
第43回東信地区陸上競技選手権大会　記録集
　主催　東信地区陸上競技協会　上田市教育委員会　(財)上田市体育協会
　後援　佐久地教委連絡協議会　上小地教委連絡協議会　
　

気象状況 2015/08/30

時刻 天候 風 気温 湿度 気圧
 9:00 曇り   0.0m/sec.  20.0 ℃  86.0 % 932.5 hPa
10:00 小雨 北西   1.8m/sec.  20.0 ℃  86.0 %
11:00 雨 南南西   2.3m/sec.  20.0 ℃  86.0 %
12:00 雨 南東   0.1m/sec.  20.0 ℃  86.0 %
13:00 曇り 北北東   0.4m/sec.  21.0 ℃  82.0 %
14:00 雨 北   1.2m/sec.  20.5 ℃  86.0 %
15:00 雨 北西   1.8m/sec.  20.0 ℃  86.0 %
16:00 曇り 南西   2.2m/sec.  20.5 ℃  82.0 %

種　目 ラウンド 氏  名 所属名 記録／備考
中学男子3000m 決勝 若林 亮冶(3) 上田第四中   9,34.23 大会新

決勝 矢野 大和(3) 上田第四中   9,41.45 大会新
決勝 眞田 稜生(2) 上田第四中   9,41.47 大会新

中学男子1500m 決勝 米山 哲弘(3) 佐久長聖中   4,14.78 大会新
男子100m 予選 松崎 文弥(2) 佐久長聖高     11.14 大会新

予選 花里 翼(2) 佐久長聖高     11.10 大会新
中学男子100m 予選 柳澤 祐希(2) 芦原中     11.63 大会新

決勝 柳澤 祐希(2) 芦原中     11.62 大会新
中学女子100m 予選 河田 璃音(2) 上田第五中     13.04 大会新
男子400m 決勝 松崎 文弥(2) 佐久長聖高     49.87 大会新
男子110mH 決勝 五十嵐 大樹 野沢北ｸﾗﾌﾞ     15.40 大会新

決勝 中澤 晴起(1) 小諸高     16.21 大会新
中学男子400m 予選 柏木 優(2) 小諸東中     56.14 大会新

予選 堀込 碧(2) 野沢中     55.20 大会新
予選 堀込 碧(2) 野沢中     55.32 大会新
決勝 柏木 優(2) 小諸東中     55.86 大会新
決勝 佐藤 公一郎(2) 御代田中     55.92 大会新

中学男子110mH 決勝 井出 直哉(3) 軽井沢A&AC     16.79 大会新
決勝 中島 優太朗(2) 東御東部中     16.98 大会新

中学1年男子100mH 決勝 原 惇也(1) 浅間中     15.56 大会新
男子5000m 決勝 小林正典 上田陸協  15,11.55 大会新

決勝 小山 祐太 ｺﾄﾋﾗ工業  15,18.03 大会新
決勝 北沢 正親 ｺﾄﾋﾗ工業  15,25.44 大会新
決勝 長谷川 潤(1) 上田西高  15,58.57 大会新
決勝 松久哲治 上田陸協  16,01.90 大会新
決勝 掛川 萌也(2) 上田西高  16,08.21 大会新
決勝 笹澤 健司(1) 上田西高  16,09.39 大会新
決勝 土屋秀徳 上田陸協  16,15.30 大会新
決勝 高木 孝亮 ｺﾄﾋﾗ工業  16,18.66 大会新
決勝 小宮山亮太 上田陸協  16,21.48 大会新
決勝 清水 優 小諸市陸協  16,22.38 大会新

中学男子4X100mR 決勝 芦原中 小林 涼真(2)     46.48 大会新
藤村 知季(2)
原 泰三(2)
柳澤 祐希(2)

中学女子4X100mR 決勝 小諸東中 大塚 七星(2)     53.56 大会新
下平 涼羽(2)
横須賀 玲奈(2)
塚田 菜々(1)



第43回東信地区陸上競技選手権大会                                                
　主催　東信地区陸上競技協会　上田市教育委員会　(財)上田市体育協会              
　後援　佐久地教委連絡協議会　上小地教委連絡協議会　                            

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
08/30 女子  +0.1酒井 菜月(2) 13.14 土屋 かなめ(1) 13.37 白石 舞(1) 13.38 片桐 穂花(3) 13.95 山際 李奈(1) 14.11 清水 千亜紀(1) 14.24 中村 葵(1) 14.41 池内 香菜子(1) 14.52

100m 高校･野沢北高 高校･岩村田高 高校･上田西高 高校･望月AC 高校･丸子修学館高 高校･丸子修学館高 高校･野沢北高 高校･佐久長聖高
08/30 酒井 菜月(2) 26.73 渡辺 恵衣(2) 27.61 松田 華歩(1) 27.69 小林 結衣子(1) 27.85 住友 佐耶佳(2) 28.19 佐藤 真由(1) 28.53 新田 美月(1) 28.59 片桐 穂花(3) 29.21

200m 高校･野沢北高 高校･岩村田高 高校･岩村田高 高校･小諸高 高校･野沢北高 高校･野沢北高 高校･小諸高 高校･望月AC
08/30 田川 綺菜(3) 2,28.80 佐藤 真由(1) 2,31.67 西野入 萌利(1) 2,32.76 田中 ジェシカ(1 2,33.57 城下 真裕子(2) 2,36.10 成澤 優(2) 2,38.12 栁澤 菜々子(1) 2,38.26 北原 聡子(1) 2,59.38

800m 高校･上田染谷丘高 高校･野沢北高 高校･上田高 高校･上田染谷丘高 高校･上田高 高校･上田東高 高校･上田東高 高校･佐久長聖高
08/30  -1.8松田 華歩(1) 16.10 高橋 うらら(1) 16.22 加納 南菜子(2) 17.51 荻原 明日香(1) 18.01 新田 美月(1) 18.15 中村 葵(1) 19.53 石田 麗奈(1) 20.51

100mH 高校･岩村田高 高校･上田西高 高校･上田高 高校･上田染谷丘高 高校･小諸高 高校･野沢北高 高校･丸子修学館高
08/30 髙見沢 菜央(1) 1.45 山際 李奈(1) 1.45 久保村 沙那(1) 1.35 木内 麻衣子(1) 1.30

走高跳 高校･上田染谷丘高 高校･丸子修学館高 高校･佐久長聖高 高校･野沢南高
08/30 小林 奏(1) 2.80

棒高跳 高校･佐久長聖高
08/30 宮下 あかね(2)4.97(+1.0) 矢島 芽依(2) 4.92(+0.8) 片桐 穂花(3) 4.72(+0.6) 住友 佐耶佳(2)4.60(+1.0) 清水 千亜紀(1)4.45(+0.2) 田中 舞(1) 4.40(+1.7) 春原 朱里(1) 4.06(+1.3) 木内 麻衣子(1)3.97(+1.2)

走幅跳 高校･上田染谷丘高 高校･佐久長聖高 高校･望月AC 高校･野沢北高 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･野沢南高
08/30 永井 琴美(3) 10.45 土屋 花梨(1) 8.78 甲田 祥子(2) 6.89

砲丸投 高校･上田東高 高校･上田東高 高校･上田染谷丘高
08/30 永井 琴美(3) 30.61 宮下 彩奈(2) 28.10 土屋 花梨(1) 22.71 鈴木 香琳(1) 18.90 黛 うらら(1) 11.84

円盤投 高校･上田東高 高校･東御清翔 高校･上田東高 高校･岩村田高 高校･野沢南高
08/30 上田西高       51.30 岩村田高       52.37 野沢北高       53.10 上田染谷丘高      54.73 丸子修学館高      55.35 佐久長聖高       55.48 上田東高       57.99

