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月　日 種　　　　目 予・準・決 記　　　録 氏　　　　名 男女 所　　属 従来の記録 備　　　考

9/12 110mH 決 15秒76 坂根 遼汰郎 男 野沢北 15秒77

9/12 100m 予 12秒36 田村 有利奈 女 上田東 12秒36 大会タイ

9/13 5000m 決 14分55秒98 本間　敬大 男 佐久長聖 14分57秒89

グランドコンディション

月　　　　日 時　　刻 天　　候 風　　向 風速　m/s 気温　℃ 湿度　％ 計測場所

9月12日（土） １０：００ 晴れ 北 ０．１ ２２．０ ６６．０

１１：００ 晴れ 北西 ０．９ ２４．０ ６４．０

１２：００ 晴れ 北西 １．１ ２５．０ ５７．０

１３：００ 晴れ 南東 ３．６ ２５．０ ５７．０

１４：００ 晴れ 南東 ３．８ ２４．０ ６４．０

月　　　　日 時　　刻 天　　候 風　　向 風速　m/s 気温　℃ 湿度　％ 計測場所

9月13日（日） １０：００ 曇り 北西 ０．５ ２０．０ ８１．０

１１：００ 曇り 北 １．１ ２２．０ ７０．０

１２：００ 曇り 南東 ０．１ ２２．５ ７０．０

１３：００ 曇り なし ２３．０ ６７．０

１４：００ 曇り 南 １．１ ２３．０ ６３．０

１５：００ 曇り 北東 １．３ ２３．０ ５５．０



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
09/12 女子  -4.5 田村 有利奈(2) 12.81 土屋 かなめ(1) 13.54 高橋 うらら(1) 13.55 柳沢 華歩(2) 13.67 白石 舞(1) 13.80 小林 奏(1) 14.00 矢島 芽依(2) 14.15 小林 結衣子(1) 14.25

１００ｍ 上田東 岩村田 上田西 上田西 上田西 佐久長聖 佐久長聖 小諸
09/13 白石 舞(1) 27.08 渡辺 恵衣(2) 27.13 柳沢 華歩(2) 27.15 土屋 かなめ(1) 27.35 小林 結衣子(1) 27.97 中村 葵(1) 28.83 清水 千亜紀(1) 29.69 田中 舞(1) 29.77

２００ｍ 上田西 岩村田 上田西 岩村田 小諸 野沢北 丸子修学館 丸子修学館
09/12 酒井 菜月(2) 59.59 渡辺 恵衣(2) 1,00.46 松田 華歩(1) 1,03.18 白石 舞(1) 1,03.32 田中 祐里(2) 1,04.48 佐藤 真由(1) 1,04.57 小林 結衣子(1) 1,05.18 成澤 優(2) 1,05.38

４００ｍ 野沢北 岩村田 岩村田 上田西 上田西 野沢北 小諸 上田東
09/13 渡辺 恵衣(2) 2,27.96 田中 ジェシカ(1) 2,28.08 成澤 優(2) 2,31.65 西野入 萌利(1) 2,32.22 佐藤 真由(1) 2,34.14 城下 真裕子(2) 2,34.37 栁澤 菜々子(1) 2,34.51 友野 遥(1) 2,58.20

８００ｍ 岩村田 上田染谷丘 上田東 上田 野沢北 上田 上田東 野沢北
09/12 田中 ジェシカ(1) 5,18.25 城下 真裕子(2) 5,25.38 栁澤 菜々子(1) 5,29.95

１５００ｍ 上田染谷丘 上田 上田東
09/12  -0.6 田村 有利奈(2) 15.42 高橋 うらら(1) 15.64 田中 祐里(2) 16.28 松田 華歩(1) 17.33 加納 南菜子(2) 17.41 荻原 明日香(1) 17.43 新田 美月(1) 17.77 石田 麗奈(1) 19.51

１００ｍＨ 上田東 上田西 上田西 岩村田 上田 上田染谷丘 小諸 丸子修学館
09/13 酒井 菜月(2) 1,04.22 高橋 うらら(1) 1,05.99 松田 華歩(1) 1,06.77 田中 祐里(2) 1,08.36 荻原 明日香(1) 1,09.79 住友 佐耶佳(2) 1,13.51 佐藤 真由(1) 1,15.94 湯浅 恋(1) 1,16.33

４００ｍＨ 野沢北 上田西 岩村田 上田西 上田染谷丘 野沢北 野沢北 佐久平総合
09/13 田中 ジェシカ(1)29,26.29

５０００ｍＷ 上田染谷丘
09/12 関原 ひなた(1) 1.63 髙見沢 菜央(1) 1.45 久保村 沙那(1) 1.40 山際 李奈(1) 1.40 原田 彩(2) 1.35 野澤 沙綺(1) 1.35 木内 麻衣子(1) 1.30

走高跳 軽井沢 上田染谷丘 佐久長聖 丸子修学館 佐久平総合 上田 野沢南
09/13 田村有利奈(2) 5.52(-0.8) 宮下あかね(2) 4.96(-0.4) 山浦 恵梨(1) 4.80(-0.5) 矢島 芽依(2) 4.78(-0.7) 清水 千亜紀(1)4.77(-0.3) 河西由利香(2) 4.64(-0.3) 住友佐耶佳(2) 4.62(-0.8) 田中 舞(1) 4.54(+0.3)

