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本日樹立された記録  

種  目  氏   名  

都道  

府県  所属名  記録  備考  

一般・高校女子走高跳  櫻井  裕梨  長野  高校生･野沢北高 (1) 1m46 大会タイ  

     

  

      

時刻  天候  風  気温  湿度  気圧  

 9 :00  くもり  南東    3 .8m/sec.   21 .1  ℃   63 .0  %    970 hPa 

10 :00  くもり  南    2 .7m/sec.   21 .6  ℃   60 .0  %    965 hPa 

11 :00  晴れ  南西    3 .4m/sec.   22 .2  ℃   62 .0  %    965 hPa 

12 :00  くもり  南    2 .8m/sec.   22 .4  ℃   64 .0  %    965 hPa 

13 :00  雨  南西    3 .7m/sec.   20 .9  ℃   69 .0  %    960 hPa 

14 :00  雨  南西    2 .7m/sec.   19 .0  ℃   76 .0  %    960 hPa 

15 :00  雨  南東    2 .7m/sec.   18 .5  ℃   90 .0  %    960 hPa 



第２１回菅平高原スポーツランド陸上競技記録会                                    
平成28年6月19日（日）                                                           

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】203080  菅平高原ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ陸上競技場

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
06/19 女子  +3.4酒井 夢実(1) 13.44 片桐 穂花 13.81 五味 優花(1) 13.99 伊東 海菜美(1) 14.51

100m 高校生･小諸高 一般･望月AC 高校生･岡谷東高 高校生･上田千曲高
06/19  +3.7田中 舞(2) 28.55 石田 麗奈(2) 30.51 依田 梢(1) 32.70

200m 高校生･丸子修学館高 高校生･丸子修学館高 高校生･上田高
06/19 山口 紗季(1) 2,34.86 上原 萌花(2) 2,39.19 内田 梨湖(2) 2,46.53 日比 まひろ(1) 2,49.81

800m 高校生･上田西高 高校生･岡谷東高 高校生･上田西高 高校生･上田高
06/19 櫻井 裕梨(1) 1.46

走高跳 高校生･野沢北高
06/19 清水 千亜紀(2)4.50(+2.8) 片桐 穂花 4.37(+2.2) 中村 咲貴(1) 3.89(+3.7) 宮原 真(2) 3.54(+2.2)

走幅跳 高校生･丸子修学館高 一般･望月AC 高校生･長野南高 高校生･長野南高
06/19 米倉 萌実(2) 9.09 宮原 真(2) 6.26 山名 咲歩(3) 6.25

砲丸投 高校生･長野南高 高校生･長野南高 高校生･都市大塩尻高
06/19 山名 咲歩(3) 13.11

やり投 高校生･都市大塩尻高
06/19 中学女子 伊藤 綾香(3) 12.73 南澤 胡桃(2) 13.18 原山 結衣(2) 13.25 児玉 菜緒(3) 13.29 田中 風紗音(3) 中学生･芦原中 13.36 大塚 七星(3) 13.39

100m 中学生･裾花中 中学生･裾花中 中学生･信濃小中 中学生･上田第四中 綿貫 寧(2) 中学生･中野平中 中学生･小諸東中
永原 可那(2) 中学生･信濃小中

06/19 横須賀 玲奈(3) 27.21 坂田 栞菜(2) 27.63 中村 睦(2) 27.74 宮下 優希菜(2) 27.83 宮岡 万優莉(1) 28.16 綿貫 寧(2) 28.47 諌山 ありさ(3) 28.69 渋沢 彩乃(3) 29.09
200m 中学生･小諸東中 中学生･櫻ヶ岡 中学生･芦原中 中学生･東北中 中学生･長野東部中 中学生･中野平中 中学生･中野平中 中学生･上田第五中

06/19 下島 遥佳(2) 2,32.89 下村 真由(1) 2,34.81 田中 愛珠(2) 2,34.94 布利幡 祐美(3) 2,36.35 井上 愛美(3) 中学生･長野東部中 2,41.40 佐伯 三葉(1) 2,41.61 柳本 結希(1) 2,43.28
800m 中学生･上田第五中 中学生･丸子中 中学生･墨坂中 中学生･長野東部中 柳澤 華恋(3) 中学生･上田第五中 中学生･軽井沢A&AC 中学生･信濃小中

06/19 細尾 咲衣(3) 1.49 飯島 萌希(3) 1.35 能瀬 麗捺(3) 中学生･東北中 1.30 翠川 明日香(3) 1.30 前川 香(2) 中学生･相森中 1.25
走高跳 中学生･東北中 中学生･上田第四中 山田 真菜(3) 中学生･櫻ヶ岡 中学生･上田第一中 宮﨑 夏希(1) 中学生･川中島中

松橋 香乃(3) 中学生･柳町中
06/19 山岸 萌香(3) 4.77(+2.8) 原山 結衣(2) 4.45(+2.6) 武田 真奈(3) 4.40(+4.1) 小池 日夏里(3)4.33(+3.1) 坂根 樺音(2) 4.32(+2.7) 兼松 わか菜(3)4.30(+2.0) 佐藤 友南(3) 4.23(+2.8) 宮尾 美希(2) 4.23(+3.8)

走幅跳 中学生･信濃小中 中学生･信濃小中 中学生･長野東部中 中学生･長野東部中 中学生･野沢中 中学生･櫻ヶ岡 中学生･東北中 中学生･相森中
06/19 山田 真菜(3) 9.00 松本 優花(3) 8.27 佐藤 亜海(2) 8.19 阿部 佳乃(3) 8.10 後藤 優奈(3) 8.08 西澤 咲(3) 8.03 上平 藍加(2) 7.73 洲﨑 光結(2) 7.67

砲丸投 中学生･櫻ヶ岡 中学生･更北中 中学生･川中島中 中学生･柳町中 中学生･川中島中 中学生･相森中 中学生･相森中 中学生･小諸東中
06/19 松本 優花(3) 38.00 藤沢 香花(2) 27.77 須崎 菜緒(1) 23.90 小嶋 咲良(2) 18.90 鈴木 葵衣(1) 17.90 小島 怜奈(3) 17.60 田部 亜美花(2) 17.07 今井 陽奈美(3) 16.65

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学生･更北中 中学生･相森中 中学生･上田第四中 中学生･柳町中 中学生･長野東部中 中学生･柳町中 中学生･更北中 中学生･東北中
06/19 裾花中       52.25 小諸東中(A)       52.45 信濃小中(A)       52.87 芦原中(A)       54.56 東北中(A)       54.62 信大附属長野中      54.90 長野東部中(A)      55.30 東北中(B)       56.02

4x100mR 山本 満里奈(2) 塚田 菜々(2) 外谷 桐子(3) 小林 彩花(2) 宮澤 由紀(3) 松田 七海(2) 武内 美南(3) 竹内 結希愛(2)
南澤 胡桃(2) 下平 涼羽(3) 山岸 萌香(3) 田中 風紗音(3) 宮下 優希菜(2) 福野 莉紗(2) 荒井 未来(3) 中島 花梨(2)
相澤 こごみ(3) 大塚 七星(3) 永原 可那(2) 笹崎 絢莉(1) 細尾 咲衣(3) 福田 恵理子(2) 寺島 玲雅(3) 大久保 由佳(2)
伊藤 綾香(3) 横須賀 玲奈(3) 原山 結衣(2) 中村 睦(2) 北澤 ひなの(2) 木田 斐奈子(3) 小池 日夏里(3) 宮﨑 莉奈(2)

06/19 小学女子 宮原 凛成(6) 13.43 牧内 愛実(6) 13.95 大森 里香(6) 14.06 宮下 留花(6) 14.16 富山 萌衣(6) 14.32 竹岡 古琴(6) 14.86 長谷川 美玖(5) 15.02 三浦 彩稀(5) 15.04
100m 小学生･坂城JAC 小学生･坂城JAC 小学生･軽井沢A&AC 小学生･坂城JAC 小学生･坂城JAC 小学生･軽井沢A&AC 小学生･軽井沢A&AC 小学生･上田JSC

06/19 坂元 夏希(6) 3,24.71 北沢 凛夏(6) 3,25.98 淀 果南実(5) 3,33.68 川上 野々花(5) 3,50.17 酒井あいか(5) 3,51.47 今井 希実(5) 3,57.62 長井 彩華(5) 4,00.22 太田 眞桜(5) 4,03.26
1000m 小学生･辰野南小学校 小学生･川中島JRC 小学生･川中島JRC 小学生･東御市陸上教室 小学生･あさまねSC 小学生･上田JSC 小学生･須坂陸上教室 小学生･上田JSC



決勝 6月19日 10:00

大会新              13.19

[ 1組] 風速 +2.7 [ 2組] 風速 +2.4

 1 竹岡 古琴(6) 小学生     14.86  1 宮原 凛成(6) 小学生     13.43 
ﾀｹｵｶ ｺﾄ 軽井沢A&AC ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ 坂城JAC

 2 長谷川 美玖(5) 小学生     15.02  2 牧内 愛実(6) 小学生     13.95 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 軽井沢A&AC ﾏｷｳﾁ ｱﾐ 坂城JAC

 3 漆原 衣咲(5) 小学生     15.08  3 大森 里香(6) 小学生     14.06 
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 軽井沢A&AC ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 軽井沢A&AC

 4 細田 怜奈(6) 小学生     15.27  4 宮下 留花(6) 小学生     14.16 
ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ 東御市陸上教室 ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ 坂城JAC

 5 太田 眞桜(5) 小学生     15.47  5 富山 萌衣(6) 小学生     14.32 
ｵｵﾀ ﾏｵ 上田JSC ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ 坂城JAC

 6 鈴木 天音(6) 小学生     15.76  6 三浦 彩稀(5) 小学生     15.04 
ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ 軽井沢A&AC ﾐｳﾗ ｻｷ 上田JSC

 7 赤尾 こそら(5) 小学生     16.17 
ｱｶｵ ｺｿﾗ 上田JSC

5   157

4   128 6   156

7   158 2   138

3   328 5   136

8   123 4   125

2   127 7   139

所属名 記録／備考
6   126 3   137

小学女子

100m

決勝

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



   1 宮原 凛成(6) 小学生 坂城JAC     13.43 (+2.4)   2   1
   2 牧内 愛実(6) 小学生 坂城JAC     13.95 (+2.4)   2   2
   3 大森 里香(6) 小学生 軽井沢A&AC     14.06 (+2.4)   2   3
   4 宮下 留花(6) 小学生 坂城JAC     14.16 (+2.4)   2   4
   5 富山 萌衣(6) 小学生 坂城JAC     14.32 (+2.4)   2   5
   6 竹岡 古琴(6) 小学生 軽井沢A&AC     14.86 (+2.7)   1   1
   7 長谷川 美玖(5) 小学生 軽井沢A&AC     15.02 (+2.7)   1   2
   8 三浦 彩稀(5) 小学生 上田JSC     15.04 (+2.4)   2   6
   9 漆原 衣咲(5) 小学生 軽井沢A&AC     15.08 (+2.7)   1   3
  10 細田 怜奈(6) 小学生 東御市陸上教室     15.27 (+2.7)   1   4
  11 太田 眞桜(5) 小学生 上田JSC     15.47 (+2.7)   1   5
  12 鈴木 天音(6) 小学生 軽井沢A&AC     15.76 (+2.7)   1   6
  13 赤尾 こそら(5) 小学生 上田JSC     16.17 (+2.7)   1   7

  136

  158
  128
  157

  138
  126
  127
  156
  123
  328

組 順位
  137
  139
  125

小学女子

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考



決勝 6月19日 12:10

大会新            3,22.41

 1 坂元 夏希(6) 小学生   3,24.71 
ｻｶﾓﾄ ﾅﾂｷ 辰野南小学校

 2 北沢 凛夏(6) 小学生   3,25.98 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾝｶ 川中島JRC

