
　 第６８回全信州陸上競技大会　記録集

　 　主催　上田市・上田市教育委員会・(財)上田市体育協会
　 　　　　長野県教育委員会・長野陸上競技協会
　 　主管　上田陸上競技協会
　 　期日　平成２８年(２０１６年)１０月８日(土)

　審判長　細田完二(トラック)，中條延太郎(フィールド)
　記録主任　山野井宏彰

　気象状況

時刻 天候 風 気温 湿度
 9:00 くもり 東南東   0.9m/sec.  22.0 ℃  64.0 %

10:00 くもり 東南東   1.2m/sec.  24.0 ℃  64.0 %
11:00 くもり 南東   0.5m/sec.  25.0 ℃  68.0 %
12:00 くもり 南東   1.1m/sec.  24.0 ℃  62.0 %
13:00 くもり 南東   1.0m/sec.  25.0 ℃  60.0 %
14:00 くもり 東南東   1.3m/sec.  25.0 ℃  54.0 %
15:00 くもり 東南東   1.5m/sec.  24.0 ℃  54.0 %
16:00 晴れ 東   1.8m/sec.  23.0 ℃  54.0 %

　本大会で樹立した記録

クラス・種目 ラウンド 選手名(学年) クラス・所属 記録 風力

小学男子 60m 決勝 古賀 琥太郎(3) 小学･上田JSC 10.2   0.0 大会新

小学男子 100m 予選 木藤 海流(6) 小学･千曲小 13.2 +1.7 大会タイ

女子 棒高跳 決勝 小林 奏(2) 高校･佐久長聖高 3m20 大会新

小学女子 60m 決勝 大森 玲花(3) 小学･軽井沢A&AC 9.9  +0.5 大会新

小学女子 100m 決勝 大森 里香(6) 小学･軽井沢A&AC 14.1  +0.4 大会新

小学女子 100m 決勝 佐伯 風帆(5) 小学･軽井沢A&AC 14.5  +0.4 大会ﾀｲ
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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

10/08 女子 三田 尚果(1) 高校･長野清泉 13.6 鈴木 理子(2) 14.2 鈴木 風香(1) 14.4 小林 萌花(1) 14.7 清水 千亜紀(2) 14.8 片桐 穂花 14.9 宮越 菜緒(1) 15.1
100m 清水 思(1) 高校･上田染谷丘高 高校･長野清泉 高校･佐久平総合高 高校･長野清泉 高校･丸子修学館高 一般･望月AC 高校･上田染谷丘高

10/08 荻原 明日香(2) 28.6 清水 思(1) 28.7 中村 睦(2) 29.3 田中 舞(2) 高校･丸子修学館高 29.8 宮越 菜緒(1) 31.1 依田 梢(1) 31.5 石田 麗奈(2) 31.8
200m 高校･上田染谷丘高 高校･上田染谷丘高 中学･芦原中 遠藤 和泉(2) 高校･T&F佐久平 高校･上田染谷丘高 高校･上田高 高校･丸子修学館高

10/08 梅村 菜々子(1) 2,33.9 田川 実侑(1) 2,35.5 遠藤 和泉(2) 2,48.1 内藤 香里(1) 3,07.0 長島 ちなみ(1) 3,11.3
800m 高校･上田高 高校･上田染谷丘高 高校･T&F佐久平 高校･佐久平総合高 高校･長野清泉

10/08  +1.5伊東 海菜美(1) 18.5 小林 彩花(2) 19.3 石田 麗奈(2) 20.3
100mH 高校･上田千曲高 中学･芦原中 高校･丸子修学館高

10/08 髙見沢 菜央(2) 1.45 小林 萌花(1) 1.30 木内 麻衣子(2) 1.30
走高跳 高校･上田染谷丘高 高校･長野清泉 高校･野沢南高

10/08 小林 奏(2) 3.20 金子 未羽(2) 2.20 広沢 美咲(1) 1.40
棒高跳 高校･佐久長聖高 大会新 高校･長野清泉 高校･長野清泉

10/08 山浦 恵梨(2) 4.82(+1.7) 清水千亜紀(2)4.82(+1.2) 伊東海菜美(1)4.38(+1.1) 西野入萌利(2)4.38(+1.1) 木内麻衣子(2)4.35(+1.8) 荒井 杏奈(1) 4.31(+1.8) 三田 尚果(1) 4.21(0.0) 加部 菜花(1) 4.16(+1.3)
走幅跳 高校･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 高校･丸子修学館高 高校･上田千曲高 高校･上田高 高校･野沢南高 高校･佐久平総合高 高校･長野清泉 高校･野沢南高

10/08 小林 眞菜子(2) 7.79 中山 麻衣(1) 7.08 上原 彩香(1) 5.86 鈴木 理子(2) 5.49
砲丸投 高校･長野清泉 高校･野沢南高 高校･東御清翔 高校･長野清泉

10/08 春原 朱里(2) 27.86 武藤 衣里加(1) 26.44 小平 美来(1) 23.46 中山 麻衣(1) 19.81 小林 眞菜子(2) 17.14 上原 彩香(1) 13.83 大日方 美紅(1) 13.28
円盤投 高校･上田染谷丘高 高校･野沢南高 高校･野沢南高 高校･野沢南高 高校･長野清泉 高校･東御清翔 高校･北部高

10/08 新田 美月(2) 26.95 西入 由実(1) 19.59 広沢 美咲(1) 17.49
やり投 高校･小諸 高校･小諸 高校･長野清泉

10/08 上田高    14,38.9 
4x1000mR 梅村 菜々子(1)

日比 まひろ(1)
依田 梢(1)
西野入 萌利(2)

10/08 中学女子  +2.3竹内 結希愛(2) 13.5 石坂 琴葉(1) 13.6 塚田 菜々(2) 13.8 中村 睦(2) 14.0 比田井 凜(1) 14.0 笹崎 絢莉(1) 14.4 小林 彩花(2) 14.5
100m 中学･東北中 中学･常盤中 中学･小諸東中 中学･芦原中 中学･望月AC 中学･芦原中 中学･芦原中

10/08 臼井 羽耶(2) 7,32.7 内堀 果南(1) 7,50.9 林 麻友香(1) 8,02.3 金井 紅羽(2) 8,05.4 城田 美衣奈(2) 8,05.8 岩下 栞(1) 8,23.1 小林 輝星(1) 8,23.3 藤澤 鈴香(2) 8,26.7
2000m 中学･上田第四中 中学･丸子北中 中学･丸子北中 中学･東北中 中学･上田第五中 中学･上田第五中 中学･上田第五中 中学･上田第五中

10/08 岡田 朋佳(2) 1.50 土屋 ほのか(1) 1.45 柳澤 萌(1) 1.35 中島 花梨(2) 1.35 宮下 優希菜(2) 中学･東北中 1.35 市村 彩美(1) 中学･軽井沢A&AC 1.30
走高跳 中学･軽井沢A&AC 中学･軽井沢A&AC 中学･芦原中 中学･東北中 大滝 萌乃音(1) 中学･上田第四中 藤澤 鈴香(2) 中学･上田第五中

10/08 小林 由依(2) 2.80 鎌倉 杏(2) 2.70 依田 智恵梨(2) 2.00 塩野 琴梨(2) 1.80 諸星 美璃(1) 1.80 大川 郁未(2) 中学･飯綱中 1.60 佐伯 三葉(1) 1.40
棒高跳 中学･原中 中学･原中 中学･軽井沢A&AC 中学･軽井沢A&AC 中学･軽井沢A&AC 平林 けい(1) 中学･上田第一 中学･軽井沢A&AC