走幅跳 上田東 上田染谷丘 軽井沢 佐久長聖 丸子修学館 佐久平総合 野沢北 丸子修学館
09/13 土屋 花梨(1) 9.23 鈴木 香琳(1) 7.98 宮下 彩奈(2) 7.82 甲田 祥子(2) 6.57 春原 朱里(1) 5.90 髙見沢 菜央(1) 5.60

砲丸投(4.000kg) 上田東 岩村田 東御清翔 上田染谷丘 上田染谷丘 上田染谷丘
09/12 宮下 彩奈(2) 30.08 土屋 花梨(1) 23.33 鈴木 香琳(1) 20.11 甲田 祥子(2) 19.31 黛 うらら(1) 16.65

円盤投(1.000kg) 東御清翔 上田東 岩村田 上田染谷丘 野沢南
09/13 鈴木 香琳(1) 30.95 新田 美月(1) 30.89 宮下 彩奈(2) 27.29 土屋 花梨(1) 24.39 小林 茉菜美(2) 23.20 宮下 あかね(2) 21.81 甲田 祥子(2) 19.20 春原 朱里(1) 17.48

やり投(0.600kg) 岩村田 小諸 東御清翔 上田東 野沢北 上田染谷丘 上田染谷丘 上田染谷丘
09/12 上田西       50.96 岩村田       51.93 野沢北       52.62 上田東 上田染谷丘       53.83 丸子修学館       54.24 佐久長聖高       54.56 上田       56.72

４×１００ｍＲ 白石 舞(1) 松田 華歩(1) 小林 茉菜美(2) 土屋 花梨(1) 春原 朱里(1) 石田 麗奈(1) 池内 香菜子(1) 加納 南菜子(2)
柳沢 華歩(2) 土屋 かなめ(1) 酒井 菜月(2) 田村 有利奈(2) 宮下 あかね(2) 清水 千亜紀(1) 小林 奏(1) 西野入 萌利(1)
田中 祐里(2) 鈴木 香琳(1) 住友 佐耶佳(2) 成澤 優(2) 髙見沢 菜央(1) 田中 舞(1) 久保村 沙那(1) 野澤 沙綺(1)
高橋 うらら(1) 渡辺 恵衣(2) 佐藤 真由(1) 栁澤 菜々子(1) 荻原 明日香(1) 山際 李奈(1) 矢島 芽依(2) 城下 真裕子(2)

09/13 野沢北     4,11.63 上田西     4,13.13 岩村田     4,18.54 上田染谷丘     4,22.90 上田東     4,23.19 丸子修学館     4,31.15
４×４００ｍＲ 佐藤 真由(1) 柳沢 華歩(2) 土屋 かなめ(1) 荻原 明日香(1) 田村 有利奈(2) 清水 千亜紀(1)

住友 佐耶佳(2) 白石 舞(1) 松田 華歩(1) 宮下 あかね(2) 成澤 優(2) 田中 舞(1)
中村 葵(1) 高橋 うらら(1) 鈴木 香琳(1) 春原 朱里(1) 土屋 花梨(1) 山際 李奈(1)
酒井 菜月(2) 田中 祐里(2) 渡辺 恵衣(2) 田中 ジェシカ(1) 栁澤 菜々子(1) 石田 麗奈(1)

09/13 宮下 あかね(2) 3400 住友 佐耶佳(2) 2931 山浦 恵梨(1) 2889 新田 美月(1) 2812 西野入 萌利(1) 2756 山際 李奈(1) 2738 荻原 明日香(1) 2695 小林 茉菜美(2) 2320
七種競技 上田染谷丘 野沢北 軽井沢 小諸 上田 丸子修学館 上田染谷丘 野沢北



予選 9月12日 11:00
決勝 9月12日 13:20

県高新(KR)          12.03
大会新(GR)          12.36

[ 1組] 風速 +2.6 [ 2組] 風速 +2.0

 1 高橋 うらら(1) 高校     12.88 Q  1 田村 有利奈(2) 高校     12.36 Q
ﾀｶﾊｼ ｳﾗﾗ 上田西 ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 上田東

 2 柳沢 華歩(2) 高校     13.01 Q  2 土屋 かなめ(1) 高校     12.99 Q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾎ 上田西 ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 岩村田

 3 小林 奏(1) 高校     13.39 Q  3 白石 舞(1) 高校     13.32 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 佐久長聖 ｼﾗｲｼ ﾏｲ 上田西

 4 矢島 芽依(2) 高校     13.51 q  4 小林 結衣子(1) 高校     13.37 q
ﾔｼﾞﾏ ﾒｲ 佐久長聖 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲｺ 小諸

 5 湯浅 恋(1) 高校     14.18  5 山際 李奈(1) 高校     13.79 
ﾕｱｻ ﾚﾝ 佐久平総合 ﾔﾏｷﾞﾜ ﾘﾅ 丸子修学館

 6 清水 千亜紀(1) 高校     14.24  6 中村 葵(1) 高校     14.15 
ｼﾐｽﾞ ﾁｱｷ 丸子修学館 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 野沢北

 7 髙見沢 菜央(1) 高校     14.72  7 池内 香菜子(1) 高校     14.34 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾅｵ 上田染谷丘 ｲｹｳﾁ ｶﾅｺ 佐久長聖

風速 -4.5

 1 田村 有利奈(2) 高校     12.81 
ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 上田東

 2 土屋 かなめ(1) 高校     13.54 
ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 岩村田

