
第45回東信地区陸上競技選手権大会
大会コード 17170521 記録集

　開催期日　　平成29年8月20日
　主催　東信地区陸上競技協会　
　後援　佐久地教委連絡協議会　上小地教委連絡協議会　
　競技場名 佐久総合運動公園陸上競技場 コード　１７２０６０
　審判長　 細田　完二(トラック)　由井正巳(ﾌｨｰﾙﾄﾞ)
　記録主任 山野井宏彰
　

気象状況 2016/08/28
時刻 天候 湿度

 9:00 曇り 南東   0.4m/sec.  25.5 ℃  65.0 %
10:00 曇り 南西   1.7m/sec.  24.5 ℃  72.0 %
11:00 曇り 南西   1.7m/sec.  26.0 ℃  69.0 %
12:00 曇り 南南西   4.7m/sec.  25.5 ℃  69.0 %
13:00 曇り 南西   2.8m/sec.  26.5 ℃  73.0 %
14:00 曇り 南西   3.8m/sec.  25.5 ℃  68.0 %
15:00 曇り 西   2.0m/sec.  25.5 ℃  68.0 %
16:00 曇り 南西   3.4m/sec. 25.0 ℃  72.0 %

本大会で樹立された記録
1 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 選手名(学年） 所属 記録
2 女子1500m 決 梅村 菜々子(2) 上田高 4,52.22 大会新
3 決 日比 まひろ(2) 上田高 5,02.75 大会新
4 中学女子走高跳 決 市村 彩美(2) 軽井沢A&AC 1.60 大会新
5 決 坂根 樺音(3) 野沢中 1.55 大会新
6 中学男子400m 予 宮崎 日向(2) 佐久長聖中学 51.30 大会新
7 予 北村 隆之介(2) 佐久長聖中学 54.92 大会新
8 男子1500m 決 長谷川 潤(3) 上田西高 4,04.37 大会新
9 中学女子走幅跳 決 比田井 凜(2) 望月AC 5.08 大会新

10 女子800m 決 内堀 陽日(2) 上田染谷丘高 2,28.26 大会新
11 高校男子砲丸投(6.000kg) 決 小林 篤央(2) 上田高 12.53 大会新
12 高校男子円盤投(1.750kg) 決 中村 侑也(3) 丸子修学館高 33.90 大会新
13 女子棒高跳 決 小林 奏(3) 佐久長聖高校 3.50 大会新
14 男子5000m 決 宮入 一海 北佐久陸協 15,05.87 大会新

風 気温
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決勝記録一覧表
女  子 【競技場】202060  佐久総合運動公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
08/20 女子  -5.1 廣川 紗良(2) 13.63 大塚 七星(1) 14.12 荒井 奈々実(1) 14.19 児玉 菜緒(1) 14.32 田中 風紗音(1) 14.37 井出 凛生(1) 14.66 横須賀 玲奈(1) 14.73 三浦 元海(1) 15.03

100m 高校･岩村田高 高校･野沢南高 高校･佐久長聖高校 高校･上田高 高校･上田高 高校･岩村田高 高校･佐久長聖高校 高校･野沢北高
08/20  -2.1 秋山 咲花(2) 26.76 高橋 うらら(3) 27.31 児玉 菜緒(1) 27.61 荒井 奈々実(1) 27.89 横須賀 玲奈(1) 28.36 大塚 七星(1) 28.52 井出 凛生(1) 28.76 丸山 那菜(1) 29.47

200m 高校･岩村田高 高校･上田西高 高校･上田高 高校･佐久長聖高校 高校･佐久長聖高校 高校･野沢南高 高校･岩村田高 高校･小諸
08/20 内堀 陽日(2) 2,28.26 梅村 菜々子(2) 2,28.92 田川 実侑(2) 2,29.85 日比 まひろ(2) 2,30.39 三浦 元海(1) 2,34.57 酒井 菜々美(2) 2,34.65 紫 美海(2) 2,35.74

