
第42回　東信地区陸上競技選手権大会                                              

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 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
08/17 女子  -2.2 加藤 恭香(3) 12.75 髙橋 奈弓(3) 12.83 金田 華実(2) 12.89 田村 有利奈(1) 13.04 酒井 菜月(1) 13.33 金井 梨里(2) 13.71 関 真優(4) 13.76

１００ｍ 高校･上田東高 高校･上田東高 高校･野沢北高 高校･上田東高 高校･野沢北高 高校･上田染谷丘高 一般･松本大
08/17  -1.6 髙橋 奈弓(3) 25.84 金田 華実(2) 26.24 酒井 菜月(1) 27.03 金井 梨里(2) 28.45 関 遥(3) 29.32 片桐 穂花(2) 29.89

２００ｍ 高校･上田東高 高校･野沢北高 高校･野沢北高 高校･上田染谷丘高 高校･上田西高 高校･望月AC
08/17 田川 綺菜(2) 2,28.58 清水口 愛(2) 2,30.95 渡辺 恵衣(1) 2,32.62 成澤 優(1) 2,33.25 山本 彩恵(2) 2,37.23 城下 真裕子(1) 2,48.86

８００ｍ 高校･上田染谷丘高 高校･丸子修学館高 高校･岩村田 高校･上田東高 高校･佐久長聖 高校･上田高
08/17 田川 綺菜(2) 5,07.55 山本 彩恵(2) 5,25.42 渡辺 恵衣(1) 5,35.44

１５００ｍ 高校･上田染谷丘高 高校･佐久長聖 高校･岩村田
08/17 細田 真央(2) 15.65 岸田 藍(2) 16.72 関 真優(4) 一般･松本大 17.60 渡邉 希(2) 17.97 萩原 千尋(2) 18.52 加納 南菜子(1) 18.82 宮下 あかね(1) 18.96

１００ｍＨ 高校･上田染谷丘高 高校･上田染谷丘高 田中 祐里(1) 高校･上田西高 高校･小諸 高校･野沢南高 高校･上田高 高校･上田染谷丘高
08/17 萩原 千尋(2) 1.35 橋本 実季(2) 1.20

走高跳 高校･野沢南高 高校･野沢南高
08/17 江原 成美(2) 3.00

棒高跳 高校･上田東高
08/17 田村 有利奈(1)5.48(+2.3) 加藤 恭香(3) 5.34(+1.9) 清水 晶絵(2) 5.16(+3.1) 片桐 穂花(2) 4.80(+3.5) 宮下 あかね(1)4.79(+2.6) 関 真優(4) 4.72(+2.5) 河西　由利香(1)4.70(+2.6) 堀内 槙乃(2) 4.67(+2.5)

走幅跳 高校･上田東高 高校･上田東高 GR 高校･小諸 高校･望月AC 高校･上田染谷丘高 一般･松本大 高校･北佐久農高 高校･上田染谷丘高
08/17 佐藤 芹香(2) 10.35 永井 琴美(2) 9.94

砲丸投(4.000kg) 高校･佐久長聖 高校･上田東高
08/17 佐藤 芹香(2) 31.18 永井 琴美(2) 26.74 古川 真央(1) 19.75

円盤投(1.000kg) 高校･佐久長聖 高校･上田東高 高校･丸子修学館高
08/17 上田東高       49.61 野沢北高       50.72 上田染谷丘高       51.27

４×１００ｍＲ 成澤 優(1) 関 沙紀穂(2) 宮下 あかね(1)
髙橋 奈弓(3) 金田 華実(2) 金井 梨里(2)
加藤 恭香(3) 土屋 なつみ(2) 岸田 藍(2)
田村 有利奈(1) 酒井 菜月(1) 細田 真央(2)

08/17 中学女子  -1.5 土屋 かなめ(3) 13.11 小林 葉月(2) 13.27 齊藤 陽向(2) 13.78 廣川 紗良(2) 13.89 白石 舞(3) 14.05 酒井 夢実(2) 14.15 下平 涼羽(1) 14.25 清水 思(2) 14.33
１００ｍ 中学･望月AC 中学･御代田中 中学･望月AC 中学･芦原中 上田第四中 中学･小諸東 中学･小諸東 中学･真田中

08/17  -1.0 小林 葉月(2) 26.88 土屋 かなめ(3) 26.98 齊藤 陽向(2) 27.95 横須賀 玲奈(1) 28.49 柳橋 みなみ(2) 29.06 矢澤 瑠佳(3) 29.41 高橋 うらら(3) 30.14 下平 茉里奈(2) 30.85
２００ｍ 中学･御代田中 中学･望月AC 中学･望月AC 中学･小諸東 中学･東御東部中 中学･軽井沢A&AC 中学･軽井沢A&AC 中学･中込中

08/17 高根 楓(2) 2,27.40 久保田 絢乃(1) 2,27.46 諸山 理湖(1) 2,35.15 梅村 菜々子(2) 2,37.38 紫 美海(2) 2,41.12 内田 梨湖(3) 2,41.68 碓氷 眞子(1) 2,44.78 内堀 実咲(1) 2,45.68
８００ｍ 中学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 中学･丸子北中 中学･小諸東 中学･御代田中 中学･軽井沢中 上田第四中 中学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 中学･丸子北中

08/17 土屋 みやび(2) 15.83 矢澤 瑠佳(3) 16.71 高橋 うらら(3) 16.80 林 実玲(1) 18.76 田中 風紗音(1) 18.78 宇都宮 悠奈(1) 19.45 米山 野乃佳(1) 19.51 鈴木 風香(2) 20.75
１００ｍＨ 中学･軽井沢中 中学･軽井沢A&AC 中学･軽井沢A&AC 中学･野沢中 中学･芦原中 中学･軽井沢中 中学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 中学･浅間

08/17 関原 ひなた(3) 1.53 山際 李奈(3) 1.40 塚原 芽衣(2) 中学･上田第五中 1.35 久保村 沙那(3) 1.30 土屋 さくら(2) 1.20 金箱 ちひろ(2) 1.20 佐藤 妃菜(1) 1.20
走高跳 中学･軽井沢中 上田第四中 宇都宮 悠奈(1) 中学･軽井沢中 中学･佐久東 中学･小諸東 上田第四中 中学･軽井沢中