 3 淀 果南実(5) 小学生   3,33.68 
ﾖﾄ ﾞｶﾅﾐ 川中島JRC

 4 川上 野々花(5) 小学生   3,50.17 
ｶﾜｶﾐ ﾉﾉｶ 東御市陸上教室

 5 酒井あいか(5) 小学生   3,51.47 
ｻｶｲｱｲｶ あさまねSC

 6 今井 希実(5) 小学生   3,57.62 
ｲﾏｲ ﾉｿﾞﾐ 上田JSC

 7 長井 彩華(5) 小学生   4,00.22 
ﾅｶﾞｲ ｱﾔｶ 須坂陸上教室

 8 太田 眞桜(5) 小学生   4,03.26 
ｵｵﾀ ﾏｵ 上田JSC

 9 浦山 みもざ(6) 小学生   4,39.39 
ｳﾗﾔﾏ ﾐﾓｻﾞ 木島平小

7   377

6   226

8   158

2   102

4   155

1   243

9   329

5   268

3   242

小学女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 6月19日  9:00

大会新              12.58

[ 1組] 風速 +3.9 [ 2組] 風速 +2.1

 1 原山 美宇(3) 中学生     14.52  1 髙木 玲実(1) 中学生     15.12 
ﾊﾗﾔﾏ ﾐｳ 長野西部中 ﾀｶｷﾞ ﾚﾐ 長野東部中

 2 山﨑 帆登(2) 中学生     15.76  2 青柳 佑奈(1) 中学生     15.22 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾎﾄ 飯山城北中 ｱｵﾔｷﾞ ﾕｳﾅ 東北中

 3 宮川 遥愛(1) 中学生     15.82  3 ハルバーソン 千桜中学生     15.26 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾊﾙｱ 相森中 ﾊﾞﾙﾊﾞｱｿﾝ ﾁｴﾘ 東北中

 4 岡 杏奈(1) 中学生     15.85  4 山下 華那(1) 中学生     15.52 
ｱｶ ｱﾝﾅ 相森中 ﾔﾏｼﾀ ｶﾅ 長野東部中

 5 土屋 茉広(1) 中学生     16.04  5 上平 藍加(2) 中学生     15.71 
ﾂﾁﾔ ﾏﾋﾛ 野沢中 ｶﾐﾋﾗ ｱｲｶ 相森中

 6 金井 小桜(1) 中学生     16.25  6 清水 未来(1) 中学生     15.75 
ｶﾅｲ ｺﾊﾙ 相森中 ｼﾐｽﾞ ﾐﾗｲ 長野西部中

 7 福田 葵(1) 中学生     16.59  7 中村 あかり(1) 中学生     15.76 
ﾌｸﾀﾞ ｱｵｲ 上田第五中 ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 裾花中
原 海心(1) 中学生  8 持田 ゆり(1) 中学生     15.89 
ﾊﾗ ﾐｺﾄ 長野東部中 ﾓﾁﾀﾞ ﾕﾘ 東北中

[ 3組] 風速 +2.3 [ 4組] 風速 +4.8

 1 滝澤 朱(1) 中学生     14.83  1 江守 凜乃(1) 中学生     15.12 
ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ 長野東部中 ｴﾓﾘ ﾘﾉ 裾花中

 2 岩﨑 結月(1) 中学生     15.31  2 岩下 栞(1) 中学生     15.20 
ｲﾜｻｷ ﾕﾂﾞｷ 東北中 ｲﾜｼﾀ ｼｵﾘ 上田第五中

 3 町田 祐美(1) 中学生     15.41  3 安達 朋笑(1) 中学生     15.28 
ﾏﾁﾀﾞ ﾕｳﾐ 長野東部中 ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓｴ 上田第五中

 4 水元 叶(1) 中学生     15.56  4 北村 真穂(1) 中学生     15.30 
ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾅｳ 長野東部中 ｷﾀﾑﾗ ﾏﾎ 柳町中

 5 木鋪 花菜(1) 中学生     15.65  5 宮島 未歩(1) 中学生     15.32 
ｷｼｸ ﾊﾅ 長野東部中 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾐﾎ 長野東部中

 6 小林 輝星(1) 中学生     15.94  6 山口 純玲(3) 中学生     15.46 
ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾗ 上田第五中 ﾔﾏｸﾞﾁ ｽﾐﾚ 長野西部中

 7 飯島 茉央(1) 中学生     16.21  7 中西 陽香(1) 中学生     16.04 
ｲｲｼﾞﾏ ﾏﾋﾛ 長野東部中 ﾅｶﾆｼ ﾊﾙｶ 長野東部中
太田 万莉奈(2) 中学生  8 田中 春菜(1) 中学生     16.64 
ｵｵﾀ ﾏﾘﾅ 川中島中 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾅ 上田第一中

[ 5組] 風速 +4.0 [ 6組] 風速 +3.2

 1 宮﨑 莉奈(2) 中学生     14.44  1 榎本 朱加里(2) 中学生     14.35 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾘﾅ 東北中 ｴﾉﾓﾄ ｱｶﾘ 長野東部中

 2 小池 愛美(1) 中学生     14.63  2 蓬田 薫音(2) 中学生     14.70 
ｺｲｹ ｱﾐ 犀陵中 ﾖﾓｷﾞﾀﾞ ｶﾉﾝ 東御東部

 3 水上 恋(1) 中学生     15.03  3 清水 奈都紀(1) 中学生     15.04 
ﾐｽﾞｶﾐ ﾚﾝ 長野西部中 ｼﾐｽﾞ ﾅﾂｷ 望月AC

 4 杉山 佳乃(2) 中学生     15.06  4 武田 真奈(3) 中学生     15.11 
ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼﾉ 上田第五中 ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅ 中野平中

 5 関 あおい(1) 中学生     15.13  5 上野 愛梨(1) 中学生     15.52 
ｾｷ ｱｵｲ 犀陵中 ｳｴﾉ ｱｲﾘ 望月AC

 6 渋谷 暖(1) 中学生     15.21  6 鈴木 夢美(1) 中学生     16.02 
ｼﾌﾞﾔ ﾉﾄﾞｶ 東御東部 ｽｽﾞｷ ﾕﾒﾐ 芦原中

 7 齊藤 結花(1) 中学生     15.57 大久保 華琳(1) 中学生
ｻｲﾄｳ ﾕｲｶ 上田第三中 ｵｵｸﾎﾞ ｶﾘﾝ 芦原中

 8 中村 來央(1) 中学生     16.18 碓氷 和叶(1) 中学生
ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ 犀陵中 ｳｽｲ ﾜｶﾅ 野沢中

[ 7組] 風速 +3.4 [ 8組] 風速 +2.6

 1 宮﨑 夏希(1) 中学生     14.32  1 川上 璃子(1) 中学生     14.37 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾅﾂｷ 川中島中 ｶﾜｶﾐ ﾘｺ 野沢中

 2 滝澤 遥香(1) 中学生     14.91  2 木村 渚月(2) 中学生     14.50 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 上田第一中 ｷﾑﾗ ﾅﾂｷ 川中島中

 3 高橋 沙綾(1) 中学生     15.11  3 城田 美衣奈(2) 中学生     14.63 
ﾀｶﾊｼ ｻﾔ 櫻ヶ岡 ｼﾛﾀ ﾐｲﾅ 上田第五中

 4 五十嵐 凜(1) 中学生     15.27  4 神頭 那奈(3) 中学生     15.22 
ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾝ 櫻ヶ岡 ｺｳｽﾞ ﾅﾅ 長野東部中

 5 小林 楓(1) 中学生     15.59  5 洲﨑 光結(2) 中学生     15.38 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ 上田第五中 ｽｻﾞｷ ﾐﾕ 小諸東中

 6 秋山 真穂(1) 中学生     16.18  6 内山 秋音(1) 中学生     15.85 
ｱｷﾔﾏ ﾏﾎ 櫻ヶ岡 ｳﾁﾔﾏ ｱｶﾈ 櫻ヶ岡

 7 山田 乃愛(1) 中学生     16.21  7 花﨑 万葉子(1) 中学生     15.87 
ﾔﾏﾀﾞ ﾉｱ 櫻ヶ岡 ﾊﾅｻｷ ﾏｱｺ 櫻ヶ岡

 8 小宮山捺美(1) 中学生     16.23 南正覚 史乃(3) 中学生
ｺﾐﾔﾏ ﾅﾂﾐ 丸子中 ﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｸ ｼﾉ 上田第四中 欠場

2   410 5   404

7   120 6   199

5   177 2   144

4   411 3   416

6   407 4   178

8   406 7   305

3   245 8   384

1   167 1   254

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   186 7   106
失格

2   134 4   378

8   131 8   372

3   333 1   111

1   284 6   373

7   179 2   275

5   346 5   287

6   132 3   341

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

5   312 8   310

4   251 6   169

3   320 2   292

6   176 1   282

7   311 5   171

1   307 3   401

2   309 4   230

8   343 7   174

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

6   183 5   237

4   293 4   354

2   385 8   263

5   260 3   285

7   258 2   342

1   256 1   296

所属名 記録／備考
3   281 7   323

8   365 6   356

中学女子

100m

決勝

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



[ 9組] 風速 +4.1 [ 10組] 風速 +3.7

 1 保科 真歩(2) 中学生     14.09  1 池田 萌夏(2) 中学生     14.19 
ﾎｼﾅ ﾏﾎ 長野東部中 ｲｹﾀﾞ ﾓｴｶ 上田第四中

 2 今野 瑠奈(2) 中学生     14.33  2 能瀬 麗捺(3) 中学生     14.30 
ｺﾝﾉ ﾙﾅ 野沢中 ﾉｾ ﾚｲﾅ 東北中

 3 舘内 彩歌(3) 中学生     14.39  3 宮下 智愛(2) 中学生     14.33 
ﾀﾁｳﾁ ｱﾔｶ 上田第四中 ﾐﾔｼﾀ ﾄﾓｱ 上田第四中

 4 髙藤 世那(1) 中学生     14.43  4 髙尾 玲良(1) 中学生     14.49 
ﾀｶﾄｳ ｾﾅ 犀陵中 ﾀｶｵ ﾚｲﾗ 上田第一中

 5 石田 陽菜(2) 中学生     14.48  5 下島 遥佳(2) 中学生     14.50 
ｲｼﾀﾞ ﾋﾅ 上田第四中 ｼﾓｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 上田第五中

 6 柳澤 優羽(1) 中学生     14.63  6 佐藤 あいり(2) 中学生     14.51 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 上田第五中 ｻﾄｳ ｱｲﾘ 長野東部中

 7 北村 陽向(1) 中学生     14.95  7 西川 亜海(2) 中学生     14.83 
ｷﾀﾑﾗ ﾋﾅﾀ 小諸東中 ﾆｼｶﾜ ﾂｸﾞﾐ 上田第五中

 8 細田 音衣(1) 中学生     15.19 杉谷 亜美(3) 中学生
ﾎｿﾀﾞ ｵﾄｲ 上田第四中 ｽｷﾞﾀﾆ ｱﾐ 上田第四中

[ 11組] 風速 +3.8 [ 12組] 風速 +4.3

 1 藤澤 文(2) 中学生     13.73  1 加藤 緋梨(2) 中学生     13.96 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾌﾐ 櫻ヶ岡 ｶﾄｳ ｱｶﾘ 信濃小中

 2 米澤 笑美(2) 中学生     13.96  2 堤 ヒトミ(1) 中学生     14.04 
ﾖﾈｻﾞﾜ ｴﾐ 長野東部中 ﾂﾂﾐ ﾋﾄﾐ 東御東部

 3 桜林 生成(1) 中学生     14.09  3 浅沼 志苑(2) 中学生     14.04 
ｻｸﾗﾊﾞﾔｼ ｷﾅﾘ 東御東部 ｱｻﾇﾏ ｼｵﾝ 中野平中

 4 北澤 ひなの(2) 中学生     14.18  4 柳澤 志帆(2) 中学生     14.14 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾅﾉ 東北中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾎ 柳町中

