
主催：東信地区陸上競技協会                                                      

決勝記録一覧表
男  子  /  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
05/23 混合 佐久A&AC       59.78 T&F佐久平(A)     1,00.41 岸野小     1,01.66 望月AC(A)     1,02.24 南相木小(A)     1,04.26 T&F佐久平(B)     1,04.39 北御牧小(C)     1,04.48 北御牧小(A)     1,04.52

４×１００ｍＲ 長谷川 美玖(4) 大鹿 愛和(5) 林 さくら(5) 田中 葵(5) 伊藤紅葉(5) 市川 笑花(5) 金子 真菜(4) 小川原 涼花(5)
大森 里香(5) 竹花 碧乃(5) 森 美陽(5) 手塚 菜々(5) 由井陽琴(5) 倉根  慧(5) 関 七生(4) 堀内 若葉(5)
篠原 令磨(5) 菊池 優介(4) 藤巻 陸都(5) 寺島 恒輔(5) 菊池和泉(5) 市川 和英(5) 桜井 優海(4) 猪口 富椰ン(5)
古村 拓海(5) 大工原 光成(5) 岡田 陸(5) 矢嶋 虹太(5) 丹後凪人(5) 小林 珀琢(4) 大塚 穏水(4) 高島 莉生(5)



決勝 5月23日 12:30

県小新              55.50
大会新              57.3
大会新              59.71

[ 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   4 T&F佐久平(A)     8 大鹿 愛和(5)   1,00.41  1   2 北御牧小(C)   200 金子 真菜(4)   1,04.48 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ ｻｸﾀﾞｲﾗ ｵｵｼｶ  ﾏﾅ ｷﾀﾐﾏｷｼｮｳC ｶﾈｺ ﾏﾅ
    9 竹花 碧乃(5)   199 関 七生(4)

ﾀｹﾊﾅ  ｱｵﾉ ｾｷ ﾅﾅﾐ
    3 菊池 優介(4)   246 桜井 優海(4)

ｷｸﾁ  ﾕｳｽｹ ｻｸﾗｲ ﾕｳｶﾞ
   10 大工原 光成(5)   247 大塚 穏水(4)

ﾀﾞｲｸﾊﾗ  ｺｳｾｲ ｵｵﾂｶ ﾄｼﾐ
 2   3 浅科AC(A)   136 山浦 瑞稀(4)   1,05.97  2   8 軽井沢A&AC    26 荻原 佳那(4)   1,04.53 

ｱｻｼﾅｴｰｼｰA ﾔﾏｳﾗ   ﾐｽﾞｷ ｶﾙｲｻﾞﾜ ｴｰｱﾝﾄﾞｴｰｼ ｵｷﾞﾊﾗ ｶﾅ
  132 横山 優月(4)    29 佐伯 風帆(4)

ﾖｺﾔﾏ  ﾕｽﾞ ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ
  161 佐藤 真稀(4)    50 加藤 颯人(5)

ｻﾄｳ  ﾏｻｷ ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ
  164 石井 俊太(4)    49 加藤 大雅(4)

ｲｼｲ  ｼｭﾝﾀ ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ
 3   1 野岸小   207 酒井 あいか(4)   1,06.07  3   1 青木小(A)   118 岩下 瑠璃(4)   1,05.11 

ﾉｷﾞｼｼｮｳ ｻｶｲ  ｱｲｶ ｱｵｷｼｮｳA ｲﾜｼﾀ ﾙﾘ
  208 浅田 ほのか(4)   119 佐藤 菜々子(4)

ｱｻﾀﾞ  ﾎﾉｶ ｻﾄｳ ﾅﾅｺ
  255 北島  慧悟(4)   144 佐藤晄壽(4)

ｷﾀｼﾞﾏ  ｹｲｺﾞ ｻﾄｳ ｱｷﾄｼ
  250 永井 龍斗(4)   145 小林 悠吾(4)

ﾅｶﾞｲ  ﾘｭｳﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｺﾞ
 4   7 ﾛﾃﾞｨｵ(A)    18 土屋 陽花(5)   1,06.20  4   3 望月AC(C)   197 清野 永采(4)   1,06.21 