08/17 小林 奏(3) 3.00 山嵜 美穂(2) 1.70
棒高跳 中学･丸子北中 中学･上田第五中

08/17 溝口 智子(2) 4.84(+2.5) 山浦 恵梨(3) 4.73(+4.9) 清水 千亜紀(3)4.73(+3.2) 土屋 みやび(2)4.52(+3.3) 土屋 さくら(2)4.50(+5.2) 荒井 杏奈(2) 4.46(+0.5) 碓氷 眞子(1) 4.18(+3.5) 木内 麻衣子(3)4.15(+4.0)
走幅跳 中学･丸子北中 中学･小諸東 中学･望月AC 中学･軽井沢中 中学･小諸東 中学･野沢中 中学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 中学･佐久東

08/17 土屋 花梨(3) 10.32 鈴木 香琳(3) 9.46 梅田 佳奈(2) 8.89 林 桜子(2) 8.56 中山 麻衣(2) 8.01 酒井 美咲(1) 7.53 湯本 渚(1) 7.33 黛 ひより(2) 6.95
砲丸投(2.721kg) 中学･丸子北中 中学･浅間 中学･浅間 中学･上田第五中 中学･中込中 中学･東御東部中 中学･小諸東 中学･浅間

08/17 上田第四中       54.94 浅間       55.61 東御東部中       55.65 野沢中A       56.31 御代田中       56.33 芦原中       57.00 軽井沢中       57.48 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ       59.06
４×１００ｍＲ 伊東 海菜美(2) 荒井 奈々実(1) 堤 ルリ(1) 荒井 杏奈(2) 梅村 菜々子(2) 佐藤 結衣(1) 紫 美海(2) 木内 サラ(1)

白石 舞(3) 秋山 咲花(2) 土屋 朋未(2) 中島 菫(2) 小林 葉月(2) 廣川 紗良(2) 土屋 みやび(2) 北村 典子(1)
宮越 菜緒(2) 梅田 佳奈(2) 柳橋 みなみ(2) 井出 彩月(2) 丸山 那菜(1) 田中 風紗音(1) 依田 仁美(1) 米山 野乃佳(1)
山際 李奈(3) 鈴木 風香(2) 古田 真央(1) 原野 茉優(1) 古越 微唯(1) 武藤 衣里加(2) 寺井 萌々香(1) 山本 冴(1)



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42回　東信地区陸上競技選手権大会                                              ｺｰﾄﾞ  [14200521]

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 08/17  1組 -0.7  1 加藤 恭香(3) 高校    12.69  2 髙橋 奈弓(3) 高校    12.75  3 酒井 菜月(1) 高校    13.15  4 関 真優(4) 一般    13.55

上田東高 上田東高 野沢北高 松本大
 5 金井 梨里(2) 高校    13.57  6 土屋 なつみ(2) 高校    14.56 竹村 伊斗季(1) 高校 欠場    

上田染谷丘高 野沢北高 上田西高
 2組 -0.8  1 金田 華実(2) 高校    12.86  2 田村 有利奈(1) 高校    13.07  3 関 沙紀穂(2) 高校    13.76  4 柳沢 華歩(1) 高校    13.85

野沢北高 上田東高 野沢北高 上田西高
 5 片桐 穂花(2) 高校    13.90  6 古川 真央(1) 高校    14.51  7 河西　由利香(1)高校    15.13

望月AC 丸子修学館高 北佐久農高
中学女子 08/17  1組 -1.2  1 土屋 かなめ(3) 中学    13.05  2 片桐 アンジェラ中学    14.47  3 大塚 七星(1) 中学    14.48  4 堤 ルリ(1) 中学    14.85

望月AC 塩田中 小諸東 東御東部中
 5 原野 茉優(1) 中学    14.87  6 氏家 幸乃(1) 中学    15.44  7 南正覚 史乃(1)    15.95  8 増澤 美南海(1) 中学    16.48

野沢中 軽井沢中 上田第四中 上田第五中
 9 高橋 麻央(2) 中学    17.38

中込中
 2組 -0.4  1 白石 舞(3)    13.70  2 荒井 杏奈(2) 中学    14.16  3 古田 真央(1) 中学    14.56  4 梅田 佳奈(2) 中学    15.01

上田第四中 野沢中 東御東部中 浅間
 5 萩原 日和(1) 中学    15.64  6 木内 麻衣子(3) 中学    15.67  7 中山 麻衣(2) 中学    16.86  8 後藤 杏菜(1) 中学    17.05

御代田中 佐久東 中込中 丸子北中
 3組 0.0  1 清水 思(2) 中学    14.00  2 鈴木 風香(2) 中学    14.42  3 伊東 海菜美(2)    14.80  4 古越 微唯(1) 中学    14.91

真田中 浅間 上田第四中 御代田中
 5 熊谷 萌(2) 中学    15.10  6 渋沢 彩乃(1) 中学    15.22  7 湯本 渚(1) 中学    15.57  8 川野 智佳(1) 中学    16.50

東御東部中 上田第五中 小諸東 佐久東
 4組 -0.2  1 廣川 紗良(2) 中学    13.83  2 下平 涼羽(1) 中学    13.90  3 河田 璃音(1) 中学    14.43  4 荒井 奈々実(1) 中学    14.70

芦原中 小諸東 上田第五中 浅間
 5 中島 菫(2) 中学    14.71  6 杉谷 亜美(1)    15.31  7 齋藤 明日香(1) 中学    15.45  8 小林 明日架(1) 中学    15.55

野沢中 上田第四中 佐久東 東御東部中
 5組 -1.1  1 秋山 咲花(2) 中学    14.17  2 柳橋 みなみ(2) 中学    14.22  3 田中 風紗音(1) 中学    14.55  4 清水 千亜紀(3) 中学    14.82

浅間 東御東部中 芦原中 望月AC
 5 木内 サラ(1) 中学    15.26  6 小須田 ゆあ(1) 中学    15.79  7 飯島 萌希(1)    15.82  8 藤城 彩花(1) 中学    16.98

佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 御代田中 上田第四中 上田第五中
 6組 +0.6  1 小林 葉月(2) 中学    13.11  2 井出 彩月(2) 中学    14.13  3 山本 冴(1) 中学    14.57  4 鈴木 みのり(1) 中学    15.05

