
　 第32回東信小学生陸上競技大会
　 　主催　東信地区陸上競技協会
　 　場所　佐久総合運動公園陸上競技場
　

記録集 2016/05/21

気象状況
時刻 天候 風 気温 湿度

 9:00 晴れ 西  1.1m/sec.  20.5 ℃  40.0 %
10:00 晴れ 北北西  1.7m/sec.  21.5 ℃  42.0 %
11:00 晴れ 南東  1.6m/sec.  22.5 ℃  43.0 %
12:00 晴れ 北西  1.4m/sec.  23.5 ℃  43.0 %
14:00 晴れ 北  1.9m/sec.  25.0 ℃  47.0 %
15:00 晴れ 北西  1.5m/sec.  25.0 ℃  47.0 %
16:00 晴れ 北西  2.0m/sec.  24.0 ℃  46.0 %

この大会で樹立された記録



第32回東信小学生陸上競技大会   
　主催　東信地区陸上競技協会   
　場所　佐久総合運動公園陸上競技場 

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】202030  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
05/21 ｵｰﾌﾟﾝ女子  -0.1 堀内 涼華(5) 16.28 長谷 百花(5) 16.66 田中 奏(4) 17.07 井出 優奈(4) 17.46 東海林 優心花(4 17.65 仲宗根 椿(4) 19.13 伊藤 桃花(4) 19.17 大森 萌衣(4) 20.41

１００ｍ 小学校･佐久平浅間 小学校･佐久平浅間 小学校･望月AC 小学校･T&F佐久平 小学校･T&F佐久平 小学校･水明AC 小学校･浅科AC 小学校･浅科AC
05/21 小共通女子 牧内 大華(5) 3,15.59 林 真由(6) 3,26.35 市川 笑花(6) 3,26.89 鈴木 菜生(6) 3,28.41 橋詰 史歩(5) 3,31.50 田丸 純望(6) 3,35.35 牧野 心(6) 3,41.56 中島 優菜(6) 3,42.08

１０００ｍ 小学校･腰越JSC 小学校･真田ｸﾗﾌﾞ 小学校･T&F佐久平 小学校･真田ｸﾗﾌﾞ 小学校･真田ｸﾗﾌﾞ 小学校･佐久穂小 小学校･岸野小 小学校･美南ｶﾞ丘小
05/21 柏木 萌(6) 14.00 中嶋 愛佳(6) 14.06 鈴木 天音(6) 16.03 荻原 佳那(5) 16.08 漆山 莉里花(6) 17.01 漆原 衣咲(5) 17.41 掛川 葵乙(6) 18.38 宮内 愛(6) 19.79

８０ｍＨ 小学校･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学校･軽井沢A&AC 小学校･軽井沢A&AC 小学校･軽井沢A&AC 小学校･御代田南小 小学校･軽井沢A&AC 小学校･坂の上小 小学校･坂の上小
05/21 菊池 起良里(6) 1.00 矢野 咲帆(5) 0.95 薩田 こゆき(6) 0.95

走高跳 小学校･南牧北小 小学校･南牧南小 小学校･南牧北小
05/21 大森 里香(6) 4.63(+2.6) 田中 葵(6) 3.74(-0.5) 土屋 遥菜 3.52(+1.0) 吉田 芭菜(6) 3.51(0.0) 矢島 果歩(6) 3.42(+2.0) 小林優芽乃(6)3.33(+2.9) 田中 季菜(6) 3.23(+0.5) 井出 柚羽(6) 3.07(+3.2)

走幅跳 小学校･軽井沢A&AC 小学校･望月AC 小学校･小海小 小学校･かるとうぶ 小学校･中佐都小 小学校･西部小 小学校･真田ﾏﾗｿﾝ教室 小学校･南牧北小
05/21 岩月 陽菜乃(6) 39.95 佐藤 美羽(6) 35.83 菊池 萌花(6) 19.84