10/08 土屋ほのか(1)4.98(+0.4) 市村 彩美(1) 4.54(+1.0) 比田井 凜(1) 4.41(+2.5) 杉山 佳乃(2) 4.30(+1.8) 大久保由佳(2)4.23(+1.1) 中島 美優(2) 4.21(+1.6) 中島 花梨(2) 4.16(+0.8) 城田美衣奈(2)3.81(+0.3)
走幅跳 中学･軽井沢A&AC 中学･軽井沢A&AC 中学･望月AC 中学･上田第五中 中学･東北中 中学･上田第四中 中学･東北中 中学･上田第五中

10/08 柳澤 優羽(1) 8.46 洲﨑 光結(2) 8.09 髙木 ｼﾞｭﾘｱ(2) 7.86 須崎 菜緒(1) 7.73 西川 亜海(2) 7.51 安達 朋笑(1) 7.48 前島 遥(1) 7.39 芹沢 紬(2) 7.23
砲丸投 中学･上田第五中 中学･小諸東中 中学･上田第四中 中学･上田第四中 中学･上田第五中 中学･上田第五中 中学･上田第四中 中学･小諸東中

10/08 上田第五中(A)   16,07.4 上田第五中(B)   17,38.8 
4x1000mR 岩下 栞(1) 小林 輝星(1)

小林 楓(1) 藤澤 鈴香(2)
柳澤 優羽(1) 杉山 佳乃(2)
城田 美衣奈(2) 安達 朋笑(1)

10/08 小学女子  +0.5大森 玲花(3) 9.9 佐藤 澪夏(2) 10.3 金田 馨花(3) 10.5 高橋 彩花(3) 10.8 浅田 彩七(3) 11.0 手塚 華(3) 11.2 山口 真央(3) 11.5
60m 小学･軽井沢A&AC 大会新 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･真田ﾏﾗｿﾝ教室 小学･上田JSC 小学･上田JSC 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･真田ﾏﾗｿﾝ教室

10/08  +0.4大森 里香(6) 14.1 佐伯 風帆(5) 14.5 柏木 萌(6) 15.0 三浦 彩稀(5) 15.2 菅沼 花菜(6) 15.4 橋本 春花(5) 15.6 大鹿 愛和(6) 15.7
100m 小学･軽井沢A&AC 大会新 小学･軽井沢A&AC 大会ﾀｲ 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･上田JSC 小学･望月AC 小学･T&F佐久平 小学･T&F佐久平

10/08 阿部 優杏(6) 3,29.2 橋詰 史歩(5) 3,33.4 鈴木 菜生(6) 3,35.2 今井 希実(5) 3,56.2 佐藤 遥(6) 3,56.8 金田 麗花(5) 4,05.6 笹沢 萌(5) 4,06.6 石垣 美心(5) 4,07.4
1000m 小学･木島平 大会新 小学･真田ｸﾗﾌﾞ 小学･真田ｸﾗﾌﾞ 小学･上田JSC 小学･木島平 小学･真田ﾏﾗｿﾝ教室 小学･上田JSC 小学･T&F佐久平

10/08 大森 里香(6) 4.34(+1.2) 田中 葵(6) 4.02(+2.8) 倉根 慧(6) 4.01(+1.4) 菅沼 花菜(6) 3.78(+1.5) 三浦 彩稀(5) 3.71(+0.7) 荻原 佳那(5) 3.57(+0.5) 佐伯 風帆(5) 3.51(+0.7) 堀 愛美(5) 3.51(+2.0)
走幅跳 小学･軽井沢A&AC 小学･望月AC 小学･T&F佐久平 小学･望月AC 小学･上田JSC 小学･軽井沢A&AC 小学･軽井沢A&AC 小学･長野市教室



第６８回全信州陸上競技大会                                                      
　主催　上田市・上田市教育委員会・(財)上田市体育協会                            
　　　　長野県教育委員会・長野陸上競技協会                                      
　主管　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
10/08 T&F佐久平(A)   11,54.63 T&F佐久平(B)   13,53.98

4x800mR 市川 笑花(6) 窪田 寿理(4)
大鹿 愛和(6) 東海林 優心花(4)
石垣 美心(5) 井出 優奈(4)
竹花 碧乃(6) 川上 珠美(4)

10/08 小学1･2･3年 大森 玲花(3) 19.08 佐々木 小夏(3) 17.38 手塚 華(3) 12.57 高橋 彩花(3) 10.41 佐藤 澪夏(2) 9.97 帯刀 結(2) 9.25
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･軽井沢A&AC 小学･望月AC 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･上田JSC 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･真田ｸﾗﾌﾞ

10/08 小学4･5･6年 橋詰 史歩(5) 35.25 竹花 碧乃(6) 34.65 市川 笑花(6) 32.22 堀 愛美(5) 31.48 石原 生芙希(4) 26.75 鈴木 菜生(6) 24.07 倉根 慧(6) 22.66 高橋 愛恵(5) 20.70
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･真田ｸﾗﾌﾞ 小学･T&F佐久平 小学･T&F佐久平 小学･長野市教室 小学･真田ﾏﾗｿﾝ教室 小学･真田ｸﾗﾌﾞ 小学･T&F佐久平 小学･上田JSC



決勝 10月8日 12:55

大会新　　　12.6

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 +1.0

 1 鈴木 理子(2) 高校      14.2  1 三田 尚果(1) 高校      13.6 
ｽｽﾞｷ ﾘｺ 長野清泉 ﾐﾀ ﾅｵｶ 長野清泉

 2 鈴木 風香(1) 高校      14.4  2 清水 思(1) 高校      13.6 
ｽｽﾞｷ ﾌｳｶ 佐久平総合高 ｼﾐｽﾞ ｺﾄ 上田染谷丘高

 3 小林 萌花(1) 高校      14.7  3 清水 千亜紀(2) 高校      14.8 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ 長野清泉 ｼﾐｽﾞ ﾁｱｷ 丸子修学館高

 4 宮越 菜緒(1) 高校      15.1  4 片桐 穂花 一般      14.9 
ﾐﾔｺｼ ﾅｵ 上田染谷丘高 ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 望月AC
佐藤 茜(1) 高校
ｻﾄｳ ｱｶﾈ 箕輪進修高

女子

100m

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  1032 3  1033

5  1291 2  1468

4  1034 5  1390

2  1469 4   176

3   217
欠場



   1 三田 尚果(1) 高校 長野清泉      13.6 (+1.0)   2   1
   1 清水 思(1) 高校 上田染谷丘高      13.6 (+1.0)   2   2
   3 鈴木 理子(2) 高校 長野清泉      14.2 (+0.9)   1   1
   4 鈴木 風香(1) 高校 佐久平総合高      14.4 (+0.9)   1   2
   5 小林 萌花(1) 高校 長野清泉      14.7 (+0.9)   1   3
   6 清水 千亜紀(2) 高校 丸子修学館高      14.8 (+1.0)   2   3
   7 片桐 穂花 一般 望月AC      14.9 (+1.0)   2   4
   8 宮越 菜緒(1) 高校 上田染谷丘高      15.1 (+0.9)   1   4

