得　点

順　　　位

陸協名　　　長野陸上競技協会　コード 競技会名　第15３回東信高校体育大会　陸上競技大会

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

　平成２５　年　　５　月　１１　日（　土　曜）～　　５　月　１２　日（　日　曜）

1347 1302 1342 1396 1345 1250

林 未加 花里 裕良 渡邉 希 佐藤 くるみ 柳沢 有香 萩原 千尋

小諸 2 佐久長聖 3 小諸 1 丸子修学館 3 小諸 2 野沢南 1

１００ｍＨ

走高跳

砲丸投

２００ｍ

1335 1786 1281 1856 1195 1245

3 2 4 1 6 5

走幅跳

やり投

８００ｍ

1057 1253 992 1287 947 704

2392 3039 2273 3143 2142 1949

3 2 4 1 5 6

　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。

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    内 堀  俊 彦 

審 判 長    小  林  俊 一 ２ ０ １ ３ ２ ０ ２ ０ ９ 

２ ０ ２ ０ ６ ０ 

種目コード ２ ０ ２ N １ 葉 １ 



決勝 5月11日 10:40

県高新               1.77
大会新               1.65

花里 裕良(3) 高校
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ 佐久長聖 (512)
萩原 千尋(1) 高校
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 野沢南 (460)
林 未加(2) 高校
ﾊﾔｼ ﾐｶ 小諸 (359)
佐藤 くるみ(3) 高校
ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館 (359)
柳沢 有香(2) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸 (359)
渡邉 希(1) 高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 小諸 (312)

決勝 5月11日 12:40

県高新              13.65
大会新              13.65

佐藤 くるみ(3) 高校
ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館 (374)
花里 裕良(3) 高校
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ 佐久長聖 (332)
林 未加(2) 高校
ﾊﾔｼ ﾐｶ 小諸 (285)
柳沢 有香(2) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸 (269)
萩原 千尋(1) 高校
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 野沢南 (255)
渡邉 希(1) 高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 小諸 (177)

決勝 5月12日 10:00

県高新               6.02
大会新               5.55

花里 裕良(3) 高校   4.66   4.58   4.41    4.66 
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ 佐久長聖   +1.6   +0.4   +0.9    +1.6 (469)
萩原 千尋(1) 高校   4.15    X   4.27    4.27 
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 野沢南   +1.6   +1.2    +1.2 (371)
佐藤 くるみ(3) 高校   4.18   4.18    X    4.18 
ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館   +1.3   +0.6    +1.3 (350)
林 未加(2) 高校   3.41   3.58   3.80    3.80 
ﾊﾔｼ ﾐｶ 小諸   +2.5   +0.7   +0.5    +0.5 (263)
渡邉 希(1) 高校   3.59   3.60   3.79    3.79 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 小諸   +0.5    0.0   +0.7    +0.7 (261)
柳沢 有香(2) 高校    X   3.44   3.49    3.49 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸   -0.5   +0.9    +0.9 (198)

5 6  1342

6 2  1345

3 1  1396

4 4  1347

備考
1 5  1302

-5-

2 3  1250

-1- -6- 記録-2- -3- -4-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

  4.50 

混成女子

七種走幅跳

  5.75 

6 6  1342
 4.50   X   X

  5.96 

5 3  1250
 5.75  5.52  5.70

  6.21 

4 4  1345
 5.65  5.96  5.27

  6.95 

3 2  1347
 5.91  5.56  6.21

  7.61 

2 1  1302
 6.67  6.95  6.54

1 5  1396
 6.51  7.61  7.34

-3- -4- -5- -6- 記録 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-

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 記録1m20 1m25 備考1m10 1m15 1m30 1m35 1m40 1m45
1 2  1302

- - O O O XO XXO XXX  1.40

2 6  1250
- - O O O XXO XXX  1.35

3 1  1347
- O O XO XXX  1.25

3 4  1396
- O O O XXX  1.25

3 5  1345
O O XO XXO XXX  1.25

6 3  1342
O XO XO XXX  1.20



決勝 5月12日 11:30

県高新              47.14
大会新              44.88

林 未加(2) 高校
ﾊﾔｼ ﾐｶ 小諸 (403)
佐藤 くるみ(3) 高校
ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館 (380)
柳沢 有香(2) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸 (376)
渡邉 希(1) 高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 小諸 (272)
花里 裕良(3) 高校
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ 佐久長聖 (239)
萩原 千尋(1) 高校
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 野沢南 (211)

 15.76 

 17.29 

6 6  1250
13.92 15.76   X

 19.10 

5 4  1302
17.08   X 17.29

 24.66 

4 3  1342
19.10   X   X

 24.89 

3 1  1345
23.99 24.66 22.90

 26.08 

2 2  1396
24.89   X   X

1 5  1347
24.97 25.55 26.08

-3- -4- -5- -6- 記録 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-
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