ﾛﾃﾞｨｵA ﾂﾁﾔ ﾊﾙｶ ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰC ｷﾖﾉ ﾉｱ
   15 菅沼 花菜(5)   194 小林 彩華(4)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾛﾊ
   24 小林 亮太(5)   237 小山 翔平(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ
   28 武舎 永翔(5)   234 佐々木 隆之介(4)

ﾑｼｬ ｴｲﾄ ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ
 5   5 北御牧小(B)   206 栁澤 心奈(4)   1,07.79  5   7 南牧南小(B)   165 吉澤 結女(4)   1,08.79 

ｷﾀﾐﾏｷｼｮｳB ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｺﾅ ﾐﾅﾐﾏｷﾐﾅﾐB ﾖｼｻﾞﾜ   ﾕﾒ
  204 田中 紗奈(4)   166 吉澤 美咲(4)

ﾀﾅｶ ｻﾅ ﾖｼｻﾞﾜ  ﾐｻｷ
  249 鈴木 友聖(4)   199 北澤 耀(5)

ｽｽﾞｷ ﾕｳｾｲ ｷﾀｻﾞ ﾜ   ﾋｶﾙ
  244 岩下 和人(4)   196 今井 元希(4)

ｲﾜｼﾀ ｶｽﾞﾄ ｲﾏｲ  ｹﾞﾝｷ
 6   6 平根小   190 太田 桃子(4)   1,08.75  6   4 軽井沢西部AC    34 岡田 莉歩(4)   1,09.89 

ﾋﾗﾈｼｮｳｶ ｵｵﾀ ﾓﾓｺ ｶﾙｲｻﾞﾜｾｲﾌﾞｴｰｼｰ ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ
  188 関口 蒔琉(4)    38 小川 真里佳(4)

ｾｷｸﾞﾁ ﾏｸﾙ ｵｶﾞﾜ ﾏﾘｶ
  228 伊藤 瑛也(4)    62 筒本 路加(4)

ｲﾄｳ ﾃﾙﾔ ﾂﾂﾓﾄ ﾙｶ
  229 島村 一(4)    60 土屋 大樹(4)

ｼﾏﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ ﾂﾁﾔ ﾀﾞｲｷ
 7   9 美南ｶﾞ丘小   184 佐々木 涙璃(4)   1,09.83  7   6 南相木小(B)   160 依田美颯(4)   1,11.12 

ﾐﾅﾐｶﾞｵｶｼｮｳ ｻｻｷ ﾙｲﾘ ﾐﾅﾐｱｲｷB ﾖﾀ ﾞﾐﾊﾔ
  187 中島 優菜(5)   161 荻原郁(4)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾅ ｵｷﾞﾊﾗ ｲｸ
  226 鈴木 丸翔(4)   188 菊池琉斗(4)

ｽｽﾞｷ ﾏﾙﾄ ｷｸﾁ ﾘｭｳﾄ
  224 林 凌聖(4)   190 榊夏惟(4)

ﾊﾔｼ ﾘｮｳｾｲ ｻｶｷ ｶｲ
 8   8 青木小(B)   120 池田 和美(4)   1,10.71   5 南牧北小(C)   175 菊池 起良里(5)

ｱｵｷｼｮｳB ｲｹﾀﾞ ﾅｺﾞﾐ ﾐﾅﾐﾏｷｷﾀｼｮｳC ｷｸﾁ ｷﾗﾘ 失格
  117 花村 瑠美奈(4)   182 髙見澤 優芽(5)

ﾊﾅﾑﾗ ﾙﾐﾅ ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾕﾒ
  147 増田 圭輔(4)   213 中嶋 大翔(4)

ﾏｽﾀﾞ ｹｲｽｹ ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾄ
  146 早川 夢貴(4)   204 井出 秋也(4)

ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｷ ｲﾃﾞ  ｼｭｳﾔ
  2 高瀬小    60 小林 玲奈(4)   9 ﾛﾃﾞｨｵ(C)

ﾀｶｾ ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲﾅ 失格 ﾛﾃﾞｨｵC 欠場
   59 佐藤 凜(4)

ｻﾄｳ ﾘﾝ
   73 百瀬 裕吏(4)

ﾓﾓｾ ﾕｳﾘ
   71 赤城 天護(4)