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学校･平根小 小学校･坂の上小 小学校･南相木小
05/21 小学女子 T&F佐久平  58.06 滋野小  1,00.24 浅科AC  1,03.51 小諸東(B)  1,03.62 田口小  1,04.12 小諸東(A)  1,05.17 南牧南小  1,12.04

４×１００ｍＲ 冨岡 桃花(6) 田口 雅(6) 丸山 愛夏(6) 柳澤 瑠那(5) 萩原 碧玖(6) 日高 鈴(6) 吉澤 美咲(5)
竹花 碧乃(6) 三輪 希々葉(6) 角地 乃亜(6) 塩川 倭央(5) 岩下 瑠衣(6) 吉澤 歩希(6) 吉澤 結女(5)
倉根  慧(6) 栁沢 栞奈(6) 内藤 彩歌(6) 井出 千夏(6) 井出 英恵(6) 関谷 有加(6) 長林 梨紗(5)
大鹿 愛和(6) 馬場 風花(6) 中里 さくら(6) 小林 花(6) 上原 杏鈴(6) 佐藤 遥(6) 新海 彩菜恵(5)

05/21 小6女子 荻原 希乃愛(6) 小学校･西部小 14.97 吉田 七海(6) 15.03 森 美陽(6) 15.07 栁澤 凛(6) 15.09 竹岡 古琴(6) 15.10 池田 響(6) 15.11 木内 星那(6) 15.23
１００ｍ 中村 仁子(6) 小学校･かるとうぶ 小学校･中込小 小学校･岸野小 小学校･臼田小 小学校･軽井沢A&AC 小学校･坂の上小 小学校･佐久穂小

05/21 小5女子 長谷川 美玖(5) 14.78 佐伯 風帆(5) 15.00 三浦 彩稀(5) 15.33 金田 麗花(5) 15.61 油井 詩音(5) 15.74 吉田 未旅(5) 15.94 岡田 莉歩(5) 16.13 今井 希実(5) 16.34
１００ｍ 小学校･軽井沢A&AC 小学校･軽井沢A&AC 小学校･上田市立西小 小学校･真田ﾏﾗｿﾝ教室 小学校･佐久東 小学校･かるとうぶ 小学校･西部小 小学校･上田JSC



決勝 5月21日 10:00

県小新  13.46
大会新  14.4

[ 1組] 風速 +1.3 [ 2組] 風速 +2.3

 1 佐伯 風帆(5) 小学校  15.00  1 長谷川 美玖(5) 小学校  14.78 
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢A&AC ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 軽井沢A&AC

 2 三浦 彩稀(5) 小学校  15.33  2 金田 麗花(5) 小学校  15.61 
ﾐｳﾗ ｻｷ 上田市小林優3.33(+2 ｶﾈﾀﾞ ﾚｲｶ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

 3 今井 希実(5) 小学校  16.34  3 吉田 未旅(5) 小学校  15.94 
ｲﾏｲ ﾉｿﾞﾐ 上田JSC ﾖｼﾀﾞ ﾐﾀﾋﾞ かるとうぶ

 4 雫田 陽向(5) 小学校  16.36  4 岡田 莉歩(5) 小学校  16.13 
ｼｽﾞｸﾀﾞ ﾋﾅﾀ 田中小 ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 西部小

 5 関 七生(5) 小学校  16.41  5 柳澤 智穂(5) 小学校  16.39 
ｾｷ ﾅﾅﾐ 北御牧小 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁﾎ 御代田南小

 6 谷口 里緒(5) 小学校  16.64  6 清水 彩莉(5) 小学校  16.89 
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｵ 水明AC ｼﾐｽﾞ ｻﾘ 水明AC

 7 小林 愛実(5) 小学校  17.43  7 山浦 亜由香(5) 小学校  17.39 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾐ 野沢小 ﾔﾏｳﾗ ｱﾕｶ 立科小

[ 3組] 風速 +0.6

 1 油井 詩音(5) 小学校  15.74 
ﾕｲ ｼｵﾝ 佐久東

 2 赤尾 こそら(5) 小学校  16.41 
ｱｶｵ ｺｿﾗ 北御牧小

 3 中島 千花(5) 小学校  16.51 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾁｶ 水明AC

