
第６６回全信州陸上競技大会
　　主催　上田市　長野県教育委員会　上田市教育委員会
　　　　　長野陸上競技協会　上田市体育協会
　　　　　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
10/04 女子  -2.5金井 梨里(2) 13.4 片桐 穂花(2) 14.2 水上  凛(1) 15.1 北村 咲衣(1) 15.2

100m 高校･上田染谷丘高 高校･望月AC 高校･長野清泉 高校･長野清泉
10/04  -0.7土屋 かなめ(3) 28.5 廣川 紗良(2) 28.9 齊藤 陽向(2) 29.0 古川 真央(1) 29.9 片桐 穂花(2) 31.0

200m 中学･望月AC 中学･芦原中 中学･望月AC 高校･丸子修学館 高校･望月AC
10/04 田川 綺菜(2) 2,28.5 渡辺 恵衣(1) 2,33.2 清水口 愛(2) 2,34.1

800m 高校･上田染谷丘高 高校･岩村田高 高校･丸子修学館
10/04 細田 真央(2) 16.6 岸田 藍(2) 17.6 渡邉 希(2) 18.1 清水 晶絵(2) 18.2 田中 風紗音(1) 18.5 加納 南菜子(1) 18.8 武藤 衣里加(1) 21.1

100mH 高校･上田染谷丘高 高校･上田染谷丘高 高校･小諸 高校･小諸 中学･芦原中 高校･上田高 中学･芦原中
10/04 萩原 千尋(2) 1.35 佐々木 はな実(1 1.25

走高跳 高校･野沢南高 高校･長野清泉
10/04 清水 晶絵(2) 5.21(+3.2) 宮下 あかね(1)4.91(+0.9) 堀内 槙乃(2) 4.73(+4.6) 片桐 穂花(2) 4.72(+1.4) 萩原 千尋(2) 4.33(+4.1) 橋本 実季(2) 4.32(+2.3) 水上  凛(1) 3.93(+2.3) 佐々木 はな実(13.28(+2.5)

走幅跳 高校･小諸 高校･上田染谷丘高 高校･上田染谷丘高 高校･望月AC 高校･野沢南高 高校･野沢南高 高校･長野清泉 高校･長野清泉
10/04 宮下 彩奈(1) 22.32 古川 真央(1) 22.16 橋本 実季(2) 17.22

円盤投 高校･東御清翔 高校･丸子修学館 高校･野沢南高
10/04 細田 真央(2) 29.17 渡邉 希(2) 24.95 西澤 葉月(2) 23.89 宮下 彩奈(1) 22.91 横山 藍(1) 19.94 内藤 夕梨香(1) 8.07

やり投 高校･上田染谷丘高 高校･小諸 高校･長野清泉 高校･東御清翔 高校･岩村田高 高校･長野清泉
10/04 上田染谷丘高       52.2

4x100mR 宮下 あかね(1)
金井 梨里(2)
岸田 藍(2)
細田 真央(2)

10/04 中学女子  -0.9土屋 かなめ(3) 13.4 廣川 紗良(2) 13.8 齊藤 陽向(2) 13.9 下平 涼羽(1) 中学･小諸東中 14.0 河田 璃音(1) 14.1
100m 中学･望月AC 中学･芦原中 中学･望月AC 酒井 夢実(2) 中学･小諸東中 中学･上田第五中

10/04 日比 まひろ(2) 7,36.1 内堀 実咲(1) 7,53.4 小林 未央(1) 8,19.1 柳澤 華恋(1) 8,19.8 溝口 智子(2) 8,30.3 河田 璃音(1) 8,49.8 大久保 美鈴(2) 8,53.9 後藤 杏菜(1) 9,01.8
2000m 中学･上田第四中 中学･丸子北中 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 中学･上田第五中 中学･丸子北中

10/04 塩原 美里(2) 1.50 塚原 芽衣(2) 1.34 中田 萌(2) 1.34 後藤 佐智(2) 1.32 金箱 ちひろ(2) 1.20 飯島 萌希(1) 1.20 舘内 彩歌(1) 1.15
走高跳 中学･高瀬中 中学･上田第五中 中学･旭町中 中学･旭町中 中学･上田第四中 中学･上田第四中 中学･上田第四中