御代田中 野沢中 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 軽井沢中
 5 大久保 理菜(1)    15.50  6 品原 鈴美香(1) 中学    15.87  7 林 桜子(2) 中学    15.91  8 星野 月花(1) 中学    16.21

上田第四中 小諸東 上田第五中 佐久東
 7組 -1.0  1 酒井 夢実(2) 中学    13.86  2 土屋 朋未(2) 中学    14.11  3 溝口 智子(2) 中学    14.22  4 林 実玲(1) 中学    14.72

小諸東 東御東部中 丸子北中 野沢中
 5 黛 ひより(2) 中学    15.57  6 丸山 那菜(1) 中学    15.64  7 生島 初音(2) 中学    15.67  8 舘内 彩歌(1)    15.74

浅間 御代田中 中込中 上田第四中
 8組 -1.3  1 齊藤 陽向(2) 中学    13.60  2 児玉 菜緒(1)    14.40  3 北村 典子(1) 中学    14.93  4 寺井 萌々香(1) 中学    15.09

望月AC 上田第四中 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 軽井沢中
 5 塩崎 唯衣(1) 中学    15.37  6 長坂 希美(2) 中学    16.23 佐藤 結衣(1) 中学 欠場    山浦 優(1) 中学 欠場    

東御東部中 中込中 芦原中 野沢中
中学女子 08/17  1組 -1.4  1 土屋 かなめ(3) 中学    27.16  2 下平 茉里奈(2) 中学    29.26  3 河田 璃音(1) 中学    30.67  4 佐藤 結衣(1) 中学    31.17

望月AC 中込中 上田第五中 芦原中
 5 丸山 那菜(1) 中学    32.47  6 佐藤 妃菜(1) 中学    33.95 秋山 咲花(2) 中学 欠場    山浦 優(1) 中学 欠場    

御代田中 軽井沢中 浅間 野沢中
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１００ｍ１００ｍ１００ｍ
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２００ｍ２００ｍ２００ｍ



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42回　東信地区陸上競技選手権大会                                              ｺｰﾄﾞ  [14200521]

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

 2組 -1.9  1 高橋 うらら(3) 中学    27.78  2 横須賀 玲奈(1) 中学    28.99  3 井出 彩月(2) 中学    29.94  4 山本 冴(1) 中学    30.27
軽井沢A&AC 小諸東 野沢中 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 5 臼田 寧々(2) 中学    32.08  6 大久保 美鈴(2) 中学    32.46  7 生島 初音(2) 中学    32.89 内堀 実咲(1) 中学 欠場    
野沢中 上田第五中 中込中 丸子北中

 3組 -1.6  1 齊藤 陽向(2) 中学    28.15  2 矢澤 瑠佳(3) 中学    29.52  3 高根 楓(2) 中学    30.10  4 宮越 菜緒(2)    30.30
望月AC 軽井沢A&AC 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 上田第四中

 5 土屋 うらら(1) 中学    30.76  6 古越 微唯(1) 中学    30.93  7 三浦 元海(1) 中学    31.36  8 内藤 香里(2) 中学    32.64
浅間 御代田中 野沢中 中込中

 4組 -2.5  1 小林 葉月(2) 中学    27.63  2 柳橋 みなみ(2) 中学    29.11  3 加部 菜花(2) 中学    30.25  4 原野 茉優(1) 中学    31.04
御代田中 東御東部中 小諸東 野沢中

 5 池田 明日香(2) 中学    31.43  6 宮下 結菜(2)    31.48 久保田 絢乃(1) 中学 欠場    
中込中 上田第四中 丸子北中



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42回　東信地区陸上競技選手権大会                                              ｺｰﾄﾞ  [14200521]

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 08/17 -2.2  1 加藤 恭香(3) 高校    12.75  2 髙橋 奈弓(3) 高校    12.83  3 金田 華実(2) 高校    12.89  4 田村 有利奈(1) 高校    13.04

上田東高 上田東高 野沢北高 上田東高
 5 酒井 菜月(1) 高校    13.33  6 金井 梨里(2) 高校    13.71  7 関 真優(4) 一般    13.76 関 沙紀穂(2) 高校 欠場    

野沢北高 上田染谷丘高 松本大 野沢北高
女子 08/17 -1.6  1 髙橋 奈弓(3) 高校    25.84  2 金田 華実(2) 高校    26.24  3 酒井 菜月(1) 高校    27.03  4 金井 梨里(2) 高校    28.45

上田東高 野沢北高 野沢北高 上田染谷丘高
 5 関 遥(3) 高校    29.32  6 片桐 穂花(2) 高校    29.89 土屋 なつみ(2) 高校 欠場    

上田西高 望月AC 野沢北高
女子 08/17  1 田川 綺菜(2) 高校  2,28.58  2 清水口 愛(2) 高校  2,30.95  3 渡辺 恵衣(1) 高校  2,32.62  4 成澤 優(1) 高校  2,33.25

上田染谷丘高 丸子修学館高 岩村田 上田東高
 5 山本 彩恵(2) 高校  2,37.23  6 城下 真裕子(1) 高校  2,48.86

佐久長聖 上田高
女子 08/17  1 田川 綺菜(2) 高校  5,07.55  2 山本 彩恵(2) 高校  5,25.42  3 渡辺 恵衣(1) 高校  5,35.44

上田染谷丘高 佐久長聖 岩村田
女子 08/17  1組 -0.6  1 渡邉 希(2) 高校    17.97  2 萩原 千尋(2) 高校    18.52  3 加納 南菜子(1) 高校    18.82  4 住友 佐耶佳(1) 高校    19.98

小諸 野沢南高 上田高 野沢北高
 5 小林 茉菜美(1) 高校    20.21

野沢北高
 2組 -2.6  1 細田 真央(2) 高校    15.65  2 岸田 藍(2) 高校    16.72  3 関 真優(4) 一般    17.60  4 田中 祐里(1) 高校    17.60

上田染谷丘高 上田染谷丘高 松本大 上田西高
 5 宮下 あかね(1) 高校    18.96

上田染谷丘高
中学女子 08/17 -1.5  1 土屋 かなめ(3) 中学    13.11  2 小林 葉月(2) 中学    13.27  3 齊藤 陽向(2) 中学    13.78  4 廣川 紗良(2) 中学    13.89

望月AC 御代田中 望月AC 芦原中
 5 白石 舞(3)    14.05  6 酒井 夢実(2) 中学    14.15  7 下平 涼羽(1) 中学    14.25  8 清水 思(2) 中学    14.33