 4 市川 奈瑠(5) 小学校  16.84 
ｲﾁｶﾜ ﾅﾙ 野沢小

 5 遠藤 沙那(5) 小学校  17.11 
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾅ 西部小
今泉 継美(5) 小学校
ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾂｸﾞﾐ 和田小
木内 柚乃(5) 小学校
ｷｳﾁ ﾕｽﾞﾉ 佐久平浅間

小5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
5  25 8  30

4  83 3  88

6  82 5  17

2  135 7  98

7  181 4  39

3  92 2  91

8  189 6  190

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  49

3  183

4  93

7  188

6  97

2  191
欠場

5  56
欠場



 1 長谷川 美玖(5) 小学校 軽井沢A&AC  14.78 (+2.3)  2  1
 2 佐伯 風帆(5) 小学校 軽井沢A&AC  15.00 (+1.3)  1  1
 3 三浦 彩稀(5) 小学校 上田市立西小  15.33 (+1.3)  1  2
 4 金田 麗花(5) 小学校 真田ﾏﾗｿﾝ教室  15.61 (+2.3)  2  2
 5 油井 詩音(5) 小学校 佐久東  15.74 (+0.6)  3  1
 6 吉田 未旅(5) 小学校 かるとうぶ  15.94 (+2.3)  2  3
 7 岡田 莉歩(5) 小学校 西部小  16.13 (+2.3)  2  4
 8 今井 希実(5) 小学校 上田JSC  16.34 (+1.3)  1  3
 9 雫田 陽向(5) 小学校 田中小  16.36 (+1.3)  1  4

 10 柳澤 智穂(5) 小学校 御代田南小  16.39 (+2.3)  2  5
 11 赤尾 こそら(5) 小学校 北御牧小  16.41 (+0.6)  3  2
 11 関 七生(5) 小学校 北御牧小  16.41 (+1.3)  1  5
 13 中島 千花(5) 小学校 水明AC  16.51 (+0.6)  3  3
 14 谷口 里緒(5) 小学校 水明AC  16.64 (+1.3)  1  6
 15 市川 奈瑠(5) 小学校 野沢小  16.84 (+0.6)  3  4
 16 清水 彩莉(5) 小学校 水明AC  16.89 (+2.3)  2  6
 17 遠藤 沙那(5) 小学校 西部小  17.11 (+0.6)  3  5
 18 山浦 亜由香(5) 小学校 立科小  17.39 (+2.3)  2  7
 19 小林 愛実(5) 小学校 野沢小  17.43 (+1.3)  1  7

小5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 組 順位
 30
 25
 83
 88
 49
 17
 98
 82

 135

 91
 97

 190
 189

 39
 183
 181
 93
 92

 188



決勝 5月21日 10:30

県小新  13.39
大会新  13.7

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 +2.7

 1 鴨志田 栞(6) 小学校  15.47  1 荻原 希乃愛(6) 小学校  14.97 
ｶﾓｼﾀﾞ ｼｵﾘ 西部小 ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 西部小

 2 山中 杏珠(6) 小学校  15.49  2 池田 響(6) 小学校  15.11 
ﾔﾏﾅｶ ｱﾝｼﾞｭ 川上第小林優3.33(+2 ｲｹﾀﾞ ｷｮｳ 坂の上小

 3 滝澤 奏菜(6) 小学校  15.88  3 木内 星那(6) 小学校  15.23 
ﾀｷｻﾞﾜ ｿﾅ 真田ﾏﾗｿﾝ教室 ｷｳﾁ ｾｲﾅ 佐久穂小

 4 由井 陽琴(6) 小学校  15.96  4 甘利 未珠咲(6)  小学校  16.18 
ﾕｲ ﾋｺﾄ 南相木小 ｱﾏﾘ ﾐｽﾞｷ 小諸東小

 5 緑川 美咲(6) 小学校  16.25  5 中島 未也美(6) 小学校  16.21 
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾐｻｷ 田中小 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾔﾋﾞ 中込小