10/04 荒井 菜々風(2) 2.20 鎌倉 未有(2) 中学･原中 2.00
棒高跳 中学･原中 山嵜 美穂(2) 中学･上田第五中

10/04 土屋 さくら(2)4.65(+1.8) 清水 千亜紀(3)4.55(+2.5) 内田 佑香(2) 4.44(+1.2) 由比ヶ濵 吏(2)3.86(+2.5) 宮下 結菜(2) 3.83(+2.7) 佐藤 澄怜(1) 3.74(+3.9) 飯島 晴菜(2) 3.68(+1.0) 星野 聖菜(1) 2.74(+3.1)
走幅跳 中学･小諸東中 中学･望月AC 中学･旭町中 中学･旭町中 中学･上田第四中 中学･旭町中 中学･上田第四中 中学･旭町中

10/04 内藤 百嶺(2) 8.37 林 桜子(2) 8.22 内田 佑香(2) 8.20 松岡 桃香(2) 7.44 上原 彩香(2) 7.09 藤井 若菜(1) 6.78 後藤 佐智(2) 6.77 井嶋 まどか(2) 6.58
砲丸投 中学･旭町中 中学･上田第五中 中学･旭町中 中学･芦原中 中学･上田第四中 中学･旭町中 中学･旭町中 中学･波田中

10/04 小諸東中(A)       54.2 芦原中       57.1 上田第五中       59.6 小諸東中(B)       60.7 上田第四中(C)      62.3 上田第四中(B)      62.6
4x100mR 大塚 七星(1) 佐藤 結衣(1) 渋沢 彩乃(1) 加部 菜花(2) 飯島 萌希(1) 日比 まひろ(2)

酒井 夢実(2) 廣川 紗良(2) 河田 璃音(1) 横須賀 玲奈(1) 杉谷 亜美(1) 金箱 ちひろ(2)
土屋 さくら(2) 武藤 衣里加(1) 山嵜 美穂(2) 井出 瑠奈(2) 舘内 彩歌(1) 上原 彩香(2)
下平 涼羽(1) 田中 風紗音(1) 塚原 芽衣(2) 諸山 理湖(1) 南正覚 史乃(1) 飯島 晴菜(2)



決勝 10月4日 12:00

大会新              12.6 

風速 -2.5

 1 金井 梨里(2) 高校      13.4 
ｶﾅｲ ﾘﾘ 上田染谷丘高

 2 片桐 穂花(2) 高校      14.2 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 望月AC

 3 水上  凛(1) 高校      15.1 
ﾐｽﾞｶﾐ ﾘﾝ 長野清泉

 4 北村 咲衣(1) 高校      15.2 
ｷﾀﾑﾗ ｻｲ 長野清泉

決勝 10月4日 13:00

大会新              25.5 

風速 -0.7

 1 土屋 かなめ(3) 中学      28.5 
ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 望月AC

 2 廣川 紗良(2) 中学      28.9 
ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 芦原中

 3 齊藤 陽向(2) 中学      29.0 
ｻｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 望月AC

 4 古川 真央(1) 高校      29.9 
ﾌﾙｶﾜ ﾏｵ 丸子修学館

 5 片桐 穂花(2) 高校      31.0 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 望月AC

決勝 10月4日 12:45

大会新            2,16.0 

 1 田川 綺菜(2) 高校    2,28.5 
ﾀｶﾞﾜ ｱﾔﾅ 上田染谷丘高

 2 渡辺 恵衣(1) 高校    2,33.2 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｲ 岩村田高

 3 清水口 愛(2) 高校    2,34.1 
ｼﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱｲ 丸子修学館

女子

800m                

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  1393

1  1457

2  1266

2     3

6  4331

3  1393

4  4180

5  4313

女子

200m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  1021

2  1924

1  1454

3     3

女子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月4日 10:25

大会新              14.9 

[ 1組] 風速 -2.8 [ 2組] 風速 -2.0

 1 清水 晶絵(2) 高校      18.2  1 細田 真央(2) 高校      16.6 
ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ 小諸 ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘高

 2 田中 風紗音(1) 中学      18.5  2 岸田 藍(2) 高校      17.6 
ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ 芦原中 ｷｼﾀﾞ ｱｲ 上田染谷丘高

 3 加納 南菜子(1) 高校      18.8  3 渡邉 希(2) 高校      18.1 
ｶﾉｳ ﾅﾅｺ 上田高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 小諸