女子

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

 1034
 1390
  176
 1469

組 順位
 1033
 1468
 1032
 1291



決勝 10月8日 14:10

大会新              25.5

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 +0.5

 1 中村 睦(2) 中学      29.3  1 荻原 明日香(2) 高校      28.6 
ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂﾐ 芦原中 ｵｷﾞﾊﾗ ｱｽｶ 上田染谷丘高

 2 宮越 菜緒(1) 高校      31.1  2 清水 思(1) 高校      28.7 
ﾐﾔｺｼ ﾅｵ 上田染谷丘高 ｼﾐｽﾞ ｺﾄ 上田染谷丘高

 3 依田 梢(1) 高校      31.5  3 田中 舞(2) 高校      29.8 
ﾖﾀﾞ ｺｽﾞｴ 上田高 ﾀﾅｶ ﾏｲ 丸子修学館高

 4 石田 麗奈(2) 高校      31.8  4 遠藤 和泉(2) 高校      29.8 
ｲｼﾀﾞ ｳﾙﾅ 丸子修学館高 ｴﾝﾄﾞｳ  ｲｽﾞﾐ T&F佐久平

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
5  4318 2  1465

3  1469 4  1468

2  1429 5  1391

4  1393 3   103



   1 荻原 明日香(2) 高校 上田染谷丘高      28.6 (+0.5)   2   1
   2 清水 思(1) 高校 上田染谷丘高      28.7 (+0.5)   2   2
   3 中村 睦(2) 中学 芦原中      29.3 (+1.0)   1   1
   4 田中 舞(2) 高校 丸子修学館高      29.8 (+0.5)   2   3
   4 遠藤 和泉(2) 高校 T&F佐久平      29.8 (+0.5)   2   4
   6 宮越 菜緒(1) 高校 上田染谷丘高      31.1 (+1.0)   1   2
   7 依田 梢(1) 高校 上田高      31.5 (+1.0)   1   3
   8 石田 麗奈(2) 高校 丸子修学館高      31.8 (+1.0)   1   4

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
 1465
 1468
 4318
 1391
  103
 1469
 1429
 1393



決勝 10月8日 14:00

大会新            2,16.0

 1 梅村 菜々子(1) 高校    2,33.9 
ｳﾒﾑﾗ ﾅﾅｺ 上田高

 2 田川 実侑(1) 高校    2,35.5 
ﾀｶﾞﾜ ﾐﾕｳ 上田染谷丘高

 3 遠藤 和泉(2) 高校    2,48.1 
ｴﾝﾄﾞｳ  ｲｽﾞﾐ T&F佐久平

 4 内藤 香里(1) 高校    3,07.0 
ﾅｲﾄｳ ｶｵﾘ 佐久平総合高

 5 長島 ちなみ(1) 高校    3,11.3 
ﾅｶﾞｼﾏ ﾁﾅﾐ 長野清泉
田中 ジェシカ(2) 高校
ﾀﾅｶ ｼﾞｪｼｶ 上田染谷丘高

女子

800m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  1430

4  1470

6   103

3  1292

5  1012

2  1466
欠場



決勝 10月8日 11:45

大会新              14.9

風速 +1.5

 1 伊東 海菜美(1) 高校      18.5 
ｲﾄｳ  ﾐﾅﾐ 上田千曲高

 2 小林 彩花(2) 中学      19.3 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 芦原中

 3 石田 麗奈(2) 高校      20.3 
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

2  1393

3  1488

4  4317



決勝 10月8日 15:25

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 上田高  1430 梅村 菜々子(1)   14,38.9 

ｳｴﾀﾞｺｳ ｳﾒﾑﾗ ﾅﾅｺ
 1428 日比 まひろ(1)

ﾋﾋﾞ ﾏﾋﾛ
 1429 依田 梢(1)

ﾖﾀﾞ ｺｽﾞｴ
 1426 西野入 萌利(2)

ﾆｼﾉｲﾘ ﾓｴﾘ

女子

4x1000mR            

決勝



予選 10月8日  9:00
決勝 10月8日 12:50

大会新              12.8

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 +1.5

 1 比田井 凜(1) 中学      14.0 q  1 石坂 琴葉(1) 中学      14.1 q
ﾋﾀﾞｲ ﾘﾝ 望月AC ｲｼｻﾞｶ ｺﾄﾊ 常盤中

 2 中村 睦(2) 中学      14.3 q  2 小林 彩花(2) 中学      14.4 q
ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂﾐ 芦原中 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 芦原中

 3 住友 愛佳(2) 中学      14.9  3 田中 咲(1) 中学      15.0 
ｽﾐﾄﾓ ﾏﾅｶ 小諸東中 ﾀﾅｶ ｻｷ 上田第四中

 3 石田 陽菜(2) 中学      14.9  4 小林 輝星(1) 中学      15.3 
ｲｼﾀﾞ ﾋﾅ 上田第四中 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾗ 上田第五中

 5 岩﨑 結月(1) 中学      15.4  5 小坂井 杏奈(1) 中学      15.5 
ｲﾜｻｷ ﾕﾂﾞｷ 東北中 ｺｻｶｲ ｱﾝﾅ 上田第四中

 6 福田 葵(1) 中学      16.1  6 持田 ゆり(1) 中学      15.7 
ﾌｸﾀﾞ ｱｵｲ 上田第五中 ﾓﾁﾀﾞ ﾕﾘ 東北中

 7 加部 すみれ(2) 中学      16.5  7 上野 愛梨(1) 中学      16.1 
ｶﾍﾞ ｽﾐﾚ 小諸東中 ｳｴﾉ ｱｲﾘ 望月AC

[ 3組] 風速 +0.4 [ 4組] 風速 +0.9

 1 竹内 結希愛(2) 中学      14.0 q  1 塚田 菜々(2) 中学      14.0 q
ﾀｹｳﾁ ﾕｷｱ 東北中 ﾂｶﾀﾞ ﾅﾅ 小諸東中

 2 佐伯 三葉(1) 中学      14.9  2 笹崎 絢莉(1) 中学      14.3 q
ｻｴｷ ﾐﾂﾊﾞ 軽井沢A&AC ｻｻｻﾞｷ ｱﾔﾘ 芦原中

 3 細田 音衣(1) 中学      15.1  3 池田 萌夏(2) 中学      14.8 
ﾎｿﾀﾞ ｵﾄｲ 上田第四中 ｲｹﾀﾞ ﾓｴｶ 上田第四中

 4 岩下 栞(1) 中学      15.4  4 青柳 佑奈(1) 中学      15.0 
ｲﾜｼﾀ ｼｵﾘ 上田第五中 ｱｵﾔｷﾞ ﾕｳﾅ 東北中

 5 土屋 杏恋(2) 中学      16.7  5 清水 奈都紀(1) 中学      15.5 
ﾂﾁﾔ ｱｺ 小諸東中 ｼﾐｽﾞ ﾅﾂｷ 望月AC
宮下 智愛(2) 中学  6 小林 楓(1) 中学      15.8 
ﾐﾔｼﾀ ﾄﾓｱ 上田第四中 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ 上田第五中
鈴木 夢美(1) 中学 宮越 美緒(1) 中学
ｽｽﾞｷ ﾕﾒﾐ 芦原中 ﾐﾔｺｼ ﾐｵ 上田第四中