 5 廣瀬 文香(2) 中学生     14.38  5 荒井 未来(3) 中学生     14.19 
ﾋﾛｾ ﾌﾐｶ 長野東部中 ｱﾗｲ ﾐｷ 長野東部中

 6 宮尾 美希(2) 中学生     14.47  6 宮川 志歩(3) 中学生     14.37 
ﾐﾔｵ ﾐｷ 相森中 ﾐﾔｶﾞﾜ ｼﾎ 中野平中
松村 麻央(3) 中学生  7 木田 斐奈子(3) 中学生     14.51 
ﾏﾂﾑﾗ ﾏﾋﾛ 中野平中 ｷﾀﾞ ﾋﾅｺ 信大附属長野中
上垣外 奈緒(1) 中学生  8 吉村 朋華(1) 中学生     15.36 
ｶﾐｶﾞｲﾄ ﾅｵ 長野東部中 ﾖｼﾑﾗ ﾄﾓｶ 裾花中

[ 13組] 風速 +2.7 [ 14組] 風速 +4.0

 1 宮澤 由紀(3) 中学生     13.92  1 髙橋 結愛(1) 中学生     13.92 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷ 東北中 ﾀｶﾊｼ ﾕｱ 裾花中

 2 福野 莉紗(2) 中学生     14.05  2 山岸 加奈(1) 中学生     13.96 
ﾌｸﾉ ﾘｻ 信大附属長野中 ﾔﾏｷﾞｼ ｶﾅ 信濃小中

 3 三浦 元海(3) 中学生     14.06  3 小林 彩花(2) 中学生     13.98 
ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ 野沢中 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 芦原中

 4 松田 七海(2) 中学生     14.18  4 永井 望ノ美(2) 中学生     14.06 
ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾅﾐ 信大附属長野中 ﾅｶﾞｲ ﾉﾉﾐ 小谷中

 5 竹村 彩也香(2) 中学生     14.25  5 吉村 麗和(1) 中学生     14.34 
ﾀｹﾑﾗ ｻﾔｶ 駒ヶ根東中 ﾖｼﾑﾗ ﾚﾅ 信濃小中

 6 笹崎 絢莉(1) 中学生     14.26  6 藤倉 かれん(1) 中学生     14.59 
ｻｻｻﾞｷ ｱﾔﾘ 芦原中 ﾌｼﾞｸﾗ ｶﾚﾝ 柳町中

 7 小泉 優花(2) 中学生     14.38  7 平塚 美咲(1) 中学生     15.03 
ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳｶ 野沢中 ﾋﾗﾂｶ ﾐｻｷ 信濃小中

 8 髙橋 麗那(2) 中学生     15.02 永原 璃桜(1) 中学生
ﾀｶﾊｼ ﾚﾅ 飯山城北中 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾘｵ 信濃小中

[ 15組] 風速 +2.7 [ 16組] 風速 +4.3

 1 塚田 菜々(2) 中学生     13.61  1 中村 睦(2) 中学生     13.47 
ﾂｶﾀﾞ ﾅﾅ 小諸東中 ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂﾐ 芦原中

 2 外谷 桐子(3) 中学生     13.74  2 下平 涼羽(3) 中学生     13.61 
ﾄﾔ ｷﾘｺ 信濃小中 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｽｽﾞﾊ 小諸東中

 3 掛川 実澪(2) 中学生     13.77  3 内山 彩夏(3) 中学生     13.81 
ｶｹｶﾞﾜ ﾐﾚｲ 東御東部 ｳﾁﾔﾏ ｻﾔｶ 櫻ヶ岡

 4 淀 日南子(3) 中学生     13.96  4 坂根 樺音(2) 中学生     13.87 
ﾖﾄﾞ ﾋﾅｺ 川中島中 ｻｶﾈ ｶﾉﾝ 野沢中

 5 渋沢 彩乃(3) 中学生     13.99  5 原野 茉優(3) 中学生     13.89 
ｼﾌﾞｻﾜ ｱﾔﾉ 上田第五中 ﾊﾗﾉ ﾏﾕ 野沢中

 6 若月 夕果(3) 中学生     14.49  6 福田 恵理子(2) 中学生     13.93 
ﾜｶﾂｷ ﾕｳｶ 信濃小中 ﾌｸﾀﾞ ｴﾘｺ 信大附属長野中
高橋 千笑(2) 中学生  7 山本 満里奈(2) 中学生     13.95 
ﾀｶﾊｼ ﾁｴ 柳町中 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘﾅ 裾花中

7   390 5   233
欠場

5   175 6   379

2   217 4   204

6   330 3   415

3   255 8   381

8   149 7   107

4   211 2   141

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

6   383 2   219

1   371 6   209

7   121 4   213

2   103 1   399

8   382 3   104

5   201 7   153

4   345 5   241

3   205 8   215

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

7   273 3   206
欠場

8   304 1   418

2   322 2   294

6   259 4   271

5   332 8   274

1   363 7   402

3   414 5   210

4   317 6   339

欠場
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7   151 4   180

3   189 1   194

1   195 2   172

6   185 6   295

5   187 5   188

4   135 3   170

2   318 7   197

8   380 8   362

中学女子
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[ 17組] 風速 +3.3 [ 18組] 風速 +4.0

 1 原山 結衣(2) 中学生     13.25  1 伊藤 綾香(3) 中学生     12.73 
ﾊﾗﾔﾏ ﾕｲ 信濃小中 ｲﾄｳ ｱﾔｶ 裾花中

 2 児玉 菜緒(3) 中学生     13.29  2 南澤 胡桃(2) 中学生     13.18 
ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ 上田第四中 ﾐﾅﾐｻﾜ ｸﾙﾐ 裾花中

 3 田中 風紗音(3) 中学生     13.36  3 綿貫 寧(2) 中学生     13.36 
ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ 芦原中 ﾜﾀﾇｷ ﾈｲ 中野平中

 4 永原 可那(2) 中学生     13.36  4 相澤 こごみ(3) 中学生     13.45 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｶﾅ 信濃小中 ｱｲｻﾞﾜ ｺｺﾞﾐ 裾花中

 5 大塚 七星(3) 中学生     13.39  5 坂田 栞菜(2) 中学生     13.49 
ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ 小諸東中 ｻｶﾀ ｶﾝﾅ 櫻ヶ岡