 6 金澤 小晴(6) 小学校  16.46  6 土屋 陽花(6) 小学校  16.49 
ｶﾅｻﾞﾜ ｺﾊﾙ 中込小 ﾂﾁﾔ ﾊﾙｶ 望月小

 7 髙見澤 双葉(6) 小学校  16.56  7 森泉 妃奈(6) 小学校  16.53 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ﾌﾀﾊﾞ 南牧北小 ﾓﾘｲｽﾞﾐ ﾋﾅ 高瀬小

 8 竹花 望来(6) 小学校  16.60  8 髙見澤 優芽(6) 小学校  17.97 
ﾀｹﾊﾅ ﾐｸﾙ 望月小 ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ﾕﾒ 南牧北小

[ 3組] 風速 +1.3 [ 4組] 風速 +0.5

 1 森 美陽(6) 小学校  15.07  1 中村 仁子(6) 小学校  14.97 
ﾓﾘ ﾐﾊﾙ 岸野小 ﾅｶﾑﾗ ﾆｺ かるとうぶ

 2 手塚 菜々(6) 小学校  15.51  2 吉田 七海(6) 小学校  15.03 
ﾃﾂﾞｶ ﾅﾅ 望月小 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ 中込小

 3 細田 怜奈(6) 小学校  15.67  3 栁澤 凛(6) 小学校  15.09 
ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ 田中小 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘﾝ 臼田小

 4 関口 あすか(6) 小学校  15.97  4 竹岡 古琴(6) 小学校  15.10 
ｾｷｸﾞﾁ ｱｽｶ 坂の上小 ﾀｹｵｶ ｺﾄ 軽井沢A&AC

 5 佐藤 静奈(6) 小学校  16.07  5 竹之内 愛奈(6) 小学校  15.70 
ｻﾄｳ ｼｽﾞﾅ 西部小 ﾀｹﾉｳﾁ ｱｲﾅ 野岸小

 6 堀内 若葉(6) 小学校  16.36  6 笹澤 弥華瑠(6) 小学校  19.25 
ﾎﾘｳﾁ ﾜｶﾊﾞ 北御牧小 ｻｻｻﾞﾜ ﾐﾊﾙ 北御牧小

 7 青木 葉月(6) 小学校  16.77 小宮山 麗夢(6) 小学校
ｱｵｷ ﾊﾂﾞｷ 御代田南小 ｺﾐﾔﾏ ﾚﾑ 田中小

小6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  100 6  99

7  107 2  63

9  89 3  58

8  142 7  79

4  137 4  125

2  124 8  180

3  159 9  42

5  179 5  160

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  20 6  18

8  175 2  121

7  134 4  19

4  60 8  28

3  101 7  187

5  185 5  182

6  35 3  136
欠場



 1 荻原 希乃愛(6) 小学校 西部小  14.97 (+2.7)  2  1
 1 中村 仁子(6) 小学校 かるとうぶ  14.97 (+0.5)  4  1
 3 吉田 七海(6) 小学校 中込小  15.03 (+0.5)  4  2
 4 森 美陽(6) 小学校 岸野小  15.07 (+1.3)  3  1
 5 栁澤 凛(6) 小学校 臼田小  15.09 (+0.5)  4  3
 6 竹岡 古琴(6) 小学校 軽井沢A&AC  15.10 (+0.5)  4  4
 7 池田 響(6) 小学校 坂の上小  15.11 (+2.7)  2  2
 8 木内 星那(6) 小学校 佐久穂小  15.23 (+2.7)  2  3
 9 鴨志田 栞(6) 小学校 西部小  15.47 (+0.1)  1  1