風速 +2.3

 1 竹内 結希愛(2) 中学      13.5 
ﾀｹｳﾁ ﾕｷｱ 東北中

 2 石坂 琴葉(1) 中学      13.6 
ｲｼｻﾞｶ ｺﾄﾊ 常盤中

 3 塚田 菜々(2) 中学      13.8 
ﾂｶﾀﾞ ﾅﾅ 小諸東中

 4 中村 睦(2) 中学      14.0 
ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂﾐ 芦原中

 5 比田井 凜(1) 中学      14.0 
ﾋﾀﾞｲ ﾘﾝ 望月AC

 6 笹崎 絢莉(1) 中学      14.4 
ｻｻｻﾞｷ ｱﾔﾘ 芦原中

 7 小林 彩花(2) 中学      14.5 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 芦原中

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ

中学女子

100m

予選 通過基準  4組  0着 + 7 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
3  4199 7  4874

6  4318 4  4317

1  4297 5  4669

7  4665 6  4689

2  8716 3  4642

4  4690 2  8712

5  4303 1  4183

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
7  5620 3  4299

4   124 6  4325

3  4644 5  4662

2  4687 7  8713

6  4298 2  4182

1  4663 4  4688
欠場

5  4321 1  4641
欠場 欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  5620

5  4874

4  4299

7  4318

1  4317

3  4199

6  4325



決勝 10月8日 13:45

大会新            6,46.8 

 1 臼井 羽耶(2) 中学    7,32.7 
ｳｽｲ ﾊﾔ 上田第四中

 2 内堀 果南(1) 中学    7,50.9 
ｳﾁﾎﾞﾘ ｶﾅ 丸子北中

 3 林 麻友香(1) 中学    8,02.3 
ﾊﾔｼ ﾏﾕｶ 丸子北中

 4 金井 紅羽(2) 中学    8,05.4 
ｶﾅｲ ｸﾚﾊ 東北中

 5 城田 美衣奈(2) 中学    8,05.8 
ｼﾛﾀ ﾐｲﾅ 上田第五中

 6 岩下 栞(1) 中学    8,23.1 
ｲﾜｼﾀ ｼｵﾘ 上田第五中

 7 小林 輝星(1) 中学    8,23.3 
ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾗ 上田第五中

 8 藤澤 鈴香(2) 中学    8,26.7 
ﾌｼﾞｻﾜ ｽｽﾞｶ 上田第五中

 9 内堀 実咲(3) 中学    8,34.1 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾐｻｷ 丸子北中

10 小林 楓(1) 中学    8,34.7 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ 上田第五中

11 柳澤 優羽(1) 中学    8,38.0 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 上田第五中

12 福田 葵(1) 中学    8,40.6 
ﾌｸﾀﾞ ｱｵｲ 上田第五中

13 杉山 佳乃(2) 中学    8,56.1 
ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼﾉ 上田第五中

14 山田 彩愛(1) 中学    9,15.7 
ﾔﾏﾀﾞ ｻｴ 東北中

15 西川 亜海(2) 中学    9,17.7 
ﾆｼｶﾜ ﾂｸﾞﾐ 上田第五中

16 安達 朋笑(1) 中学   11,40.7 
ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓｴ 上田第五中

中学女子

2000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  4659

11  4499

8  4503

2  8710

5  4671

15  4687

1  4689

16  4674

12  4495

9  4688

13  4691

3  4690

7  4672

10  8715

14  4673

6  4686



決勝 10月8日 15:25

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 上田第五中(A)  4687 岩下 栞(1)   16,07.4 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳA ｲﾜｼﾀ ｼｵﾘ
 4688 小林 楓(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ
 4691 柳澤 優羽(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ
 4671 城田 美衣奈(2)

ｼﾛﾀ ﾐｲﾅ
 2   1 上田第五中(B)  4689 小林 輝星(1)   17,38.8 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳB ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾗ
 4674 藤澤 鈴香(2)

ﾌｼﾞｻﾜ ｽｽﾞｶ
 4672 杉山 佳乃(2)

ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼﾉ
 4686 安達 朋笑(1)

ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓｴ
  2 芦原中  4325 笹崎 絢莉(1)

ｱｼﾊﾗﾁｭｳ ｻｻｻﾞｷ ｱﾔﾘ 欠場
 4318 中村 睦(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂﾐ
 4324 柳澤 萌(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾓｴ
 4317 小林 彩花(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ

中学女子

4x1000mR            

決勝



予選 10月8日 11:05
決勝 10月8日 13:30

大会新　　10.2

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 +1.7

 1 佐藤 澪夏(2) 小学      10.5 q  1 金田 馨花(3) 小学      10.4 q
ｻﾄｳ ﾚｲﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｶﾈﾀﾞ ｷｮｳｶ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

 2 中屋 栞菜(3) 小学      12.0  2 高橋 彩花(3) 小学      10.9 q
ﾅｶﾔ ｶﾝﾅ 真田ﾏﾗｿﾝ教室 ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ 上田JSC

 3 小川 莉奈(2) 小学      12.0  3 手塚 華(3) 小学      11.1 q
ｵｶﾞﾜ ﾘﾅ 上田JSC ﾃﾂﾞｶ ﾊﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 井出 杏奈(1) 小学      12.0  4 玉井 優真(2) 小学      11.8 
ｲﾃﾞ  ｱﾝﾅ T&F佐久平 ﾀﾏｲ ﾕﾏ 上田JSC
林 みすず(1) 小学  5 帯刀 結(2) 小学      12.1 
ﾊﾔｼ ﾐｽｽﾞ 上田JSC ｵﾋﾞﾅﾀ ﾕｲ 真田ｸﾗﾌﾞ
千葉 未来(3) 小学 高柳 そら(2) 小学
ﾁﾊﾞ ﾐｸ 上田JSC ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｿﾗ 上田JSC

[ 3組] 風速 +2.3

 1 大森 玲花(3) 小学       9.7 q
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC

 2 浅田 彩七(3) 小学      11.0 q
ｱｻﾀﾞ ｱﾔﾅ 上田JSC

 3 山口 真央(3) 小学      11.6 q
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｵ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

 4 川上 瑞詠(1) 小学      12.0 
ｶﾜｶﾐ  ﾐｽﾞｴ T&F佐久平

 5 佐々木 小夏(3) 小学      12.2 
ｻｻｷ ｺﾅﾂ 望月AC
林 くるみ(3) 小学
ﾊﾔｼ ｸﾙﾐ 上田JSC

風速 +0.5

 1 大森 玲花(3) 小学       9.9 
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC

 2 佐藤 澪夏(2) 小学      10.3 
ｻﾄｳ ﾚｲﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 3 金田 馨花(3) 小学      10.5 
ｶﾈﾀﾞ ｷｮｳｶ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

 4 高橋 彩花(3) 小学      10.8 
ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ 上田JSC

 5 浅田 彩七(3) 小学      11.0 
ｱｻﾀﾞ ｱﾔﾅ 上田JSC

 6 手塚 華(3) 小学      11.2 
ﾃﾂﾞｶ ﾊﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 7 山口 真央(3) 小学      11.5 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｵ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ

小学女子

60m                 

予選 通過基準  3組  0着 + 7 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
7   131 7   165