 4 武藤 衣里加(1) 中学      21.1 関 真優 一般
ﾑﾄｳ ｴﾘｶ 芦原中 ｾｷ ﾏﾕ 松本大

   1 細田 真央(2) 高校 上田染谷丘高      16.6 (-2.0)   2   1
   2 岸田 藍(2) 高校 上田染谷丘高      17.6 (-2.0)   2   2
   3 渡邉 希(2) 高校 小諸      18.1 (-2.0)   2   3
   4 清水 晶絵(2) 高校 小諸      18.2 (-2.8)   1   1
   5 田中 風紗音(1) 中学 芦原中      18.5 (-2.8)   1   2
   6 加納 南菜子(1) 高校 上田高      18.8 (-2.8)   1   3
   7 武藤 衣里加(1) 中学 芦原中      21.1 (-2.8)   1   4

決勝 10月4日 14:15

大会新              50.0 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 上田染谷丘高  1458 宮下 あかね(1)      52.2 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ
 1454 金井 梨里(2)

ｶﾅｲ ﾘﾘ
 1453 岸田 藍(2)

ｷｼﾀﾞ ｱｲ
 1455 細田 真央(2)

ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ
  2 長野清泉

ﾅｶﾞﾉｾｲｾﾝ 欠場

女子

4x100mR             

決勝

 1342

 4314

 1350
 4315
 1424

記録（風）所属名 備考 組 順位
 1455
 1453

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県

4     2
欠場

3  1453

6  1342

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1455

6  1424

3  4314

4  1350

5  4315

女子

100mH               

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



予選 10月4日  9:30
決勝 10月4日 11:55

大会新              12.8 

[ 1組] 風速 -1.7 [ 2組] 風速 -3.4

 1 下平 涼羽(1) 中学      14.2 q  1 酒井 夢実(2) 中学      14.5 q
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｽｽﾞﾊ 小諸東中 ｻｶｲ ﾕﾒﾐ 小諸東中

 2 河田 璃音(1) 中学      14.5 q  2 児玉 菜緒(1) 中学      15.1 
ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 上田第五中 ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ 上田第四中

 3 宮下 結菜(2) 中学      15.1  3 清水 千亜紀(3) 中学      15.6 
ﾐﾔｼﾀ ﾕｲﾅ 上田第四中 ｼﾐｽﾞ ﾁｱｷ 望月AC

 4 佐藤 結衣(1) 中学      16.0  4 杉谷 亜美(1) 中学      15.8 
ｻﾄｳ ﾏｲ 芦原中 ｽｷﾞﾀﾆ ｱﾐ 上田第四中

 5 井出 瑠奈(2) 中学      17.3  5 渋沢 彩乃(1) 中学      16.3 
ｲﾃﾞ ﾙﾅ 小諸東中 ｼﾌﾞｻﾜ ｱﾔﾉ 上田第五中

 6 藤城 彩花(1) 中学      17.5 品原 鈴美香(1) 中学
ﾌｼﾞｼﾛ ｱﾔｶ 上田第五中 ｼﾅﾊﾗ ﾚﾐｶ 小諸東中

[ 3組] 風速 -2.6 [ 4組] 風速 -1.9

 1 廣川 紗良(2) 中学      14.5 q  1 土屋 かなめ(3) 中学      13.8 q
ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 芦原中 ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 望月AC

 2 大塚 七星(1) 中学      15.1  2 横須賀 玲奈(1) 中学      14.7 
ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ 小諸東中 ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ 小諸東中

 3 伊東 海菜美(2) 中学      15.5  3 大久保 理菜(1) 中学      16.1 
ｲﾄｳ ﾐﾅﾐ 上田第四中 ｵｵｸﾎﾞ ﾘﾅ 上田第四中

 4 柳澤 華恋(1) 中学      15.9  4 林 桜子(2) 中学      17.1 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾚﾝ 上田第五中 ﾊﾔｼ ｼｮｳｺ 上田第五中

 5 大久保 美鈴(2) 中学      16.1 武藤 衣里加(1) 中学
ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾚｲ 上田第五中 ﾑﾄｳ ｴﾘｶ 芦原中

[ 5組] 風速 -3.0

 1 齊藤 陽向(2) 中学      14.2 q
ｻｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 望月AC