 6 山岸 萌香(3) 中学生     13.43 外谷 奈南里(2) 中学生
ﾔﾏｷﾞｼ ﾓｴｶ 信濃小中 ﾄﾔ ﾅﾅﾘ 裾花中

 7 諌山 ありさ(3) 中学生     13.83 遠藤 和泉(2) 中学生
ｲｻﾔﾏ ｱﾘｻ 中野平中 ｴﾝﾄﾞｳ  ｲｽﾞﾐ T&F佐久平

 8 川田 望椰(1) 中学生     15.89 
ｶﾜﾀﾞ ﾐﾔ 芦原中

欠場
5   269 7   101

欠場
1   105

8   148 5   408

4   216 6   229

3   108 3   277

6   208 4   236

所属名 記録／備考
2   214 8   227

7   190 2   240

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

中学女子



   1 伊藤 綾香(3) 中学生 裾花中     12.73 (+4.0)  18   1
   2 南澤 胡桃(2) 中学生 裾花中     13.18 (+4.0)  18   2
   3 原山 結衣(2) 中学生 信濃小中     13.25 (+3.3)  17   1
   4 児玉 菜緒(3) 中学生 上田第四中     13.29 (+3.3)  17   2
   5 田中 風紗音(3) 中学生 芦原中     13.36 (+3.3)  17   3
   5 綿貫 寧(2) 中学生 中野平中     13.36 (+4.0)  18   3
   5 永原 可那(2) 中学生 信濃小中     13.36 (+3.3)  17   4
   8 大塚 七星(3) 中学生 小諸東中     13.39 (+3.3)  17   5
   9 山岸 萌香(3) 中学生 信濃小中     13.43 (+3.3)  17   6
  10 相澤 こごみ(3) 中学生 裾花中     13.45 (+4.0)  18   4
  11 中村 睦(2) 中学生 芦原中     13.47 (+4.3)  16   1
  12 坂田 栞菜(2) 中学生 櫻ヶ岡     13.49 (+4.0)  18   5
  13 塚田 菜々(2) 中学生 小諸東中     13.61 (+2.7)  15   1
  13 下平 涼羽(3) 中学生 小諸東中     13.61 (+4.3)  16   2
  15 藤澤 文(2) 中学生 櫻ヶ岡     13.73 (+3.8)  11   1
  16 外谷 桐子(3) 中学生 信濃小中     13.74 (+2.7)  15   2
  17 掛川 実澪(2) 中学生 東御東部     13.77 (+2.7)  15   3
  18 内山 彩夏(3) 中学生 櫻ヶ岡     13.81 (+4.3)  16   3
  19 諌山 ありさ(3) 中学生 中野平中     13.83 (+3.3)  17   7
  20 坂根 樺音(2) 中学生 野沢中     13.87 (+4.3)  16   4
  21 原野 茉優(3) 中学生 野沢中     13.89 (+4.3)  16   5
  22 宮澤 由紀(3) 中学生 東北中     13.92 (+2.7)  13   1
  22 髙橋 結愛(1) 中学生 裾花中     13.92 (+4.0)  14   1
  24 福田 恵理子(2) 中学生 信大附属長野中     13.93 (+4.3)  16   6
  25 山本 満里奈(2) 中学生 裾花中     13.95 (+4.3)  16   7
  26 加藤 緋梨(2) 中学生 信濃小中     13.96 (+4.3)  12   1
  26 米澤 笑美(2) 中学生 長野東部中     13.96 (+3.8)  11   2
  26 山岸 加奈(1) 中学生 信濃小中     13.96 (+4.0)  14   2
  26 淀 日南子(3) 中学生 川中島中     13.96 (+2.7)  15   4
  30 小林 彩花(2) 中学生 芦原中     13.98 (+4.0)  14   3
  31 渋沢 彩乃(3) 中学生 上田第五中     13.99 (+2.7)  15   5
  32 堤 ヒトミ(1) 中学生 東御東部     14.04 (+4.3)  12   2
  32 浅沼 志苑(2) 中学生 中野平中     14.04 (+4.3)  12   3
  34 福野 莉紗(2) 中学生 信大附属長野中     14.05 (+2.7)  13   2
  35 三浦 元海(3) 中学生 野沢中     14.06 (+2.7)  13   3
  35 永井 望ノ美(2) 中学生 小谷中     14.06 (+4.0)  14   4
  37 保科 真歩(2) 中学生 長野東部中     14.09 (+4.1)   9   1
  37 桜林 生成(1) 中学生 東御東部     14.09 (+3.8)  11   3
  39 柳澤 志帆(2) 中学生 柳町中     14.14 (+4.3)  12   4
  40 北澤 ひなの(2) 中学生 東北中     14.18 (+3.8)  11   4
  40 松田 七海(2) 中学生 信大附属長野中     14.18 (+2.7)  13   4
  42 池田 萌夏(2) 中学生 上田第四中     14.19 (+3.7)  10   1
  42 荒井 未来(3) 中学生 長野東部中     14.19 (+4.3)  12   5
  44 竹村 彩也香(2) 中学生 駒ヶ根東中     14.25 (+2.7)  13   5
  45 笹崎 絢莉(1) 中学生 芦原中     14.26 (+2.7)  13   6
  46 能瀬 麗捺(3) 中学生 東北中     14.30 (+3.7)  10   2
  47 宮﨑 夏希(1) 中学生 川中島中     14.32 (+3.4)   7   1
  48 今野 瑠奈(2) 中学生 野沢中     14.33 (+4.1)   9   2
  48 宮下 智愛(2) 中学生 上田第四中     14.33 (+3.7)  10   3
  50 吉村 麗和(1) 中学生 信濃小中     14.34 (+4.0)  14   5
  51 榎本 朱加里(2) 中学生 長野東部中     14.35 (+3.2)   6   1
  52 川上 璃子(1) 中学生 野沢中     14.37 (+2.6)   8   1
  52 宮川 志歩(3) 中学生 中野平中     14.37 (+4.3)  12   6
  54 廣瀬 文香(2) 中学生 長野東部中     14.38 (+3.8)  11   5
  54 小泉 優花(2) 中学生 野沢中     14.38 (+2.7)  13   7
  56 舘内 彩歌(3) 中学生 上田第四中     14.39 (+4.1)   9   3
  57 髙藤 世那(1) 中学生 犀陵中     14.43 (+4.1)   9   4
  58 宮﨑 莉奈(2) 中学生 東北中     14.44 (+4.0)   5   1
  59 宮尾 美希(2) 中学生 相森中     14.47 (+3.8)  11   6
  60 石田 陽菜(2) 中学生 上田第四中     14.48 (+4.1)   9   5
  61 髙尾 玲良(1) 中学生 上田第一中     14.49 (+3.7)  10   4
  61 若月 夕果(3) 中学生 信濃小中     14.49 (+2.7)  15   6
  63 木村 渚月(2) 中学生 川中島中     14.50 (+2.6)   8   2
  63 下島 遥佳(2) 中学生 上田第五中     14.50 (+3.7)  10   5
  65 佐藤 あいり(2) 中学生 長野東部中     14.51 (+3.7)  10   6
  65 木田 斐奈子(3) 中学生 信大附属長野中     14.51 (+4.3)  12   7
  67 原山 美宇(3) 中学生 長野西部中     14.52 (+3.9)   1   1
  68 藤倉 かれん(1) 中学生 柳町中     14.59 (+4.0)  14   6
  69 小池 愛美(1) 中学生 犀陵中     14.63 (+4.0)   5   2
  69 城田 美衣奈(2) 中学生 上田第五中     14.63 (+2.6)   8   3
  69 柳澤 優羽(1) 中学生 上田第五中     14.63 (+4.1)   9   6
  72 蓬田 薫音(2) 中学生 東御東部     14.70 (+3.2)   6   2
  73 滝澤 朱(1) 中学生 長野東部中     14.83 (+2.3)   3   1
  73 西川 亜海(2) 中学生 上田第五中     14.83 (+3.7)  10   7
  75 滝澤 遥香(1) 中学生 上田第一中     14.91 (+3.4)   7   2
  76 北村 陽向(1) 中学生 小諸東中     14.95 (+4.1)   9   7
  77 髙橋 麗那(2) 中学生 飯山城北中     15.02 (+2.7)  13   8
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  78 水上 恋(1) 中学生 長野西部中     15.03 (+4.0)   5   3
  78 平塚 美咲(1) 中学生 信濃小中     15.03 (+4.0)  14   7
  80 清水 奈都紀(1) 中学生 望月AC     15.04 (+3.2)   6   3
  81 杉山 佳乃(2) 中学生 上田第五中     15.06 (+4.0)   5   4
  82 高橋 沙綾(1) 中学生 櫻ヶ岡     15.11 (+3.4)   7   3
  82 武田 真奈(3) 中学生 中野平中     15.11 (+3.2)   6   4
  84 髙木 玲実(1) 中学生 長野東部中     15.12 (+2.1)   2   1
  84 江守 凜乃(1) 中学生 裾花中     15.12 (+4.8)   4   1
  86 関 あおい(1) 中学生 犀陵中     15.13 (+4.0)   5   5
  87 細田 音衣(1) 中学生 上田第四中     15.19 (+4.1)   9   8
  88 岩下 栞(1) 中学生 上田第五中     15.20 (+4.8)   4   2
  89 渋谷 暖(1) 中学生 東御東部     15.21 (+4.0)   5   6
  90 青柳 佑奈(1) 中学生 東北中     15.22 (+2.1)   2   2
  90 神頭 那奈(3) 中学生 長野東部中     15.22 (+2.6)   8   4
  92 ハルバーソン 千桜理中学生 東北中     15.26 (+2.1)   2   3
  93 五十嵐 凜(1) 中学生 櫻ヶ岡     15.27 (+3.4)   7   4
  94 安達 朋笑(1) 中学生 上田第五中     15.28 (+4.8)   4   3
  95 北村 真穂(1) 中学生 柳町中     15.30 (+4.8)   4   4
  96 岩﨑 結月(1) 中学生 東北中     15.31 (+2.3)   3   2
  97 宮島 未歩(1) 中学生 長野東部中     15.32 (+4.8)   4   5
  98 吉村 朋華(1) 中学生 裾花中     15.36 (+4.3)  12   8
  99 洲﨑 光結(2) 中学生 小諸東中     15.38 (+2.6)   8   5
 100 町田 祐美(1) 中学生 長野東部中     15.41 (+2.3)   3   3
 101 山口 純玲(3) 中学生 長野西部中     15.46 (+4.8)   4   6
 102 山下 華那(1) 中学生 長野東部中     15.52 (+2.1)   2   4
 102 上野 愛梨(1) 中学生 望月AC     15.52 (+3.2)   6   5
 104 水元 叶(1) 中学生 長野東部中     15.56 (+2.3)   3   4
 105 齊藤 結花(1) 中学生 上田第三中     15.57 (+4.0)   5   7
 106 小林 楓(1) 中学生 上田第五中     15.59 (+3.4)   7   5
 107 木鋪 花菜(1) 中学生 長野東部中     15.65 (+2.3)   3   5
 108 上平 藍加(2) 中学生 相森中     15.71 (+2.1)   2   5
 109 清水 未来(1) 中学生 長野西部中     15.75 (+2.1)   2   6
 110 山﨑 帆登(2) 中学生 飯山城北中     15.76 (+3.9)   1   2
 110 中村 あかり(1) 中学生 裾花中     15.76 (+2.1)   2   7
 112 宮川 遥愛(1) 中学生 相森中     15.82 (+3.9)   1   3
 113 岡 杏奈(1) 中学生 相森中     15.85 (+3.9)   1   4
 113 内山 秋音(1) 中学生 櫻ヶ岡     15.85 (+2.6)   8   6
 115 花﨑 万葉子(1) 中学生 櫻ヶ岡     15.87 (+2.6)   8   7
 116 持田 ゆり(1) 中学生 東北中     15.89 (+2.1)   2   8
 116 川田 望椰(1) 中学生 芦原中     15.89 (+3.3)  17   8
 118 小林 輝星(1) 中学生 上田第五中     15.94 (+2.3)   3   6
 119 鈴木 夢美(1) 中学生 芦原中     16.02 (+3.2)   6   6
 120 土屋 茉広(1) 中学生 野沢中     16.04 (+3.9)   1   5
 120 中西 陽香(1) 中学生 長野東部中     16.04 (+4.8)   4   7
 122 秋山 真穂(1) 中学生 櫻ヶ岡     16.18 (+3.4)   7   6
 122 中村 來央(1) 中学生 犀陵中     16.18 (+4.0)   5   8
 124 飯島 茉央(1) 中学生 長野東部中     16.21 (+2.3)   3   7
 124 山田 乃愛(1) 中学生 櫻ヶ岡     16.21 (+3.4)   7   7
 126 小宮山捺美(1) 中学生 丸子中     16.23 (+3.4)   7   8
 127 金井 小桜(1) 中学生 相森中     16.25 (+3.9)   1   6
 128 福田 葵(1) 中学生 上田第五中     16.59 (+3.9)   1   7
 129 田中 春菜(1) 中学生 上田第一中     16.64 (+4.8)   4   8
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決勝 6月19日 11:35

大会新              26.38

[ 1組] 風速 +2.4 [ 2組] 風速 +2.5

 1 吉村 麗和(1) 中学生     29.43  1 細尾 咲衣(3) 中学生     29.15 
ﾖｼﾑﾗ ﾚﾅ 信濃小中 ﾎｿｵ ｻｴ 東北中

 2 川上 璃子(1) 中学生     30.32  2 山田 果音(2) 中学生     29.26 
ｶﾜｶﾐ ﾘｺ 野沢中 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾉﾝ 長野東部中

 3 西川 亜海(2) 中学生     31.32  3 高橋 知夏(2) 中学生     29.32 
ﾆｼｶﾜ ﾂｸﾞﾐ 上田第五中 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｶ 柳町中

 4 加部 すみれ(2) 中学生     32.48  4 荒井 未来(3) 中学生     30.08 
ｶﾍﾞ ｽﾐﾚ 小諸東中 ｱﾗｲ ﾐｷ 長野東部中

 5 小林 楓(1) 中学生     32.72  5 長谷川 早紀(2) 中学生     30.26 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ 上田第五中 ﾊｾｶﾞﾜ ｻｷ 東御東部

 6 小林 由菜(1) 中学生     36.77  6 住友 愛佳(2) 中学生     30.89 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 東北中 ｽﾐﾄﾓ ﾏﾅｶ 小諸東中
小林 輝星(1) 中学生  7 原口 あすな(2) 中学生     32.93 
ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾗ 上田第五中 ﾊﾗｸﾞﾁ ｱｽﾅ 東北中
碓氷 和叶(1) 中学生
ｳｽｲ ﾜｶﾅ 野沢中

[ 3組] 風速 +2.6 [ 4組] 風速 +3.7

 1 宮岡 万優莉(1) 中学生     28.16  1 綿貫 寧(2) 中学生     28.47 
ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ 長野東部中 ﾜﾀﾇｷ ﾈｲ 中野平中

 2 渋谷 歩(2) 中学生     29.53  2 諌山 ありさ(3) 中学生     28.69 
ｼﾌﾞﾔ ｱﾕﾑ 東御東部 ｲｻﾔﾏ ｱﾘｻ 中野平中

 3 宮﨑 千華(3) 中学生     29.56  3 渋沢 彩乃(3) 中学生     29.09 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾁﾊﾙ 川中島中 ｼﾌﾞｻﾜ ｱﾔﾉ 上田第五中

 4 柳澤 志帆(2) 中学生     29.63  4 浅沼 志苑(2) 中学生     29.53 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾎ 柳町中 ｱｻﾇﾏ ｼｵﾝ 中野平中

 5 小林 彩香(2) 中学生     31.02  5 三浦 元海(3) 中学生     29.74 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 墨坂中 ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ 野沢中
碓井 実生(3) 中学生 松村 麻央(3) 中学生
ｳｽｲ ﾐｳ 柳町中 ﾏﾂﾑﾗ ﾏﾋﾛ 中野平中
福田 恵理子(2) 中学生 遠藤 和泉(2) 中学生
ﾌｸﾀﾞ ｴﾘｺ 信大附属長野中 ｴﾝﾄﾞｳ  ｲｽﾞﾐ T&F佐久平

[ 5組] 風速 +2.7

 1 横須賀 玲奈(3) 中学生     27.21 
ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ 小諸東中

 2 坂田 栞菜(2) 中学生     27.63 
ｻｶﾀ ｶﾝﾅ 櫻ヶ岡

 3 中村 睦(2) 中学生     27.74 
ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂﾐ 芦原中