上田第四中 小諸東 小諸東 真田中
中学女子 08/17 -1.0  1 小林 葉月(2) 中学    26.88  2 土屋 かなめ(3) 中学    26.98  3 齊藤 陽向(2) 中学    27.95  4 横須賀 玲奈(1) 中学    28.49

御代田中 望月AC 望月AC 小諸東
 5 柳橋 みなみ(2) 中学    29.06  6 矢澤 瑠佳(3) 中学    29.41  7 高橋 うらら(3) 中学    30.14  8 下平 茉里奈(2) 中学    30.85

東御東部中 軽井沢A&AC 軽井沢A&AC 中込中
中学女子 08/17  1組  1 内田 梨湖(3)  2,41.68  2 日比 まひろ(2)  2,49.62  3 内藤 香里(2) 中学  2,52.38  4 城下 理彩子(1)  2,56.33

上田第四中 上田第四中 中込中 上田第四中
 5 中山 琉那(1) 中学  2,57.85  6 城下 琴音(1)  2,58.76  7 臼田 寧々(2) 中学  3,00.30  8 萩原 彩音(1) 中学  3,05.17

浅間 上田第四中 野沢中 浅間
 9 柳澤 華恋(1) 中学  3,05.26 10 井出 瑠奈(2) 中学  3,05.44 11 高見澤 花(2) 中学  3,06.16

上田第五中 小諸東 野沢中
 2組  1 高根 楓(2) 中学  2,27.40  2 久保田 絢乃(1) 中学  2,27.46  3 諸山 理湖(1) 中学  2,35.15  4 梅村 菜々子(2) 中学  2,37.38

佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 丸子北中 小諸東 御代田中
 5 紫 美海(2) 中学  2,41.12  6 碓氷 眞子(1) 中学  2,44.78  7 内堀 実咲(1) 中学  2,45.68  8 依田 仁美(1) 中学  2,48.82

軽井沢中 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 丸子北中 軽井沢中
 9 土屋　愛理 中学  2,51.82 10 大久保 美鈴(2) 中学  3,06.91 土屋 朋未(2) 中学 欠場    小林 未央(1) 中学 欠場    

軽井沢中 上田第五中 東御東部中 丸子北中
中学女子 08/17  1組 -2.9  1 武藤 衣里加(2) 中学    21.21  2 齋藤 明日香(1) 中学    21.46  3 三浦 元海(1) 中学    21.81  4 品原 鈴美香(1) 中学    21.83

芦原中 佐久東 野沢中 小諸東
 5 池田 明日香(2) 中学    21.87  6 川野 智佳(1) 中学    22.15  7 星野 月花(1) 中学    22.21  8 中山 琉那(1) 中学    23.64

中込中 佐久東 佐久東 浅間
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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42回　東信地区陸上競技選手権大会                                              ｺｰﾄﾞ  [14200521]

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

 2組 -3.4  1 田中 風紗音(1) 中学    18.78  2 鈴木 風香(2) 中学    20.75  3 渋沢 彩乃(1) 中学    22.82  4 土屋 うらら(1) 中学    22.88
芦原中 浅間 上田第五中 浅間

 5 山嵜 美穂(2) 中学    23.09  6 増澤 美南海(1) 中学    23.32  7 柳澤 華恋(1) 中学    24.45
上田第五中 上田第五中 上田第五中

 3組 -2.5  1 土屋 みやび(2) 中学    15.83  2 矢澤 瑠佳(3) 中学    16.71  3 高橋 うらら(3) 中学    16.80  4 林 実玲(1) 中学    18.76
軽井沢中 軽井沢A&AC 軽井沢A&AC 野沢中

 5 宇都宮 悠奈(1) 中学    19.45  6 米山 野乃佳(1) 中学    19.51  7 塚原 芽衣(2) 中学    23.30
軽井沢中 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 上田第五中



リレー種目・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42回　東信地区陸上競技選手権大会                                              ｺｰﾄﾞ  [14200521]

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 08/17     1 上田東高 成澤 優(1) 髙橋 奈弓(3) 加藤 恭香(3) 田村 有利奈(1)       49.61

    2 野沢北高 関 沙紀穂(2) 金田 華実(2) 土屋 なつみ(2) 酒井 菜月(1)       50.72
    3 上田染谷丘高 宮下 あかね(1) 金井 梨里(2) 岸田 藍(2) 細田 真央(2)       51.27

上田西高 欠場      
中学女子 08/17  1組     1 軽井沢中 紫 美海(2) 土屋 みやび(2) 依田 仁美(1) 寺井 萌々香(1)       57.48

    2 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 木内 サラ(1) 北村 典子(1) 米山 野乃佳(1) 山本 冴(1)       59.06
    3 上田第五中A 林 桜子(2) 塚原 芽衣(2) 渋沢 彩乃(1) 河田 璃音(1)       59.40
    4 中込中A 生島 初音(2) 下平 茉里奈(2) 内藤 香里(2) 池田 明日香(2)       59.82
    5 野沢中B     1,00.36
    6 中込中B 長坂 希美(2) 柳澤 広奈(2) 高橋 麻央(2) 中山 麻衣(2)     1,04.38
    7 上田第五中B 増澤 美南海(1) 山嵜 美穂(2) 藤城 彩花(1) 柳澤 華恋(1)     1,05.04

小諸東A 加部 菜花(2) 酒井 夢実(2) 品原 鈴美香(1) 湯本 渚(1) 失格      
 2組     1 上田第四中 伊東 海菜美(2) 白石 舞(3) 宮越 菜緒(2) 山際 李奈(3)       54.94

    2 浅間 荒井 奈々実(1) 秋山 咲花(2) 梅田 佳奈(2) 鈴木 風香(2)       55.61
    3 東御東部中 堤 ルリ(1) 土屋 朋未(2) 柳橋 みなみ(2) 古田 真央(1)       55.65
    4 野沢中A 荒井 杏奈(2) 中島 菫(2) 井出 彩月(2) 原野 茉優(1)       56.31
    5 御代田中 梅村 菜々子(2) 小林 葉月(2) 丸山 那菜(1) 古越 微唯(1)       56.33
    6 芦原中 佐藤 結衣(1) 廣川 紗良(2) 田中 風紗音(1) 武藤 衣里加(2)       57.00