4x100mR 白石 舞(1) 松田 華歩(1) 小林 茉菜美(2) 春原 朱里(1) 石田 麗奈(1) 池内 香菜子(1) 永井 琴美(3)
柳沢 華歩(2) 土屋 かなめ(1) 酒井 菜月(2) 宮下 あかね(2) 清水 千亜紀(1) 小林 奏(1) 成澤 優(2)
田中 祐里(2) 鈴木 香琳(1) 佐藤 真由(1) 髙見沢 菜央(1) 田中 舞(1) 北原 聡子(1) 栁澤 菜々子(1)
高橋 うらら(1) 渡辺 恵衣(2) 住友 佐耶佳(2) 荻原 明日香(1) 山際 李奈(1) 矢島 芽依(2) 土屋 花梨(1)

08/30 中学女子  +0.1河田 璃音(2) 13.31 荒井 奈々実(2) 13.64 児玉 菜緒(2) 13.68 大塚 七星(2) 13.94 古田 真央(2) 14.07 前田望乃花(1) 14.08 下平 涼羽(2) 14.16 田中 風紗音(2) 14.26
100m 中学･上田第五中 中学･浅間中 中学･上田第四中 中学･小諸東中 中学･東御東部中 中学･軽井沢A&AC 中学･小諸東中 中学･芦原中

08/30  -2.3河田 璃音(2) 27.25 荒井 奈々実(2) 28.25 横須賀 玲奈(2) 28.60 山本 冴(2) 30.03 柳澤 華恋(2) 30.12 渋沢 彩乃(2) 30.64 遠藤 和泉(1) 30.84 三浦 元海(2) 31.10
200m 中学･上田第五中 中学･浅間中 中学･小諸東中 中学･浅科中 中学･上田第五中 中学･上田第五中 中学･T&F佐久平 中学･野沢中

08/30 柳澤 華恋(2) 2,33.99 中山 琉那(2) 2,34.95 油井 恭花(3) 2,35.55 宮本 蘭々(1) 2,35.67 碓氷 眞子(2) 2,40.09 小林 未央(2) 2,46.49 塩崎 唯衣(2) 2,47.80 宮下 紗采(1) 2,48.53
800m 中学･上田第五中 中学･浅間中 中学･野沢中 中学･上田第六 中学･浅科中 中学･丸子北中 中学･東御東部中 中学･東御東部中

08/30 塚田 菜々(1) 16.71 田中 風紗音(2) 16.94 林 実玲(2) 17.99 土屋 愛理(2) 18.12 米山 野乃佳(2) 18.43 宇都宮 悠奈(2) 18.63 土屋 うらら(2) 18.75 佐藤 妃菜(2) 18.84
100mH 中学･小諸東中 中学･芦原中 中学･野沢中 中学･軽井沢中 中学･浅科中 中学･軽井沢中 中学･浅間中 中学･軽井沢中

08/30 櫻井 裕梨(3) 1.50 宇都宮 悠奈(2) 1.35 米山 野乃佳(2) 1.30 寺井 萌々香(2) 中学･軽井沢中 1.25 青木 涼香(2) 1.25 佐藤 妃菜(2) 1.25 池田 奈央(1) 1.10
走高跳 中学･野沢中 中学･軽井沢中 中学･浅科中 飯島 萌希(2) 中学･上田第四中 中学･浅間中 中学･軽井沢中 中学･野沢中

08/30 杉山 佳乃(1) 1.80
棒高跳 中学･上田第五中

08/30 碓氷 眞子(2) 4.51(+1.4) 藤澤 鈴香(1) 4.28(+1.2) 小泉 有唯(1) 4.17(+2.1) 佐藤 亜美佳(3)4.16(+1.7) 三浦 元海(2) 4.11(+2.0) 大久保 理菜(2)4.03(+1.1) 小泉 優花(1) 4.00(+2.9) 佐藤 佑羽(2) 3.92(+1.9)
走幅跳 中学･浅科中 中学･上田第五中 中学･小諸東中 中学･浅科中 中学･野沢中 中学･上田第四中 中学･野沢中 中学･浅間中

08/30 酒井 美咲(2) 8.69 湯本 渚(2) 8.45 北村 典子(2) 7.43 佐藤 佑羽(2) 7.20 城下 琴音(2) 6.99 洲﨑 光結(1) 6.70 佐藤 亜美佳(3) 6.63 木内 サラ(2) 6.55
砲丸投 中学･東御東部中 中学･小諸東中 中学･浅科中 中学･浅間中 中学･上田第四中 中学･小諸東中 中学･浅科中 中学･浅科中

08/30 小諸東中       53.56 上田第五中       55.34 浅間中       55.52 上田第四中       56.24 浅科中       56.27 東御東部中       56.48 軽井沢中       56.69 野沢中       59.02
4x100mR 大塚 七星(2) 柳澤 華恋(2) 栗田 怜奈(1) 南正覚 史乃(2) 北村 典子(2) 塩崎 唯衣(2) 依田 仁美(2) 三浦 元海(2)

下平 涼羽(2) 河田 璃音(2) 荒井 奈々実(2) 児玉 菜緒(2) 山本 冴(2) 古田 真央(2) 土屋 愛理(2) 坂根 樺音(1)
横須賀 玲奈(2) 渋沢 彩乃(2) 青木 涼香(2) 杉谷 亜美(2) 米山 野乃佳(2) 清水 あかね(1) 宇都宮 悠奈(2) 小泉 優花(1)
塚田 菜々(1) 藤澤 鈴香(1) 土屋 うらら(2) 舘内 彩歌(2) 佐藤 亜美佳(3) 小林 明日架(2) 氏家 幸乃(2) 林 実玲(2)



決勝 8月30日 12:45

大会新              12.75

風速 +0.1

 1 酒井 菜月(2) 高校     13.14 
ｻｶｲ ﾅﾂｷ 野沢北高

 2 土屋 かなめ(1) 高校     13.37 
ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 岩村田高

 3 白石 舞(1) 高校     13.38 
ｼﾗｲｼ ﾏｲ 上田西高

 4 片桐 穂花(3) 高校     13.95 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 望月AC

 5 山際 李奈(1) 高校     14.11 
ﾔﾏｷﾞﾜ ﾘﾅ 丸子修学館高

 6 清水 千亜紀(1) 高校     14.24 
ｼﾐｽﾞ ﾁｱｷ 丸子修学館高

 7 中村 葵(1) 高校     14.41 
ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 野沢北高

 8 池内 香菜子(1) 高校     14.52 
ｲｹｳﾁ ｶﾅｺ 佐久長聖高

女子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1232

8  1270

6  1536

9     2

7  1392

3  1390

2  1235

5  1302



決勝 8月30日 12:15

大会新              25.4 
大会新              25.84

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 -1.2

 1 渡辺 恵衣(2) 高校     27.61  1 酒井 菜月(2) 高校     26.73 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｲ 岩村田高 ｻｶｲ ﾅﾂｷ 野沢北高

 2 佐藤 真由(1) 高校     28.53  2 松田 華歩(1) 高校     27.69 
ｻﾄｳ ﾏﾕｳ 野沢北高 ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ 岩村田高

 3 新田 美月(1) 高校     28.59  3 小林 結衣子(1) 高校     27.85 
ﾆｯﾀ ﾐﾂﾞｷ 小諸高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲｺ 小諸高

 4 石田 麗奈(1) 高校     31.00  4 住友 佐耶佳(2) 高校     28.19 
ｲｼﾀ ﾞｳﾙﾅ 丸子修学館高 ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ 野沢北高

 5 北原 聡子(1) 高校     31.83  5 片桐 穂花(3) 高校     29.21 
ｷﾀﾊﾗ ｻﾄｺ 佐久長聖高 ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 望月AC