 10 山中 杏珠(6) 小学校 川上第二小  15.49 (+0.1)  1  2
 11 手塚 菜々(6) 小学校 望月小  15.51 (+1.3)  3  2
 12 細田 怜奈(6) 小学校 田中小  15.67 (+1.3)  3  3
 13 竹之内 愛奈(6) 小学校 野岸小  15.70 (+0.5)  4  5
 14 滝澤 奏菜(6) 小学校 真田ﾏﾗｿﾝ教室  15.88 (+0.1)  1  3
 15 由井 陽琴(6) 小学校 南相木小  15.96 (+0.1)  1  4
 16 関口 あすか(6) 小学校 坂の上小  15.97 (+1.3)  3  4
 17 佐藤 静奈(6) 小学校 西部小  16.07 (+1.3)  3  5
 18 甘利 未珠咲(6) 小学校 小諸東小  16.18 (+2.7)  2  4
 19 中島 未也美(6) 小学校 中込小  16.21 (+2.7)  2  5
 20 緑川 美咲(6) 小学校 田中小  16.25 (+0.1)  1  5
 21 堀内 若葉(6) 小学校 北御牧小  16.36 (+1.3)  3  6
 22 金澤 小晴(6) 小学校 中込小  16.46 (+0.1)  1  6
 23 土屋 陽花(6) 小学校 望月小  16.49 (+2.7)  2  6
 24 森泉 妃奈(6) 小学校 高瀬小  16.53 (+2.7)  2  7
 25 髙見澤 双葉(6) 小学校 南牧北小  16.56 (+0.1)  1  7
 26 竹花 望来(6) 小学校 望月小  16.60 (+0.1)  1  8
 27 青木 葉月(6) 小学校 御代田南小  16.77 (+1.3)  3  7
 28 髙見澤 優芽(6) 小学校 南牧北小  17.97 (+2.7)  2  8
 29 笹澤 弥華瑠(6) 小学校 北御牧小  19.25 (+0.5)  4  6

小6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 組 順位
 99
 18

 121
 20
 19
 28
 63
 58

 100
 107
 175
 134
 187
 89

 142
 60

 101
 79

 125
 137

 35
 160
 182

 185
 124
 180
 42

 159
 179



決勝 5月21日 11:20

県小新            3,03.46
大会新            3,12.7

 1 牧内 大華(5) 小学校   3,15.59 
ﾏｷｳﾁ ﾋﾛｶ 腰越JSC

 2 林 真由(6) 小学校   3,26.35 
ﾊﾔｼ ﾏﾕ 真田ｸ小林優3.33(+2

 3 市川 笑花(6) 小学校   3,26.89 
ｲﾁｶﾜ  ｴﾐｶ T&F佐久平

 4 鈴木 菜生(6) 小学校   3,28.41 
ｽｽﾞｷ ﾅｵ 真田ｸﾗﾌﾞ

 5 橋詰 史歩(5) 小学校   3,31.50 
ﾊｼｽﾞﾒ ｼﾎ 真田ｸﾗﾌﾞ

 6 田丸 純望(6) 小学校   3,35.35 
ﾀﾏﾙ ｱﾔﾐ 佐久穂小

 7 牧野 心(6) 小学校   3,41.56 
ﾏｷﾉ ｺｺﾛ 岸野小

 8 中島 優菜(6) 小学校   3,42.08 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾅ 美南ｶﾞ丘小

 9 竹内 玲愛(6) 小学校   3,43.13 
ﾀｹｳﾁ ﾚｱ 岩村田小

10 田口 恋愛(6) 小学校   3,43.31 
ﾀｸﾞﾁ ﾚｱ 川上第二小

11 酒井 あいか(5) 小学校   3,45.64 
ｻｶｲ ｱｲｶ あさまねSC

12 鈴木 花梨(6) 小学校   3,46.55 
ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 田口小

13 伊藤 紅葉(6) 小学校   3,47.28 
ｲﾄｳ ｸﾚﾊ 南相木小

14 浅沼 花歩(6) 小学校   3,56.14 
ｱｻﾇﾏ ｶﾎ 御代田南小

15 篠原 可奈(6) 小学校   3,57.19 
ｼﾉﾊﾗ ｶﾅ 青沼小

16 石垣 美心(5) 小学校   3,58.18 
ｲｼｶﾞｷ  ﾐﾋﾛ T&F佐久平

17 倉島 佳世(5) 小学校   4,00.57 
ｸﾗｼﾏ ｶﾖ 上田市立西小

18 相馬 伽音(6) 小学校   4,02.89 
ｿｳﾏ ｶﾉﾝ 和田小

19 山本 絢愛(6) 小学校   4,03.40 
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾒ 南牧南小