小諸東B 大塚 七星(1) 下平 涼羽(1) 横須賀 玲奈(1) 土屋 さくら(2) 失格      

チーム名 選手名１

４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ

４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ



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42回　東信地区陸上競技選手権大会                                              ｺｰﾄﾞ  [14200521]

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 08/17  1 萩原 千尋(2) 高校    1.35  2 橋本 実季(2) 高校    1.20

野沢南高 野沢南高
女子 08/17  1 江原 成美(2) 高校    3.00

上田東高
女子 08/17  1 田村 有利奈(1) 高校    5.48  2 加藤 恭香(3) 高校    5.34  3 清水 晶絵(2) 高校    5.16  4 片桐 穂花(2) 高校    4.80

上田東高    +2.3 上田東高    +1.9 小諸    +3.1 望月AC    +3.5
 5 宮下 あかね(1) 高校    4.79  6 関 真優(4) 一般    4.72  7 河西　由利香(1)高校    4.70  8 堀内 槙乃(2) 高校    4.67

上田染谷丘高    +2.6 松本大    +2.5 北佐久農高    +2.6 上田染谷丘高    +2.5
 9 住友 佐耶佳(1) 高校    4.54 10 小林 茉菜美(1) 高校    3.92 11 橋本 実季(2) 高校 関 沙紀穂(2) 高校 欠場    

野沢北高    +1.8 野沢北高    +2.1 野沢南高 野沢北高
矢島 芽依(1) 高校 欠場    

佐久長聖
女子 08/17  1 佐藤 芹香(2) 高校   10.35  2 永井 琴美(2) 高校    9.94

佐久長聖 上田東高
女子 08/17  1 佐藤 芹香(2) 高校   31.18  2 永井 琴美(2) 高校   26.74  3 古川 真央(1) 高校   19.75

佐久長聖 上田東高 丸子修学館高
中学女子 08/17  1 関原 ひなた(3) 中学    1.53  2 山際 李奈(3)    1.40  3 塚原 芽衣(2) 中学    1.35  3 宇都宮 悠奈(1) 中学    1.35

軽井沢中 上田第四中 上田第五中 軽井沢中
 5 久保村 沙那(3) 中学    1.30  6 土屋 さくら(2) 中学    1.20  7 金箱 ちひろ(2)    1.20  8 佐藤 妃菜(1) 中学    1.20

佐久東 小諸東 上田第四中 軽井沢中
髙見沢 菜央(3) 中学 諸山 理湖(1) 中学 欠場    土屋 みやび(2) 中学 欠場    

上田第五中 小諸東 軽井沢中
中学女子 08/17  1 小林 奏(3) 中学    3.00  2 山嵜 美穂(2) 中学    1.70

丸子北中 上田第五中
中学女子 08/17  1 溝口 智子(2) 中学    4.84  2 山浦 恵梨(3) 中学    4.73  3 清水 千亜紀(3) 中学    4.73  4 土屋 みやび(2) 中学    4.52

丸子北中    +2.5 小諸東    +4.9 望月AC    +3.2 軽井沢中    +3.3
 5 土屋 さくら(2) 中学    4.50  6 荒井 杏奈(2) 中学    4.46  7 碓氷 眞子(1) 中学    4.18  8 木内 麻衣子(3) 中学    4.15

小諸東    +5.2 野沢中    +0.5 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ    +3.5 佐久東    +4.0
 9 清水 思(2) 中学    4.10 10 寺井 萌々香(1) 中学    3.91 11 中島 菫(2) 中学    3.85 12 齋藤 明日香(1) 中学    3.84

真田中    +2.8 軽井沢中    +2.6 野沢中    +3.9 佐久東    +3.2
13 古田 真央(1) 中学    3.82 14 長坂 希美(2) 中学    3.81 15 飯島 晴菜(2)    3.80 16 鈴木 みのり(1) 中学    3.78

東御東部中    +4.0 中込中    +4.2 上田第四中    +0.3 軽井沢中    +3.3
17 宮下 結菜(2)    3.74 18 北村 典子(1) 中学    3.74 19 氏家 幸乃(1) 中学    3.70 20 塩崎 唯衣(1) 中学    3.65

上田第四中    +5.1 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ    +0.3 軽井沢中    +0.9 東御東部中    +4.0
21 堤 ルリ(1) 中学    3.55 22 小須田 ゆあ(1) 中学    3.51 23 柳澤 広奈(2) 中学    3.28 24 星野 月花(1) 中学    3.27

東御東部中    +0.6 御代田中    +1.8 中込中    +4.8 佐久東    +4.9
25 高橋 麻央(2) 中学    3.24 26 川野 智佳(1) 中学    3.16 27 山崎 莉瑚(1) 中学    2.93 28 小林 明日架(1) 中学    2.79

中込中    +2.1 佐久東    +2.3 御代田中    +2.0 東御東部中    +1.7
木内 サラ(1) 中学 米山 野乃佳(1) 中学 小林 未央(1) 中学 欠場    

佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 丸子北中
中学女子 08/17  1 土屋 花梨(3) 中学   10.32  2 鈴木 香琳(3) 中学    9.46  3 梅田 佳奈(2) 中学    8.89  4 林 桜子(2) 中学    8.56

丸子北中 浅間 浅間 上田第五中
 5 中山 麻衣(2) 中学    8.01  6 酒井 美咲(1) 中学    7.53  7 湯本 渚(1) 中学    7.33  8 黛 ひより(2) 中学    6.95

中込中 東御東部中 小諸東 浅間
 9 上原 彩香(2)    6.68 10 柳澤 広奈(2) 中学    6.63 11 下平 茉里奈(2) 中学    6.34 12 荒井 奈々実(1) 中学    6.29

上田第四中 中込中 中込中 浅間
13 藤城 彩花(1) 中学    5.66 14 後藤 杏菜(1) 中学    5.17 15 萩原 彩音(1) 中学    4.15

上田第五中 丸子北中 浅間

順
位

順
位

順
位

順
位

走高跳走高跳走高跳

棒高跳棒高跳棒高跳

走幅跳走幅跳走幅跳

砲丸投砲丸投砲丸投

円盤投円盤投円盤投

走高跳走高跳走高跳

棒高跳棒高跳棒高跳

走幅跳走幅跳走幅跳

砲丸投砲丸投砲丸投



決勝 8月17日  9:20

県新(KR)             1.81
大会新(GR)           1.68

萩原 千尋(2) 高校
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 野沢南高
橋本 実季(2) 高校
ﾊｼﾓﾄ ﾐｷ 野沢南高