ｱｶｷﾞ ﾃﾝﾏ

混合

４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ

決勝決勝決勝



[ 3組] [ 4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   8 佐久A&AC    70 長谷川 美玖(4)     59.78  1   8 望月AC(A)   198 田中 葵(5)   1,02.24 

ｻｸｴｰｱﾝﾄﾞｴｰｼｰ ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰA ﾀﾅｶ ｱｵｲ
   69 大森 里香(5)   192 手塚 菜々(5)

ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ ﾃﾂﾞｶ ﾅﾅ
   81 篠原 令磨(5)   236 寺島 恒輔(5)

ｼﾉﾊﾗ ﾘｮｳﾏ ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ
   78 古村 拓海(5)   240 矢嶋 虹太(5)

ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ ﾔｼﾞﾏ ｺｳﾀ
 2   9 岸野小    25 林 さくら(5)   1,01.66  2   7 T&F佐久平(B)     3 市川 笑花(5)   1,04.39 

ｷｼﾉｼｮｳ ﾊﾔｼ ｻｸﾗ ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ ｻｸﾀﾞｲﾗ ｲﾁｶﾜ  ｴﾐｶ
   23 森 美陽(5)     7 倉根  慧(5)

ﾓﾘ ﾐﾊﾙ ｸﾗﾈ  ｹｲ
   41 藤巻 陸都(5)     5 市川 和英(5)

ﾌｼﾞﾏｷ ﾘｸﾄ ｲﾁｶﾜ  ｶｽﾞﾋﾃﾞ
   36 岡田 陸(5)     8 小林 珀琢(4)

ｵｶﾀﾞ ﾘｸ ｺﾊﾞﾔｼ  ﾊｸ
 3   6 南相木小(A)   159 伊藤紅葉(5)   1,04.26  3   6 北御牧小(A)   202 小川原 涼花(5)   1,04.52 

ﾐﾅﾐｱｲｷA ｲﾄｳ ｸﾚﾊ ｷﾀﾐﾏｷｼｮｳA ｵｶﾞﾜﾗ ｽｽﾞｶ
  164 由井陽琴(5)   205 堀内 若葉(5)

ﾕｲ ﾋｺﾄ ﾎﾘｳﾁ ﾜｶﾊﾞ
  189 菊池和泉(5)   248 猪口 富椰ン(5)

ｷｸﾁ ｲｽﾞﾐ ｲﾉｸﾞﾁ ﾌﾟﾔﾝ
  191 丹後凪人(5)   245 高島 莉生(5)

ﾀﾝｺﾞ ﾅｷﾞﾄ ﾀｶｼﾏ ﾘｵ
 4   2 浅科AC(B)   137 鈴木 葵(4)   1,04.75  4   9 小諸東小    98 柳沢 瑠那(4)   1,05.27 

ｱｻｼﾅｴｰｼｰB ｽｽﾞｷ  ｱｵｲ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾙﾅ
  134 高野 杏美(4)    93 山本 紗帆(4)

ﾀｶﾉ  ｱﾐ ﾔﾏﾓﾄ ｻﾎ
  160 丸山 颯輝斗(4)   108 塩川 晴也(4)

ﾏﾙﾔﾏ  ｻｷﾄ ｼｵｶﾜ ｾｲﾔ
  162 市川 寛人(4)   107 伊藤 壮一郎(4)

ｲﾁｶﾜ  ﾋﾛﾄ ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ
 5   5 望月AC(B)   191 吉田 凜(4)   1,04.89  5   4 ﾛﾃﾞｨｵ(B)    17 竹花 望来(5)   1,07.03 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰB ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝ ﾛﾃﾞｨｵB ﾀｹﾊﾅ ﾐｸﾙ
  193 小松 優花(4)    16 曾我 凪紗(5)

ｺﾏﾂ ﾕｳｶ ｿｶﾞ ﾅｷﾞｻ
  235 山浦 雅斗(4)    26 竹花 亮哉(5)

ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ ﾀｹﾊﾅ ｱｷﾔ
  238 小林 碧空(4)    21 花岡 瑠伊(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ ﾊﾅｵｶ ﾙｲ
 6   4 南牧北小(A)   172 井出 柚羽(5)   1,06.50  6   2 真田ﾏﾗｿﾝ教室   109 岡嶋 咲愛(5)   1,08.03 