 4 宮下 優希菜(2) 中学生     27.83 
ﾐﾔｼﾀ ﾕｷﾅ 東北中

 5 若月 夕果(3) 中学生     29.79 
ﾜｶﾂｷ ﾕｳｶ 信濃小中
藤倉 かれん(1) 中学生
ﾌｼﾞｸﾗ ｶﾚﾝ 柳町中
原野 茉優(3) 中学生
ﾊﾗﾉ ﾏﾕ 野沢中
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   1 横須賀 玲奈(3) 中学生 小諸東中     27.21 (+2.7)   5   1
   2 坂田 栞菜(2) 中学生 櫻ヶ岡     27.63 (+2.7)   5   2
   3 中村 睦(2) 中学生 芦原中     27.74 (+2.7)   5   3
   4 宮下 優希菜(2) 中学生 東北中     27.83 (+2.7)   5   4
   5 宮岡 万優莉(1) 中学生 長野東部中     28.16 (+2.6)   3   1
   6 綿貫 寧(2) 中学生 中野平中     28.47 (+3.7)   4   1
   7 諌山 ありさ(3) 中学生 中野平中     28.69 (+3.7)   4   2
   8 渋沢 彩乃(3) 中学生 上田第五中     29.09 (+3.7)   4   3
   9 細尾 咲衣(3) 中学生 東北中     29.15 (+2.5)   2   1
  10 山田 果音(2) 中学生 長野東部中     29.26 (+2.5)   2   2
  11 高橋 知夏(2) 中学生 柳町中     29.32 (+2.5)   2   3
  12 吉村 麗和(1) 中学生 信濃小中     29.43 (+2.4)   1   1
  13 渋谷 歩(2) 中学生 東御東部     29.53 (+2.6)   3   2
  13 浅沼 志苑(2) 中学生 中野平中     29.53 (+3.7)   4   4
  15 宮﨑 千華(3) 中学生 川中島中     29.56 (+2.6)   3   3
  16 柳澤 志帆(2) 中学生 柳町中     29.63 (+2.6)   3   4
  17 三浦 元海(3) 中学生 野沢中     29.74 (+3.7)   4   5
  18 若月 夕果(3) 中学生 信濃小中     29.79 (+2.7)   5   5
  19 荒井 未来(3) 中学生 長野東部中     30.08 (+2.5)   2   4
  20 長谷川 早紀(2) 中学生 東御東部     30.26 (+2.5)   2   5
  21 川上 璃子(1) 中学生 野沢中     30.32 (+2.4)   1   2
  22 住友 愛佳(2) 中学生 小諸東中     30.89 (+2.5)   2   6
  23 小林 彩香(2) 中学生 墨坂中     31.02 (+2.6)   3   5
  24 西川 亜海(2) 中学生 上田第五中     31.32 (+2.4)   1   3
  25 加部 すみれ(2) 中学生 小諸東中     32.48 (+2.4)   1   4
  26 小林 楓(1) 中学生 上田第五中     32.72 (+2.4)   1   5
  27 原口 あすな(2) 中学生 東北中     32.93 (+2.5)   2   7
  28 小林 由菜(1) 中学生 東北中     36.77 (+2.4)   1   6
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  269

中学女子

200m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考



決勝 6月19日 13:10

[ 1組] [ 2組]

 1 齊藤 結花(1) 中学生   2,53.60  1 冨岡 愛(2) 中学生   2,45.42 
ｻｲﾄｳ ﾕｲｶ 上田第三中 ﾄﾐｵｶ ｱｲ 柳町中

 2 牧野 瑠李(2) 中学生   2,54.08  2 平野 莉々佳(2) 中学生   2,48.50 
ﾏｷﾉ ﾙﾘ 東北中 ﾋﾗﾉ ﾘﾘｶ 飯山城北中

 3 髙森 唯花(1) 中学生   2,55.87  3 清水 加奈子(1) 中学生   2,51.73 
ﾀｶﾓﾘ ﾕｲｶ 柳町中 ｼﾐｽﾞ ｶﾅｺ 犀陵中

 4 石井 悠貴(1) 中学生   3,01.85  4 丸山 未記(1) 中学生   2,51.77 
ｲｼｲ ﾕｷ 裾花中 ﾏﾙﾔﾏ ﾐｷ 長野東部中

 5 中澤 里桜(1) 中学生   3,05.58  5 小林 妃莉(1) 中学生   2,51.87 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｵ 柳町中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾏﾘ 長野東部中

 6 千村 莉佳子(1) 中学生   3,06.60  6 諸星 美璃(1) 中学生   3,00.23 
ﾁﾑﾗ ﾘｶｺ 裾花中 ﾓﾛﾎｼ ﾐﾘ 軽井沢A&AC

 7 坂戸 春菜(1) 中学生   3,09.22 新井 紗佑希(3) 中学生
ｻｶﾄ ﾊﾙﾅ 裾花中 ｱﾗｲ ｻﾕｷ 櫻ヶ岡
井出 千晴(1) 中学生 金井 紅羽(2) 中学生
ｲﾃﾞ ﾁﾊﾙ 丸子中 ｶﾅｲ ｸﾚﾊ 東北中
土屋 利里花(1) 中学生 鈴木 優奈(2) 中学生
ﾂﾁﾔ ﾘﾘｶ 裾花中 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾅ 中野平中

[ 3組] [ 4組]

 1 柳本 結希(1) 中学生   2,43.28  1 下島 遥佳(2) 中学生   2,32.89 
ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾕｳｷ 信濃小中 ｼﾓｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 上田第五中

 2 油科 夏葉(3) 中学生   2,44.78  2 下村 真由(1) 中学生   2,34.81 
ﾕｼﾅ ﾅﾂﾊ 飯山城北中 ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕ 丸子中

 3 諸山 知奈津(1) 中学生   2,44.87  3 田中 愛珠(2) 中学生   2,34.94 
ﾓﾛﾔﾏ ﾁﾅﾂ 小諸東中 ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 墨坂中

 4 竹内 結希愛(2) 中学生   2,45.49  4 布利幡 祐美(3) 中学生   2,36.35 
ﾀｹｳﾁ ﾕｷｱ 東北中 ﾌﾘﾊﾀ ﾕｳﾐ 長野東部中

 5 土屋 杏恋(2) 中学生   2,46.24  5 井上 愛美(3) 中学生   2,41.40 
ﾂﾁﾔ ｱｺ 小諸東中 ｲﾉｳｴ ﾏﾅﾐ 長野東部中

 6 栁澤 青空(2) 中学生   2,50.91  6 柳澤 華恋(3) 中学生   2,41.40 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｾｲﾗ 小諸東中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾚﾝ 上田第五中

 7 中澤 あゆ美(3) 中学生   2,53.42  7 佐伯 三葉(1) 中学生   2,41.61 
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 裾花中 ｻｴｷ ﾐﾂﾊﾞ 軽井沢A&AC
久田 あおい(2) 中学生 野田 越百(3) 中学生
ﾋｻﾀﾞ ｱｵｲ 柳町中 ﾉﾀﾞ ｺｽﾓ 中野平中
西澤 真由(2) 中学生 北澤 向日葵(3) 中学生
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾕ 信大附属長野中 ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾏﾜﾘ 中野平中

失格 欠場
8   202 3   276

欠場 欠場

4   238 8   122

6   389 1   278

7   150 2   286

9   152 5   184

1   146 6   376

3   358 4   313

2   220 9   172

5   370 7   119

欠場 欠場
3   239 8   279

欠場 欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   231 4   412
欠場

2   118 7   347

4   398 5   302

7   235 2   124

8   403 9   133

1   234 1   288

所属名 記録／備考
6   186 3   400

9   364 6   369

中学女子

800m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名



   1 下島 遥佳(2) 中学生 上田第五中     2,32.89   4   1
   2 下村 真由(1) 中学生 丸子中     2,34.81   4   2
   3 田中 愛珠(2) 中学生 墨坂中     2,34.94   4   3
   4 布利幡 祐美(3) 中学生 長野東部中     2,36.35   4   4
   5 井上 愛美(3) 中学生 長野東部中     2,41.40   4   5
   5 柳澤 華恋(3) 中学生 上田第五中     2,41.40   4   6
   7 佐伯 三葉(1) 中学生 軽井沢A&AC     2,41.61   4   7
   8 柳本 結希(1) 中学生 信濃小中     2,43.28   3   1
   9 油科 夏葉(3) 中学生 飯山城北中     2,44.78   3   2
  10 諸山 知奈津(1) 中学生 小諸東中     2,44.87   3   3
  11 冨岡 愛(2) 中学生 柳町中     2,45.42   2   1
  12 竹内 結希愛(2) 中学生 東北中     2,45.49   3   4
  13 土屋 杏恋(2) 中学生 小諸東中     2,46.24   3   5
  14 平野 莉々佳(2) 中学生 飯山城北中     2,48.50   2   2
  15 栁澤 青空(2) 中学生 小諸東中     2,50.91   3   6
  16 清水 加奈子(1) 中学生 犀陵中     2,51.73   2   3
  17 丸山 未記(1) 中学生 長野東部中     2,51.77   2   4
  18 小林 妃莉(1) 中学生 長野東部中     2,51.87   2   5
  19 中澤 あゆ美(3) 中学生 裾花中     2,53.42   3   7
  20 齊藤 結花(1) 中学生 上田第三中     2,53.60   1   1
  21 牧野 瑠李(2) 中学生 東北中     2,54.08   1   2
  22 髙森 唯花(1) 中学生 柳町中     2,55.87   1   3
  23 諸星 美璃(1) 中学生 軽井沢A&AC     3,00.23   2   6
  24 石井 悠貴(1) 中学生 裾花中     3,01.85   1   4
  25 中澤 里桜(1) 中学生 柳町中     3,05.58   1   5
  26 千村 莉佳子(1) 中学生 裾花中     3,06.60   1   6
  27 坂戸 春菜(1) 中学生 裾花中     3,09.22   1   7

  288
  302
  238
  186

  231

  364
  403
  124
  234
  398
  235

  220
  370
  146
  400
  358
  150
  369
  152
  133

組 順位
  172
  119
  376
  313
  286
  184
  122

800m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

中学女子



決勝 6月19日 14:20

大会新              49.89

[ 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   5 飯山城北中   367 出澤 凛華(3)     56.77  1   5 長野東部中(C)   306 進藤 真心(3)     59.59 

ｲｲﾔﾏｼﾞｮｳﾎｸ ﾃﾞｻﾞﾜ ﾘﾝｶ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳC ｼﾝﾄﾞｳ ﾏｺ
  368 小林 涼美(3)   305 神頭 那奈(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞﾐ ｺｳｽﾞ ﾅﾅ
  366 出澤 瑠奈(2)   297 山田 佳奈(3)

ﾃﾞｻﾞﾜ ﾙﾅ ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ
  370 油科 夏葉(3)   315 武田 真奈(3)

ﾕｼﾅ ﾅﾂﾊ ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅ
 2   6 犀陵中   134 中村 來央(1)   1,00.01  2   1 長野東部中(D)   319 名柄 香里(3)   1,00.03 

ｻｲﾘｮｳﾁｭｳ ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳD ﾅｶﾞﾗ ｶｵﾘ
  131 関 あおい(1)   299 山﨑 心優(3)

ｾｷ ｱｵｲ ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾕ
  135 髙藤 世那(1)   286 井上 愛美(3)

ﾀｶﾄｳ ｾﾅ ｲﾉｳｴ ﾏﾅﾐ
  132 小池 愛美(1)   313 布利幡 祐美(3)

ｺｲｹ ｱﾐ ﾌﾘﾊﾀ ﾕｳﾐ
 3   3 須坂東中   221 安西 真秀(1)   1,02.46  3   7 芦原中(B)   110 柳澤 萌(1)   1,00.19 

ｽｻﾞｶｱｽﾞﾏﾁｭｳ ｱﾝｻﾞｲ ﾏﾎ ｱｼﾊﾗﾁｭｳB ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾓｴ
  224 斉藤 花奈(1)   109 尾沼 未来(1)

ｻｲﾄｳ ｶﾅ ｵﾇﾏ ﾐｸ
  222 山岸 桃己(1)   111 鈴木 夢美(1)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾓﾅﾐ ｽｽﾞｷ ﾕﾒﾐ
  225 湯本 ななみ(1)   106 大久保 華琳(1)

ﾕﾓﾄ ﾅﾅﾐ ｵｵｸﾎﾞ ｶﾘﾝ
 5   2 相森中(B)   262 小林 茉奈佳(1)   1,03.27  4   4 上田第五中(C)   174 岩下 栞(1)   1,01.24 

ｵｵﾓﾘB ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅｶ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳC ｲﾜｼﾀ ｼｵﾘ
  257 沖田 美優(1)   179 杉山 佳乃(2)

ｵｷﾀ ﾐﾕ ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼﾉ
  258 宮川 遥愛(1)   176 小林 輝星(1)

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾊﾙｱ ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾗ
  256 岡 杏奈(1)   171 安達 朋笑(1)

ｱｶ ｱﾝﾅ ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓｴ
 6   4 柳町中(C)   398 中澤 里桜(1)   1,03.41  5   3 長野西部中   282 山口 純玲(3)   1,01.26 