800m 高校･上田染谷丘高 高校･上田高 高校･上田染谷丘高 高校･上田高 高校･野沢北高 高校･上田染谷丘高 高校･岩村田高
08/20 梅村 菜々子(2) 4,52.22 日比 まひろ(2) 5,02.75 碓氷 眞子(1) 5,09.97 中山 琉那(1) 5,17.99 永渡 真悠子(1) 5,21.67 塚田 絢子(1) 5,22.23 上野 美結(1) 5,32.74 山口 紗季(2) 5,45.34

1500m 高校･上田高 高校･上田高 高校･野沢北高 高校･佐久長聖高校 高校･上田高 高校･上田染谷丘高 高校･上田東高 高校･上田西高
08/20  -4.0 田中 風紗音(1) 16.51 伊東 海菜美(2) 17.52 米山 野乃佳(1) 17.86 小林 明日架(1) 19.48 岡嶋 美空(1) 20.31 清水 思(2) 20.58 鈴木 風香(2) 21.57

100mH 高校･上田高 高校･上田千曲高 高校･佐久長聖高校 高校･上田東高 高校･上田千曲高 高校･上田染谷丘高 高校･佐久平総合
08/20 櫻井 裕梨(2) 1.45 宇都宮 悠奈(1) 1.45 翠川 明日香(1) 1.40 米山 野乃佳(1) 1.40 青木 涼香(1) 1.35 飯島 萌希(1) 1.35 城下 理彩子(1) 1.30 金箱 ちひろ(2) 1.25

走高跳 高校･野沢北高 高校･小諸 高校･丸子修学館高 高校･佐久長聖高校 高校･野沢北高 高校･上田染谷丘高 高校･上田高 高校･上田東高
08/20 小林 奏(3) 3.50

棒高跳 高校･佐久長聖高校
08/20 土屋 さくら(2)4.59(-0.3) 清水 思(2) 4.43(0.0) 碓氷 眞子(1) 4.27(-0.4) 荒井 杏奈(2) 4.13(+0.3) 安藤 あかり(2)3.90(+0.1)

走幅跳 高校･岩村田高 高校･上田染谷丘高 高校･野沢北高 高校･佐久平総合 高校･野沢北高
08/20 西澤 咲花(3) 10.35 酒井 美咲(1) 8.69 梅田 佳奈(2) 8.66 坂井 美藍(1) 8.05 城下 琴音(1) 6.84

砲丸投 一般･野沢中 高校･丸子修学館高 高校･野沢北高 高校･上田染谷丘高 高校･上田千曲高
08/20 溝口 佳歩(1) 32.06 坂井 美藍(1) 28.59 小平 美来(2) 26.16 酒井 美咲(1) 22.81 城下 琴音(1) 16.11 永井 佑佳(1) 15.60 小野澤 愛莉(2) 13.67

円盤投 高校･佐久長聖高校 高校･上田染谷丘高 高校･野沢南高 高校･丸子修学館高 高校･上田千曲高 高校･東御清翔 高校･野沢北高
08/20 犬飼 楓(1) 30.98 林 実玲(1) 28.15 原野 茉優(1) 26.77 梅田 佳奈(2) 23.87 岡嶋 美空(1) 23.80

やり投 高校･小諸 高校･野沢北高 高校･小諸 高校･野沢北高 高校･上田千曲高
08/20 岩村田高       51.71 佐久長聖高校      53.73 上田高       54.28 小諸       54.34 野沢北高       56.06 上田千曲高       56.28

4x100mR 井出 凛生(1) 荒井 奈々実(1) 髙橋 桃子(1) 宇都宮 悠奈(1) 青木 涼香(1) 塩崎 唯衣(1)
廣川 紗良(2) 横須賀 玲奈(1) 児玉 菜緒(1) 西入 由実(2) 三浦 元海(1) 伊東 海菜美(2)
秋山 咲花(2) 米山 野乃佳(1) 瀬戸 愛果(1) 丸山 那菜(1) 碓氷 眞子(1) 岡嶋 美空(1)
土屋 さくら(2) 掛川 莉里(1) 田中 風紗音(1) 犬飼 楓(1) 安藤 あかり(2) 城下 琴音(1)