 6 田中 舞(1) 高校     29.92 
ﾀﾅｶ ﾏｲ 丸子修学館高

女子

200m                

決勝

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  1266 4  1232

5  1234 3  1271

3  1331 2  1332

4  1393 6  1233

2  1303 5     2

7  1391



   1 酒井 菜月(2) 高校 野沢北高     26.73 (-1.2)   2   1
   2 渡辺 恵衣(2) 高校 岩村田高     27.61 (-0.3)   1   1
   3 松田 華歩(1) 高校 岩村田高     27.69 (-1.2)   2   2
   4 小林 結衣子(1) 高校 小諸高     27.85 (-1.2)   2   3
   5 住友 佐耶佳(2) 高校 野沢北高     28.19 (-1.2)   2   4
   6 佐藤 真由(1) 高校 野沢北高     28.53 (-0.3)   1   2
   7 新田 美月(1) 高校 小諸高     28.59 (-0.3)   1   3
   8 片桐 穂花(3) 高校 望月AC     29.21 (-1.2)   2   5
   9 田中 舞(1) 高校 丸子修学館高     29.92 (-1.2)   2   6
  10 石田 麗奈(1) 高校 丸子修学館高     31.00 (-0.3)   1   4
  11 北原 聡子(1) 高校 佐久長聖高     31.83 (-0.3)   1   5

女子

200m                
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
 1232
 1266
 1271
 1332

 1303

 1233
 1234
 1331
    2
 1391
 1393



決勝 8月30日 14:50

大会新            2,20.5 
大会新            2,28.58

 1 田川 綺菜(3) 高校   2,28.80 
ﾀｶﾞﾜ ｱﾔﾅ 上田染谷丘高

 2 佐藤 真由(1) 高校   2,31.67 
ｻﾄｳ ﾏﾕｳ 野沢北高

 3 西野入 萌利(1) 高校   2,32.76 
ﾆｼﾉｲﾘ ﾓｴﾘ 上田高

 4 田中 ジェシカ(1)高校   2,33.57 
ﾀﾅｶ ｼﾞｪｼｶ 上田染谷丘高

 5 城下 真裕子(2) 高校   2,36.10 
ｼﾞｮｳｼﾀ ﾏﾕｺ 上田高

 6 成澤 優(2) 高校   2,38.12 
ﾅﾙｻﾜ ﾕｳ 上田東高

 7 栁澤 菜々子(1) 高校   2,38.26 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅﾅｺ 上田東高

 8 北原 聡子(1) 高校   2,59.38 
ｷﾀﾊﾗ ｻﾄｺ 佐久長聖高

 9 友野 遥(1) 高校   2,59.46 
ﾄﾓﾉ ﾊﾙｶ 野沢北高

女子

800m                

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  1457

1  1234

3  1426

8  1466

9  1425

4  1447

7  1236

2  1438

5  1303



決勝 8月30日  9:20

大会新            5,07.55

内田 梨湖(1) 高校
ｳﾁﾀﾞ ﾘｺ 上田西高

11  1540 1540
欠場欠場

氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 No.No.

女子

1500m               1500m               

決勝決勝決勝



決勝 8月30日 14:05

大会新              14.4 
大会新              15.65

風速 -1.8

 1 松田 華歩(1) 高校     16.10 
ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ 岩村田高

 2 高橋 うらら(1) 高校     16.22 
ﾀｶﾊｼ  ｳﾗﾗ 上田西高

 3 加納 南菜子(2) 高校     17.51 
ｶﾉｳ ﾅﾅｺ 上田高

 4 荻原 明日香(1) 高校     18.01 
ｵｷﾞﾊﾗ ｱｽｶ 上田染谷丘高

 5 新田 美月(1) 高校     18.15 
ﾆｯﾀ ﾐﾂﾞｷ 小諸高

 6 中村 葵(1) 高校     19.53 
ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 野沢北高

 7 石田 麗奈(1) 高校     20.51 
ｲｼﾀ ﾞｳﾙﾅ 丸子修学館高

女子

100mH               

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  1271

5  1535

4  1424

8  1465

7  1393

3  1331

2  1235



決勝 8月30日 15:55

大会新              50.1 
大会新              49.61

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 上田西高  1536 白石 舞(1)     51.30 

ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ｼﾗｲｼ ﾏｲ
 1534 柳沢 華歩(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ｶﾎ
 1537 田中 祐里(2)

ﾀﾅｶ  ﾕｳﾘ
 1535 高橋 うらら(1)

ﾀｶﾊｼ  ｳﾗﾗ
 2   8 岩村田高  1271 松田 華歩(1)     52.37 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ
 1270 土屋 かなめ(1)

ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ
 1272 鈴木 香琳(1)

ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ
 1266 渡辺 恵衣(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｲ
 3   2 野沢北高  1231 小林 茉菜美(2)     53.10 

ﾉｻﾞﾜｷﾀｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ
 1232 酒井 菜月(2)

ｻｶｲ ﾅﾂｷ
 1234 佐藤 真由(1)

ｻﾄｳ ﾏﾕｳ
 1233 住友 佐耶佳(2)

ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ
 4   3 上田染谷丘高  1463 春原 朱里(1)     54.73 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ｽﾉﾊﾗ ｱｶﾘ
 1458 宮下 あかね(2)

ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ
 1464 髙見沢 菜央(1)

ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾅｵ
 1465 荻原 明日香(1)

ｵｷﾞﾊﾗ ｱｽｶ
 5   5 丸子修学館高  1393 石田 麗奈(1)     55.35 

ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝｺｳ ｲｼﾀ ﾞｳﾙﾅ
 1390 清水 千亜紀(1)

ｼﾐｽﾞ ﾁｱｷ
 1391 田中 舞(1)

ﾀﾅｶ ﾏｲ
 1392 山際 李奈(1)

ﾔﾏｷﾞﾜ ﾘﾅ
 6   6 佐久長聖高  1302 池内 香菜子(1)     55.48 

ｻｸﾁｮｳｾｲ ｲｹｳﾁ ｶﾅｺ
 1300 小林 奏(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ
 1303 北原 聡子(1)

ｷﾀﾊﾗ ｻﾄｺ
 1301 矢島 芽依(2)

ﾔｼﾞﾏ ﾒｲ
 7   9 上田東高  1448 永井 琴美(3)     57.99 

ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼｺｳ ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ
 1447 成澤 優(2)

ﾅﾙｻﾜ ﾕｳ
 1438 栁澤 菜々子(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅﾅｺ
 1439 土屋 花梨(1)

ﾂﾁﾔ ｶﾘﾝ
  4 上田高

ｳｴﾀﾞｺｳ 欠場

女子

4x100mR             

決勝



予選 8月30日  9:50
決勝 8月30日 12:35

大会新              13.11

[ 1組] 風速 -0.9 [ 2組] 風速 +2.2

 1 荒井 奈々実(2) 中学     13.73 q  1 小林 明日架(2) 中学     14.40 
ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 浅間中 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ 東御東部中

 2 林 実玲(2) 中学     14.92  2 丸山 那菜(2) 中学     14.51 
ﾊﾔｼ ﾐﾚｲ 野沢中 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅ 御代田中

 3 南正覚 史乃(2) 中学     15.15  3 油井 恭花(3) 中学     14.68 
ﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｸ ｼﾉ 上田第四中 ﾕｲ ｷｮｳｶ 野沢中

 4 木内 サラ(2) 中学     15.44  4 舘内 彩歌(2) 中学     15.06 
ｷｳﾁ ｻﾗ 浅科中 ﾀﾁｳﾁ ｱﾔｶ 上田第四中

 5 金澤 七海(1) 中学     15.55  5 小泉 有唯(1) 中学     15.11 
ｶﾅｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 御代田中 ｺｲｽﾞﾐ ｱｲ 小諸東中