 2 加部 菜花(2) 中学      15.1 
ｶﾍﾞ ﾅﾉｶ 小諸東中

 3 宮越 菜緒(2) 中学      15.6 
ﾐﾔｺｼ ﾅｵ 上田第四中

 4 南正覚 史乃(1) 中学      16.3 
ﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｸ ｼﾉ 上田第四中
田中 風紗音(1) 中学
ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ 芦原中

風速 -0.9

 1 土屋 かなめ(3) 中学      13.4 
ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 望月AC

 2 廣川 紗良(2) 中学      13.8 
ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 芦原中

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

 4 下平 涼羽(1) 中学      14.0 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｽｽﾞﾊ 小諸東中

 4 酒井 夢実(2) 中学      14.0 
ｻｶｲ ﾕﾒﾐ 小諸東中

 6 河田 璃音(1) 中学      14.1 
ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 上田第五中

6  4287

1  4681

3  4331

4  4293

2  4180

5  4313

4  4315
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  4646

6  4657

3  4331

5  4288

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  4678 6  4314
欠場

4  4682 3  4677

5  4647 2  4654

6  4290 5  4295

3  4313 4  4180
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

6  4683 5  4292
欠場

3  4285 6  4685

2  4316 4  4658

1  4650 1  4181

4  4681 2  4653

5  4293 3  4287

中学女子

100m                

予選 通過基準  5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／備考記録／備考 順No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ



決勝 10月4日 12:20

大会新            2,23.8 

 1 日比 まひろ(2) 中学    7,36.1 
ﾋﾋﾞ ﾏﾋﾛ 上田第四中

 2 内堀 実咲(1) 中学    7,53.4 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾐｻｷ 丸子北中

 3 小林 未央(1) 中学    8,19.1 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｵ 丸子北中

 4 柳澤 華恋(1) 中学    8,19.8 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾚﾝ 上田第五中

 5 溝口 智子(2) 中学    8,30.3 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 丸子北中

 6 河田 璃音(1) 中学    8,49.8 
ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 上田第五中

 7 大久保 美鈴(2) 中学    8,53.9 
ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾚｲ 上田第五中

 8 後藤 杏菜(1) 中学    9,01.8 
ｺﾞﾄｳ ｱﾝﾅ 丸子北中

 9 渋沢 彩乃(1) 中学    9,19.1 
ｼﾌﾞｻﾜ ｱﾔﾉ 上田第五中

10 城下 琴音(1) 中学    9,24.5 
ｼﾞｮｳｼﾀ ｺﾄﾈ 上田第四中

11 増澤 美南海(1) 中学    9,26.7 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ 上田第五中

12 山嵜 美穂(2) 中学    9,32.9 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾎ 上田第五中

13 塚原 芽衣(2) 中学    9,36.7 
ﾂｶﾊﾗ ﾒｲ 上田第五中
三田 有紗(3) 中学
ﾐﾀ ｱﾘｻ 波田中
久保田 絢乃(1) 中学
ｸﾎﾞﾀ ｱﾔﾉ 丸子北中
三田 尚果(2) 中学
ﾐﾀ ﾅｵｶ 波田中
小林 奏(3) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 丸子北中

16  4490

4  4496

11  7386

5  4676

1  7380

7  4684

9  4679

3  4685

10  4655

13  4678

2  4498

14  4494

17  4681

12  4497

15  4682

8  4644

6  4495

中学女子

2000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月4日 13:45

大会新              52.6

[ 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   3 小諸東中(A)  4290 大塚 七星(1)      54.2  1   6 芦原中  4316 佐藤 結衣(1)      57.1 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼﾁｭｳA ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ ｱｼﾊﾗﾁｭｳ ｻﾄｳ ﾏｲ
 4287 酒井 夢実(2)  4313 廣川 紗良(2)

ｻｶｲ ﾕﾒﾐ ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ
 4286 土屋 さくら(2)  4314 武藤 衣里加(1)

ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ ﾑﾄｳ ｴﾘｶ
 4293 下平 涼羽(1)  4315 田中 風紗音(1)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｽｽﾞﾊ ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ
 2   5 上田第五中  4685 渋沢 彩乃(1)      59.6  2   4 小諸東中(B)  4288 加部 菜花(2)      60.7 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳ ｼﾌﾞｻﾜ ｱﾔﾉ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼﾁｭｳB ｶﾍﾞ ﾅﾉｶ
 4681 河田 璃音(1)  4295 横須賀 玲奈(1)

ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ
 4679 山嵜 美穂(2)  4285 井出 瑠奈(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾎ ｲﾃﾞ ﾙﾅ
 4676 塚原 芽衣(2)  4289 諸山 理湖(1)

ﾂｶﾊﾗ ﾒｲ ﾓﾛﾔﾏ ﾘｺ
 3   6 上田第四中(C)  4652 飯島 萌希(1)      62.3  3   5 上田第四中(B)  4644 日比 まひろ(2)      62.6 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝﾁｭｳC ｲｲｼﾞﾏ ﾓｴｷ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝﾁｭｳB ﾋﾋﾞ ﾏﾋﾛ
 4658 杉谷 亜美(1)  4649 金箱 ちひろ(2)

ｽｷﾞﾀﾆ ｱﾐ ｶﾈﾊﾞｺ ﾁﾋﾛ
 4656 舘内 彩歌(1)  4648 上原 彩香(2)

ﾀﾁｳﾁ ｱﾔｶ ｳｴﾊﾗ ｱﾔｶ
 4657 南正覚 史乃(1)  4645 飯島 晴菜(2)

ﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｸ ｼﾉ ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾙﾅ
  4 上田第四中(A)  4647 伊東 海菜美(2)

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝﾁｭｳA ｲﾄｳ ﾐﾅﾐ 失格
 4653 児玉 菜緒(1)

ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ
 4650 宮下 結菜(2)

ﾐﾔｼﾀ ﾕｲﾅ
 4646 宮越 菜緒(2)

ﾐﾔｺｼ ﾅｵ

   1 小諸東中(A)      54.2 大塚 七星(1) 酒井 夢実(2) 土屋 さくら(2) 下平 涼羽(1)   1   1
   2 芦原中      57.1 佐藤 結衣(1) 廣川 紗良(2) 武藤 衣里加(1) 田中 風紗音(1)   2   1
   3 上田第五中      59.6 渋沢 彩乃(1) 河田 璃音(1) 山嵜 美穂(2) 塚原 芽衣(2)   1   2
   4 小諸東中(B)      60.7 加部 菜花(2) 横須賀 玲奈(1) 井出 瑠奈(2) 諸山 理湖(1)   2   2
   5 上田第四中(C)      62.3 飯島 萌希(1) 杉谷 亜美(1) 舘内 彩歌(1) 南正覚 史乃(1)   1   3
   6 上田第四中(B)      62.6 日比 まひろ(2) 金箱 ちひろ(2) 上原 彩香(2) 飯島 晴菜(2)   2   3

ｵｰﾀﾞｰ1

中学女子

4x100mR

決勝

タイムレース

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



決勝 10月4日  9:00

大会新               1.55

1m50 1m52
塩原 美里(2) 中学 - - - O O O O O O O
ｼｵﾊﾗ ﾐｻﾄ 高瀬中 XO XXX
塚原 芽衣(2) 中学 - - O O O O XXX
ﾂｶﾊﾗ ﾒｲ 上田第五中
中田 萌(2) 中学 - O O XO XO XO XXX
ﾅｶﾀ ﾓｴ 旭町中
後藤 佐智(2) 中学 - O O O XO XXX
ｺﾞﾄｳ ｻﾁ 旭町中
金箱 ちひろ(2) 中学 O O XXX
ｶﾈﾊﾞｺ ﾁﾋﾛ 上田第四中
飯島 萌希(1) 中学 O XO XXX
ｲｲｼﾞﾏ ﾓｴｷ 上田第四中
舘内 彩歌(1) 中学 O XXX
ﾀﾁｳﾁ ｱﾔｶ 上田第四中
川澄 茉乃(2) 中学
ｶﾜｽﾐ ﾏﾉ 旭町中
諸山 理湖(1) 中学
ﾓﾛﾔﾏ ﾘｺ 小諸東中

決勝 10月4日  9:00

大会新               3.00

荒井 菜々風(2) 中学
ｱﾗｲ ﾅﾅｶ 原中
鎌倉 未有(2) 中学
ｶﾏｸﾗ ﾐﾕ 原中
山嵜 美穂(2) 中学
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾎ 上田第五中

中学女子

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m60 1m70 1m80 1m90 2m00 2m10 2m20 2m30 記録 備考
1 3  7892