08/20 中学女子  -4.0 前田 望乃花(3) 13.32 吉田 七海(1) 14.05 田中 咲(2) 14.33 秋穂 真理(1) 14.39 細田 音衣(2) 14.40 野口 すみれ(2) 14.48 遠藤 和泉(3) 14.53
100m 中学･佐久穂中 中学･中込中 中学･上田第四中 中学･佐久浅間中 中学･上田第四中 中学･中込中 中学･T&F佐久平

08/20  -2.7 前田 望乃花(3) 26.88 松川 杏奈(2) 27.65 大森 里香(1) 27.87 遠藤 和泉(3) 28.25 吉田 七海(1) 28.78 野口 すみれ(2) 28.89 中嶋 愛佳(1) 28.91
200m 中学･佐久穂中 中学･佐久長聖中学 中学･芦原中 中学･T&F佐久平 中学･中込中 中学･中込中 中学･佐久長聖中学

08/20 下村 真由(2) 2,33.33 市川 笑花(1) 2,39.06 鈴木 菜生(1) 2,39.94 栁澤 風花(2) 2,40.49 林 麻友香(2) 2,41.36 小林 輝星(2) 2,52.18 山田 千晶(2) 2,52.37 内藤 愛絵(1) 3,07.83
800m 中学･丸子中 中学･野沢中 中学･上田第二中 中学･御代田中 中学･丸子北 中学･上田第五中 中学･佐久浅間中 中学･中込中

08/20 牧内 愛華(2) 5,13.29 濵 彩音(2) 5,17.33 齊藤 結花(2) 5,18.04 市川 笑花(1) 5,18.73 久保田 詩乃(2) 5,24.74 掛川 真琴(1) 5,58.15 金井 祭(1) 6,04.08 玉井 南帆(1) 6,16.50
1500m 中学･丸子北 中学･上田第三中 中学･上田第三中 中学･野沢中 中学･丸子北 中学･上田第四中 中学･野沢中 中学･上田第四中

08/20 市村 彩美(2) 15.56 髙尾 玲良(2) 16.45 中嶋 愛佳(1) 16.99 荻原 希乃愛(1) 17.82 柏木 萌(1) 18.29 泰井 柊香(2) 18.55 大鹿 愛和(1) 18.86 峯村 樹奈(1) 18.99
100mH 中学･軽井沢A&AC 中学･上田第一中 中学･佐久長聖中学 中学･軽井沢A&AC 中学･小諸東中 中学･御代田中 中学･野沢中 中学･上田第一中

山田 菜々美(1)
中学･上田第一中

08/20 市村 彩美(2) 1.60 坂根 樺音(3) 1.55 岡田 朋佳(3) 1.50 柳澤 萌(2) 1.35 大滝 萌乃音(2) 1.35 竹岡 古琴(1) 1.35 碓氷 和叶(2) 1.30 関谷 和香(2) 1.25
走高跳 中学･軽井沢A&AC 中学･野沢中 中学･軽井沢A&AC 中学･芦原中 中学･上田第四中 中学･佐久長聖中学 中学･野沢中 中学･上田第一中

高寺 凜(1)
中学･上田第一中

08/20 依田 智恵梨(3) 2.50 岩下 栞(2) 2.40 諸星 美璃(2) 2.30 北澤 咲希(1) 中学･上田第五中 1.80 伊藤 花純(1) 1.80
棒高跳 中学･軽井沢A&AC 中学･上田第五中 中学･軽井沢A&AC 小林 楓(2) 中学･上田第五中 中学･上田第一中

平林 けい(2) 中学･上田第一中
08/20 比田井 凜(2) 5.08(+1.3) 荻原 希乃愛(1)4.75(+2.8) 佐伯 三葉(2) 4.72(+3.0) 倉根 慧(1) 4.36(+2.5) 上野 心愛(2) 4.22(+3.0) 菅沼 花菜(1) 4.20(+1.9) 細田 怜奈(1) 4.12(+2.1) 古越 茉帆(1) 4.05(+3.7)