 6 洲﨑 光結(1) 中学     15.60  6 萩原 彩音(2) 中学     15.44 
ｽｻﾞｷ ﾐﾕ 小諸東中 ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾔﾈ 浅間中

 7 蓬田 薫音(1) 中学     15.98  7 藤城 彩花(2) 中学     16.16 
ﾖﾓｷﾞﾀﾞ ｶﾉﾝ 東御東部中 ﾌｼﾞｼﾛ ｱﾔｶ 上田第五中

 8 城田 美衣奈(1) 中学     16.00 生島 初音(3) 中学
ｼﾛﾀ ﾐｲﾅ 上田第五中 ｲｸｼﾏ ﾊﾂﾈ 中込中

[ 3組] 風速 -1.9 [ 4組] 風速 -1.6

 1 下平 涼羽(2) 中学     14.12 q  1 塚田 菜々(1) 中学     14.67 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｽｽﾞﾊ 小諸東中 ﾂｶﾀﾞ ﾅﾅ 小諸東中

 2 渋沢 彩乃(2) 中学     14.74  2 藤澤 鈴香(1) 中学     14.80 
ｼﾌﾞｻﾜ ｱﾔﾉ 上田第五中 ﾌｼﾞｻﾜ ｽｽﾞｶ 上田第五中

 3 杉谷 亜美(2) 中学     14.86  3 塩崎 唯衣(2) 中学     15.08 
ｽｷﾞﾀﾆ ｱﾐ 上田第四中 ｼｵｻﾞｷ ﾕｲ 東御東部中

 4 北村 典子(2) 中学     15.24  4 栗田 怜奈(1) 中学     15.68 
ｷﾀﾑﾗﾉﾘｺ 浅科中 ｸﾘﾀ ﾚｲﾅ 浅間中

 5 掛川 実澪(1) 中学     15.26  5 小林 藍子(1) 中学     17.56 
ｶｹｶﾞﾜ ﾐﾚｲ 東御東部中 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲｺ 御代田中

 6 西澤 咲花(1) 中学     15.79  6 上原 叶有(1) 中学     17.61 
ﾆｼｻﾞﾜ ｻｸﾗ 野沢中 ｳｴﾊﾗ ｶﾅｳ 中込中

 7 加部 すみれ(1) 中学     16.78 原野 茉優(2) 中学
ｶﾍﾞ ｽﾐﾚ 小諸東中 ﾊﾗﾉ ﾏﾕ 野沢中

[ 5組] 風速 -2.5 [ 6組] 風速 -0.1

 1 大塚 七星(2) 中学     14.26 q  1 古田 真央(2) 中学     14.09 q
ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ 小諸東中 ﾌﾙﾀ ﾏｵ 東御東部中

 2 小泉 優花(1) 中学     14.88  2 青木 涼香(2) 中学     14.86 
ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳｶ 野沢中 ｱｵｷ ｽｽﾞｶ 浅間中

 3 高柳 菜乃香(1) 中学     15.31  3 遠藤 和泉(1) 中学     15.03 
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾅﾉｶ 御代田中 ｴﾝﾄﾞｳ  ｲｽﾞﾐ T&F佐久平

 4 渋谷 歩(1) 中学     15.74  4 石田 陽菜(1) 中学     15.20 
ｼﾌﾞﾔ ｱﾕﾑ 東御東部中 ｲｼﾀﾞ ﾋﾅ 上田第四中

 5 杉山 佳乃(1) 中学     16.00  5 芹沢 紬(1) 中学     15.51 
ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼﾉ 上田第五中 ｾﾘｻﾞﾜ ﾂﾑｷﾞ 小諸東中

 6 土屋 杏恋(1) 中学     16.90  6 齋藤 明日香(2) 中学     15.53 
ﾂﾁﾔ ｱｺ 小諸東中 ｻｲﾄｳ ｱｽｶ 佐久東中

 7 栁澤 真奈(1) 中学     17.01  7 池田 奈央(1) 中学     16.38 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏﾅ 中込中 ｲｹﾀﾞ ﾅｵ 野沢中

[ 7組] 風速 +1.0 [ 8組] 風速 +0.4

 1 田中 風紗音(2) 中学     13.99 q  1 河田 璃音(2) 中学     13.04 q
ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ 芦原中 ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 上田第五中

 2 坂根 樺音(1) 中学     14.32  2 小林 彩花(1) 中学     14.57 
ｻｶﾈ ｶﾉﾝ 野沢中 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 芦原中

 3 清水 あかね(1) 中学     14.66  3 宮下 智愛(1) 中学     14.99 
ｼﾐｽﾞ ｱｶﾈ 東御東部中 ﾐﾔｼﾀ ﾄﾓｱ 上田第四中

 4 住友 愛佳(1) 中学     15.59  4 湯本 渚(2) 中学     15.50 
ｽﾐﾄﾓ ﾏﾅｶ 小諸東中 ﾕﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 小諸東中

 5 佐藤 佑羽(2) 中学     15.69  5 北澤 霞(1) 中学     15.59 
ｻﾄｳ ﾕｳ 浅間中 ｷﾀｻﾞﾜ ｶｽﾐ 御代田中

 6 小林 明日海(1) 中学     17.24  6 市川 なつ美(1) 中学     15.78 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽﾐ 中込中 ｲﾁｶﾜ ﾅﾂﾐ 中込中
西川 亜海(1) 中学  7 星野 月花(2) 中学     15.91 
ﾆｼｶﾜ ﾂｸﾞﾐ 上田第五中 ﾎｼﾉ ﾙｶ 佐久東中

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

中学女子

100m                

予選 通過基準  9組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考
2  4139 4  4397

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

3  4078 3  4262

6  4657 6  4089

9  4202 5  4656

4  4265 8  4300

7  4296 2  4143

8  4402 7  4683

5  4671 9  4115
欠場

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
4  4293 7  4299

6  4685 5  4674

7  4658 4  4399

2  4204 3  4145

3  4401 6  4266

5  4088 2  4119

8  4303 8  4079
欠場

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
2  4290 5  4396

3  4084 6  4138

5  4268 7     1

7  4405 2  4665

4  4672 3  4301

6  4298 8  4167

8  4120 4  4083

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
2  4315 3  4681

大会新
3  4087 6  4317

5  4403 5  4663

6  4297 2  4294

7  4140 8  4264

8  4123 7  4121

4  4673 4  4166
欠場



[ 9組] 風速 -0.2

 1 児玉 菜緒(2) 中学     13.59 q
ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ 上田第四中

 2 前田望乃花(1) 中学     14.15 q
ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 軽井沢A&AC

 3 土屋 うらら(2) 中学     14.32 
ﾂﾁﾔ ｳﾗﾗ 浅間中

 4 中村 睦(1) 中学     14.46 
ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂﾐ 芦原中

 5 今野 瑠奈(1) 中学     15.16 
ｺﾝﾉ ﾙﾅ 野沢中
栁澤 青空(1) 中学
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｾｲﾗ 小諸東中
内藤 香里(3) 中学
ﾅｲﾄｳ ｶｵﾘ 中込中
渡辺 彩夏(1) 中学
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾅ 御代田中

風速 +0.1

 1 河田 璃音(2) 中学     13.31 
ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 上田第五中

 2 荒井 奈々実(2) 中学     13.64 
ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 浅間中

 3 児玉 菜緒(2) 中学     13.68 
ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ 上田第四中

 4 大塚 七星(2) 中学     13.94 
ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ 小諸東中

 5 古田 真央(2) 中学     14.07 
ﾌﾙﾀ ﾏｵ 東御東部中

 6 前田望乃花(1) 中学     14.08 
ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 軽井沢A&AC