女子

走高跳走高跳

決勝決勝決勝

順位順位順位 試技試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名氏  名 所属名所属名所属名 記録記録記録1m251m25 1m301m30 備考備考備考1m151m151m15 1m201m201m20 1m25 1m30 1m351m351m35 1m401m401m40
11 22  1250 1250

-- -- -- OO XOXO XXXXXX  1.35 1.35

22 11  1249 1249
OO OO XXXXXX  1.20 1.20



決勝 8月17日  9:30

江原 成美(2) 高校
ｴﾊﾗ ﾅﾙﾐ 上田東高

女子

棒高跳棒高跳

決勝決勝決勝

順位順位順位 試技試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名氏  名 所属名所属名所属名 記録記録記録 備考備考備考3m003m003m00 3m103m103m10
11 11  1446 1446

XOXO XXXXXX  3.00 3.00



決勝 8月17日 12:30

県新(KR)             6.41
大会新(GR)           5.27

田村 有利奈(1) 高校    -   5.23    X   5.37    X   5.48    5.48 
ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 上田東高   +1.9   +2.1   +2.3    +2.3
加藤 恭香(3) 高校    -   5.34   5.24   5.20   5.25   5.22    5.34 大会新
ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東高   +1.9   +3.4   +3.5   +1.9   +1.8    +1.9
清水 晶絵(2) 高校   4.99   5.08   4.62   5.00   4.97   5.16    5.16 
ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ 小諸   +2.7   +3.2   +2.6   +2.1   +3.8   +3.1    +3.1
片桐 穂花(2) 高校   4.70    X   4.58   4.80   4.70   4.69    4.80 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 望月AC   +2.5   +3.3   +3.5   +2.1   +1.2    +3.5
宮下 あかね(1) 高校    X   4.73   4.55    X   4.79   4.76    4.79 
ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ 上田染谷丘高   +3.8   +2.5   +2.6   +2.0    +2.6
関 真優(4) 一般    X   4.65   4.54   4.40   4.66   4.72    4.72 
ｾｷ ﾏﾕ 松本大   +2.1   +2.5   +1.1   +2.6   +2.5    +2.5
河西　由利香(1) 高校   4.70   4.56    X   4.54   4.70    X    4.70 
ｶｻｲ ﾕﾘｶ 北佐久農高   +2.6   +1.3   +1.4   +3.2    +2.6
堀内 槙乃(2) 高校    X   4.39   4.66   3.96   4.40   4.67    4.67 
ﾎﾘｳﾁ ﾏｷﾉ 上田染谷丘高   +4.2   +2.6   +1.9   +1.4   +2.5    +2.5
住友 佐耶佳(1) 高校   4.50   4.54   4.50    4.54 
ｽﾐﾄﾓ ﾔｻｶ 野沢北高   +1.2   +1.8   +2.2    +1.8
小林 茉菜美(1) 高校   3.35   3.92    X    3.92 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 野沢北高   +4.1   +2.1    +2.1
橋本 実季(2) 高校    X    X    X
ﾊｼﾓﾄ ﾐｷ 野沢南高
関 沙紀穂(2) 高校 欠場
ｾｷ ｻｷﾎ 野沢北高
矢島 芽依(1) 高校 欠場
ﾔｼﾞﾏ ﾒｲ 佐久長聖

女子

走幅跳走幅跳

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4- 備考備考
11 99  1450 1450

-5--5-

22 1111  1445 1445

33 66  1350 1350

44 88  7003 7003

55 1212  1458 1458

66 44  7002 7002

77 1313  1286 1286

88 77  1456 1456

99 33  1233 1233

1010 22  1231 1231

1111 55  1249 1249

11  1228 1228

1010  1301 1301



決勝 8月17日 12:30

県新(KR)            13.70
大会新(GR)          13.01

佐藤 芹香(2) 高校
ｻﾄｳ ｾﾘｶ 佐久長聖
永井 琴美(2) 高校
ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ 上田東高

女子

砲丸投(4.000kg)砲丸投(4.000kg)

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -2--2- -3--3- -4--4- -5--5- -6--6- 記録記録 備考備考
11 22  1305 1305

  X  X 10.2610.26   X  X   X  X   X  X 10.3510.35  10.35  10.35 

22 11  1448 1448
 9.89 9.89  9.73 9.73  9.94 9.94   9.94   9.94  9.71 9.71  9.90 9.90  9.40 9.40



決勝 8月17日  9:00

県新(KR)            45.73
大会新(GR)          39.33

佐藤 芹香(2) 高校
ｻﾄｳ ｾﾘｶ 佐久長聖
永井 琴美(2) 高校
ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ 上田東高
古川 真央(1) 高校
ﾌﾙｶﾜ ﾏｵ 丸子修学館高

女子

円盤投(1.000kg)円盤投(1.000kg)

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -2--2- -3--3- -4--4- -5--5- -6--6- 記録記録 備考備考
11 33  1305 1305

31.1831.18   O  O   O  O   O  O   O  O   X  X  31.18  31.18 

22 22  1448 1448
  X  X   X  X   X  X   X  X 26.7426.74   O  O  26.74  26.74 

33 11  1393 1393
  O  O   X  X 19.7519.75   X  X   O  O   O  O  19.75  19.75 



決勝 8月17日  9:20

県中新               1.75
大会新               1.50

関原 ひなた(3) 中学 大会新
ｾｷﾊﾗ ﾋﾅﾀ 軽井沢中
山際 李奈(3)
ﾔﾏｷﾞﾜ ﾘﾅ 上田第四中
塚原 芽衣(2) 中学
ﾂｶﾊﾗ ﾒｲ 上田第五中
宇都宮 悠奈(1) 中学
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ 軽井沢中
久保村 沙那(3) 中学
ｸﾎﾞﾑﾗ ｻﾅ 佐久東
土屋 さくら(2) 中学
ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ 小諸東
金箱 ちひろ(2)
ｶﾈﾊﾞｺ ﾁﾋﾛ 上田第四中
佐藤 妃菜(1) 中学
ｻﾄｳ ﾋﾅ 軽井沢中
髙見沢 菜央(3) 中学
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾅｵ 上田第五中
諸山 理湖(1) 中学 欠場
ﾓﾛﾔﾏ ﾘｺ 小諸東
土屋 みやび(2) 中学 欠場
ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ 軽井沢中