ﾐﾅﾐﾏｷｷﾀｼｮｳA ｲﾃﾞ  ﾕｽﾞﾊ ｻﾅﾀﾞﾏﾗｿﾝｷｮｳｼﾂ ｵｶｼﾞﾏ ｻｴ
  170 井出 叶羽(4)   108 井沢 心和(5)

ｲﾃﾞ  ｶﾅﾊ ｲｻﾞﾜ ｺﾉｶ
  211 中原 龍太(4)   127 三井 秀亮(4)

ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳﾀ ﾐﾂｲ ｼｭｳｽｹ
  219 髙見澤 祐生(4)   125 関川 創太(4)

ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾕｳ ｾｷｶﾞﾜ ｿｳﾀ
 7   1 野沢小   215 木内 愛莉(5)   1,07.08  7   3 臼田小    21 橋本 春花(4)   1,09.27 

ﾉｻﾞﾜｼｮｳ ｷｳﾁ ｴﾘ ｳｽｼｮｳ ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ
  214 茂木 七海(5)    22 高柳 茉琴(4)

ﾓﾃｷ ﾅﾅﾐ ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾏｺﾄ
  262 坪井 泰生(5)    32 黒澤 成弥(4)

ﾂﾎﾞｲ ﾀｲｾｲ ｸﾛｻﾜ ﾅﾙﾐ
  258 田島　大樹(5)    33 市川 皓大(4)

ﾀｼﾞﾏ ﾀｲｷ ｲﾁｶﾜ ｺｳﾀ
 8   7 ﾛﾃﾞｨｵ(D)    13 金子 華凪(4)   1,08.36  8   5 南牧北小(B)   177 薩田 こゆき(5)   1,11.33 

ﾛﾃﾞｨｵD ｶﾈｺ ﾊﾅ ﾐﾅﾐﾏｷｷﾀｼｮｳB ｻｯﾀ ｺﾕｷ
   19 北山 和鼓子(4)   181 髙見澤 双葉(5)

ｷﾀﾔﾏ ﾜｺｺ ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾌﾀﾊﾞ
   30 柳沢 孔軌(4)   206 菊池 央輝(4)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ ｷｸﾁ ｵｳｷ
   20 加藤 大雅(4)   214 津金 士文(4)

ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ ﾂｶﾞﾈ ｼﾓﾝ
 9   3 南牧南小(A)   169 長林 梨紗(4)   1,11.99 

ﾐﾅﾐﾏｷﾐﾅﾐA ﾅｶﾞﾊﾞﾔｼ  ﾘｻ
  168 新海 彩菜恵(4)

ｼﾝｶﾞｲ  ｻﾅｴ
  197 佐々木 翔夢(4)

ｻｻｷ  ｼｮｳﾑ
  198 湯浅 日向(5)