 3 高橋 うらら(1) 高校     13.55 
ﾀｶﾊｼ ｳﾗﾗ 上田西

 4 柳沢 華歩(2) 高校     13.67 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾎ 上田西

 5 白石 舞(1) 高校     13.80 
ｼﾗｲｼ ﾏｲ 上田西

 6 小林 奏(1) 高校     14.00 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 佐久長聖

 7 矢島 芽依(2) 高校     14.15 
ﾔｼﾞﾏ ﾒｲ 佐久長聖

 8 小林 結衣子(1) 高校     14.25 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲｺ 小諸

3  1301

2  1332

9  1536

8  1300

6  1535

4  1534

7  1450

5  1270

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  1235

4  1302

7  1332

6  1392

大会タイ
3  1270

9  1536

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1450

3  1464

順 ﾚｰﾝ

8  1289

5  1390

6  1300

4  1301

記録／備考
2  1535

7  1534

女子

１００ｍ

予選 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



決勝 9月13日 13:00

県高新(KR)          24.72
大会新(GR)          25.13

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 +0.2

 1 土屋 かなめ(1) 高校     27.35  1 白石 舞(1) 高校     27.08 
ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 岩村田 ｼﾗｲｼ ﾏｲ 上田西

 2 中村 葵(1) 高校     28.83  2 渡辺 恵衣(2) 高校     27.13 
ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 野沢北 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｲ 岩村田

 3 清水 千亜紀(1) 高校     29.69  3 柳沢 華歩(2) 高校     27.15 
ｼﾐｽﾞ ﾁｱｷ 丸子修学館 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾎ 上田西

 4 池内 香菜子(1) 高校     30.28  4 小林 結衣子(1) 高校     27.97 
ｲｹｳﾁ ｶﾅｺ 佐久長聖 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲｺ 小諸

 5 石田 麗奈(1) 高校     32.04  5 田中 舞(1) 高校     29.77 
ｲｼﾀﾞ ｳﾙﾅ 丸子修学館 ﾀﾅｶ ﾏｲ 丸子修学館
北原 聡子(1) 高校 矢島 芽依(2) 高校
ｷﾀﾊﾗ ｻﾄｺ 佐久長聖 ﾔｼﾞﾏ ﾒｲ 佐久長聖

7  1301
欠場

4  1332

2  1391

6  1266

5  1534

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  1536

6  1393

3  1303
欠場

4  1390

7  1302

5  1270

2  1235

女子

２００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 白石 舞(1) 高校 上田西     27.08 (+0.2)   2   1
   2 渡辺 恵衣(2) 高校 岩村田     27.13 (+0.2)   2   2
   3 柳沢 華歩(2) 高校 上田西     27.15 (+0.2)   2   3
   4 土屋 かなめ(1) 高校 岩村田     27.35 (-0.6)   1   1
   5 小林 結衣子(1) 高校 小諸     27.97 (+0.2)   2   4
   6 中村 葵(1) 高校 野沢北     28.83 (-0.6)   1   2
   7 清水 千亜紀(1) 高校 丸子修学館     29.69 (-0.6)   1   3
   8 田中 舞(1) 高校 丸子修学館     29.77 (+0.2)   2   5
   9 池内 香菜子(1) 高校 佐久長聖     30.28 (-0.6)   1   4
  10 石田 麗奈(1) 高校 丸子修学館     32.04 (-0.6)   1   5

 1534
 1270
 1332
 1235

 1393

 1390
 1391
 1302

記録（風） 備考 組 順位
 1536
 1266

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

女子

２００ｍ



決勝 9月12日 12:30

県高新(KR)          55.42
大会新(GR)          58.35

[ 1組] [ 2組]

 1 小林 結衣子(1) 高校   1,05.18  1 酒井 菜月(2) 高校     59.59 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲｺ 小諸 ｻｶｲ ﾅﾂｷ 野沢北

 2 土屋 かなめ(1) 高校   1,05.76  2 渡辺 恵衣(2) 高校   1,00.46 
ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 岩村田 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｲ 岩村田

 3 田中 舞(1) 高校   1,09.33  3 松田 華歩(1) 高校   1,03.18 
ﾀﾅｶ ﾏｲ 丸子修学館 ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ 岩村田

 4 友野 遥(1) 高校   1,16.93  4 白石 舞(1) 高校   1,03.32 
ﾄﾓﾉ ﾊﾙｶ 野沢北 ｼﾗｲｼ ﾏｲ 上田西
小林 奏(1) 高校  5 田中 祐里(2) 高校   1,04.48 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 佐久長聖 ﾀﾅｶ ﾕｳﾘ 上田西
北原 聡子(1) 高校  6 佐藤 真由(1) 高校   1,04.57 
ｷﾀﾊﾗ ｻﾄｺ 佐久長聖 ｻﾄｳ ﾏﾕｳ 野沢北

 7 成澤 優(2) 高校   1,05.38 
ﾅﾙｻﾜ ﾕｳ 上田東

   1 酒井 菜月(2) 高校 野沢北       59.59   2   1
   2 渡辺 恵衣(2) 高校 岩村田     1,00.46   2   2
   3 松田 華歩(1) 高校 岩村田     1,03.18   2   3
   4 白石 舞(1) 高校 上田西     1,03.32   2   4
   5 田中 祐里(2) 高校 上田西     1,04.48   2   5
   6 佐藤 真由(1) 高校 野沢北     1,04.57   2   6
   7 小林 結衣子(1) 高校 小諸     1,05.18   1   1
   8 成澤 優(2) 高校 上田東     1,05.38   2   7
   9 土屋 かなめ(1) 高校 岩村田     1,05.76   1   2
  10 田中 舞(1) 高校 丸子修学館     1,09.33   1   3
  11 友野 遥(1) 高校 野沢北     1,16.93   1   4