ﾔﾏｷﾞﾏﾁﾁｭｳC ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｵ ﾅｶﾞﾉｾｲﾌﾞﾁｭｳ ﾔﾏｸﾞﾁ ｽﾐﾚ
  401 北村 真穂(1)   285 清水 未来(1)

ｷﾀﾑﾗ ﾏﾎ ｼﾐｽﾞ ﾐﾗｲ
  403 髙森 唯花(1)   283 小林 悠莉(3)

ﾀｶﾓﾘ ﾕｲｶ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾘ
  399 藤倉 かれん(1)   281 原山 美宇(3)

ﾌｼﾞｸﾗ ｶﾚﾝ ﾊﾗﾔﾏ ﾐｳ
 7   7 川中島中(A)   246 宮﨑 千華(3)   1,03.62  6   6 相森中(A)   266 前川 香(2)   1,01.35 

ｶﾜﾅｶｼﾞﾏﾁｭｳA ﾐﾔｻﾞｷ ﾁﾊﾙ ｵｵﾓﾘA ﾏｴｶﾜ ｶｵﾘ
  255 淀 日南子(3)   267 藤沢 香花(2)

ﾖﾄﾞ ﾋﾅｺ ﾌｼﾞｻﾜ ｶﾊﾅ
  253 風間 美海(3)   259 宮尾 美希(2)

ｶｻﾞﾏ ﾐﾐ ﾐﾔｵ ﾐｷ
  244 伊藤 綾音(3)   263 上平 藍加(2)

ｲﾄｳ ｱﾔﾈ ｶﾐﾋﾗ ｱｲｶ
  1 川中島中(B)   247 原 聖葵(2)  7   2 東北中(C)   354 持田 ゆり(1)   1,01.52 

ｶﾜﾅｶｼﾞﾏﾁｭｳB ﾊﾗ ﾏｻｷ 失格 ﾄｳﾎｸﾁｭｳC ﾓﾁﾀﾞ ﾕﾘ
  249 佐藤 亜海(2)   343 岩﨑 結月(1)

ｻﾄｳ ｱﾐ ｲﾜｻｷ ﾕﾂﾞｷ
  254 木村 渚月(2)   351 佐藤 茉唯(1)

ｷﾑﾗ ﾅﾂｷ ｻﾄｳ ﾏﾕ
  245 宮﨑 夏希(1)   356 青柳 佑奈(1)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾅﾂｷ ｱｵﾔｷﾞ ﾕｳﾅ

中学女子

4x100mR

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   5 東北中(B)   358 竹内 結希愛(2)     56.02  1   2 芦原中(A)   104 小林 彩花(2)     54.56 

ﾄｳﾎｸﾁｭｳB ﾀｹｳﾁ ﾕｷｱ ｱｼﾊﾗﾁｭｳA ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ
  359 中島 花梨(2)   108 田中 風紗音(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾘﾝ ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ
  357 大久保 由佳(2)   103 笹崎 絢莉(1)

ｵｵｸﾎﾞ ﾕｶ ｻｻｻﾞｷ ｱﾔﾘ
  346 宮﨑 莉奈(2)   107 中村 睦(2)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾘﾅ ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂﾐ
 2   4 長野東部中(B)   318 保科 真歩(2)     56.91  2   3 東北中(A)   345 宮澤 由紀(3)     54.62 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳB ﾎｼﾅ ﾏﾎ ﾄｳﾎｸﾁｭｳA ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷ
  295 佐藤 あいり(2)   344 宮下 優希菜(2)

ｻﾄｳ ｱｲﾘ ﾐﾔｼﾀ ﾕｷﾅ
  322 廣瀬 文香(2)   352 細尾 咲衣(3)

ﾋﾛｾ ﾌﾐｶ ﾎｿｵ ｻｴ
  317 米澤 笑美(2)   363 北澤 ひなの(2)

ﾖﾈｻﾞﾜ ｴﾐ ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾅﾉ
 3   2 上田第五中(A)   177 小林 楓(1)     58.83  3   5 上田第四中(A)   199 南正覚 史乃(3)     56.19 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳA ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝﾁｭｳA ﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｸ ｼﾉ
  172 下島 遥佳(2)   190 児玉 菜緒(3)

ｼﾓｼﾞﾏ ﾊﾙｶ ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ
  178 城田 美衣奈(2)   188 宮下 智愛(2)

ｼﾛﾀ ﾐｲﾅ ﾐﾔｼﾀ ﾄﾓｱ
  185 柳澤 優羽(1)   187 舘内 彩歌(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ ﾀﾁｳﾁ ｱﾔｶ
 4   1 上田第一中   165 関谷 和香(1)     58.94  4   4 柳町中(B)   389 久田 あおい(2)     56.42 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｲﾁ ｾｷﾔ ﾉﾄﾞｶ ﾔﾏｷﾞﾏﾁﾁｭｳB ﾋｻﾀﾞ ｱｵｲ
  170 髙尾 玲良(1)   402 柳澤 志帆(2)

ﾀｶｵ ﾚｲﾗ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾎ
  168 竹内 夢乃(1)   391 高橋 知夏(2)

ﾀｹｳﾁ ﾕﾒﾉ ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｶ
  167 滝澤 遥香(1)   390 高橋 千笑(2)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾙｶ ﾀｶﾊｼ ﾁｴ
 5   3 上田第四中(B)   193 須崎 菜緒(1)   1,00.16  5   6 信濃小中(B)   219 平塚 美咲(1)     56.52 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝﾁｭｳB ｽｻﾞｷ ﾅｵ ｼﾅﾉｼｮｳﾁｭｳB ﾋﾗﾂｶ ﾐｻｷ
  198 中島 美優(2)   215 山岸 加奈(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕｳ ﾔﾏｷﾞｼ ｶﾅ
  196 前島 遥(1)   213 吉村 麗和(1)

ﾏｴｼﾞﾏ ﾊﾙｶ ﾖｼﾑﾗ ﾚﾅ
  197 池田 萌夏(2)   210 加藤 緋梨(2)

ｲｹﾀﾞ ﾓｴｶ ｶﾄｳ ｱｶﾘ
 6   7 柳町中(A)   397 松橋 祐奈(3)   1,00.23  6   1 上田第五中(B)   175 渋沢 彩乃(3)     56.80 

ﾔﾏｷﾞﾏﾁﾁｭｳA ﾏﾂﾊｼ ﾕｳﾅ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳB ｼﾌﾞｻﾜ ｱﾔﾉ
  400 冨岡 愛(2)   180 西川 亜海(2)

ﾄﾐｵｶ ｱｲ ﾆｼｶﾜ ﾂｸﾞﾐ
  394 小島 怜奈(3)   184 柳澤 華恋(3)

ｺｼﾞﾏ ﾚｲﾅ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾚﾝ
  395 小嶋 咲良(2)   182 藤澤 鈴香(2)

ｺｼﾞﾏ ｻｸﾗ ﾌｼﾞｻﾜ ｽｽﾞｶ
  6 小諸東中(B)  7   7 小諸東中(C)   144 洲﨑 光結(2)   1,01.65 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼB 欠場 ｺﾓﾛﾋｶﾞｼC ｽｻﾞｷ ﾐﾕ
  145 住友 愛佳(2)

ｽﾐﾄﾓ ﾏﾅｶ
  142 加部 すみれ(2)

ｶﾍﾞ ｽﾐﾚ
  150 土屋 杏恋(2)

ﾂﾁﾔ ｱｺ

中学女子

4x100mR



[ 5組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   1 裾花中   233 山本 満里奈(2)     52.25 

ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘﾅ
  240 南澤 胡桃(2)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｸﾙﾐ
  236 相澤 こごみ(3)

ｱｲｻﾞﾜ ｺｺﾞﾐ
  227 伊藤 綾香(3)

ｲﾄｳ ｱﾔｶ
 2   3 小諸東中(A)   149 塚田 菜々(2)     52.45 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼA ﾂｶﾀﾞ ﾅﾅ
  141 下平 涼羽(3)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｽｽﾞﾊ
  148 大塚 七星(3)

ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ
  140 横須賀 玲奈(3)

ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ
 3   4 信濃小中(A)   211 外谷 桐子(3)     52.87 

ｼﾅﾉｼｮｳﾁｭｳA ﾄﾔ ｷﾘｺ
  216 山岸 萌香(3)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾓｴｶ
  208 永原 可那(2)

ﾅｶﾞﾊﾗ ｶﾅ
  214 原山 結衣(2)

ﾊﾗﾔﾏ ﾕｲ
 4   2 信大附属長野中   201 松田 七海(2)     54.90 

ｼﾝﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾅｶﾞﾉﾁｭｳ ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾅﾐ
  205 福野 莉紗(2)

ﾌｸﾉ ﾘｻ
  204 福田 恵理子(2)

ﾌｸﾀﾞ ｴﾘｺ
  206 木田 斐奈子(3)

ｷﾀﾞ ﾋﾅｺ
 5   6 長野東部中(A)   316 武内 美南(3)     55.30 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ﾀｹｳﾁ ﾐﾅﾐ
  294 荒井 未来(3)

ｱﾗｲ ﾐｷ
  300 寺島 玲雅(3)

ﾃﾗｼﾏ ﾚｲｶﾞ
  301 小池 日夏里(3)

ｺｲｹ ﾋｶﾘ
  5 東御東部   330 掛川 実澪(2)

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ｶｹｶﾞﾜ ﾐﾚｲ 失格
  331 古田 真央(3)

ﾌﾙﾀ ﾏｵ
  336 清水 あかね(3)

ｼﾐｽﾞ ｱｶﾈ
  340 堤 ルリ(3)