中学女子

走高跳走高跳

決勝決勝決勝

順位順位順位 試技試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名氏  名 所属名所属名所属名 記録記録記録1m251m25 1m301m30 備考備考備考1m151m151m15 1m201m201m20 1m25 1m30 1m351m351m35 1m401m401m40 1m451m451m45 1m501m501m50 1m531m531m53 1m561m561m56
11 1111  4212 4212

-- -- -- -- -- -- OO XOXO OO XXXXXX  1.53 1.53

22 55  4640 4640
OO OO OO OO XOXO XOXO XXXXXX  1.40 1.40

33 66  4676 4676
-- OO OO OO XOXO XXXXXX  1.35 1.35

33 77  4218 4218
OO OO OO OO XOXO XXXXXX  1.35 1.35

55 88  4163 4163
-- -- OO OO XXXXXX  1.30 1.30

66 44  4286 4286
OO OO XXXXXX  1.20 1.20

77 33  4649 4649
OO XOXO XXXXXX  1.20 1.20

88 22  4220 4220
XOXO XXOXXO XXXXXX  1.20 1.20

1010  4671 4671
-- -- -- -- -- XXXXXX

11  4289 4289

99  4213 4213



決勝 8月17日  9:30

2m60 2m70 2m80 2m90 3m00 3m10
小林 奏(3) 中学 - - - - - - - - - -
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 丸子北中 - O - O XO XXX
山嵜 美穂(2) 中学 XXO O XXX
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾎ 上田第五中

中学女子

棒高跳棒高跳

決勝決勝決勝

順位順位順位 試技試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名氏  名 所属名所属名所属名 記録記録記録
1m801m80 1m901m90

備考備考備考
1m601m601m60 1m701m701m70 1m80 1m90 2m002m002m00 2m102m102m10 2m202m202m20 2m302m302m30 2m402m402m40 2m502m502m50

11 22  4490 4490
 3.00 3.00

22 11  4679 4679
 1.70 1.70



決勝 8月17日 13:30

県中新               5.59
大会新               5.06

溝口 智子(2) 中学    X   4.39   4.50    X   4.84   4.55    4.84 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 丸子北中   +1.9   -1.0   +2.5   +2.3    +2.5
山浦 恵梨(3) 中学    X   4.68   4.73   4.34   4.72   4.68    4.73 
ﾔﾏｳﾗ ｴﾘ 小諸東   +1.8   +4.9   +3.2   +6.3   +6.1    +4.9
清水 千亜紀(3) 中学    X   4.44   4.44   4.62   4.30   4.73    4.73 
ｼﾐｽﾞ ﾁｱｷ 望月AC   +0.9   +1.5   +4.5   +3.1   +3.2    +3.2
土屋 みやび(2) 中学   4.50   4.50   4.41    X   4.52    X    4.52 
ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ 軽井沢中   +0.5   +2.2   +3.7   +3.3    +3.3
土屋 さくら(2) 中学   4.26    X   4.42   4.50   4.15   4.33    4.50 
ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ 小諸東   +1.4   +1.8   +5.2   +2.8   +5.5    +5.2
荒井 杏奈(2) 中学   4.46   4.25    X    X    X   4.43    4.46 
ｱﾗｲ ｱﾝﾅ 野沢中   +0.5   +5.7   +5.6    +0.5
碓氷 眞子(1) 中学   4.06   4.11    X    X   4.18    X    4.18 
ｳｽｲ ﾏｺ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +1.4   +3.9   +3.5    +3.5
木内 麻衣子(3) 中学    X   4.15    X    X    X    X    4.15 
ｷｳﾁ ﾏｲｺ 佐久東   +4.0    +4.0
清水 思(2) 中学   3.76    X   4.10    4.10 
ｼﾐｽﾞ  ｺﾄ 真田中   +1.9   +2.8    +2.8
寺井 萌々香(1) 中学    X   3.91    X    3.91 
ﾃﾗｲ ﾓﾓｶ 軽井沢中   +2.6    +2.6
中島 菫(2) 中学   3.69   3.84   3.85    3.85 
ﾅｶｼﾞﾏ ｽﾐﾚ 野沢中   +1.7   +3.9   +3.9    +3.9
齋藤 明日香(1) 中学    X   3.84    X    3.84 
ｻｲﾄｳ ｱｽｶ 佐久東   +3.2    +3.2
古田 真央(1) 中学   3.80   3.71   3.82    3.82 
ﾌﾙﾀ ﾏｵ 東御東部中   +0.9   +1.6   +4.0    +4.0
長坂 希美(2) 中学   3.81    X    X    3.81 
ﾅｶﾞｻｶ ｷﾐ 中込中   +4.2    +4.2
飯島 晴菜(2)   3.80    X    X    3.80 
ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾙﾅ 上田第四中   +0.3    +0.3
鈴木 みのり(1) 中学   3.52   3.78   3.39    3.78 
ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ 軽井沢中   +0.1   +3.3   +0.4    +3.3
宮下 結菜(2)   3.57   3.35   3.74    3.74 
ﾐﾔｼﾀ ﾕｲﾅ 上田第四中   +1.1   +3.0   +5.1    +5.1
北村 典子(1) 中学    X    X   3.74    3.74 
ｷﾀﾑﾗ ﾉﾘｺ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +0.3    +0.3
氏家 幸乃(1) 中学   3.41   3.70    X    3.70 
ｳｼﾞｲｴ ﾕｷﾉ 軽井沢中   +0.6   +0.9    +0.9
塩崎 唯衣(1) 中学   3.51   3.48   3.65    3.65 
ｼｵｻﾞｷ ﾕｲ 東御東部中   +1.8   +2.5   +4.0    +4.0
堤 ルリ(1) 中学   3.55    X   3.50    3.55 
ﾂﾂﾐ ﾙﾘ 東御東部中   +0.6   +2.2    +0.6
小須田 ゆあ(1) 中学   3.28   3.51   3.34    3.51 
ｺｽﾀﾞ ﾕｱ 御代田中   +3.5   +1.8   +0.7    +1.8
柳澤 広奈(2) 中学   3.04   3.19   3.28    3.28 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾛﾅ 中込中   +1.4   +3.1   +4.8    +4.8
星野 月花(1) 中学   2.89   3.27   3.24    3.27 
ﾎｼﾉ ﾙｶ 佐久東   +3.1   +4.9   +2.0    +4.9
高橋 麻央(2) 中学   2.83   3.21   3.24    3.24 
ﾀｶﾊｼ ﾏｵ 中込中   +2.5   +2.2   +2.1    +2.1
川野 智佳(1) 中学   2.96   2.74   3.16    3.16 
ｶﾜﾉ ﾄﾓｶ 佐久東   +0.9   +0.9   +2.3    +2.3
山崎 莉瑚(1) 中学   2.87   2.93    X    2.93 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｺ 御代田中   +1.9   +2.0    +2.0
小林 明日架(1) 中学    X    X   2.79    2.79 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ 東御東部中   +1.7    +1.7
木内 サラ(1) 中学    X    X    X
ｷｳﾁ ｻﾗ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
米山 野乃佳(1) 中学    X    X    X
ﾖﾝﾘｬﾏ ﾉﾉｶ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
小林 未央(1) 中学 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｵ 丸子北中