ﾕｱｻ  ﾋﾅﾀ

混合混合

４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ



   1 佐久A&AC     59.78 長谷川 美玖(4) 大森 里香(5) 篠原 令磨(5) 古村 拓海(5)   3   1
   2 T&F佐久平(A)   1,00.41 大鹿 愛和(5) 竹花 碧乃(5) 菊池 優介(4) 大工原 光成(5)   1   1
   3 岸野小   1,01.66 林 さくら(5) 森 美陽(5) 藤巻 陸都(5) 岡田 陸(5)   3   2
   4 望月AC(A)   1,02.24 田中 葵(5) 手塚 菜々(5) 寺島 恒輔(5) 矢嶋 虹太(5)   4   1
   5 南相木小(A)   1,04.26 伊藤紅葉(5) 由井陽琴(5) 菊池和泉(5) 丹後凪人(5)   3   3
   6 T&F佐久平(B)   1,04.39 市川 笑花(5) 倉根  慧(5) 市川 和英(5) 小林 珀琢(4)   4   2
   7 北御牧小(C)   1,04.48 金子 真菜(4) 関 七生(4) 桜井 優海(4) 大塚 穏水(4)   2   1
   8 北御牧小(A)   1,04.52 小川原 涼花(5) 堀内 若葉(5) 猪口 富椰ン(5) 高島 莉生(5)   4   3
   9 軽井沢A&AC   1,04.53 荻原 佳那(4) 佐伯 風帆(4) 加藤 颯人(5) 加藤 大雅(4)   2   2
  10 浅科AC(B)   1,04.75 鈴木 葵(4) 高野 杏美(4) 丸山 颯輝斗(4) 市川 寛人(4)   3   4
  11 望月AC(B)   1,04.89 吉田 凜(4) 小松 優花(4) 山浦 雅斗(4) 小林 碧空(4)   3   5
  12 青木小(A)   1,05.11 岩下 瑠璃(4) 佐藤 菜々子(4) 佐藤晄壽(4) 小林 悠吾(4)   2   3
  13 小諸東小   1,05.27 柳沢 瑠那(4) 山本 紗帆(4) 塩川 晴也(4) 伊藤 壮一郎(4)   4   4
  14 浅科AC(A)   1,05.97 山浦 瑞稀(4) 横山 優月(4) 佐藤 真稀(4) 石井 俊太(4)   1   2
  15 野岸小   1,06.07 酒井 あいか(4) 浅田 ほのか(4) 北島  慧悟(4) 永井 龍斗(4)   1   3
  16 ﾛﾃﾞｨｵ(A)   1,06.20 土屋 陽花(5) 菅沼 花菜(5) 小林 亮太(5) 武舎 永翔(5)   1   4
  17 望月AC(C)   1,06.21 清野 永采(4) 小林 彩華(4) 小山 翔平(4) 佐々木 隆之介(4  2   4
  18 南牧北小(A)   1,06.50 井出 柚羽(5) 井出 叶羽(4) 中原 龍太(4) 髙見澤 祐生(4)   3   6
  19 ﾛﾃﾞｨｵ(B)   1,07.03 竹花 望来(5) 曾我 凪紗(5) 竹花 亮哉(5) 花岡 瑠伊(5)   4   5
  20 野沢小   1,07.08 木内 愛莉(5) 茂木 七海(5) 坪井 泰生(5) 田島　大樹(5)   3   7
  21 北御牧小(B)   1,07.79 栁澤 心奈(4) 田中 紗奈(4) 鈴木 友聖(4) 岩下 和人(4)   1   5
  22 真田ﾏﾗｿﾝ教室   1,08.03 岡嶋 咲愛(5) 井沢 心和(5) 三井 秀亮(4) 関川 創太(4)   4   6
  23 ﾛﾃﾞｨｵ(D)   1,08.36 金子 華凪(4) 北山 和鼓子(4) 柳沢 孔軌(4) 加藤 大雅(4)   3   8
  24 平根小   1,08.75 太田 桃子(4) 関口 蒔琉(4) 伊藤 瑛也(4) 島村 一(4)   1   6
  25 南牧南小(B)   1,08.79 吉澤 結女(4) 吉澤 美咲(4) 北澤 耀(5) 今井 元希(4)   2   5
  26 臼田小   1,09.27 橋本 春花(4) 高柳 茉琴(4) 黒澤 成弥(4) 市川 皓大(4)   4   7
  27 美南ｶﾞ丘小   1,09.83 佐々木 涙璃(4) 中島 優菜(5) 鈴木 丸翔(4) 林 凌聖(4)   1   7
  28 軽井沢西部AC   1,09.89 岡田 莉歩(4) 小川 真里佳(4) 筒本 路加(4) 土屋 大樹(4)   2   6
  29 青木小(B)   1,10.71 池田 和美(4) 花村 瑠美奈(4) 増田 圭輔(4) 早川 夢貴(4)   1   8
  30 南相木小(B)   1,11.12 依田美颯(4) 荻原郁(4) 菊池琉斗(4) 榊夏惟(4)   2   7
  31 南牧北小(B)   1,11.33 薩田 こゆき(5) 髙見澤 双葉(5) 菊池 央輝(4) 津金 士文(4)   4   8
  32 南牧南小(A)   1,11.99 長林 梨紗(4) 新海 彩菜恵(4) 佐々木 翔夢(4) 湯浅 日向(5)   3   9

組組 順位順位ｵｰﾀﾞｰ2ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4ｵｰﾀﾞｰ4都道府県 記録記録 備考備考 ｵｰﾀﾞｰ1ｵｰﾀﾞｰ1
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