3   170 2   143

2   151 3   133

5   101 4   138

4   164 5   117
欠場

6   156 6   144
欠場 欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   129

3   157

2   168

7   109

4   172

5   163
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   129

大会新
2   131

5   165

3   143

1   168

6   157

7   133



予選 10月8日 10:05
決勝 10月8日 13:15

大会新              14.5

[ 1組] 風速 +1.5 [ 2組] 風速 +0.8

 1 柏木 萌(6) 小学      15.0 q  1 佐伯 風帆(5) 小学      15.0 q
ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢A&AC

 2 金田 麗花(5) 小学      16.1  2 三浦 彩稀(5) 小学      15.7 
ｶﾈﾀﾞ ﾚｲｶ 真田ﾏﾗｿﾝ教室 ﾐｳﾗ ｻｷ 上田JSC

 3 太田 眞桜(5) 小学      16.4  3 佐藤 遥(6) 小学      16.7 
ｵｵﾀ ﾏｵ 上田JSC ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 木島平

 4 成澤 紅怜葉(4) 小学      17.1  4 金井 陽和(5) 小学      16.8 
ﾅﾙｻﾜ ｸﾚﾊ 上田JSC ｶﾅｲ ﾋﾖﾘ 上田JSC

 5 小松 碧彩(5) 小学      17.8  5 曾我 凪紗(6) 小学      17.1 
ｺﾏﾂ ｱｵｲ 上田JSC ｿｶﾞ ﾅｷﾞｻ 望月AC

 6 東海林 優心花(4) 小学      18.3  6 高井 友夏里(4) 小学      17.9 
ﾄｳｶｲﾘﾝ  ﾕﾐｶ T&F佐久平 ﾀｶｲ ﾕｶﾘ 上田JSC

 7 畠山 佳奈子(5) 小学      19.8  7 笹沢 萌(5) 小学      18.4 
ﾊﾀｹﾔﾏ ｶﾅｺ 上田JSC ｻｻｻﾞﾜ ﾓｴ 上田JSC

[ 3組] 風速 +1.5 [ 4組] 風速 +0.4

 1 大森 里香(6) 小学      14.2 q  1 橋本 春花(5) 小学      15.5 q
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 軽井沢A&AC ﾊｼﾓﾄ  ﾊﾙｶ T&F佐久平

 2 菅沼 花菜(6) 小学      15.6 q  2 阿部 優杏(6) 小学      16.1 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ 望月AC ｱﾍﾞ ﾕｱ 木島平

 3 浦山 みもざ(6) 小学      16.2  3 杉本 璃子(5) 小学      16.4 
ｳﾗﾔﾏ ﾐﾓｻﾞ 木島平 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｺ 上田JSC

 4 今井 希実(5) 小学      16.5  4 小島 芽依(6) 小学      17.6 
ｲﾏｲ ﾉｿﾞﾐ 上田JSC ｺｼﾞﾏ ﾒｲ 上田JSC

 5 福中 澪(5) 小学      17.1  5 高橋 愛恵(5) 小学      18.2 
ﾌｸﾅｶ ﾐｵ 上田JSC ﾀｶﾊｼ ﾏﾅｴ 上田JSC

 6 都築 陽香(4) 小学      17.7  6 三井 葉音(5) 小学      19.9 
ﾂﾂﾞｷ ﾊﾙｶ 上田JSC ﾐﾂｲ ﾊｵﾄ 上田JSC

 7 井出 優奈(4) 小学      17.9 
ｲﾃﾞ  ﾕﾅ T&F佐久平

[ 5組] 風速 +0.3 [ 6組] 風速  0.0

 1 大鹿 愛和(6) 小学      15.5 q  1 田中 雪乃(4) 小学      15.7 
ｵｵｼｶ  ﾏﾅ T&F佐久平 ﾀﾅｶ ﾕｷﾉ 坂城JAC

 2 田中 葵(6) 小学      16.0  2 荻原 佳那(5) 小学      16.1 
ﾀﾅｶ ｱｵｲ 望月AC ｵｷﾞﾊﾗ ｶﾅ 軽井沢A&AC

 3 宮下 彩花(6) 小学      16.3  3 沓掛 舞(6) 小学      16.3 
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔｶ 上田JSC ｸﾂｶｹ ﾏｲ 上田JSC

 4 桜井 実咲(4) 小学      17.7  4 窪田 寿理(4) 小学      16.6 
ｻｸﾗｲ ﾐｻｷ 真田ﾏﾗｿﾝ教室 ｸﾎﾞﾀ  ｼﾞｭﾘ T&F佐久平

 5 山地 沙耶(4) 小学      17.8  5 吉川 美彩(5) 小学      17.4 
ﾔﾏﾁ ｻﾔ 上田JSC ﾖｼｶﾜ ﾐｱ 上田JSC

 6 水野 恵梨(4) 小学      18.7  6 滝澤 海友(4) 小学      19.0 
ﾐｽﾞﾉ ｴﾘ 上田JSC ﾀｷｻﾞﾜ ﾐﾕｳ 上田JSC

風速 +0.4

 1 大森 里香(6) 小学      14.1 
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 軽井沢A&AC

 2 佐伯 風帆(5) 小学      14.5 
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢A&AC

 3 柏木 萌(6) 小学      15.0 
ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 三浦 彩稀(5) 小学      15.2 
ﾐｳﾗ ｻｷ 上田JSC

 5 菅沼 花菜(6) 小学      15.4 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ 望月AC

 6 橋本 春花(5) 小学      15.6 
ﾊｼﾓﾄ  ﾊﾙｶ T&F佐久平

 7 大鹿 愛和(6) 小学      15.7 
ｵｵｼｶ  ﾏﾅ T&F佐久平

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ

小学女子

100m

予選 通過基準  6組  0着 + 7 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
4   134 4   125

6   166 5   148

7   158 2   179

3   155 7   139

5   150 6   174

2   113 1   141

1   161 3   146

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   128 4   104

大会新
2   173 2   177

6   178 5   154

7   145 6   152

3   162 7   142

1   160 3   147

5   102

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   111 2   135

2   175 6   123

5   137 5   140

4   167 4   105

7   149 7   136

3   153 3   159

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   128

大会新
3   125

大会タイ
4   134

7   148

6   111

1   173

2   104



決勝 10月8日 12:25

大会新            3,29.9

 1 阿部 優杏(6) 小学    3,29.2 
ｱﾍﾞ ﾕｱ 木島平

 2 橋詰 史歩(5) 小学    3,33.4 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｼﾎ 真田ｸﾗﾌﾞ

 3 鈴木 菜生(6) 小学    3,35.2 
ｽｽﾞｷ ﾅｵ 真田ｸﾗﾌﾞ

 4 今井 希実(5) 小学    3,56.2 
ｲﾏｲ ﾉｿﾞﾐ 上田JSC

 5 佐藤 遥(6) 小学    3,56.8 
ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 木島平

 6 金田 麗花(5) 小学    4,05.6 
ｶﾈﾀﾞ ﾚｲｶ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

 7 笹沢 萌(5) 小学    4,06.6 
ｻｻｻﾞﾜ ﾓｴ 上田JSC

 8 石垣 美心(5) 小学    4,07.4 
ﾊｼﾓﾄ  ﾐﾋﾛ T&F佐久平

 9 沓掛 舞(6) 小学    4,08.0 
ｸﾂｶｹ ﾏｲ 上田JSC

10 浦山 みもざ(6) 小学    4,17.5 
ｳﾗﾔﾏ ﾐﾓｻﾞ 木島平

11 帯刀 詩(4) 小学    4,28.4 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｳﾀ 真田ｸﾗﾌﾞ