ﾂﾂﾐ ﾙﾘ

4x100mR
中学女子



   1 裾花中     52.25 山本 満里奈(2) 南澤 胡桃(2) 相澤 こごみ(3) 伊藤 綾香(3)   5   1
   2 小諸東中(A)     52.45 塚田 菜々(2) 下平 涼羽(3) 大塚 七星(3) 横須賀 玲奈(3)   5   2
   3 信濃小中(A)     52.87 外谷 桐子(3) 山岸 萌香(3) 永原 可那(2) 原山 結衣(2)   5   3
   4 芦原中(A)     54.56 小林 彩花(2) 田中 風紗音(3) 笹崎 絢莉(1) 中村 睦(2)   4   1
   5 東北中(A)     54.62 宮澤 由紀(3) 宮下 優希菜(2) 細尾 咲衣(3) 北澤 ひなの(2)   4   2
   6 信大附属長野中     54.90 松田 七海(2) 福野 莉紗(2) 福田 恵理子(2) 木田 斐奈子(3)   5   4
   7 長野東部中(A)     55.30 武内 美南(3) 荒井 未来(3) 寺島 玲雅(3) 小池 日夏里(3)   5   5
   8 東北中(B)     56.02 竹内 結希愛(2) 中島 花梨(2) 大久保 由佳(2) 宮﨑 莉奈(2)   3   1
   9 上田第四中(A)     56.19 南正覚 史乃(3) 児玉 菜緒(3) 宮下 智愛(2) 舘内 彩歌(3)   4   3
  10 柳町中(B)     56.42 久田 あおい(2) 柳澤 志帆(2) 高橋 知夏(2) 高橋 千笑(2)   4   4
  11 信濃小中(B)     56.52 平塚 美咲(1) 山岸 加奈(1) 吉村 麗和(1) 加藤 緋梨(2)   4   5
  12 飯山城北中     56.77 出澤 凛華(3) 小林 涼美(3) 出澤 瑠奈(2) 油科 夏葉(3)   1   1
  13 上田第五中(B)     56.80 渋沢 彩乃(3) 西川 亜海(2) 柳澤 華恋(3) 藤澤 鈴香(2)   4   6
  14 長野東部中(B)     56.91 保科 真歩(2) 佐藤 あいり(2) 廣瀬 文香(2) 米澤 笑美(2)   3   2
  15 上田第五中(A)     58.83 小林 楓(1) 下島 遥佳(2) 城田 美衣奈(2) 柳澤 優羽(1)   3   3
  16 上田第一中     58.94 関谷 和香(1) 髙尾 玲良(1) 竹内 夢乃(1) 滝澤 遥香(1)   3   4
  17 長野東部中(C)     59.59 進藤 真心(3) 神頭 那奈(3) 山田 佳奈(3) 武田 真奈(3)   2   1
  18 犀陵中   1,00.01 中村 來央(1) 関 あおい(1) 髙藤 世那(1) 小池 愛美(1)   1   2
  19 長野東部中(D)   1,00.03 名柄 香里(3) 山﨑 心優(3) 井上 愛美(3) 布利幡 祐美(3)   2   2
  20 上田第四中(B)   1,00.16 須崎 菜緒(1) 中島 美優(2) 前島 遥(1) 池田 萌夏(2)   3   5
  21 芦原中(B)   1,00.19 柳澤 萌(1) 尾沼 未来(1) 鈴木 夢美(1) 大久保 華琳(1)   2   3
  22 柳町中(A)   1,00.23 松橋 祐奈(3) 冨岡 愛(2) 小島 怜奈(3) 小嶋 咲良(2)   3   6
  23 上田第五中(C)   1,01.24 岩下 栞(1) 杉山 佳乃(2) 小林 輝星(1) 安達 朋笑(1)   2   4
  24 長野西部中   1,01.26 山口 純玲(3) 清水 未来(1) 小林 悠莉(3) 原山 美宇(3)   2   5
  25 相森中(A)   1,01.35 前川 香(2) 藤沢 香花(2) 宮尾 美希(2) 上平 藍加(2)   2   6
  26 東北中(C)   1,01.52 持田 ゆり(1) 岩﨑 結月(1) 佐藤 茉唯(1) 青柳 佑奈(1)   2   7
  27 小諸東中(C)   1,01.65 洲﨑 光結(2) 住友 愛佳(2) 加部 すみれ(2) 土屋 杏恋(2)   4   7
  28 須坂東中   1,02.46 安西 真秀(1) 斉藤 花奈(1) 山岸 桃己(1) 湯本 ななみ(1)   1   3
  29 相森中(B)   1,03.27 小林 茉奈佳(1) 沖田 美優(1) 宮川 遥愛(1) 岡 杏奈(1)   1   5
  30 柳町中(C)   1,03.41 中澤 里桜(1) 北村 真穂(1) 髙森 唯花(1) 藤倉 かれん(1)   1   6
  31 川中島中(A)   1,03.62 宮﨑 千華(3) 淀 日南子(3) 風間 美海(3) 伊藤 綾音(3)   1   7

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

中学女子

4x100mR
タイムレース

順位 備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2所属名 都道府県 記録



決勝 6月19日  9:55

大会新              12.33

風速 +3.4

 1 酒井 夢実(1) 高校生     13.44 
ｻｶｲ ﾕﾒﾐ 小諸高

 2 片桐 穂花 一般     13.81 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 望月AC

 3 五味 優花(1) 高校生     13.99 
ｺﾞﾐ ﾕｳｶ 岡谷東高

 4 伊東 海菜美(1) 高校生     14.51 
ｲﾄｳ  ﾐﾅﾐ 上田千曲高
西野入 萌利(2) 高校生
ﾆｼﾉｲﾘ ﾓｴﾘ 上田高

5   160
欠場

4   112

3   164

6   419

2   374

女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 6月19日 11:55

大会新              26.36

風速 +3.7

 1 田中 舞(2) 高校生     28.55 
ﾀﾅｶ ﾏｲ 丸子修学館高

 2 石田 麗奈(2) 高校生     30.51 
ｲｼﾀ ﾞｳﾙﾅ 丸子修学館高

 3 依田 梢(1) 高校生     32.70 
ﾖﾀﾞ ｺｽﾞｴ 上田高
五味 優花(1) 高校生
ｺﾞﾐ ﾕｳｶ 岡谷東高 欠場

2   159

4   112

5   117

3   116

女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 6月19日 13:35

大会新            2,23.38

 1 山口 紗季(1) 高校生   2,34.86 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｷ 上田西高

 2 上原 萌花(2) 高校生   2,39.19 
ｳｴﾊﾗ ﾓｴｶ 岡谷東高

 3 内田 梨湖(2) 高校生   2,46.53 
ｳﾁﾀﾞ ﾘｺ 上田西高

 4 日比 まひろ(1) 高校生   2,49.81 
ﾋﾋﾞ ﾏﾋﾛ 上田高
小林 茉由(1) 高校生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ 岡谷東高
西野入 萌利(2) 高校生
ﾆｼﾉｲﾘ ﾓｴﾘ 上田高

女子

800m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   162

2   114

欠場

5   163

1   161

4   113
欠場

6   160



決勝 6月19日 12:30

大会新               1.46

櫻井 裕梨(1) 高校生 大会タイ
ｻｸﾗｲ ﾕﾘ 野沢北高

記録 備考
1 1   386

- - -  1.46O O O XO XXO XXX

1m40 1m43 1m46 1m49

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



決勝 6月19日  9:30

大会新               5.84

清水 千亜紀(2) 高校生    X   4.50   4.48    4.50 
ｼﾐｽﾞ ﾁｱｷ 丸子修学館高   +2.8   +3.8    +2.8
片桐 穂花 一般    X   4.37    X    4.37 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 望月AC   +2.2    +2.2
中村 咲貴(1) 高校生   3.62   3.86   3.89    3.89 
ﾅｶﾑﾗ ｻｷ 長野南高   +3.0   +2.3   +3.7    +3.7
宮原 真(2) 高校生    -   3.54    X    3.54 
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾏｺﾄ 長野南高   +2.2    +2.2

4 2   324

2 3   374

3 1   325

-5- -6- 記録 備考
1 4   115

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-



決勝 6月19日 11:00

大会新               9.64

米倉 萌実(2) 高校生
ﾖﾈｸﾗ ﾓｴﾐ 長野南高
宮原 真(2) 高校生
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾏｺﾄ 長野南高
山名 咲歩(3) 高校生
ﾔﾏﾅ ｻﾎ 都市大塩尻高

  6.25 

  6.26  6.26

3 2   327
 6.16  6.15  6.25

2 1   324
 5.60   X

-5- -6- 記録 備考
1 3   326

 8.94  9.06  9.09   9.09 

女子

砲丸投(4.000kg)     

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4-



決勝 6月19日  9:30

大会新              32.31

山名 咲歩(3) 高校生
ﾔﾏﾅ ｻﾎ 都市大塩尻高

-5- -6- 記録 備考
1 1   327

13.11   O   O  13.11 

女子

やり投(0.600kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4-



決勝 6月19日 12:30

大会新               1.50

細尾 咲衣(3) 中学生
ﾎｿｵ ｻｴ 東北中
飯島 萌希(3) 中学生
ｲｲｼﾞﾏ ﾓｴｷ 上田第四中
能瀬 麗捺(3) 中学生
ﾉｾ ﾚｲﾅ 東北中
山田 真菜(3) 中学生
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ 櫻ヶ岡
翠川 明日香(3) 中学生
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｱｽｶ 上田第一中
前川 香(2) 中学生
ﾏｴｶﾜ ｶｵﾘ 相森中
宮﨑 夏希(1) 中学生
ﾐﾔｻﾞｷ ﾅﾂｷ 川中島中
松橋 香乃(3) 中学生
ﾏﾂﾊｼ ｶﾉ 柳町中
中村 優月(3) 中学生
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ 川中島中
今野 瑠奈(2) 中学生
ｺﾝﾉ ﾙﾅ 野沢中
城下 理彩子(3) 中学生
ｼﾞｮｳｼﾀ ﾘｻｺ 上田第四中
柳澤 萌(1) 中学生
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾓｴ 芦原中
吉田 珠恩(2) 中学生
ﾖｼﾀﾞ ｼｭｵﾝ 中野平中
山田 はる香(3) 中学生
ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ 裾花中
澤田 伊織(2) 中学生
ｻﾜﾀﾞ ｲｵﾘ 中野平中
吉原 紗英(2) 中学生
ﾖｼﾊﾗ ｻｴ 長野東部中
藤澤 鈴香(2) 中学生
ﾌｼﾞｻﾜ ｽｽﾞｶ 上田第五中
岩下 栞(1) 中学生 記録なし
ｲﾜｼﾀ ｼｵﾘ 上田第五中
滝澤 遥香(1) 中学生 記録なし
ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 上田第一中
福田 葵(1) 中学生 記録なし
ﾌｸﾀﾞ ｱｵｲ 上田第五中
竹内 夢乃(1) 中学生 記録なし
ﾀｹｳﾁ ﾕﾒﾉ 上田第一中
小林 朱里(2) 中学生 記録なし
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾘ 中野平中
関谷 和香(1) 中学生 記録なし
ｾｷﾔ ﾉﾄﾞｶ 上田第一中
戸谷 はるか(3) 中学生 記録なし
ﾄﾔ ﾊﾙｶ 小谷中
小林 輝星(1) 中学生 記録なし
ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾗ 上田第五中
高池 明日香(3) 中学生 欠場
ﾀｶｲｹ ｱｽｶ 柳町中
武内 美南(3) 中学生 欠場
ﾀｹｳﾁ ﾐﾅﾐ 長野東部中