 7 下平 涼羽(2) 中学     14.16 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｽｽﾞﾊ 小諸東中

 8 田中 風紗音(2) 中学     14.26 
ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ 芦原中

中学女子

100m                
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  4653

9    27

6  4141

7  4318

3  4086

4  4302
欠場

5  4117
欠場

8  4267
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  4681

4  4139

5  4653

2  4290

8  4396

3    27

9  4293

6  4315



予選 8月30日 11:45
決勝 8月30日 14:20

大会新              26.88

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -0.9

 1 横須賀 玲奈(2) 中学     27.93 q  1 荒井 奈々実(2) 中学     28.25 q
ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ 小諸東中 ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 浅間中

 2 渋沢 彩乃(2) 中学     30.08 q  2 遠藤 和泉(1) 中学     30.44 q
ｼﾌﾞｻﾜ ｱﾔﾉ 上田第五中 ｴﾝﾄﾞｳ  ｲｽﾞﾐ T&F佐久平

 3 氏家 幸乃(2) 中学     31.48  3 市川 なつ美(1) 中学     33.06 
ｳｼﾞｲｴ ﾕｷﾉ 軽井沢中 ｲﾁｶﾜ ﾅﾂﾐ 中込中

 4 中山 琉那(2) 中学     32.80  4 山内 澪奈(1) 中学     34.43 
ﾅｶﾔﾏ ﾙﾅ 浅間中 ﾔﾏｳﾁ ﾚｲﾅ 軽井沢中
塩野 琴梨(1) 中学 西川 亜海(1) 中学
ｼｵﾉ ｺﾄﾘ 軽井沢中 ﾆｼｶﾜ ﾂｸﾞﾐ 上田第五中
古越 微唯(2) 中学 原野 茉優(2) 中学
ﾌﾙｺｼ ﾐﾕ 御代田中 ﾊﾗﾉ ﾏﾕ 野沢中
川野 智佳(2) 中学
ｶﾜﾉ ﾄﾓｶ 佐久東中

[ 3組] 風速 -0.5

 1 河田 璃音(2) 中学     26.64 q
ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 上田第五中

 2 山本 冴(2) 中学     29.60 q
ﾔﾏﾓﾄｻｴ 浅科中

 3 三浦 元海(2) 中学     29.78 q
ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ 野沢中

 4 柳澤 華恋(2) 中学     30.20 q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾚﾝ 上田第五中

 5 依田 仁美(2) 中学     31.36 
ﾖﾀﾞ ﾋﾄﾐ 軽井沢中

 6 中村 睦(1) 中学     33.30 
ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂﾐ 芦原中

風速 -2.3

 1 河田 璃音(2) 中学     27.25 
ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 上田第五中

 2 荒井 奈々実(2) 中学     28.25 
ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 浅間中

 3 横須賀 玲奈(2) 中学     28.60 
ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ 小諸東中

 4 山本 冴(2) 中学     30.03 
ﾔﾏﾓﾄｻｴ 浅科中

 5 柳澤 華恋(2) 中学     30.12 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾚﾝ 上田第五中

 6 渋沢 彩乃(2) 中学     30.64 
ｼﾌﾞｻﾜ ｱﾔﾉ 上田第五中

 7 遠藤 和泉(1) 中学     30.84 
ｴﾝﾄﾞｳ  ｲｽﾞﾐ T&F佐久平

 8 三浦 元海(2) 中学     31.10 
ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ 野沢中

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

中学女子

200m                

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考
6  4295 5  4139

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

5  4685 2     1

4  4221 3  4121

3  4142 7  4225

2  4226 4  4673
欠場 欠場

7  4263 6  4079
欠場 欠場

8  4168
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  4681

大会新
6  4205

5  4080

2  4682

7  4215

3  4318

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  4681

5  4139

6  4295

7  4205

3  4682

8  4685

2     1

9  4080



決勝 8月30日 14:30

大会新            2,25.4 
大会新            2,27.40

[ 1組] [ 2組]

 1 星野 月花(2) 中学   2,51.51  1 小林 未央(2) 中学   2,46.49 
ﾎｼﾉ ﾙｶ 佐久東中 ｺﾊﾞﾔｼ  ﾐｵ 丸子北中

 2 加部 すみれ(1) 中学   2,52.22  2 宮下 紗采(1) 中学   2,48.53 
ｶﾍﾞ ｽﾐﾚ 小諸東中 ﾐﾔｼﾀ ｻｱﾔ 東御東部中

 3 土屋 杏恋(1) 中学   2,52.30  3 長谷川 早紀(1) 中学   2,49.46 
ﾂﾁﾔ ｱｺ 小諸東中 ﾊｾｶﾞﾜ ｻｷ 東御東部中

 4 栁澤 真奈(1) 中学   2,53.38  4 後藤 杏菜(2) 中学   3,00.38 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏﾅ 中込中 ｺﾞﾄｳ ｱﾝﾅ 丸子北中

 5 峰村 麻衣(1) 中学   2,57.22 栁澤 青空(1) 中学
ﾐﾈﾑﾗ ﾏｲ 塩田中学校 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｾｲﾗ 小諸東中

 6 上原 叶有(1) 中学   3,01.77 内藤 香里(3) 中学
ｳｴﾊﾗ ｶﾅｳ 中込中 ﾅｲﾄｳ ｶｵﾘ 中込中

 7 丸山 暖乃(1) 中学   3,02.19 佐藤 亜美佳(3) 中学
ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾙﾉ 軽井沢中 ｻﾄｳｱﾐｶ 浅科中
小平 七彩(1) 中学 生島 初音(3) 中学
ｺﾀﾞｲﾗ ﾅﾅｾ 野沢中 ｲｸｼﾏ ﾊﾂﾈ 中込中

[ 3組]

 1 柳澤 華恋(2) 中学   2,33.99 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾚﾝ 上田第五中

 2 中山 琉那(2) 中学   2,34.95 
ﾅｶﾔﾏ ﾙﾅ 浅間中

 3 油井 恭花(3) 中学   2,35.55 
ﾕｲ ｷｮｳｶ 野沢中

 4 宮本 蘭々(1) 中学   2,35.67 
ﾐﾔﾓﾄ ﾗﾝﾗﾝ 上田第六

 5 碓氷 眞子(2) 中学   2,40.09 
ｳｽｲﾏｺ 浅科中

 6 塩崎 唯衣(2) 中学   2,47.80 
ｼｵｻﾞｷ ﾕｲ 東御東部中

 7 鈴木 みのり(2) 中学   2,48.97 
ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ 軽井沢中
臼井 羽耶(1) 中学
ｳｽｲ ﾊﾔ 上田第四中

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  4166 2  4497

2  4303 8  4390

8  4298 4  4404

9  4120 6  4498

6  4573 3  4302
欠場

3  4119 5  4117
欠場

7  4228 7  4206
欠場

5  4085 9  4115
欠場 欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  4682

7  4142

8  4089

6  4700

4  4203

2  4399

5  4217

9  4659
欠場



   1 柳澤 華恋(2) 中学 上田第五中     2,33.99   3   1
   2 中山 琉那(2) 中学 浅間中     2,34.95   3   2
   3 油井 恭花(3) 中学 野沢中     2,35.55   3   3
   4 宮本 蘭々(1) 中学 上田第六     2,35.67   3   4
   5 碓氷 眞子(2) 中学 浅科中     2,40.09   3   5
   6 小林 未央(2) 中学 丸子北中     2,46.49   2   1
   7 塩崎 唯衣(2) 中学 東御東部中     2,47.80   3   6
   8 宮下 紗采(1) 中学 東御東部中     2,48.53   2   2
   9 鈴木 みのり(2) 中学 軽井沢中     2,48.97   3   7
  10 長谷川 早紀(1) 中学 東御東部中     2,49.46   2   3
  11 星野 月花(2) 中学 佐久東中     2,51.51   1   1
  12 加部 すみれ(1) 中学 小諸東中     2,52.22   1   2
  13 土屋 杏恋(1) 中学 小諸東中     2,52.30   1   3
  14 栁澤 真奈(1) 中学 中込中     2,53.38   1   4
  15 峰村 麻衣(1) 中学 塩田中学校     2,57.22   1   5
  16 後藤 杏菜(2) 中学 丸子北中     3,00.38   2   4
  17 上原 叶有(1) 中学 中込中     3,01.77   1   6
  18 丸山 暖乃(1) 中学 軽井沢中     3,02.19   1   7