20 小林 彩華(5) 小学校   4,05.71 
ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾛﾊ 望月小

21 依田 凜夏(6) 小学校   4,14.39 
ﾖﾀﾞ ﾘﾝｶ 望月小

22 白井 まお(5) 小学校   4,16.39 
ｼﾗｲ ﾏｵ 御代田南小

23 内藤 愛絵(6) 小学校   4,21.30 
ﾅｲﾄｳ ﾏﾅｴ 中込小

24 佐々木 涙璃(5) 小学校   4,24.79 
ｻｻｷ ﾙｲﾘ 美南ｶﾞ丘小

25 新海 多恵(6) 小学校   4,28.12 
ｼﾝｶｲ ﾀｴ 川上第一小
森泉 妃奈(6) 小学校
ﾓﾘｲｽﾞﾐ ﾋﾅ 高瀬小

4   105

3    42
欠場

19   126

12   161

24   174

1    38

6   147

16   176

20    84

9   192

17   103

22     9

23   138

15    36

26    15

8   133

7    23

25   108

18    21

10   162

21    85

2    57

14     7

11    87

5    43

13    86

小共通女子

１０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月21日  9:30

県小新              13.26
大会新              15.3

[ 1組] 風速 +1.4 [ 2組] 風速 +0.3

 1 柏木 萌(6) 小学校     14.00  1 中嶋 愛佳(6) 小学校     14.06 
ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ 軽井沢A&AC

 2 鈴木 天音(6) 小学校     16.03  2 漆山 莉里花(6) 小学校     17.01 
ｽｽﾞｷ  ｱﾏﾈ 軽井沢小林優3.33(+2 ｳﾙｼﾔﾏ ﾘﾘｶ 御代田南小

 3 荻原 佳那(5) 小学校     16.08  3 漆原 衣咲(5) 小学校     17.41 
ｵｷﾞﾊﾗ ｶﾅ 軽井沢A&AC ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 軽井沢A&AC

 4 掛川 葵乙(6) 小学校     18.38  4 宮内 愛(6) 小学校     19.79 
ｶｹｶﾞﾜ ｱｵｲ 坂の上小 ﾐﾔｳﾁ ﾏﾅ 坂の上小

 5 林 さくら(6) 小学校     19.89  5 原 栞乃子(6) 小学校     23.42 
ﾊﾔｼ ｻｸﾗ 岸野小 ﾊﾗ ｶﾉｺ 川上第一小

 6 油井 楓(6) 小学校     22.26 
ﾕｲ ｶｴﾃﾞ 川上第一小

小共通女子

８０ｍＨ

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
2    44 4    29

7    31 6    34

3    24 2    26

5    59 5    61

6    22 3   104

4   106



   1 柏木 萌(6) 小学校 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     14.00 (+1.4)   1   1
   2 中嶋 愛佳(6) 小学校 軽井沢A&AC     14.06 (+0.3)   2   1
   3 鈴木 天音(6) 小学校 軽井沢A&AC     16.03 (+1.4)   1   2
   4 荻原 佳那(5) 小学校 軽井沢A&AC     16.08 (+1.4)   1   3
   5 漆山 莉里花(6) 小学校 御代田南小     17.01 (+0.3)   2   2
   6 漆原 衣咲(5) 小学校 軽井沢A&AC     17.41 (+0.3)   2   3
   7 掛川 葵乙(6) 小学校 坂の上小     18.38 (+1.4)   1   4
   8 宮内 愛(6) 小学校 坂の上小     19.79 (+0.3)   2   4
   9 林 さくら(6) 小学校 岸野小     19.89 (+1.4)   1   5
  10 油井 楓(6) 小学校 川上第一小     22.26 (+1.4)   1   6
  11 原 栞乃子(6) 小学校 川上第一小     23.42 (+0.3)   2   5