26   316

16   393

27   176
XXX

25   154
- - XXX

9   165
XXX

8   272
XXX

4   168
XXX

3   183
XXX

2   167
XXX

1   174
XXX

 1.15

22   182
- - XXX

16 5   289
XO XXX

 1.20

15 10   280
O XXX  1.15

14 14   232
O XXO XXX

 1.25

13 12   270
O O XXX  1.20

9 17   110
O O XXO XXX

 1.25

9 15   192
O O XXO XXX  1.25

9 13   380
O O XXO XXX

 1.25

9 11   252
O O XXO XXX  1.25

6 18   396
O O O XXX

 1.25

6 7   245
O O O XXX  1.25

6 6   266
O O O XXX

 1.30

5 20   166
- XO XO XXO XXX  1.30

3 24   409
- - O XO XXX

 1.35

3 23   362
- - O XO XXX  1.30

2 21   200
- O O XO O XXX

1m40 1m43 1m46 1m49 1m52 記録 備考
1 19   352

- - - O O XXO XXO XO XXO XXX  1.49

中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35



決勝 6月19日  9:30

大会新               5.28

山岸 萌香(3) 中学生   4.58   4.77   4.77    4.77 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾓｴｶ 信濃小中   +1.7   +2.8   +5.0    +2.8
原山 結衣(2) 中学生   3.04   4.45   3.75    4.45 
ﾊﾗﾔﾏ ﾕｲ 信濃小中   +2.8   +2.6   +1.6    +2.6
武田 真奈(3) 中学生   4.31   4.11   4.40    4.40 
ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅ 長野東部中   +1.7   +1.9   +4.1    +4.1
小池 日夏里(3) 中学生   4.27   4.22   4.33    4.33 
ｺｲｹ ﾋｶﾘ 長野東部中   +1.8   +2.3   +3.1    +3.1
坂根 樺音(2) 中学生   4.32   4.32   4.32    4.32 
ｻｶﾈ ｶﾉﾝ 野沢中   +2.7   +2.4   +2.9    +2.7
兼松 わか菜(3) 中学生   4.17   4.07   4.30    4.30 
ｶﾈﾏﾂ ﾜｶﾅ 櫻ヶ岡   +2.4   +2.8   +2.0    +2.0
佐藤 友南(3) 中学生   4.16   3.80   4.23    4.23 
ｻﾄｳ ﾕﾅ 東北中   +0.9   +2.4   +2.8    +2.8
宮尾 美希(2) 中学生   4.14   3.71   4.23    4.23 
ﾐﾔｵ ﾐｷ 相森中   +1.7   +3.8   +3.8    +3.8
松橋 祐奈(3) 中学生    X   4.06   4.18    4.18 
ﾏﾂﾊｼ ﾕｳﾅ 柳町中   +2.9   +2.3    +2.3
加藤 緋梨(2) 中学生   4.15    X   3.94    4.15 
ｶﾄｳ ｱｶﾘ 信濃小中   +2.7   +1.7    +2.7
大久保 由佳(2) 中学生   4.03   4.08   4.14    4.14 
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｶ 東北中   +1.8   +1.6   +2.3    +2.3
伊藤 綾音(3) 中学生   4.13   3.82   3.98    4.13 
ｲﾄｳ ｱﾔﾈ 川中島中   +2.0   +3.1   +4.2    +2.0
柳澤 優羽(1) 中学生   3.54   3.00   4.11    4.11 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 上田第五中   +2.4   +2.0   +3.0    +3.0
小日向 美波(3) 中学生   4.03   3.82   4.08    4.08 
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾐﾅﾐ 相森中   +2.2   +1.9   +2.9    +2.9
内山 彩夏(3) 中学生   4.08   3.77   3.70    4.08 
ｳﾁﾔﾏ ｻﾔｶ 櫻ヶ岡   +3.3   +1.8   +1.4    +3.3
小泉 優花(2) 中学生   4.04   3.86   3.91    4.04 
ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳｶ 野沢中   +2.1   +2.2   +3.8    +2.1
杉山 佳乃(2) 中学生   3.90   4.02   3.97    4.02 
ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼﾉ 上田第五中   +1.5   +2.4   +2.7    +2.4
佐伯 三葉(1) 中学生   3.95   4.00   4.01    4.01 
ｻｴｷ ﾐﾂﾊﾞ 軽井沢A&AC   +1.4   +1.9   +2.8    +2.8
風間 美海(3) 中学生   3.99   3.99   3.92    3.99 
ｶｻﾞﾏ ﾐﾐ 川中島中   +3.1   +1.5   +1.7    +1.5
藤澤 文(2) 中学生   3.97   3.92   3.43    3.97 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾌﾐ 櫻ヶ岡   +3.0   +3.5   +3.3    +3.0
小林 涼美(3) 中学生   3.87   3.23   3.96    3.96 
ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞﾐ 飯山城北中   +2.9   +1.4   +2.8    +2.8
関 あおい(1) 中学生   3.59   3.40   3.96    3.96 
ｾｷ ｱｵｲ 犀陵中   +3.4   +2.6   +2.3    +2.3
中島 花梨(2) 中学生   3.93   3.92   3.74    3.93 
ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾘﾝ 東北中   +2.9   +2.2   +4.1    +2.9
平塚 美咲(1) 中学生   3.93   3.76   3.86    3.93 
ﾋﾗﾂｶ ﾐｻｷ 信濃小中   +2.9   +0.6   +1.7    +2.9
出澤 瑠奈(2) 中学生    X    X   3.92    3.92 
ﾃﾞｻﾞﾜ ﾙﾅ 飯山城北中   +2.3    +2.3
尾沼 未来(1) 中学生   3.86   3.77   3.90    3.90 
ｵﾇﾏ ﾐｸ 芦原中   +2.6   +2.4   +2.8    +2.8
常川 葉月(3) 中学生   3.85    X    X    3.85 
ﾂﾈｶﾜ ﾊﾂﾞｷ 相森中   +1.3    +1.3
永原 璃桜(1) 中学生    X    X   3.79    3.79 
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾘｵ 信濃小中   +2.2    +2.2
城田 美衣奈(2) 中学生   3.47   3.69   3.78    3.78 
ｼﾛﾀ ﾐｲﾅ 上田第五中   +2.7   +3.5   +3.2    +3.2
宮崎 愛美(1) 中学生   3.48    X   3.75    3.75 
ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾐ 長野東部中   +1.8   +3.1    +3.1
中村 咲喜花(2) 中学生   3.74   3.58   3.57    3.74 
ﾅｶﾑﾗ ｻｷｶ 信大附属長野中   +2.6   +2.9   +3.1    +2.6
原 聖葵(2) 中学生    X   3.73    X    3.73 
ﾊﾗ ﾏｻｷ 川中島中   +1.3    +1.3
進藤 真心(3) 中学生    X   3.69   3.55    3.69 
ｼﾝﾄﾞｳ ﾏｺ 長野東部中   +2.2   +2.0    +2.2
遠藤　心愛(1) 中学生   3.67   3.14   3.58    3.67 
ｴﾝﾄﾞｳ ｺｱ 東御東部   +2.1   +1.6   +3.7    +2.1
中島 美優(2) 中学生   3.56   3.51   3.67    3.67 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕｳ 上田第四中   +2.0   +2.7   +1.8    +1.8
小林 茉友香(2) 中学生   3.52   3.48   3.66    3.66 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕｶ 長野東部中   +2.4   +1.1   +2.3    +2.3
内山 秋音(1) 中学生    X   3.46   3.61    3.61 
ｳﾁﾔﾏ ｱｶﾈ 櫻ヶ岡   +2.4   +3.6    +3.6

37 13   416

35 18   198

36 35   303

33 24   306

34 55   417

30 12   291

31 15   203

32 21   247

27 38   264

28 42   209

29 23   178

24 30   219

25 28   366

26 25   109

21 52   368

22 17   131

23 29   359

18 40   122

19 31   253

20 20   414

15 32   415

16 51   383

17 43   179

12 39   244

13 34   185

14 41   261

9 36   397

10 46   210

11 33   357

6 50   405

7 37   350

8 19   259

3 49   315

4 47   301

5 48   381

-5- -6- 記録 備考
1 54   216
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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-



武田 あゆみ(2) 中学生   3.59    X   3.50    3.59 
ﾀｹﾀﾞ ｱﾕﾐ 長野東部中   +2.3   +2.2    +2.3
中村 來央(1) 中学生   3.32   3.44   3.58    3.58 
ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ 犀陵中   +1.7   +2.1   +2.9    +2.9
蓬田 薫音(2) 中学生   3.39   3.29   3.55    3.55 
ﾖﾓｷﾞﾀﾞ ｶﾉﾝ 東御東部   +4.5   +2.5   +2.0    +2.0
安達 朋笑(1) 中学生   3.53   3.08   3.20    3.53 
ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓｴ 上田第五中   +1.7   +3.0   +2.5    +1.7
諸星 美璃(1) 中学生    X   3.22   3.46    3.46 
ﾓﾛﾎｼ ﾐﾘ 軽井沢A&AC   +2.5   +3.1    +3.1
小林 茉奈佳(1) 中学生   3.40   3.22   3.24    3.40 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅｶ 相森中   +3.7   +3.0   +3.0    +3.7
出澤 凛華(3) 中学生    X   3.31    X    3.31 
ﾃﾞｻﾞﾜ ﾘﾝｶ 飯山城北中   +1.6    +1.6
清水 和音(2) 中学生   3.09   3.30   3.15    3.30 
ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾈ 長野東部中   +3.8   +3.7   +2.9    +3.7
土屋 茉広(1) 中学生   3.05   2.90   3.17    3.17 
ﾂﾁﾔ ﾏﾋﾛ 野沢中   +2.3   +1.7   +2.4    +2.4
中澤 美樹(3) 中学生   3.15   3.06   2.90    3.15 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾐｷ 信濃小中   +3.5   +2.6   +2.2    +3.5
沖田 美優(1) 中学生   2.96   3.05    X    3.05 
ｵｷﾀ ﾐﾕ 相森中   +2.4   +3.1    +3.1
佐藤 茉唯(1) 中学生   2.66    X   2.93    2.93 
ｻﾄｳ ﾏﾕ 東北中   +2.4   +3.0    +3.0
谷口 海羽(1) 中学生   2.92    -    -    2.92 
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐｳ 櫻ヶ岡   +3.1    +3.1
渡邊 美月(1) 中学生   2.75    -    -    2.75 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂｷ 東北中   +3.9    +3.9
山田 彩愛(1) 中学生    X    X   2.67    2.67 
ﾔﾏﾀﾞ ｻｴ 東北中   +2.7    +2.7
藤巻 光(2) 中学生 欠場
ﾌｼﾞﾏｷ ﾋｶﾙ 東北中
高橋 千笑(2) 中学生 欠場
ﾀｶﾊｼ ﾁｴ 柳町中
小泉 有唯(2) 中学生 欠場
ｺｲｽﾞﾐ ｱｲ 小諸東中
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備考
38 26   314

39 14   134

-1- -2- -5- -6-

中学女子

走幅跳
順位 記録所属名 -3- -4-試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名



決勝 6月19日 11:00

大会新              11.56

山田 真菜(3) 中学生
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ 櫻ヶ岡
松本 優花(3) 中学生
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｶ 更北中
佐藤 亜海(2) 中学生
ｻﾄｳ ｱﾐ 川中島中
阿部 佳乃(3) 中学生
ｱﾍﾞ ｶﾉ 柳町中
後藤 優奈(3) 中学生
ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾅ 川中島中
西澤 咲(3) 中学生
ﾆｼｻﾞﾜ ｻｷ 相森中
上平 藍加(2) 中学生
ｶﾐﾋﾗ ｱｲｶ 相森中
洲﨑 光結(2) 中学生
ｽｻﾞｷ ﾐﾕ 小諸東中
藤城 彩花(3) 中学生
ﾌｼﾞｼﾛ ｱﾔｶ 上田第五中
藤沢 香花(2) 中学生
ﾌｼﾞｻﾜ ｶﾊﾅ 相森中
常川 葉月(3) 中学生
ﾂﾈｶﾜ ﾊﾂﾞｷ 相森中
田部 亜美花(2) 中学生
ﾀﾍﾞ ｱﾐｶ 更北中
小嶋 咲良(2) 中学生
ｺｼﾞﾏ ｻｸﾗ 柳町中
山田 佳奈(3) 中学生
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 長野東部中
芹沢 紬(2) 中学生
ｾﾘｻﾞﾜ ﾂﾑｷﾞ 小諸東中
中村 美奈子(1) 中学生
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅｺ 東御東部
五十嵐 凜(1) 中学生
ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾝ 櫻ヶ岡
花﨑 万葉子(1) 中学生
ﾊﾅｻｷ ﾏｱｺ 櫻ヶ岡
小宮山捺美(1) 中学生
ｺﾐﾔﾏ ﾅﾂﾐ 丸子中
上野 愛梨(1) 中学生
ｳｴﾉ ｱｲﾘ 望月AC
清水 奈都紀(1) 中学生
ｼﾐｽﾞ ﾅﾂｷ 望月AC
須藤 日奈子(1) 中学生
ｽﾄﾞｳ ﾋﾅｺ 川中島中
鵜沢 鼓(1) 中学生 欠場
ｳｻﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ 信濃小中
外谷 美敬(1) 中学生 欠場
ﾄﾔ ﾐﾉﾘ 信濃小中
小日向 美波(3) 中学生 欠場
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾐﾅﾐ 相森中
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-5- -6- 記録 備考
1 25   409

 9.00  8.65  8.70   9.00 

中学女子

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4-



決勝 6月19日 12:30

大会新              42.10

松本 優花(3) 中学生
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｶ 更北中
藤沢 香花(2) 中学生
ﾌｼﾞｻﾜ ｶﾊﾅ 相森中
須崎 菜緒(1) 中学生
ｽｻﾞｷ ﾅｵ 上田第四中
小嶋 咲良(2) 中学生
ｺｼﾞﾏ ｻｸﾗ 柳町中
鈴木 葵衣(1) 中学生
ｽｽﾞｷ ｱｵｲ 長野東部中
小島 怜奈(3) 中学生
ｺｼﾞﾏ ﾚｲﾅ 柳町中
田部 亜美花(2) 中学生
ﾀﾍﾞ ｱﾐｶ 更北中
今井 陽奈美(3) 中学生
ｲﾏｲ ﾋﾅﾐ 東北中
若林 咲良(2) 中学生
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻｸﾗ 上田第四中
前島 遥(1) 中学生
ﾏｴｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 上田第四中
鵜沢 鼓(1) 中学生
ｳｻﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ 信濃小中
外谷 美敬(1) 中学生 欠場
ﾄﾔ ﾐﾉﾘ 信濃小中
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中学女子
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決勝
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