 1537
 1234

 1391
 1236

 1332
 1447
 1270

組 順位
 1232
 1266
 1271
 1536

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

4  1234

7  1447

8  1536

3  1537

6  1266

2  1271

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1232

2  1300
欠場

4  1303
欠場

7  1391

3  1236

6  1332

5  1270

女子

４００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 9月13日 12:40

県高新(KR)        2,05.78
大会新(GR)        2,16.97

 1 渡辺 恵衣(2) 高校   2,27.96 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｲ 岩村田

 2 田中 ジェシカ(1) 高校   2,28.08 
ﾀﾅｶ ｼﾞｪｼｶ 上田染谷丘

 3 成澤 優(2) 高校   2,31.65 
ﾅﾙｻﾜ ﾕｳ 上田東

 4 西野入 萌利(1) 高校   2,32.22 
ﾆｼﾉｲﾘ ﾓｴﾘ 上田

 5 佐藤 真由(1) 高校   2,34.14 
ｻﾄｳ ﾏﾕｳ 野沢北

 6 城下 真裕子(2) 高校   2,34.37 
ｼﾞｮｳｼﾀ ﾏﾕｺ 上田

 7 栁澤 菜々子(1) 高校   2,34.51 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅﾅｺ 上田東

 8 友野 遥(1) 高校   2,58.20 
ﾄﾓﾉ ﾊﾙｶ 野沢北
北原 聡子(1) 高校
ｷﾀﾊﾗ ｻﾄｺ 佐久長聖

決勝 9月12日 12:55

県高新(KR)        4,22.18
大会新(GR)        4,45.75

 1 田中 ジェシカ(1) 高校   5,18.25 
ﾀﾅｶ ｼﾞｪｼｶ 上田染谷丘

 2 城下 真裕子(2) 高校   5,25.38 
ｼﾞｮｳｼﾀ ﾏﾕｺ 上田

 3 栁澤 菜々子(1) 高校   5,29.95 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅﾅｺ 上田東
江元 さくら(1) 高校
ｴﾓﾄ ｻｸﾗ 佐久平総合

決勝 9月13日 10:35

県高新(KR)        9,11.58
大会新(GR)       10,16.94

江元 さくら(1) 高校
ｴﾓﾄ ｻｸﾗ 佐久平総合

1  1288
欠場

女子

３０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  1438

3  1288
欠場

2  1466

1  1425

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

1  1303
欠場

女子

１５００ｍ

決勝

2  1438

9  1236

7  1234

3  1425

6  1447

8  1426

5  1266

4  1466

女子

８００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月12日 11:45

県高新(KR)          14.28
大会新(GR)          15.03

風速 -0.6

 1 田村 有利奈(2) 高校     15.42 
ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 上田東

 2 高橋 うらら(1) 高校     15.64 
ﾀｶﾊｼ ｳﾗﾗ 上田西

 3 田中 祐里(2) 高校     16.28 
ﾀﾅｶ ﾕｳﾘ 上田西

 4 松田 華歩(1) 高校     17.33 
ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ 岩村田

 5 加納 南菜子(2) 高校     17.41 
ｶﾉｳ ﾅﾅｺ 上田

 6 荻原 明日香(1) 高校     17.43 
ｵｷﾞﾊﾗ ｱｽｶ 上田染谷丘

 7 新田 美月(1) 高校     17.77 
ﾆｯﾀ ﾐﾂﾞｷ 小諸

 8 石田 麗奈(1) 高校     19.51 
ｲｼﾀﾞ ｳﾙﾅ 丸子修学館

 9 中村 葵(1) 高校     21.06 
ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 野沢北

決勝 9月13日 11:30

県高新(KR)          58.27
大会新(GR)        1,03.59

 1 酒井 菜月(2) 高校   1,04.22 
ｻｶｲ ﾅﾂｷ 野沢北

 2 高橋 うらら(1) 高校   1,05.99 
ﾀｶﾊｼ ｳﾗﾗ 上田西

 3 松田 華歩(1) 高校   1,06.77 
ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ 岩村田

 4 田中 祐里(2) 高校   1,08.36 
ﾀﾅｶ ﾕｳﾘ 上田西

 5 荻原 明日香(1) 高校   1,09.79 
ｵｷﾞﾊﾗ ｱｽｶ 上田染谷丘

 6 住友 佐耶佳(2) 高校   1,13.51 
ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ 野沢北

 7 佐藤 真由(1) 高校   1,15.94 
ｻﾄｳ ﾏﾕｳ 野沢北

 8 湯浅 恋(1) 高校   1,16.33 
ﾕｱｻ ﾚﾝ 佐久平総合

 9 石田 麗奈(1) 高校   1,18.08 
ｲｼﾀﾞ ｳﾙﾅ 丸子修学館

決勝 9月13日 14:00

県高新(KR)       23,10.04
大会新(GR)       26,06.82

 1 田中 ジェシカ(1) 高校  29,26.29 
ﾀﾅｶ ｼﾞｪｼｶ 上田染谷丘

1  1466
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  1393

女子

５０００ｍＷ

決勝

2  1234

1  1289

7  1465

4  1233

8  1271

5  1537

6  1232

9  1535

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1  1235

女子

４００ｍＨ

決勝

8  1331

9  1393

2  1424

7  1465

4  1537

5  1271

3  1450

6  1535

女子

１００ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月12日 14:45

県高新(KR)          47.82
大会新(GR)          49.14

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 上田西  1536 白石 舞(1)     50.96 