小学女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   177

大会新
3   114

9   119

6   145

5   179

4   166

2   146

8   107

1   118

10   140

11   178



決勝 10月8日 14:50

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 T&F佐久平(A)   106 市川 笑花(6)  11,54.63 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ｲﾁｶﾜ  ｴﾐｶ
  111 大鹿 愛和(6)

ｵｵｼｶ  ﾏﾅ
  107 石垣 美心(5)

ﾊｼﾓﾄ  ﾐﾋﾛ
  112 竹花 碧乃(6)

ﾀｹﾊﾅ  ｱｵﾉ
 2   3 T&F佐久平(B)   105 窪田 寿理(4)  13,53.98 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ｸﾎﾞﾀ  ｼﾞｭﾘ
  113 東海林 優心花(4)

ﾄｳｶｲﾘﾝ  ﾕﾐｶ
  102 井出 優奈(4)

ｲﾃﾞ  ﾕﾅ
  108 川上 珠美(4)

ｶﾜｶﾐ  ﾀﾏﾐ

小学女子

4x800mR             

決勝



決勝 10月8日  9:00

大会新               1.60

髙見沢 菜央(2) 高校
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾅｵ 上田染谷丘高
小林 萌花(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ 長野清泉
木内 麻衣子(2) 高校
ｷｳﾁ ﾏｲｺ 野沢南高
日比 まひろ(1) 高校 欠場
ﾋﾋﾞ ﾏﾋﾛ 上田高

女子

走高跳

決勝

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

- O O O O XXO XXX  1.45

2 3  1034
O O XO XXX  1.30

3 2  1251
O XO XO XXX  1.30

1  1428



決勝 10月8日  9:00

大会新　　3m00

3m10 3m20 3m30
小林 奏(2) 高校 - - - - - - - - - O 大会新
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 佐久長聖高 O O XXX
金子 未羽(2) 高校 - - O O XO XXX
ｶﾈｺ ﾐｳ 長野清泉
広沢 美咲(1) 高校 XO XX/
ﾋﾛｻﾜ ﾐｻｷ 長野清泉
三田 尚果(1) 高校 欠場
ﾐﾀ ﾅｵｶ 長野清泉

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m40 1m60

1 4  1300
 3.20

1m80 2m00 2m20 2m40 2m50 2m60

 1011
 1.40

2m90 3m00
記録 備考

1  1033

2 3  1029
 2.20

3 2



決勝 10月8日 13:30

大会新               5.58

山浦 恵梨(2) 高校   4.80   4.80   4.76   4.66   4.82   4.78    4.82 
ﾔﾏｳﾗ ｴﾘ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +2.0    0.0   -0.2   +0.7   +1.7   +0.7    +1.7
清水 千亜紀(2) 高校   4.06   4.82   4.78   4.59    X   4.80    4.82 
ｼﾐｽﾞ ﾁｱｷ 丸子修学館高   +0.3   +1.2   +1.7   +1.4   +1.2    +1.2
伊東 海菜美(1) 高校    X   4.19   4.11   4.35   4.38   4.22    4.38 
ｲﾄｳ  ﾐﾅﾐ 上田千曲高   +1.2   +1.9   +1.8   +1.1   +0.8    +1.1
西野入 萌利(2) 高校   4.19   4.26   4.27   4.21   3.91   4.38    4.38 
ﾆｼﾉｲﾘ ﾓｴﾘ 上田高   +1.2   +1.1   +0.8   +0.4   +0.6   +1.1    +1.1
木内 麻衣子(2) 高校   4.35    X   4.17   4.23    X   4.14    4.35 
ｷｳﾁ ﾏｲｺ 野沢南高   +1.8   +1.1   +1.9   +1.8    +1.8
荒井 杏奈(1) 高校   4.25   4.31   4.12   3.50    -    -    4.31 
ｱﾗｲ ｱﾝﾅ 佐久平総合高   +2.4   +1.8   +1.5   +0.4    +1.8
三田 尚果(1) 高校   4.11   4.05   3.91   3.91   4.21   3.82    4.21 
ﾐﾀ ﾅｵｶ 長野清泉   +2.0   +2.2   +0.3   +0.9    0.0   +0.5     0.0
加部 菜花(1) 高校   4.12   4.16   3.96   3.94   4.09   3.72    4.16 
ｶﾍﾞ ﾅﾉｶ 野沢南高   +1.1   +1.3   +1.1   +0.5   +1.8   +0.7    +1.3
片桐 穂花 一般    X    X   3.96    3.96 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 望月AC    0.0     0.0
金子 未羽(2) 高校   3.13   3.80   3.57    3.80 
ｶﾈｺ ﾐｳ 長野清泉   +1.4   +1.3   +0.5    +1.3
小林 萌花(1) 高校 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ 長野清泉
長島 ちなみ(1) 高校 欠場
ﾅｶﾞｼﾏ ﾁﾅﾐ 長野清泉

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   132

2 12  1390

3 7  1488

4 11  1426

5 8  1251

6 6  1290

7 1  1033

8 4  1245

9 10   176

10 3  1029

2  1034

5  1012



決勝 10月8日 11:00

大会新              13.02

小林 眞菜子(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅｺ 長野清泉
中山 麻衣(1) 高校
ﾅｶﾔﾏ ﾏｲ 野沢南高
上原 彩香(1) 高校
ｳｴﾊﾗ ｱﾔｶ 東御清翔
鈴木 理子(2) 高校
ｽｽﾞｷ ﾘｺ 長野清泉

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  1030

 7.79  6.62  7.00  7.41  6.25  7.29   7.79 

2 3  1247
 7.02  6.79  6.92  6.44  7.08  6.98   7.08 

3 2  1378
 5.67  5.45  5.79

4 1  1032
 4.91  4.91  5.00  5.49  4.54  5.45   5.49 

 5.86  5.68  5.77   5.86 



決勝 10月8日  9:00

大会新              39.60

春原 朱里(2) 高校
ｽﾉﾊﾗ ｱｶﾘ 上田染谷丘高
武藤 衣里加(1) 高校
ﾑﾄｳ ｴﾘｶ 野沢南高
小平 美来(1) 高校
ｺﾀﾞｲﾗ ﾐｸ 野沢南高
中山 麻衣(1) 高校
ﾅｶﾔﾏ ﾏｲ 野沢南高
小林 眞菜子(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅｺ 長野清泉
上原 彩香(1) 高校
ｳｴﾊﾗ ｱﾔｶ 東御清翔
大日方 美紅(1) 高校
ｵﾋﾞﾅﾀ  ﾐｸ 北部高

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 7  1463

  O 27.86   O   X   O   X  27.86 

2 6  1246
  X   O 26.44   O   O   X  26.44 

3 2  1244
23.46   O   O   O   O   X  23.46 

4 4  1247
19.81   O   X   O   O   O  19.81 

5 5  1030
  O   O 17.14   X   O   O  17.14 

6 3  1378
  O 13.83   O

7 1   748
12.38   O   O 13.28   O   O  13.28 

  O   O   O  13.83 



決勝 10月8日 11:00

大会新              39.76

新田 美月(2) 高校
ﾆｯﾀ ﾐﾂﾞｷ 小諸
西入 由実(1) 高校
ﾆｼｲﾘ ﾕﾐ 小諸
広沢 美咲(1) 高校
ﾋﾛｻﾜ ﾐｻｷ 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 3  1331