中学女子

走幅跳走幅跳

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4- 備考備考
11 2828  4494 4494

-5--5-

22 3030  4280 4280

33 2929  4181 4181

44 3131  4213 4213

55 2626  4286 4286

66 2424  4072 4072

77 1717  4203 4203

88 2222  4165 4165

99 2323  4422 4422

1010 2525  4219 4219

1111 1515  4074 4074

1212 1414  4167 4167

1313 2020  4396 4396

1414 44  4111 4111

1515 1616  4645 4645

1616 2727  4217 4217

1717 1818  4650 4650

1818 1313  4204 4204

1919 2121  4221 4221

2020 1010  4399 4399

2121 77  4398 4398

2222 33  4261 4261

2323 88  4112 4112

2424 1111  4166 4166

2525 11  4116 4116

2626 66  4168 4168

2727 55  4259 4259

2828 1212  4397 4397

99  4202 4202

1919  4201 4201

22  4497 4497



決勝 8月17日 10:00

県中新              13.49
大会新              11.65

土屋 花梨(3) 中学
ﾂﾁﾔ ｶﾘﾝ 丸子北中
鈴木 香琳(3) 中学
ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 浅間
梅田 佳奈(2) 中学
ｳﾒﾀﾞ ｶﾅ 浅間
林 桜子(2) 中学
ﾊﾔｼ ｼｮｳｺ 上田第五中
中山 麻衣(2) 中学
ﾅｶﾔﾏ ﾏｲ 中込中
酒井 美咲(1) 中学
ｻｶｲ ﾐｻｷ 東御東部中
湯本 渚(1) 中学
ﾕﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 小諸東
黛 ひより(2) 中学
ﾏﾕｽﾞﾐ ﾋﾖﾘ 浅間
上原 彩香(2)
ｳｴﾊﾗ ｱﾔｶ 上田第四中
柳澤 広奈(2) 中学
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾛﾅ 中込中
下平 茉里奈(2) 中学
ｼﾓﾋﾗ ﾏﾘﾅ 中込中
荒井 奈々実(1) 中学
ｱﾗｲ  ﾅﾅﾐ 浅間
藤城 彩花(1) 中学
ﾌｼﾞｼﾛ ｱﾔｶ 上田第五中
後藤 杏菜(1) 中学
ｺﾞﾄｳ ｱﾝﾅ 丸子北中
萩原 彩音(1) 中学
ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾔﾈ 浅間

中学女子

砲丸投(2.721kg)砲丸投(2.721kg)

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -2--2- -3--3- -4--4- -5--5- -6--6- 記録記録 備考備考
11 1515  4491 4491

10.1710.17  8.86 8.86  9.47 9.47 10.1010.10 10.3210.32  9.34 9.34  10.32  10.32 

22 1414  4130 4130
 9.46 9.46  9.27 9.27  9.09 9.09  8.60 8.60  8.99 8.99  8.52 8.52   9.46   9.46 

33 1212  4132 4132
 8.89 8.89  7.25 7.25  8.61 8.61  8.22 8.22  8.08 8.08  8.63 8.63   8.89   8.89 

44 1313  4677 4677
 8.25 8.25  8.56 8.56  8.31 8.31  6.98 6.98  7.75 7.75  8.07 8.07   8.56   8.56 

55 1111  4114 4114
 7.37 7.37  7.70 7.70  8.01 8.01  7.82 7.82  7.91 7.91  7.38 7.38   8.01   8.01 

66 77  4400 4400
 6.54 6.54  7.20 7.20  7.53 7.53  6.90 6.90  6.27 6.27  6.71 6.71   7.53   7.53 

77 88  4294 4294
 6.93 6.93  7.30 7.30  7.06 7.06  7.08 7.08  6.70 6.70  7.33 7.33   7.33   7.33 

88 55  4137 4137
 6.53 6.53  6.73 6.73  6.95 6.95  6.66 6.66  6.76 6.76  6.30 6.30   6.95   6.95 

99 66  4648 4648
 6.17 6.17  6.68 6.68  6.33 6.33   6.68   6.68 

1010 99  4112 4112
 6.63 6.63  6.47 6.47  5.94 5.94   6.63   6.63 

1111 44  4110 4110
 5.81 5.81  6.15 6.15  6.34 6.34   6.34   6.34 

1212 11  4139 4139
 5.51 5.51  6.29 6.29  5.64 5.64   6.29   6.29 

1313 1010  4683 4683
 5.41 5.41  5.66 5.66  5.46 5.46   5.66   5.66 

1414 22  4498 4498
 5.17 5.17  5.13 5.13  5.14 5.14   5.17   5.17 

1515 33  4143 4143
 3.73 3.73  4.15 4.15  3.89 3.89   4.15   4.15 


	F02000000
	決勝記録一覧表

	K02001100
	トラック記録表

	K02001400
	トラック記録表

	K02002400
	リレー記録表

	K02003400
	記録表

	TP02071000
	用紙

	TP02072000
	用紙

	TP02073000
	用紙

	TP02083000
	用紙

	TP02093000
	用紙

	TP16071000
	用紙

	TP16072000
	用紙

	TP16073000
	用紙

	TP16081000
	用紙