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   4 岩村田  1271 松田 華歩(1)     51.93 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞ 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   6 野沢北  1231 小林 茉菜美(2)     52.62 

ﾉｻﾞﾜｷﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ
 1232 酒井 菜月(2)

ｻｶｲ ﾅﾂｷ
 1233 住友 佐耶佳(2)

ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ
 1234 佐藤 真由(1)

ｻﾄｳ ﾏﾕｳ
 4   5 上田東  1439 土屋 花梨(1)     53.83 

ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼｺｳ ﾂﾁﾔ ｶﾘﾝ
 1450 田村 有利奈(2)

ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ
 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
 4   7 上田染谷丘  1463 春原 朱里(1)     53.83 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ 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
 6   3 丸子修学館  1393 石田 麗奈(1)     54.24 

ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝ 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
 7   1 佐久長聖高  1302 池内 香菜子(1)     54.56 

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
 1304 久保村 沙那(1)

ｸﾎﾞﾑﾗ ｻﾅ
 1301 矢島 芽依(2)

ﾔｼﾞﾏ ﾒｲ
 8   9 上田  1424 加納 南菜子(2)     56.72 

ｳｴﾀﾞ ｶﾉｳ ﾅﾅｺ
 1426 西野入 萌利(1)

ﾆｼﾉｲﾘ ﾓｴﾘ
 1427 野澤 沙綺(1)

ﾉｻﾞﾜ ｻｷ
 1425 城下 真裕子(2)

ｼﾞｮｳｼﾀ ﾏﾕｺ
  2 佐久平総合

ｻｸﾀﾞｲﾗｿｳｺﾞｳｺｳ 欠場

女子

４×１００ｍＲ

決勝



決勝 9月13日 15:00

県高新(KR)        3,46.50
大会新(GR)        4,06.03

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 野沢北  1234 佐藤 真由(1)   4,11.63 

ﾉｻﾞﾜｷﾀ ｻﾄｳ ﾏﾕｳ
 1233 住友 佐耶佳(2)

ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ
 1235 中村 葵(1)

ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ
 1232 酒井 菜月(2)

ｻｶｲ ﾅﾂｷ
 2   4 上田西  1534 柳沢 華歩(2)   4,13.13 

ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾎ
 1536 白石 舞(1)

ｼﾗｲｼ ﾏｲ
 1535 高橋 うらら(1)

ﾀｶﾊｼ ｳﾗﾗ
 1537 田中 祐里(2)

ﾀﾅｶ ﾕｳﾘ
 3   3 岩村田  1270 土屋 かなめ(1)   4,18.54 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ
 1271 松田 華歩(1)

ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ
 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
 4   6 上田染谷丘  1465 荻原 明日香(1)   4,22.90 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ｵｷﾞﾊﾗ ｱｽｶ
 1458 宮下 あかね(2)

ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ
 1463 春原 朱里(1)

ｽﾉﾊﾗ ｱｶﾘ
 1466 田中 ジェシカ(1)

ﾀﾅｶ ｼﾞｪｼｶ
 5   7 上田東  1450 田村 有利奈(2)   4,23.19 

ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼｺｳ ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ
 1447 成澤 優(2)

ﾅﾙｻﾜ ﾕｳ
 1439 土屋 花梨(1)

ﾂﾁﾔ ｶﾘﾝ
 1438 栁澤 菜々子(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅﾅｺ
 6   2 丸子修学館  1390 清水 千亜紀(1)   4,31.15 

ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝ 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
 1393 石田 麗奈(1)

ｲｼﾀﾞ ｳﾙﾅ
  8 佐久長聖

ｻｸﾁｮｳｾｲ 欠場

女子

４×４００ｍＲ

決勝



決勝 9月12日 10:00

県高新(KR)           1.77
大会新(GR)           1.65

1m63 1m66
関原 ひなた(1) 高校 - - - - - - - XXO O O
ｾｷﾊﾗ ﾋﾅﾀ 軽井沢 XO XXX
髙見沢 菜央(1) 高校 - - - - O O XO XXX
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾅｵ 上田染谷丘
久保村 沙那(1) 高校 - O O O O O XXX
ｸﾎﾞﾑﾗ ｻﾅ 佐久長聖
山際 李奈(1) 高校 - - XO O O O XXX
ﾔﾏｷﾞﾜ ﾘﾅ 丸子修学館
原田 彩(2) 高校 O O O O O XXX
ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔ 佐久平総合
野澤 沙綺(1) 高校 - - O O XXO XXX
ﾉｻﾞﾜ ｻｷ 上田
木内 麻衣子(1) 高校 O XO O O XXX
ｷｳﾁ ﾏｲｺ 野沢南