中学女子

800m                
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
 4682
 4142
 4089
 4700
 4203
 4497
 4399
 4390
 4217
 4404

 4119
 4228

 4166
 4303
 4298
 4120
 4573
 4498



決勝 8月30日 13:40

大会新              15.83

[ 1組] 風速 -2.3 [ 2組] 風速 -2.5

 1 坂根 樺音(1) 中学     19.80  1 佐藤 妃菜(2) 中学     18.84 
ｻｶﾈ ｶﾉﾝ 野沢中 ｻﾄｳ ﾋﾅ 軽井沢中

 2 齋藤 明日香(2) 中学     20.31  2 青木 涼香(2) 中学     19.06 
ｻｲﾄｳ ｱｽｶ 佐久東中 ｱｵｷ ｽｽﾞｶ 浅間中

 3 依田 智恵梨(1) 中学     20.50  3 小林 明日架(2) 中学     19.27 
ﾖﾀﾞ ﾁｴﾘ 軽井沢中 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ 東御東部中

 4 山崎 莉瑚(2) 中学     20.59  4 栗田 怜奈(1) 中学     19.45 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｺ 御代田中 ｸﾘﾀ ﾚｲﾅ 浅間中

 5 小林 彩花(1) 中学     20.82  5 上野 結生(1) 中学     19.92 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 芦原中 ｳｴﾉ ﾕｲ 軽井沢中

 6 清水 あかね(1) 中学     21.38  6 池田 萌夏(1) 中学     22.64 
ｼﾐｽﾞ ｱｶﾈ 東御東部中 ｲｴﾀﾞ ﾓｴｶ 上田第四中

 7 萩原 日和(2) 中学     22.01  7 髙木 ジュリア(1)中学     22.70 
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾖﾘ 御代田中 ﾀｶｷ ｼﾞｭﾘｱ 上田第四中
住友 愛佳(1) 中学 川野 智佳(2) 中学
ｽﾐﾄﾓ ﾏﾅｶ 小諸東中 ｶﾜﾉ ﾄﾓｶ 佐久東中

[ 3組] 風速 -2.4

 1 塚田 菜々(1) 中学     16.71 
ﾂｶﾀﾞ ﾅﾅ 小諸東中

 2 田中 風紗音(2) 中学     16.94 
ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ 芦原中

 3 林 実玲(2) 中学     17.99 
ﾊﾔｼ ﾐﾚｲ 野沢中

 4 土屋 愛理(2) 中学     18.12 
ﾂﾁﾔ ｱｲﾘ 軽井沢中

 5 米山 野乃佳(2) 中学     18.43 
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 浅科中

 6 宇都宮 悠奈(2) 中学     18.63 
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ 軽井沢中

 7 土屋 うらら(2) 中学     18.75 
ﾂﾁﾔ ｳﾗﾗ 浅間中

 8 古田 真央(2) 中学     24.13 
ﾌﾙﾀ ﾏｵ 東御東部中

中学女子

100mH               

決勝

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
3  4087 4  4220

6  4167 9  4138

7  4223 2  4397

8  4259 5  4145

5  4317 8  4227

9  4403 3  4662

4  4260 7  4664

2  4297 6  4168
欠場 欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  4299

5  4315

4  4078

8  4216

3  4201

2  4218

6  4141

7  4396



   1 塚田 菜々(1) 中学 小諸東中     16.71 (-2.4)   3   1
   2 田中 風紗音(2) 中学 芦原中     16.94 (-2.4)   3   2
   3 林 実玲(2) 中学 野沢中     17.99 (-2.4)   3   3
   4 土屋 愛理(2) 中学 軽井沢中     18.12 (-2.4)   3   4
   5 米山 野乃佳(2) 中学 浅科中     18.43 (-2.4)   3   5
   6 宇都宮 悠奈(2) 中学 軽井沢中     18.63 (-2.4)   3   6
   7 土屋 うらら(2) 中学 浅間中     18.75 (-2.4)   3   7
   8 佐藤 妃菜(2) 中学 軽井沢中     18.84 (-2.5)   2   1
   9 青木 涼香(2) 中学 浅間中     19.06 (-2.5)   2   2
  10 小林 明日架(2) 中学 東御東部中     19.27 (-2.5)   2   3
  11 栗田 怜奈(1) 中学 浅間中     19.45 (-2.5)   2   4
  12 坂根 樺音(1) 中学 野沢中     19.80 (-2.3)   1   1
  13 上野 結生(1) 中学 軽井沢中     19.92 (-2.5)   2   5
  14 齋藤 明日香(2) 中学 佐久東中     20.31 (-2.3)   1   2
  15 依田 智恵梨(1) 中学 軽井沢中     20.50 (-2.3)   1   3
  16 山崎 莉瑚(2) 中学 御代田中     20.59 (-2.3)   1   4
  17 小林 彩花(1) 中学 芦原中     20.82 (-2.3)   1   5
  18 清水 あかね(1) 中学 東御東部中     21.38 (-2.3)   1   6
  19 萩原 日和(2) 中学 御代田中     22.01 (-2.3)   1   7
  20 池田 萌夏(1) 中学 上田第四中     22.64 (-2.5)   2   6
  21 髙木 ジュリア(1) 中学 上田第四中     22.70 (-2.5)   2   7
  22 古田 真央(2) 中学 東御東部中     24.13 (-2.4)   3   8

中学女子

100mH               
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
 4299
 4315
 4078
 4216
 4201
 4218
 4141
 4220
 4138
 4397
 4145
 4087
 4227
 4167
 4223
 4259
 4317
 4403
 4260
 4662
 4664
 4396



決勝 8月30日 15:45

大会新              52.6 
大会新              54.94

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 小諸東中  4290 大塚 七星(2)     53.56 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ 大会新
 4293 下平 涼羽(2)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｽｽﾞﾊ
 4295 横須賀 玲奈(2)

ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ
 4299 塚田 菜々(1)

ﾂｶﾀﾞ ﾅﾅ
 2   1 上田第五中  4682 柳澤 華恋(2)     55.34 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾚﾝ
 4681 河田 璃音(2)

ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ
 4685 渋沢 彩乃(2)

ｼﾌﾞｻﾜ ｱﾔﾉ
 4674 藤澤 鈴香(1)

ﾌｼﾞｻﾜ ｽｽﾞｶ
 3   3 浅間中  4145 栗田 怜奈(1)     55.52 

ｱｻﾏﾁｭｳ ｸﾘﾀ ﾚｲﾅ
 4139 荒井 奈々実(2)

ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ
 4138 青木 涼香(2)

ｱｵｷ ｽｽﾞｶ
 4141 土屋 うらら(2)

ﾂﾁﾔ ｳﾗﾗ
 4   5 上田第四中  4657 南正覚 史乃(2)     56.24 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝﾁｭｳ ﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｸ ｼﾉ
 4653 児玉 菜緒(2)

ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ
 4658 杉谷 亜美(2)

ｽｷﾞﾀﾆ ｱﾐ
 4656 舘内 彩歌(2)