小共通女子

８０ｍＨ
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
   44
   29
   31
   24

  104

   34
   26
   59
   61
   22
  106



決勝 5月21日 11:40

県小新              53.96
大会新              56.3

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 T&F佐久平    14 冨岡 桃花(6)     58.06 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ﾄﾐｵｶ  ﾓﾓｶ
   12 竹花 碧乃(6)

ﾀｹﾊﾅ  小林優3.33(+2.9)
   10 倉根  慧(6)

ｸﾗﾈ  ｹｲ
   11 大鹿 愛和(6)

ｵｵｼｶ  ﾏﾅ
 2   7 滋野小    65 田口 雅(6)   1,00.24 

ｼｹﾞﾉｼｮｳ ﾀｸﾞﾁ ﾐﾔﾋﾞ
   64 三輪 希々葉(6)

ﾐﾜ ﾉﾉﾊ
   67 栁沢 栞奈(6)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾅ
   66 馬場 風花(6)

ﾊﾞﾊﾞ ﾌｳｶ
 3   4 浅科AC   115 丸山 愛夏(6)   1,03.51 

ｱｻｼﾅｴｰｼｰ ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾅｶ
  114 角地 乃亜(6)

ｶｸﾁ ﾉｱ
  120 内藤 彩歌(6)

ﾅｲﾄｳ ｱﾔｶ
  119 中里 さくら(6)

ﾅｶｻﾞﾄ ｻｸﾗ
 4   8 小諸東(B)    78 柳澤 瑠那(5)   1,03.62 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼB ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾙﾅ
   72 塩川 倭央(5)

ｼｵｶﾜ ｲｵ
   71 井出 千夏(6)

ｲﾃﾞ ﾁﾅﾂ
   76 小林 花(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ
 5   5 田口小   132 萩原 碧玖(6)   1,04.12 

ﾀｸﾞﾁｼｮｳ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐｸ
  130 岩下 瑠衣(6)

ｲﾜｼﾀ ﾙｲ
  129 井出 英恵(6)

ｲﾃﾞ ﾊﾅｴ
  131 上原 杏鈴(6)

ｳｴﾊﾗ ｱｽﾞ
 6   6 小諸東(A)    77 日高 鈴(6)   1,05.17 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼA ﾋﾀﾞｶ ｽｽﾞ
   74 吉澤 歩希(6)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾎﾏﾚ
   73 関谷 有加(6)

ｾｷﾔ ﾕｳｶ
   75 佐藤 遥(6)

ｻﾄｳ ﾊﾙｶ
 7   3 南牧南小   145 吉澤 美咲(5)   1,12.04 

ﾐﾅﾐﾏｷﾐﾅﾐ ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｻｷ
  144 吉澤 結女(5)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾕﾒ
  149 長林 梨紗(5)

ﾅｶﾞﾊﾞﾔｼ ﾘｻ
  148 新海 彩菜恵(5)

ｼﾝｶﾞｲ ｻﾅｴ

小学女子

４×１００ｍＲ

決勝



決勝 5月21日  9:30

県小新               1.35
大会新               1.30

菊池 起良里(6) 小学校
ｷｸﾁ  ｷﾗﾘ 南牧北小
矢野 咲帆(5) 小学校
ﾔﾉ ｻﾎ 小林優3.33(+2.9)
薩田 こゆき(6) 小学校
ｻｯﾀ  ｺﾕｷ 南牧北小

小共通女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 m90 m95 1m00 1m05 記録 備考
1 2   153