決勝 9月13日 11:00

県高新(KR)           6.06
大会新(GR)           5.55

田村 有利奈(2) 高校   5.11   5.51   5.31   5.52   5.22   5.20    5.52 
ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 上田東   -1.2   -0.9   -0.9   -0.8   -1.4   -0.6    -0.8
宮下 あかね(2) 高校    X   4.81   4.92    X   4.91   4.96    4.96 
ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ 上田染谷丘   -1.3   -1.0   -0.6   -0.4    -0.4
山浦 恵梨(1) 高校   4.54   4.74   4.42   4.80   4.78    -    4.80 
ﾔﾏｳﾗ ｴﾘ 軽井沢   -0.9   -0.9   -1.1   -0.5   -0.5    -0.5
矢島 芽依(2) 高校   4.75   4.63    X   4.76   4.78    X    4.78 
ﾔｼﾞﾏ ﾒｲ 佐久長聖   -1.4   -1.7   -0.4   -0.7    -0.7
清水 千亜紀(1) 高校   4.41   4.31   4.66   4.77    X   4.57    4.77 
ｼﾐｽﾞ ﾁｱｷ 丸子修学館   -0.9   -0.9   -1.3   -0.3   -0.7    -0.3
河西 由利香(2) 高校   4.36   4.60   4.58   4.45   4.64   4.54    4.64 
ｶｻｲ ﾕﾘｶ 佐久平総合   -0.9   -0.9   -1.3   -0.2   -0.3   -0.6    -0.3
住友 佐耶佳(2) 高校   4.25   4.50   4.43   4.35   4.62    X    4.62 
ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ 野沢北   -0.9   -0.9   -1.2   +0.6   -0.8    -0.8
田中 舞(1) 高校   4.11   4.25   4.43   4.54   4.44    X    4.54 
ﾀﾅｶ ﾏｲ 丸子修学館   -1.2   -0.6   -0.8   +0.3   -0.8    +0.3
木内 麻衣子(1) 高校   4.05   4.25   4.07    4.25 
ｷｳﾁ ﾏｲｺ 野沢南   -1.1   -0.9   -1.2    -0.9
春原 朱里(1) 高校   3.97   4.04   4.05    4.05 
ｽﾉﾊﾗ ｱｶﾘ 上田染谷丘   -1.1   -1.0   -1.0    -1.0
黛 うらら(1) 高校   3.67   3.54   3.23    3.67 
ﾏﾕｽﾞﾐ ｳﾗﾗ 野沢南   -0.6   -1.1   -1.3    -0.6

11 1  1243

9 3  1251

10 2  1463

7 5  1233

8 4  1391

5 7  1390

6 6  1286

3 11  1322

4 8  1301

1 10  1450

2 9  1458

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

6 4  1427
 1.35

 1.30
7 2  1251

4 6  1392
 1.40

5 1  1287
 1.35

2 5  1464
 1.45

3 3  1304
 1.40

1 7  1321
 1.63

記録
1m25 1m30

備考
1m15 1m20 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 9月13日 11:00

県高新(KR)          13.65
大会新(GR)          13.65

土屋 花梨(1) 高校
ﾂﾁﾔ ｶﾘﾝ 上田東
鈴木 香琳(1) 高校
ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 岩村田
宮下 彩奈(2) 高校
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾅ 東御清翔
甲田 祥子(2) 高校
ｺｳﾀﾞ ｼｮｳｺ 上田染谷丘
春原 朱里(1) 高校
ｽﾉﾊﾗ ｱｶﾘ 上田染谷丘
髙見沢 菜央(1) 高校
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾅｵ 上田染谷丘

決勝 9月12日 12:45

県高新(KR)          44.69
大会新(GR)          43.41

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
鈴木 香琳(1) 高校
ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 岩村田
甲田 祥子(2) 高校
ｺｳﾀﾞ ｼｮｳｺ 上田染谷丘
黛 うらら(1) 高校
ﾏﾕｽﾞﾐ ｳﾗﾗ 野沢南

決勝 9月13日 10:00

県高新(KR)          48.07
大会新(GR)          44.88

鈴木 香琳(1) 高校
ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 岩村田
新田 美月(1) 高校
ﾆｯﾀ ﾐﾂﾞｷ 小諸
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
小林 茉菜美(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 野沢北
宮下 あかね(2) 高校
ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ 上田染谷丘
甲田 祥子(2) 高校
ｺｳﾀﾞ ｼｮｳｺ 上田染谷丘
春原 朱里(1) 高校
ｽﾉﾊﾗ ｱｶﾘ 上田染谷丘

 17.48 

 19.20 

8 4  1463
  X 13.50   O   O   X 17.48

 21.81 

7 2  1461
  O 19.20   O   O   O   O

 23.20 

6 3  1458
  X   O 21.81   O   O   O

 24.39 

5 6  1231
  O   - 22.27   O   O 23.20

 27.29 

4 1  1439
  O 24.39   O   O   O   O

 30.89 

3 5  1380
  O   O 26.28   O   O 27.29

 30.95 

2 7  1331
  X   O 28.44   O   O 30.89

備考
1 8  1272

  X 30.47   O 30.95   O   O

-2- -3- -4- -5- -6- 記録

 16.65 

女子

やり投(0.600kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

 19.31 

5 1  1243
  O 16.65   O   O   O   X

 20.11 

4 2  1461
  X   X 19.31   O   X   O

 23.33 

3 3  1272
18.60   X   X 20.11   X   O

 30.08 

2 4  1439
21.96   X   O   O   O 23.33

備考
1 5  1380

30.05   O   O 30.08   O   O

-2- -3- -4- -5- -6- 記録

  5.60 

女子

円盤投(1.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

  5.90 

6 1  1464
  X  5.57  4.72  5.60  4.35  5.12

  6.57 

5 2  1463
  -   X  5.04   -  5.90  5.88

  7.82 

4 3  1461
 5.96   X  6.00  6.20  6.25  6.57

  7.98 

3 5  1380
 7.55  7.46  7.63  7.33  7.82  7.72

  9.23 

2 4  1272
 7.78  7.41  7.98  7.77  7.68  7.03

備考
1 6  1439

 8.40  9.03  8.82  9.23  9.09  9.21

-2- -3- -4- -5- -6- 記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

女子

砲丸投(4.000kg)