走幅跳 中学･望月AC 中学･軽井沢A&AC 中学･軽井沢A&AC 中学･野沢中 中学･東御東部中 中学･望月AC 中学･東御東部中 中学･御代田中
08/20 柳澤 優羽(2) 10.98 安達 朋笑(2) 8.69 前島 遥(2) 8.56 須崎 菜緒(2) 8.54 上野 愛梨(2) 8.41 秋穂 真理(1) 8.22 神林 杏花(1) 7.30 小林 美菜子(2) 7.17

砲丸投 中学･上田第五中 中学･上田第五中 中学･上田第四中 中学･上田第四中 中学･望月AC 中学･佐久浅間中 中学･上田第五中 中学･佐久浅間中
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決勝記録一覧表
女  子 【競技場】202060  佐久総合運動公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
08/20 芦原中       55.55 中込中       55.80 佐久浅間中       56.12 上田第一中       56.14 上田第四中       56.89 上田第五中A       56.90 御代田中A       57.32 小諸東中       57.99

4x100mR 笹崎 絢莉(2) 中沢 綺良莉(1) 望月 咲侑(2) 峯村 樹奈(1) 高橋 璃奈(1) 小林 輝星(2) 市川 夏雅里(2) 甘利 未珠咲(1)
柳澤 萌(2) 野口 すみれ(2) 市川 七海(1) 髙尾 玲良(2) 田中 咲(2) 岩下 栞(2) 栁澤 風花(2) 柏木 萌(1)
飯塚 心結(1) 吉田 七海(1) 竹内 ゆい(1) 中島 朱夏(1) 上野 美咲(1) 小林 楓(2) 栁澤 恋(2) 諸山 知奈津(2)
大森 里香(1) 武藤 凜(2) 秋穂 真理(1) 山田 菜々美(1) 細田 音衣(2) 柳澤 優羽(2) 泰井 柊香(2) 北村 陽向(2)



予選 8月20日 11:35
決勝 8月20日 13:35

大会新              12.6
大会新              12.75

[ 1組] 風速 -3.7 [ 2組] 風速 -2.7

 1 掛川 莉里(1) 高校     14.58  1 三浦 元海(1) 高校     14.34 q
ｶｹｶﾞﾜ ﾘﾘ 佐久長聖高校 ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ 野沢北高

 2 丸山 那菜(1) 高校     14.60  2 金箱 ちひろ(2) 高校     14.36 
ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅ 小諸 ｶﾈﾊﾞｺ ﾋﾁﾛ 上田東高

 3 小林 明日架(1) 高校     14.89  3 髙橋 桃子(1) 高校     14.57 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ 上田東高 ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ 上田高

 4 宇都宮 悠奈(1) 高校     14.98  4 西入 由実(2) 高校     14.61 
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ 小諸 ﾆｼｲﾘ ﾕﾐ 小諸

 5 瀬戸 愛果(1) 高校     15.29  5 青木 涼香(1) 高校     14.80 
ｾﾄ ﾏﾅｶ 上田高 ｱｵｷ ｽｽﾞｶ 野沢北高

 6 萩原 麗(1) 高校     15.43 宮越 菜緒(2) 高校
ﾊｷﾞﾜﾗ ｳﾗﾗ 小諸 ﾐﾔｺｼ ﾅｵ 上田染谷丘高
原野 茉優(1) 高校 荒井 杏奈(2) 高校
ﾊﾗﾉ ﾏﾕ 小諸 ｱﾗｲ ｱﾝﾅ 佐久平総合

[ 3組] 風速 -3.6

 1 廣川 紗良(2) 高校     13.35 q
ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 岩村田高

 2 大塚 七星(1) 高校     13.77 q
ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ 野沢南高

 3 児玉 菜緒(1) 高校     13.88 q
ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ 上田高

 4 荒井 奈々実(1) 高校     14.02 q
ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 佐久長聖高校