  O 26.95   O   O   O   X  26.95 

2 1  1334
  X 18.13   O

3 2  1011
  X 16.99   O 17.49   O   O  17.49 

  O   O 19.59  19.59 



決勝 10月8日  9:00

大会新               1.55

岡田 朋佳(2) 中学
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 軽井沢A&AC
土屋 ほのか(1) 中学
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 軽井沢A&AC
柳澤 萌(1) 中学
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾓｴ 芦原中
中島 花梨(2) 中学
ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾘﾝ 東北中
宮下 優希菜(2) 中学
ﾐﾔｼﾀ ﾕｷﾅ 東北中
大滝 萌乃音(1) 中学
ｵｵﾀｷ ﾓﾉﾝ 上田第四中
市村 彩美(1) 中学
ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ 軽井沢A&AC
藤澤 鈴香(2) 中学
ﾌｼﾞｻﾜ ｽｽﾞｶ 上田第五中
関谷 和香(1) 中学
ｾｷﾔ ﾉﾄﾞｶ 上田第一
小泉 有唯(2) 中学
ｺｲｽﾞﾐ ｱｲ 小諸東中
若林 咲良(2) 中学
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻｸﾗ 上田第四中
住友 愛佳(2) 中学 記録なし
ｽﾐﾄﾓ ﾏﾅｶ 小諸東中
竹内 夢乃(1) 中学 記録なし
ﾀｹｳﾁ ﾕﾒﾉ 上田第一

中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 記録 備考
1 13   122

- O O O O O XO XXX  1.50

2 11   130
O O O O XO O XXX  1.45

3 10  4324
O O XO O XXX  1.35

4 8  5628
O XO XO XO XXX  1.35

5 4  5636
O O O XXO XXX  1.35

5 7  4666
O O O XXO XXX  1.35

7 9   126
O O O XXX  1.30

7 12  4674
O O O XXX  1.30

9 3  4596
XXO O XXX  1.25

10 6  4300
O XO XXX  1.25

11 1  4660
XXO XXX  1.20

2  4297
XXX

5  4595
XXX



決勝 10月8日  9:00

大会新               3.00

2m80 2m90
小林 由依(2) 中学 - - - - - XO O O XO O
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 原中 O XXX
鎌倉 杏(2) 中学 - - - - - XO O - O O
ｶﾏｸﾗ ｱﾝｽﾞ 原中 XXX
依田 智恵梨(2) 中学 - O O O XO XXX
ﾖﾀﾞ ﾁｴﾘ 軽井沢A&AC
塩野 琴梨(2) 中学 - O O XO XXX
ｼｵﾉ ｺﾄﾘ 軽井沢A&AC
諸星 美璃(1) 中学 XO O O XO XXX
ﾓﾛﾎｼ ﾐﾘ 軽井沢A&AC
大川 郁未(2) 中学 - O O XXX
ｵｵｶﾜ ｲｸﾐ 飯綱中
平林 けい(1) 中学 O O O XXX
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲ 上田第一
佐伯 三葉(1) 中学 XO XO XXX
ｻｴｷ ﾐﾂﾊﾞ 軽井沢A&AC

1m20 1m40 2m00 2m20 2m40 2m50

中学女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
2m60 2m70

記録 備考

1 6  7898
 2.80

1m60 1m80

2 8  7897
 2.70

3 2   120
 2.00

 4599
 1.60

4 7   121
 1.80

5 3   127
 1.80

8 1   124
 1.40

6 4  5201
 1.60

6 5



決勝 10月8日 13:30

大会新               5.09

土屋 ほのか(1) 中学    X   4.98   4.95    X   4.98   4.98    4.98 
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 軽井沢A&AC   +0.4   +0.9   +1.7   +1.1    +0.4
市村 彩美(1) 中学    X   4.40   4.41   4.44   4.54   4.53    4.54 
ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ 軽井沢A&AC   +1.2    0.0    0.0   +1.0   +0.9    +1.0
比田井 凜(1) 中学   4.41    X    X   4.17   4.27    X    4.41 
ﾋﾀﾞｲ ﾘﾝ 望月AC   +2.5   +1.5   +0.4    +2.5
杉山 佳乃(2) 中学   4.14   3.82   3.95   3.92   4.08   4.30    4.30 
ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼﾉ 上田第五中   +2.2   +0.2   +2.2    0.0   +1.2   +1.8    +1.8
大久保 由佳(2) 中学   4.01   4.04   4.23   4.04   3.20   4.16    4.23 
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｶ 東北中   +1.2   +0.7   +1.1    0.0   +0.7   +1.3    +1.1
中島 美優(2) 中学   3.50   4.10   4.06   3.77   3.89   4.21    4.21 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕｳ 上田第四中   +1.4   +1.2    0.0   +0.8   +0.5   +1.6    +1.6
中島 花梨(2) 中学   4.05    X   4.13   4.08   4.16   4.11    4.16 
ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾘﾝ 東北中   -0.7   +0.6   +0.6   +0.8   +1.7    +0.8
城田 美衣奈(2) 中学   3.80   3.57   3.34   2.12   3.81   3.38    3.81 
ｼﾛﾀ ﾐｲﾅ 上田第五中   +1.3   +0.9   +0.1   +0.9   +0.3   +1.5    +0.3
栁澤 青空(2) 中学   3.72   3.50   3.62    3.72 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｾｲﾗ 小諸東中   +0.7   +2.2   +0.9    +0.7
柳澤 萌(1) 中学   3.63   3.61   3.47    3.63 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾓｴ 芦原中   +0.6   +0.3   +0.9    +0.6
吉池 光美(1) 中学   3.44   3.48   3.49    3.49 
ﾖｼｲｹ ﾐﾐ 丸子北中   +1.3   +1.8   +0.3    +0.3
藤澤 奈々美(1) 中学    X   3.21   3.45    3.45 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾅﾅﾐ 東北中   +0.5   +0.4    +0.4
笹崎 絢莉(1) 中学   3.38   3.15   3.37    3.38 
ｻｻｻﾞｷ ｱﾔﾘ 芦原中   +1.1   +1.0   +1.3    +1.1
小宮山 瑠海(1) 中学   3.02   3.33   3.26    3.33 
ｺﾐﾔﾏ ﾙﾐ 上田第四中   +2.9    0.0   +0.4     0.0
渡邊 美月(1) 中学   3.19   3.09   2.96    3.19 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂｷ 東北中   +2.0   +2.9   +2.0    +2.0
竹内 結希愛(2) 中学   2.94   3.10   3.08    3.10 
ﾀｹｳﾁ ﾕｷｱ 東北中   +0.7   +1.3   +1.2    +1.3
佐藤 茉唯(1) 中学   2.72   3.01   2.91    3.01 
ｻﾄｳ ﾏﾕ 東北中    0.0   +0.8   +0.5    +0.8
小林 由菜(1) 中学    X   2.60   2.75    2.75 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 東北中   +1.8   +2.1    +2.1
加部 すみれ(2) 中学    X   2.53   2.48    2.53 
ｶﾍﾞ ｽﾐﾚ 小諸東中   +0.5   +1.7    +0.5
尾沼 未来(1) 中学    X    X    X 記録なし
ｵﾇﾏ ﾐｸ 芦原中
小泉 有唯(2) 中学    X    X    X 記録なし
ｺｲｽﾞﾐ ｱｲ 小諸東中