決勝



決勝 9月13日 13:30

県高新(KR)           4540
大会新(GR)           4325

宮下 あかね(2) 高校
ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ 上田染谷丘
住友 佐耶佳(2) 高校
ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ 野沢北
山浦 恵梨(1) 高校
ﾔﾏｳﾗ ｴﾘ 軽井沢
新田 美月(1) 高校
ﾆｯﾀ ﾐﾂﾞｷ 小諸
西野入 萌利(1) 高校
ﾆｼﾉｲﾘ ﾓｴﾘ 上田
山際 李奈(1) 高校
ﾔﾏｷﾞﾜ ﾘﾅ 丸子修学館
荻原 明日香(1) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ｱｽｶ 上田染谷丘
小林 茉菜美(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 野沢北

7  1465
  2695

8  1231
  2320

5  1426
  2756

6  1392
  2738

3  1322
  2889

4  1331
  2812

1  1458
  3400

2  1233
  2931

女子

七種競技

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考



決勝 9月12日 10:00

県高新              14.28
大会新              16.23

風速 -0.5

 1 新田 美月(1) 高校     17.52 
ﾆｯﾀ ﾐﾂﾞｷ 小諸

 2 宮下 あかね(2) 高校     17.55 
ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ 上田染谷丘

 3 荻原 明日香(1) 高校     18.15 
ｵｷﾞﾊﾗ ｱｽｶ 上田染谷丘

 4 山浦 恵梨(1) 高校     18.93 
ﾔﾏｳﾗ ｴﾘ 軽井沢

 5 西野入 萌利(1) 高校     19.40 
ﾆｼﾉｲﾘ ﾓｴﾘ 上田

 5 住友 佐耶佳(2) 高校     19.40 
ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ 野沢北

 7 小林 茉菜美(2) 高校     20.48 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 野沢北

 8 山際 李奈(1) 高校     20.76 
ﾔﾏｷﾞﾜ ﾘﾅ 丸子修学館

決勝 9月12日 11:30

県高新               1.77
大会新               1.65

山際 李奈(1) 高校
ﾔﾏｷﾞﾜ ﾘﾅ 丸子修学館
宮下 あかね(2) 高校
ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ 上田染谷丘
西野入 萌利(1) 高校
ﾆｼﾉｲﾘ ﾓｴﾘ 上田
山浦 恵梨(1) 高校
ﾔﾏｳﾗ ｴﾘ 軽井沢
住友 佐耶佳(2) 高校
ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ 野沢北
新田 美月(1) 高校
ﾆｯﾀ ﾐﾂﾞｷ 小諸
荻原 明日香(1) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ｱｽｶ 上田染谷丘
小林 茉菜美(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 野沢北

混成女子

七種１００ｍH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  1331

5  1458

3  1465

8  1322

6  1426

9  1233

7  1231

4  1392

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 1m05 1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m43 記録 備考
1 3  1392

- - - - O O O XO XXX  1.40

2 4  1458
- - - O O O XXO XXX  1.35

3 5  1426
- O O O O O XXX  1.30

3 7  1322
O O O O O O XXX  1.30

5 8  1233
- - XO O XO XO XXX  1.30

6 1  1331
- - O O XO XXX  1.25

7 2  1465
- - O O XXX  1.20

8 6  1231
O O XXO XXX  1.15

0



決勝 9月12日 12:40

県高新              13.65
大会新              13.65

新田 美月(1) 高校
ﾆｯﾀ ﾐﾂﾞｷ 小諸
西野入 萌利(1) 高校
ﾆｼﾉｲﾘ ﾓｴﾘ 上田
山浦 恵梨(1) 高校
ﾔﾏｳﾗ ｴﾘ 軽井沢
宮下 あかね(2) 高校
ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ 上田染谷丘
山際 李奈(1) 高校
ﾔﾏｷﾞﾜ ﾘﾅ 丸子修学館
荻原 明日香(1) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ｱｽｶ 上田染谷丘
住友 佐耶佳(2) 高校
ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ 野沢北
小林 茉菜美(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 野沢北

決勝 9月12日 14:00

県高新              24.72
大会新              25.92

風速 -5.1

 1 宮下 あかね(2) 高校     28.32 
ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ 上田染谷丘

 2 住友 佐耶佳(2) 高校     28.40 
ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ 野沢北

 3 荻原 明日香(1) 高校     28.79 
ｵｷﾞﾊﾗ ｱｽｶ 上田染谷丘

 4 新田 美月(1) 高校     29.12 
ﾆｯﾀ ﾐﾂﾞｷ 小諸

 5 山際 李奈(1) 高校     29.27 
ﾔﾏｷﾞﾜ ﾘﾅ 丸子修学館

 6 西野入 萌利(1) 高校     29.75 
ﾆｼﾉｲﾘ ﾓｴﾘ 上田

 7 山浦 恵梨(1) 高校     30.23 
ﾔﾏｳﾗ ｴﾘ 軽井沢

 8 小林 茉菜美(2) 高校     30.36 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 野沢北