 5 田中 風紗音(1) 高校     14.03 q
ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ 上田高

 6 横須賀 玲奈(1) 高校     14.13 q
ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ 佐久長聖高校

 7 井出 凛生(1) 高校     14.25 q
ｲﾃﾞ ﾘｵ 岩村田高

風速 -5.1

 1 廣川 紗良(2) 高校     13.63 
ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 岩村田高

 2 大塚 七星(1) 高校     14.12 
ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ 野沢南高

 3 荒井 奈々実(1) 高校     14.19 
ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 佐久長聖高校

 4 児玉 菜緒(1) 高校     14.32 
ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ 上田高

 5 田中 風紗音(1) 高校     14.37 
ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ 上田高

 6 井出 凛生(1) 高校     14.66 
ｲﾃﾞ ﾘｵ 岩村田高

 7 横須賀 玲奈(1) 高校     14.73 
ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ 佐久長聖高校

 8 三浦 元海(1) 高校     15.03 
ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ 野沢北高

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

女子

100m

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

順 ﾚｰﾝ 記録／備考
4  1308 6  1224

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

5  1336 2  1431

2  1436 3  1414

3  1338 5  1334

6  1418 8  1221

9  1339 4  1469
欠場

7  1335 7  1290
欠場 欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  1275

7  1248

4  1415

5  1303

6  1416

3  1305

2  1280

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1275

6  1248

4  1303

7  1415

8  1416

2  1280

9  1305

3  1224



予選 8月20日 10:05
決勝 8月20日 14:25

大会新              25.4
大会新              25.84

[ 1組] 風速 -0.8 [ 2組] 風速 -3.0

 1 秋山 咲花(2) 高校     26.67 q  1 高橋 うらら(3) 高校     27.86 q
ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ 岩村田高 ﾀｶﾊｼ ｳﾗﾗ 上田西高

 2 横須賀 玲奈(1) 高校     27.99 q  2 児玉 菜緒(1) 高校     27.91 q
ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ 佐久長聖高校 ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ 上田高

 3 大塚 七星(1) 高校     28.24 q  3 井出 凛生(1) 高校     28.56 q
ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ 野沢南高 ｲﾃﾞ ﾘｵ 岩村田高

 4 有賀 香乃(1) 高校     30.22  4 荒井 奈々実(1) 高校     28.78 q
ｱﾘｶﾞ ｶﾉ 上田染谷丘高 ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 佐久長聖高校

 5 萩原 麗(1) 高校     31.06  5 丸山 那菜(1) 高校     29.43 q
ﾊｷﾞﾜﾗ ｳﾗﾗ 小諸 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅ 小諸

 6 依田 梢(2) 高校     31.76  6 掛川 莉里(1) 高校     29.71 
ﾖﾀﾞ ｺｽﾞｴ 上田高 ｶｹｶﾞﾜ ﾘﾘ 佐久長聖高校
酒井 夢実(2) 高校 宮越 菜緒(2) 高校
ｻｶｲ ﾕﾒﾐ 小諸 ﾐﾔｺｼ ﾅｵ 上田染谷丘高

風速 -2.1

 1 秋山 咲花(2) 高校     26.76 
ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ 岩村田高

 2 高橋 うらら(3) 高校     27.31 
ﾀｶﾊｼ ｳﾗﾗ 上田西高

 3 児玉 菜緒(1) 高校     27.61 
ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ 上田高

 4 荒井 奈々実(1) 高校     27.89 
ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 佐久長聖高校

 5 横須賀 玲奈(1) 高校     28.36 
ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ 佐久長聖高校

 6 大塚 七星(1) 高校     28.52 
ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ 野沢南高

 7 井出 凛生(1) 高校     28.76 
ｲﾃﾞ ﾘｵ 岩村田高

 8 丸山 那菜(1) 高校     29.47 
ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅ 小諸