O O XXO XXX  1.00

2 3   150
O O XXX  0.95

3 1   155
O XXO XXX  0.95



決勝 5月21日 11:30

県小新               4.50
大会新               4.26

大森 里香(6) 小学校    X   4.63   4.41    4.63 
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 軽井沢A&AC   +2.6   +1.9    +2.6
田中 葵(6) 小学校    X   3.74   3.72    3.74 
ﾀﾅｶ ｱｵｲ 望小林優3.33(+2.9)   -0.5   +1.9    -0.5
土屋 遥菜 小学校   3.33   3.39   3.52    3.52 
ﾂﾁﾔ ﾊﾙﾅ 小海小   -0.8   +1.1   +1.0    +1.0
吉田 芭菜(6) 小学校   3.51   2.90   2.89    3.51 
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾅ かるとうぶ    0.0   +0.5   +1.8     0.0
矢島 果歩(6) 小学校    X   3.42   3.28    3.42 
ﾔｼﾞﾏ ｶﾎ 中佐都小   +2.0   +3.1    +2.0
小林 優芽乃(6) 小学校   3.21   3.33   2.34    3.33 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒﾉ 西部小   +1.1   +2.9   +1.7    +2.9
田中 季菜(6) 小学校   3.13   3.23    X    3.23 
ﾀﾅｶ ｷﾅ 真田ﾏﾗｿﾝ教室   +0.2   +0.5    +0.5
井出 柚羽(6) 小学校    X   3.07    X    3.07 
ｲﾃﾞ  ﾕｽﾞﾊ 南牧北小   +3.2    +3.2
宮嶋 佑月(6) 小学校   2.89    X   2.63    2.89 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕﾂﾞｷ 中込小   -0.7   +1.2    -0.7
菅沼 花菜(6) 小学校    X   2.88   2.55    2.88 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ 望月小   +1.9   +0.7    +1.9
上村 暖花(5) 小学校   2.87   2.67   2.61    2.87 
ｳｴﾑﾗ  ﾎﾉｶ 南牧北小    0.0   +1.1    0.0     0.0
曾我 凪紗(6) 小学校    X   2.45   2.56    2.56 
ｿｶﾞ ﾅｷﾞｻ 望月小   +1.1   +0.4    +0.4
竹中 なぎさ(5) 小学校   2.52   2.15   2.52    2.52 
ﾀｹﾅｶ ﾅｷﾞｻ 御代田南小   +0.4   +1.9   +3.2    +0.4

小共通女子

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 13    27

2 12   171

3 10    70

4 2    16

5 4   128

6 7   102

7 9    90

8 5   152

9 11   123

10 6   177

13 3    37

11 1   157

12 8   178



決勝 5月21日 11:00

岩月 陽菜乃(6) 小学校
ｲﾜﾂｷ ﾋﾅﾉ 平根小
佐藤 美羽(6) 小学校
ｻﾄｳ ﾐｳ 坂の上小
菊池 萌花(6) 小学校
ｷｸﾁ ﾓｴｶ 小林優3.33(+2.9)

小共通女子

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 2   165

  O   O 39.95  39.95 

2 3    62
  O   O 35.83

3 1   141
  O   O 19.84  19.84 

 35.83 



決勝 5月21日 10:50

県高新              12.09
大会新              12.40

風速 -0.1

 1 堀内 涼華(5) 小学校     16.28 
ﾎﾘｳﾁ ｽｽﾞｶ 佐久平浅間

 2 長谷 百花(5) 小学校     16.66 
ﾊｾ ﾓﾓｶ 佐久平浅間

 3 田中 奏(4) 小学校     17.07 
ﾀﾅｶ ｶﾅﾃﾞ 望月AC

 4 井出 優奈(4) 小学校     17.46 
ｲﾃﾞ  ﾕﾅ T&F佐久平

 5 東海林 優心花(4)小学校     17.65 
ﾄｳｶｲﾘﾝ  ﾕﾐｶ T&F佐久平

 6 仲宗根 椿(4) 小学校     19.13 
ﾅｶｿﾈ ﾂﾊﾞｷ 水明AC

 7 伊藤 桃花(4) 小学校     19.17 
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 浅科AC

 8 大森 萌衣(4) 小学校     20.41 
ｵｵﾓﾘ ﾒｲ 浅科AC

7   110

8   118

4    13

1    94

6   172

2     1

5    55

3    54

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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