ﾀﾁｳﾁ ｱﾔｶ
 5   4 浅科中  4204 北村 典子(2)     56.27 

ｱｻｼﾅﾁｭｳ ｷﾀﾑﾗﾉﾘｺ
 4205 山本 冴(2)

ﾔﾏﾓﾄｻｴ
 4201 米山 野乃佳(2)

ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ
 4206 佐藤 亜美佳(3)

ｻﾄｳｱﾐｶ
 6   6 東御東部中  4399 塩崎 唯衣(2)     56.48 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｼｵｻﾞｷ ﾕｲ
 4396 古田 真央(2)

ﾌﾙﾀ ﾏｵ
 4403 清水 あかね(1)

ｼﾐｽﾞ ｱｶﾈ
 4397 小林 明日架(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ
 7   2 軽井沢中  4215 依田 仁美(2)     56.69 

ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳ ﾖﾀﾞ ﾋﾄﾐ
 4216 土屋 愛理(2)

ﾂﾁﾔ ｱｲﾘ
 4218 宇都宮 悠奈(2)

ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ
 4221 氏家 幸乃(2)

ｳｼﾞｲｴ ﾕｷﾉ
 8   8 野沢中  4080 三浦 元海(2)     59.02 

ﾉｻﾞﾜﾁｭｳ ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ
 4087 坂根 樺音(1)

ｻｶﾈ ｶﾉﾝ
 4084 小泉 優花(1)

ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳｶ
 4078 林 実玲(2)

ﾊﾔｼ ﾐﾚｲ
 9   9 中込中  4120 栁澤 真奈(1)   1,04.75 

ﾅｶｺﾞﾐﾁｭｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏﾅ
 4121 市川 なつ美(1)

ｲﾁｶﾜ ﾅﾂﾐ
 4119 上原 叶有(1)

ｳｴﾊﾗ ｶﾅｳ
 4123 小林 明日海(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽﾐ

中学女子

4x100mR             

決勝



決勝 8月30日  9:20

大会新               1.68

髙見沢 菜央(1) 高校
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾅｵ 上田染谷丘高
山際 李奈(1) 高校
ﾔﾏｷﾞﾜ ﾘﾅ 丸子修学館高
久保村 沙那(1) 高校
ｸﾎﾞﾑﾗ ｻﾅ 佐久長聖高
木内 麻衣子(1) 高校
ｷｳﾁ ﾏｲｺ 野沢南高
山浦 恵梨(1) 高校 欠場
ﾔﾏｳﾗ ｴﾘ 軽井沢高
野澤 沙綺(1) 高校 欠場
ﾉｻﾞﾜ ｻｷ 上田高

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 記録 備考
1 4  1464

- - - O O O XO XXX  1.45

2 5  1392
- - - O O XXO XO XXX  1.45

3 2  1304
- - XO O XO XXX  1.35

4 6  1251
O O O O XXX  1.30

1  1322

3  1427



決勝 8月30日 12:30

大会新               5.27

宮下 あかね(2) 高校    X   4.97    X   4.79   4.79   4.86    4.97 
ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ 上田染谷丘高   +1.0   -0.3   -0.2   +2.3    +1.0
矢島 芽依(2) 高校   4.85   4.61   4.88   4.75   4.66   4.92    4.92 
ﾔｼﾞﾏ ﾒｲ 佐久長聖高   +2.2   +0.5   +0.2   -0.9   -0.7   +0.8    +0.8
片桐 穂花(3) 高校    X    -   4.31   4.53   4.72   4.58    4.72 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 望月AC   +0.3   +0.3   +0.6   +1.9    +0.6
住友 佐耶佳(2) 高校   4.42   4.60    X   4.53    X   4.60    4.60 
ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ 野沢北高   -0.4   +1.0   -0.5   +1.1    +1.0
清水 千亜紀(1) 高校   4.33    -    X   4.11   4.45    X    4.45 
ｼﾐｽﾞ ﾁｱｷ 丸子修学館高   -0.3   -0.8   +0.2    +0.2
田中 舞(1) 高校   4.25    X    X   4.26   4.33   4.40    4.40 
ﾀﾅｶ ﾏｲ 丸子修学館高   -0.5   -0.3   +1.0   +1.7    +1.7
春原 朱里(1) 高校   3.98    X   4.06   3.91   4.00   3.91    4.06 
ｽﾉﾊﾗ ｱｶﾘ 上田染谷丘高   -0.6   +1.3   +1.0   +0.2   +2.6    +1.3
木内 麻衣子(1) 高校   3.84    X   3.81    X   3.97    X    3.97 
ｷｳﾁ ﾏｲｺ 野沢南高    0.0   +0.1   +1.2    +1.2
黛 うらら(1) 高校    X   3.40   3.53    3.53 
ﾏﾕｽﾞﾐ ｳﾗﾗ 野沢南高    0.0   +1.0    +1.0

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 9  1458

2 8  1301

3 7     2

4 5  1233

5 6  1390

6 4  1391

9 1  1243

7 3  1463

8 2  1251



決勝 8月30日  9:30

大会新               3.00

小林 奏(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 佐久長聖高

女子

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 2m80 2m90 記録 備考
1 1  1300

XXO XXX  2.80



決勝 8月30日 12:30

大会新              13.01

永井 琴美(3) 高校
ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ 上田東高
土屋 花梨(1) 高校
ﾂﾁﾔ ｶﾘﾝ 上田東高
甲田 祥子(2) 高校
ｺｳﾀﾞ ｼｮｳｺ 上田染谷丘高
山浦 恵梨(1) 高校 欠場
ﾔﾏｳﾗ ｴﾘ 軽井沢高

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 4  1448

 9.73   X 10.24 10.32 10.35 10.45  10.45 

2 2  1439
 8.78  8.16  8.53  8.30  8.51  8.28   8.78 

3 1  1461
 6.68  6.89  6.08

3  1322

 6.13  6.01  6.38   6.89 



決勝 8月30日  9:00

大会新              39.33

永井 琴美(3) 高校
ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ 上田東高
宮下 彩奈(2) 高校
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾅ 東御清翔
土屋 花梨(1) 高校
ﾂﾁﾔ ｶﾘﾝ 上田東高
鈴木 香琳(1) 高校
ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 岩村田高
黛 うらら(1) 高校
ﾏﾕｽﾞﾐ ｳﾗﾗ 野沢南高

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 5  1448

  O   O 30.61   X   O   O  30.61 

2 4  1380
  O   X   O 28.10   O   O  28.10 

3 3  1439
  O   O 22.71   X   O   O  22.71 

4 2  1272
  X   O   O

5 1  1243
  X   X   X   O   O 11.84  11.84 

18.90   O   X  18.90 



決勝 8月30日  9:20

大会新               1.53

1m55
櫻井 裕梨(3) 中学 - - - - - - - - XXO XXO
ｻｸﾗｲ ﾕﾘ 野沢中 XXX
宇都宮 悠奈(2) 中学 - - - - - O XO XXX
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ 軽井沢中
米山 野乃佳(2) 中学 - - - O O XXO XXX
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 浅科中
寺井 萌々香(2) 中学 - - - O O XXX
ﾃﾗｲ ﾓﾓｶ 軽井沢中
飯島 萌希(2) 中学 - - O O O XXX
ｲｲｼﾞﾏ ﾓｴｷ 上田第四中
青木 涼香(2) 中学 - - O O XO XXX
ｱｵｷ ｽｽﾞｶ 浅間中
佐藤 妃菜(2) 中学 - - - - XXO /
ｻﾄｳ ﾋﾅ 軽井沢中
池田 奈央(1) 中学 O O XXX
ｲｹﾀﾞ ﾅｵ 野沢中
小林 明日海(1) 中学 O XO XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽﾐ 中込中
若林 咲良(1) 中学 - XO XXX
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻｸﾗ 上田第四中
西澤 咲花(1) 中学 XO XXX
ﾆｼｻﾞﾜ ｻｸﾗ 野沢中
城下 理彩子(2) 中学 - - XXX 記録なし
ｼﾞｮｳｼﾀ ﾘｻｺ 上田第四中
川野 智佳(2) 中学 欠場
ｶﾜﾉ ﾄﾓｶ 佐久東中