混成女子

七種２００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  1458

2  1233

8  1465

9  1331

 1231

7  1392

5  1426

3  1322

4

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 3  1331

 6.38  7.39  6.94   7.39 

2 7  1426
 6.54  6.36  6.59   6.59 

3 5  1322
 6.52  5.78  6.26   6.52 

4 8  1458
 6.41  4.15  5.52   6.41 

5 1  1392
 6.12  6.25  6.15   6.25 

6 2  1465
 5.12  5.89  6.17   6.17 

7 4  1233
 5.95  6.11  5.67   6.11 

8 6  1231
 5.62   X  5.19   5.62 



決勝 9月13日 10:00

県高新               6.02
大会新               5.55

宮下 あかね(2) 高校   5.06    X   5.06    5.06 
ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ 上田染谷丘   -0.5   +0.1    -0.5
山浦 恵梨(1) 高校   4.53   4.65    X    4.65 
ﾔﾏｳﾗ ｴﾘ 軽井沢   -0.7   +0.1    +0.1
西野入 萌利(1) 高校   4.41    X   4.44    4.44 
ﾆｼﾉｲﾘ ﾓｴﾘ 上田   -0.8   +1.0    +1.0
住友 佐耶佳(2) 高校   4.38   4.38    X    4.38 
ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ 野沢北   -0.2    0.0    -0.2
山際 李奈(1) 高校   3.55   3.96   4.21    4.21 
ﾔﾏｷﾞﾜ ﾘﾅ 丸子修学館   -1.0   +1.1   +0.3    +0.3
小林 茉菜美(2) 高校   3.67   3.49   3.58    3.67 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 野沢北   -0.6   -0.6   +0.5    -0.6
荻原 明日香(1) 高校   3.05   3.39   2.98    3.39 
ｵｷﾞﾊﾗ ｱｽｶ 上田染谷丘   -0.9   +0.1   +0.6    +0.1
新田 美月(1) 高校    X    X   2.70    2.70 
ﾆｯﾀ ﾐﾂﾞｷ 小諸   +0.8    +0.8

決勝 9月13日 12:00

県高新              47.14
大会新              44.88

新田 美月(1) 高校
ﾆｯﾀ ﾐﾂﾞｷ 小諸
山浦 恵梨(1) 高校
ﾔﾏｳﾗ ｴﾘ 軽井沢
小林 茉菜美(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 野沢北
宮下 あかね(2) 高校
ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ 上田染谷丘
荻原 明日香(1) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ｱｽｶ 上田染谷丘
山際 李奈(1) 高校
ﾔﾏｷﾞﾜ ﾘﾅ 丸子修学館
住友 佐耶佳(2) 高校
ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ 野沢北
西野入 萌利(1) 高校
ﾆｼﾉｲﾘ ﾓｴﾘ 上田

決勝 9月13日 13:30

県高新            2,11.84
大会新            2,16.97

 1 住友 佐耶佳(2) 高校   2,33.43 
ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ 野沢北

 2 宮下 あかね(2) 高校   2,35.83 
ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ 上田染谷丘

 3 西野入 萌利(1) 高校   2,37.59 
ﾆｼﾉｲﾘ ﾓｴﾘ 上田

 4 荻原 明日香(1) 高校   2,37.64 
ｵｷﾞﾊﾗ ｱｽｶ 上田染谷丘

 5 山際 李奈(1) 高校   2,42.54 
ﾔﾏｷﾞﾜ ﾘﾅ 丸子修学館

 6 新田 美月(1) 高校   2,45.60 
ﾆｯﾀ ﾐﾂﾞｷ 小諸

 7 小林 茉菜美(2) 高校   2,46.68 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 野沢北

 8 山浦 恵梨(1) 高校   2,49.70 
ﾔﾏｳﾗ ｴﾘ 軽井沢

混成女子

七種８００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  1233

4  1458

2  1426

8  1465

7  1392

5  1331

9  1231

6  1322

試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -3- -4- -5- -6-

混成女子

七種走幅跳

決勝

順位 記録 備考
1 8  1458

2 3  1322

-1- -2-

3 1  1426

4 4  1233

5  1331

5 7  1392

6 2  1231

混成女子

七種やり投

7 6  1465

8

-6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- 記録 備考
1 7  1331

  O 28.03   O  28.03 

2 1  1322
  O 24.89   O  24.89 

3 2  1231
  O 23.39   O  23.39 

4 4  1458
20.75   X   X  20.75 

5 6  1465
19.53   X   X  19.53 

6 5  1392
18.57   X   O  18.57 

7 8  1233
17.44   X   O

 13.56 

 17.44 

8 3  1426
  O   O 13.56



決勝 9月12日 11:03

県高新              12.09
大会新              12.40

風速

久保村 沙那(1) 高校
ｸﾎﾞﾑﾗ ｻﾅ 佐久長聖

決勝 9月12日 13:00

小林 奏(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 佐久長聖

 3.20XXO XXX

記録 備考
1 1  1300

XO XO

3m10 3m20 3m30順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 3m00

2  1304
欠場

ｵｰﾌﾟﾝ女子

棒高跳

決勝

ｵｰﾌﾟﾝ女子

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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