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 16   130

2 18   126

3 19  4199

4 20  4672

5 15  5632

6 21  4661

7 13  5628

8 9  4671

9 14  4302

10 10  4324

11 4  4502

12 3  8718

13 8  4325

14 7  4667

15 11  8719

16 5  5620

17 2  8714

18 1  8717

17  4300

19 6  4303

12  4322



決勝 10月8日 11:00

大会新              12.35

柳澤 優羽(1) 中学
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 上田第五中
洲﨑 光結(2) 中学
ｽｻﾞｷ ﾐﾕ 小諸東中
髙木 ジュリア(2) 中学
ﾀｶｷ ｼﾞｭﾘｱ 上田第四中
須崎 菜緒(1) 中学
ｽｻﾞｷ ﾅｵ 上田第四中
西川 亜海(2) 中学
ﾆｼｶﾜ ﾂｸﾞﾐ 上田第五中
安達 朋笑(1) 中学
ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓｴ 上田第五中
前島 遥(1) 中学
ﾏｴｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 上田第四中
芹沢 紬(2) 中学
ｾﾘｻﾞﾜ ﾂﾑｷﾞ 小諸東中
上野 愛梨(1) 中学
ｳｴﾉ ｱｲﾘ 望月AC
清水 奈都紀(1) 中学
ｼﾐｽﾞ ﾅﾂｷ 望月AC
原口 あすな(2) 中学
ﾊﾗｸﾞﾁ ｱｽﾅ 東北中
田中 春菜(1) 中学
ﾀﾅｶ ﾊﾙﾅ 上田第一

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 12  4691

 8.10  8.38  7.67  8.03  7.69  8.46   8.46 

2 11  4296
 7.60  7.41  7.54  7.71  8.09  7.28   8.09 

3 8  4664
 7.07  7.82  6.26  7.86  7.21  7.71   7.86 

4 10  4668
 6.85  7.30  6.70  6.73  7.73  6.72   7.73 

5 9  4673
 5.66  7.17  7.21  6.51  7.51  7.33   7.51 

6 7  4686
 6.84  7.48  7.36  7.11  7.42  6.75   7.48 

7 6  4640
 6.93  6.91  7.39  7.02  6.98  7.26   7.39 

8 5  4301
 7.23  6.46  6.90  6.66  6.44  6.74   7.23 

9 2  4183
 6.90  6.17  6.70   6.90 

10 4  4182
 6.64  6.53  6.59   6.64 

11 3  5633
 4.88  4.72  5.32

12 1  4594
 5.10  5.04  5.09   5.10 

  5.32 



決勝 10月8日 11:30

大会新　　　4m39

大森 里香(6) 小学   3.87   4.34   4.30    4.34 
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 軽井沢A&AC   +1.5   +1.2   +1.2    +1.2
田中 葵(6) 小学    X   4.02   3.64    4.02 
ﾀﾅｶ ｱｵｲ 望月AC   +2.8   +0.9    +2.8
倉根 慧(6) 小学   4.01    X   3.62    4.01 
ｸﾗﾈ  ｹｲ T&F佐久平   +1.4   +1.1    +1.4
菅沼 花菜(6) 小学   3.78   3.64    X    3.78 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ 望月AC   +1.5   +1.3    +1.5
三浦 彩稀(5) 小学   3.50   3.58   3.71    3.71 
ﾐｳﾗ ｻｷ 上田JSC   +0.8   +0.8   +0.7    +0.7
荻原 佳那(5) 小学   3.30   3.30   3.57    3.57 
ｵｷﾞﾊﾗ ｶﾅ 軽井沢A&AC   +1.1   +0.6   +0.5    +0.5
佐伯 風帆(5) 小学   3.51   3.28   3.33    3.51 
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢A&AC   +0.7   +1.0   +0.7    +0.7
堀 愛美(5) 小学    X   3.51   3.25    3.51 
ﾎﾘ ﾏﾅﾐ 長野市教室   +2.0   +0.7    +2.0
橋本 春花(5) 小学    X   3.17   3.15    3.17 
ﾊｼﾓﾄ  ﾊﾙｶ T&F佐久平   +1.1   +1.5    +1.1
曾我 凪紗(6) 小学    X   3.14   2.89    3.14 
ｿｶﾞ ﾅｷﾞｻ 望月AC   +1.1   +1.2    +1.1
宮下 彩花(6) 小学   2.96    X    X    2.96 
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔｶ 上田JSC   +1.5    +1.5
杉本 璃子(5) 小学    X    X    X 記録なし
ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｺ 上田JSC

小学女子

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 12   128

2 10   175

3 9   110

4 8   173

5 4   148

6 5   123

7 7   125

8 11   171

9 3   104

10 1   174

11 2   137

6   154



決勝 10月8日 14:30

大森 玲花(3) 小学
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC
佐々木 小夏(3) 小学
ｻｻｷ ｺﾅﾂ 望月AC
手塚 華(3) 小学
ﾃﾂﾞｶ ﾊﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
高橋 彩花(3) 小学
ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ 上田JSC
佐藤 澪夏(2) 小学
ｻﾄｳ ﾚｲﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
帯刀 結(2) 小学
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾕｲ 真田ｸﾗﾌﾞ

小学1･2･3年女

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投      

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   129

19.08   O   O  19.08 

2 4   172
  O 17.38   O  17.38 

3 6   133
  X   O 12.57  12.57 

4 2   143
10.41   O   X  10.41 

5 7   131
  X  9.97   O

6 1   117
  O   O  9.25   9.25 

  9.97 



決勝 10月8日 14:30

橋詰 史歩(5) 小学
ﾊｼﾂﾞﾒ ｼﾎ 真田ｸﾗﾌﾞ
竹花 碧乃(6) 小学
ﾀｹﾊﾅ  ｱｵﾉ T&F佐久平
市川 笑花(6) 小学
ｲﾁｶﾜ  ｴﾐｶ T&F佐久平
堀 愛美(5) 小学
ﾎﾘ ﾏﾅﾐ 長野市教室
石原 生芙希(4) 小学
ｲｼﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 真田ﾏﾗｿﾝ教室
鈴木 菜生(6) 小学
ｽｽﾞｷ ﾅｵ 真田ｸﾗﾌﾞ
倉根 慧(6) 小学
ｸﾗﾈ  ｹｲ T&F佐久平
高橋 愛恵(5) 小学
ﾀｶﾊｼ ﾏﾅｴ 上田JSC
川上 珠美(4) 小学
ｶﾜｶﾐ  ﾀﾏﾐ T&F佐久平
帯刀 詩(4) 小学
ｵﾋﾞﾅﾀ ｳﾀ 真田ｸﾗﾌﾞ

小学4･5･6年女

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投      

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   114

  O 35.25   O  35.25 

2 10   112
  X 34.65   O  34.65 

3 9   106
  O   O 32.22  32.22 

4 11   171
  O   O 31.48  31.48 

5 6   169
26.75   O   O  26.75 

6 1   119
24.07   O   O  24.07 

7 7   110
22.66   O   O  22.66 

8 2   142
20.70   O   X  20.70 

9 8   108
19.79   O   O

10 3   118
19.40   O   O  19.40 

 19.79 
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