- - - - O O XXO XXX  2.20

2 1  7893
- - O O O XXX  2.00

2 2  4679
- O O  2.00O O XXX

2  7056

4  4289

6 1  4652
 1.20

7 3  4656
 1.15

4 5  7057
 1.32

5 6  4649
 1.20

2 8  4676
 1.34

3 7  7058
 1.34

1m40 1m45
記録 備考

1 9  6757
 1.50

1m25 1m30 1m36 1m38

中学女子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m15 1m20 1m32 1m34



決勝 10月4日 12:00

大会新               5.09

土屋 さくら(2) 中学    X   4.58    X    X   4.65    X    4.65 
ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ 小諸東中   +2.9   +1.8    +1.8
清水 千亜紀(3) 中学    X   4.48   4.40   4.37   4.47   4.55    4.55 
ｼﾐｽﾞ ﾁｱｷ 望月AC   +2.7   +0.9   +2.0   +3.0   +2.5    +2.5
内田 佑香(2) 中学   4.44   4.36    X   4.22    X   4.39    4.44 
ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｶ 旭町中   +1.2   +1.8   +4.4   +1.0    +1.2
由比ヶ濵 吏(2) 中学   3.75   3.85   3.86   3.71   3.62   3.42    3.86 
ﾕｲｶﾞﾊﾏ ﾂｶｻ 旭町中   +1.6   +1.4   +2.5   +2.6   +1.2   +1.0    +2.5
宮下 結菜(2) 中学   3.61   3.60   3.83    -    -    -    3.83 
ﾐﾔｼﾀ ﾕｲﾅ 上田第四中   +3.7   -0.4   +2.7    +2.7
佐藤 澄怜(1) 中学   3.65   3.70   3.74   3.66   3.61   3.59    3.74 
ｻﾄｳ ｽﾐﾚ 旭町中   +0.8   +2.4   +3.9   +2.5   +1.2   +1.2    +3.9
飯島 晴菜(2) 中学    X    X    X   3.68    X    X    3.68 
ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾙﾅ 上田第四中   +1.0    +1.0
星野 聖菜(1) 中学    X   2.36   2.58   2.65   2.53   2.74    2.74 
ﾎｼﾉ ｾﾅ 旭町中   +1.4   +2.2   +2.9   +0.3   +3.1    +3.1
増澤 美南海(1) 中学 欠場
ﾏｽｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ 上田第五中

決勝 10月4日 11:00

大会新              12.35

内藤 百嶺(2) 中学
ﾅｲﾄｳ ﾓﾈ 旭町中
林 桜子(2) 中学
ﾊﾔｼ ｼｮｳｺ 上田第五中
内田 佑香(2) 中学
ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｶ 旭町中
松岡 桃香(2) 中学
ﾏﾂｵｶ ﾓﾓｶ 芦原中
上原 彩香(2) 中学
ｳｴﾊﾗ ｱﾔｶ 上田第四中
藤井 若菜(1) 中学
ﾌｼﾞｲ ﾜｶﾅ 旭町中
後藤 佐智(2) 中学
ｺﾞﾄｳ ｻﾁ 旭町中
井嶋 まどか(2) 中学
ｲｼﾞﾏ ﾏﾄﾞｶ 波田中
中田 萌(2) 中学
ﾅｶﾀ ﾓｴ 旭町中
藤城 彩花(1) 中学
ﾌｼﾞｼﾛ ｱﾔｶ 上田第五中

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 10  7054

 8.10  8.34  7.92  8.37  7.97  7.95   8.37 

2 9  4677
  X  7.31  8.15  7.87  8.22  8.19   8.22 

3 2  7055
  X  7.28  7.78  7.16  6.83  8.20   8.20 

4 6  4317
 7.44  7.15  7.06  7.30  6.81  7.43   7.44 

5 3  4648
 6.77  7.09  6.36  6.92  6.34  6.87   7.09 

6 1  7065
 6.02  6.55   X  6.58  6.61  6.78   6.78 

7 8  7057
 5.78  6.25  4.96  5.46  6.23  6.77   6.77 

8 5  7387
 5.04  5.65  6.30  5.74  6.46  6.58   6.58 

9 4  7058
 5.53  5.48  5.76

10 7  4683
 5.49  5.02  5.26   5.49 

  5.76 

3  4684

7 6  4645

8 2  7069

5 4  4650

6 1  7064

3 7  7055

4 5  7060

1 8  4286

2 9  4181

-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4日  9:00

大会新               1.60

萩原 千尋(2) 高校
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 野沢南高
佐々木 はな実(1) 高校
ｻｻｷ ﾊﾅﾐ 長野清泉