氏  名 所属名
1m05 1m10 1m25 1m30 1m35 1m40

中学女子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ
1m45 1m50

記録 備考

1 13  4073
 1.50

1m15 1m20

2 12  4218
 1.35

3 11  4201
 1.30

4 8  4219
 1.25

4 9  4652
 1.25

6 7  4138
 1.25

7 10  4220
 1.25

8 2  4083
 1.10

9 1  4123
 1.10

9 4  4660
 1.10

11 5  4088
 1.05

6  4651

3  4168



決勝 8月30日  9:30

大会新               3.00

杉山 佳乃(1) 中学
ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼﾉ 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 記録 備考
1 1  4672

XXO XO XXO  1.80XXX



決勝 8月30日 13:30

大会新               5.06

碓氷 眞子(2) 中学   4.08   4.19   4.30   4.37    X   4.51    4.51 
ｳｽｲﾏｺ 浅科中   +2.9   +3.5   +1.8   +2.5   +1.4    +1.4
藤澤 鈴香(1) 中学   4.06   4.28   4.05   4.20   3.85   4.00    4.28 
ﾌｼﾞｻﾜ ｽｽﾞｶ 上田第五中   +1.5   +1.2   +1.5   +1.2   +2.7   +1.4    +1.2
小泉 有唯(1) 中学    X    X   4.05   4.17   3.85   4.11    4.17 
ｺｲｽﾞﾐ ｱｲ 小諸東中   +1.3   +2.1   +1.5   +1.2    +2.1
佐藤 亜美佳(3) 中学    X   4.08    X   3.95   4.16   4.04    4.16 
ｻﾄｳｱﾐｶ 浅科中   +2.6   +1.1   +1.7   +1.2    +1.7
三浦 元海(2) 中学   3.94   3.87    -   4.02   4.11   4.01    4.11 
ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ 野沢中   +1.1   +2.1   +2.0   +2.0   +2.1    +2.0
大久保 理菜(2) 中学   3.96   3.94   3.99   3.88   3.78   4.03    4.03 
ｵｵｸﾎﾞ ﾘﾅ 上田第四中   +2.4   +1.1   +2.1   +1.8   +1.9   +1.1    +1.1
小泉 優花(1) 中学   3.81   3.96   4.00   3.56   3.79   3.86    4.00 
ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳｶ 野沢中   +3.5   +0.8   +2.9   +2.2   +1.2   +2.4    +2.9
佐藤 佑羽(2) 中学   3.85   3.92   3.64    X   3.75    X    3.92 
ｻﾄｳ ﾕｳ 浅間中   +3.2   +1.9   +0.7   +1.6    +1.9
前田望乃花(1) 中学   3.84   3.56   2.67    3.84 
ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 軽井沢A&AC   +2.1   +2.0   +1.4    +2.1
中島 美優(1) 中学   3.59   3.83   3.65    3.83 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕｳ 上田第四中   +3.9   +2.9   +1.9    +2.9
星野 月花(2) 中学   3.83    -    -    3.83 
ﾎｼﾉ ﾙｶ 佐久東中   +2.4    +2.4
齋藤 明日香(2) 中学   3.06   3.79    X    3.79 
ｻｲﾄｳ ｱｽｶ 佐久東中   +1.6   +1.8    +1.8
小宮山 怜佳(1) 中学   3.52   3.54   3.68    3.68 
ｺﾐﾔﾏ ﾚｲｶ 軽井沢中   +2.6   +1.2   +1.6    +1.6
小須田 ゆあ(2) 中学   3.66   3.66   3.49    3.66 
ｺｽﾀﾞ ﾕｱ 御代田中   +2.6   +1.9   +1.6    +2.6
城田 美衣奈(1) 中学    X    X   3.62    3.62 
ｼﾛﾀ ﾐｲﾅ 上田第五中   +1.3    +1.3
岡田 朋佳(1) 中学    X   3.59   3.57    3.59 
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 軽井沢中   +2.0   +3.3    +2.0
今野 瑠奈(1) 中学   3.55   3.49   3.46    3.55 
ｺﾝﾉ ﾙﾅ 野沢中   +2.0   +1.6   +1.1    +2.0
蓬田 薫音(1) 中学   3.54   3.50   3.46    3.54 
ﾖﾓｷﾞﾀﾞ ｶﾉﾝ 東御東部中   +2.5   +1.7   +1.3    +2.5
田村 遥(1) 中学   3.44    X   3.23    3.44 
ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ 御代田中   +3.1   +1.6    +3.1
山本 冴(2) 中学    X    -    - 記録なし
ﾔﾏﾓﾄｻｴ 浅科中
萩原 彩音(2) 中学    X    X    X 記録なし
ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾔﾈ 浅間中
寺井 萌々香(2) 中学    X    X    X 記録なし
ﾃﾗｲ ﾓﾓｶ 軽井沢中
小平 七彩(1) 中学 欠場
ｺﾀﾞｲﾗ ﾅﾅｾ 野沢中

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 21  4203

2 20  4674

3 22  4300

4 6  4206

5 18  4080

6 17  4654

7 15  4084

8 11  4140

9 23    27

10 7  4661

11 3  4166

12 10  4167

13 8  4222

14 4  4261

15 16  4671

16 1  4224

17 5  4086

18 13  4402

19 9  4269

12  4205

2  4085

14  4143

19  4219



決勝 8月30日 10:00

大会新              11.65

酒井 美咲(2) 中学
ｻｶｲ ﾐｻｷ 東御東部中
湯本 渚(2) 中学
ﾕﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 小諸東中
北村 典子(2) 中学
ｷﾀﾑﾗﾉﾘｺ 浅科中
佐藤 佑羽(2) 中学
ｻﾄｳ ﾕｳ 浅間中
城下 琴音(2) 中学
ｼﾞｮｳｼﾀ ｺﾄﾈ 上田第四中
洲﨑 光結(1) 中学
ｽｻﾞｷ ﾐﾕ 小諸東中
佐藤 亜美佳(3) 中学
ｻﾄｳｱﾐｶ 浅科中
木内 サラ(2) 中学
ｷｳﾁ ｻﾗ 浅科中
藤城 彩花(2) 中学
ﾌｼﾞｼﾛ ｱﾔｶ 上田第五中
土屋 うらら(2) 中学
ﾂﾁﾔ ｳﾗﾗ 浅間中
芹沢 紬(1) 中学
ｾﾘｻﾞﾜ ﾂﾑｷﾞ 小諸東中

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  4400

 8.52  8.46  8.13  8.19  8.69  8.12   8.69 

2 8  4294
 6.68  8.45  7.95  7.19  7.46  7.85   8.45 

3 7  4204
 7.19  7.39  6.59  6.97  7.03  7.43   7.43 

4 4  4140
 7.14  6.84   X  7.20  6.36  6.50   7.20 

5 5  4655
 6.48  6.14  6.76  6.69  6.49  6.99   6.99 

6 3  4296
 6.70  6.68  6.26  5.98  6.42  6.08   6.70 

7 11  4206
  X  6.09  6.63  5.97  6.46  5.61   6.63 

8 9  4202
 6.55  6.33  6.40  6.54  6.00  5.93   6.55 

9 6  4683
 5.89  6.13  6.21   6.21 

10 2  4141
 5.20  5.88  5.61

11 1  4301
  X  5.87  5.77   5.87 

  5.88 
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