決勝 10月4日 12:00

大会新               5.58

清水 晶絵(2) 高校   4.81   5.06   4.85   5.21   4.87    X    5.21 
ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ 小諸   +0.6   +2.7   +2.3   +3.2   +1.7    +3.2
宮下 あかね(1) 高校   4.79    X   4.72   4.91   4.79   4.80    4.91 
ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ 上田染谷丘高   +1.5   +2.1   +0.9   +2.1   +1.7    +0.9
堀内 槙乃(2) 高校   4.57   4.61   4.62   4.73   4.66   4.67    4.73 
ﾎﾘｳﾁ ﾏｷﾉ 上田染谷丘高   +0.2   +1.3   +1.8   +4.6   +2.4   +2.6    +4.6
片桐 穂花(2) 高校    X   4.66    X    X   4.72   4.55    4.72 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 望月AC   +2.7   +1.4   +3.7    +1.4
萩原 千尋(2) 高校   4.29   4.32   4.23   4.33   4.27    X    4.33 
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 野沢南高   +0.8   +2.8   +2.4   +4.1   +3.4    +4.1
橋本 実季(2) 高校   4.24   4.24   4.32   4.26   4.23   4.20    4.32 
ﾊｼﾓﾄ ﾐｷ 野沢南高   +2.4   +3.1   +2.3   +2.7   +3.3   +3.0    +2.3
水上  凛(1) 高校    -   3.92    X   3.90   3.93   3.86    3.93 
ﾐｽﾞｶﾐ ﾘﾝ 長野清泉   +3.3   +1.7   +2.3   +3.3    +2.3
佐々木 はな実(1) 高校   2.92   2.93   3.28   3.09   3.21   3.13    3.28 
ｻｻｷ ﾊﾅﾐ 長野清泉   +1.8   +3.5   +2.5   +0.3   +2.3   +0.4    +2.5
関 真優 一般 欠場
ｾｷ ﾏﾕ 松本大

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 備考
1 7  1350

2 9  1458

3 6  1456

4 8     3

5 4  1250

6 2  1249

5     2

7 3  1021

8 1  1025

 1.25 1.25XOXO XXXXXX

 1.35 1.35

22 11  1025 1025

XXXXXXOO OO XOXO
11 22  1250 1250

1m40 備考備考備考1m251m251m25 1m301m301m30 1m35所属名所属名所属名 記録記録記録1m351m35 1m401m40ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名氏  名順位順位順位 試技試技試技

女子

走高跳              走高跳              

決勝決勝決勝



決勝 10月4日  9:00

大会新              39.60

宮下 彩奈(1) 高校
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾅ 東御清翔
古川 真央(1) 高校
ﾌﾙｶﾜ ﾏｵ 丸子修学館
橋本 実季(2) 高校
ﾊｼﾓﾄ ﾐｷ 野沢南高

決勝 10月4日 11:00

大会新              39.76

細田 真央(2) 高校
ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘高
渡邉 希(2) 高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 小諸
西澤 葉月(2) 高校
ﾆｼｻﾞﾜ ﾊﾂﾞｷ 長野清泉
宮下 彩奈(1) 高校
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾅ 東御清翔
横山 藍(1) 高校
ﾖｺﾔﾏ ｱｲ 岩村田高
内藤 夕梨香(1) 高校
ﾅｲﾄｳ ﾕﾘｶ 長野清泉

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 6  1455

  O   O 29.17   O   X   O  29.17 

2 3  1342
24.95   O   O   O   O   O  24.95 

3 4  1023
23.11   O   X   O   O 23.89  23.89 

4 5  1380
22.65   O   O   O   O 22.91  22.91 

5 2  1268
19.94   O   X

6 1  1020
 7.38   O   O   O   O  8.07   8.07 

  O   O   X  19.94 

女子

円盤投              

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 2  1380

  O 22.32   O   O   O   O  22.32 

2 3  1393
  O 22.16   O

3 1  1249
  O 16.95   O   O 17.22   O  17.22 

  O   O   O  22.16 
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