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

女子

200m

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考
3  1273 4  1535

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

8  1305 7  1415

5  1248 6  1280

7  1479 3  1303

2  1339 5  1336

4  1429 8  1308

6  1333 2  1469
欠場 欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1273

5  1535

7  1415

2  1303

6  1305

9  1248

8  1280

3  1336



決勝 8月20日 14:00

大会新            2,20.5
大会新            2,28.58

 1 内堀 陽日(2) 高校   2,28.26 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾋ 上田染谷丘高

 2 梅村 菜々子(2) 高校   2,28.92 
ｳﾒﾑﾗ ﾅﾅｺ 上田高

 3 田川 実侑(2) 高校   2,29.85 
ﾀｶﾞﾜ ﾐﾕｳ 上田染谷丘高

 4 日比 まひろ(2) 高校   2,30.39 
ﾋﾋﾞ ﾏﾋﾛ 上田高

 5 三浦 元海(1) 高校   2,34.57 
ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ 野沢北高

 6 酒井 菜々美(2) 高校   2,34.65 
ｻｶｲ ﾅﾅﾐ 上田染谷丘高

 7 紫 美海(2) 高校   2,35.74 
ﾐﾗｻｷﾐﾕｳ 岩村田高
永渡 真悠子(1) 高校
ﾅｶﾞﾜﾀﾘ ﾏﾕｺ 上田高

女子

800m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  1472

大会新
6  1430

3  1470

4  1428

2  1224

7  1471

5  1278

8  1413
欠場



決勝 8月20日  9:00

大会新            5,06.58

 1 梅村 菜々子(2) 高校   4,52.22 
ｳﾒﾑﾗ ﾅﾅｺ 上田高

 2 日比 まひろ(2) 高校   5,02.75 
ﾋﾋﾞ ﾏﾋﾛ 上田高

 3 碓氷 眞子(1) 高校   5,09.97 
ｳｽｲ ﾏｺ 野沢北高

 4 中山 琉那(1) 高校   5,17.99 
ﾅｶﾔﾏ ﾙﾅ 佐久長聖高校

 5 永渡 真悠子(1) 高校   5,21.67 
ﾅｶﾞﾜﾀﾘ ﾏﾕｺ 上田高

 6 塚田 絢子(1) 高校   5,22.23 
ﾂｶﾀﾞ ｱﾔｺ 上田染谷丘高

 7 上野 美結(1) 高校   5,32.74 
ｳｴﾉ ﾐﾕ 上田東高

 8 山口 紗季(2) 高校   5,45.34 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｷ 上田西高
久保田 絢乃(1) 高校
ｸﾎﾞﾀ ｱﾔﾉ 上田高

女子

1500m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  1430

大会新
1  1428

大会新
4  1222

9  1307

5  1413

8  1478

3  1412
欠場

2  1435

6  1531



決勝 8月20日 12:30

大会新              14.4
大会新              15.65

風速 -4.0

 1 田中 風紗音(1) 高校     16.51 
ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ 上田高

 2 伊東 海菜美(2) 高校     17.52 
ｲﾄｳ  ﾐﾅﾐ 上田千曲高

 3 米山 野乃佳(1) 高校     17.86 
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 佐久長聖高校

 4 小林 明日架(1) 高校     19.48 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ 上田東高

 5 岡嶋 美空(1) 高校     20.31 
ｵｶｼﾞﾏ  ﾐｸ 上田千曲高

 6 清水 思(2) 高校     20.58 
ｼﾐｽﾞ ｺﾄ 上田染谷丘高

 7 鈴木 風香(2) 高校     21.57 
ｽｽﾞｷ ﾌｳｶ 佐久平総合

女子

100mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  1416

2  1488

5  1306

6  1436

4  1291

8  1489

3  1468



決勝 8月20日 15:40

大会新              49.61

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 岩村田高  1280 井出 凛生(1)     51.71 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ｲﾃﾞ ﾘｵ
 1275 廣川 紗良(2)

ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ
 1273 秋山 咲花(2)

ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ
 1274 土屋 さくら(2)

ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ
 2   3 佐久長聖高校  1303 荒井 奈々実(1)     53.73 

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳｺｳ ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ
 1305 横須賀 玲奈(1)

ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ
 1306 米山 野乃佳(1)

ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ
 1308 掛川 莉里(1)

ｶｹｶﾞﾜ ﾘﾘ
 3   6 上田高  1414 髙橋 桃子(1)     54.28 

ｳｴﾀﾞｺｳ ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ
 1415 児玉 菜緒(1)

ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ
 1418 瀬戸 愛果(1)

ｾﾄ ﾏﾅｶ
 1416 田中 風紗音(1)

ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ
 4   5 小諸  1338 宇都宮 悠奈(1)     54.34 

ｺﾓﾛ ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ
 1334 西入 由実(2)

ﾆｼｲﾘ ﾕﾐ
 1336 丸山 那菜(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅ
 1337 犬飼 楓(1)

ｲﾇｶｲ ｶｴﾃﾞ
 5   8 野沢北高  1221 青木 涼香(1)     56.06 

ﾉｻﾞﾜｷﾀｺｳ ｱｵｷ ｽｽﾞｶ
 1224 三浦 元海(1)

ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ
 1222 碓氷 眞子(1)

ｳｽｲ ﾏｺ
 1239 安藤 あかり(2)

ｱﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ
 6   2 上田千曲高  1491 塩崎 唯衣(1)     56.28 

ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ｼｵｻﾞｷ  ﾕｲ
 1488 伊東 海菜美(2)

ｲﾄｳ  ﾐﾅﾐ
 1489 岡嶋 美空(1)

ｵｶｼﾞﾏ  ﾐｸ
 1490 城下 琴音(1)

ｼﾞｮｳｼﾀ  ｺﾄﾈ
  4 上田染谷丘高

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ 欠場

女子

4x100mR

決勝



予選 8月20日 10:35
決勝 8月20日 13:25

大会新              12.79

[ 1組] 風速 +0.2 [ 2組] 風速 -3.0

 1 脇中 夕渚(1) 中学     14.97  1 内堀 陽菜(1) 中学     15.56 
ﾜｷﾅｶ ｾﾅ 東御東部中 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾅ 御代田中

 2 細田 怜奈(1) 中学     15.16  2 有賀 千育(1) 中学     15.80 
ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ 東御東部中 ｱﾙｶﾞ ﾁｲ 佐久東

 3 磯部 美月(1) 中学     15.84  3 上野 美咲(1) 中学     15.84 
ｲｿﾍﾞ ﾐﾂﾞｷ 野沢中 ｳｴﾉ ﾐｻｷ 上田第四中

 4 下島 佳純(1) 中学     15.85  4 内藤 愛絵(1) 中学     16.54 
ｼﾓｼﾞﾏ ｶｽﾐ 上田第五中 ﾅｲﾄｳ ﾏﾅｴ 中込中

 5 掛川 葵乙(1) 中学     16.13  5 中沢 綺良莉(1) 中学     16.57 
ｶｹｶﾞﾜ ｱｵｲ 芦原中 ﾅｶｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 中込中

 6 岩崎 杏菜(1) 中学     16.42  6 柳澤 瑞希(2) 中学     17.58 
ｲﾜｻｷ ｱﾝﾅ 上田第四中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐｽﾞｷ 中込中

 7 福井 雪乃(1) 中学     16.53  7 宮嶋 悠月(1) 中学     18.35 
ﾌｸｲ ﾕｷﾉ 東御東部中 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｽﾞｷ 中込中

 8 渡邉 香凜(2) 中学     16.55 上野 愛梨(2) 中学
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 御代田中 ｳｴﾉ ｱｲﾘ 望月AC

 9 北澤 咲希(1) 中学     16.68 吉村 玲菜(1) 中学
ｷﾀｻﾞﾜ ｻｷ 上田第五中 ﾖｼﾑﾗ ﾚｲﾅ 上田第四中

[ 3組] 風速 -1.8 [ 4組] 風速 -1.2

 1 三輪 希々葉(1) 中学     15.01  1 渡邉 陽乃(1) 中学     14.47 
ﾐﾜ ﾉﾉﾊ 東御東部中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾉ 佐久東

 2 高橋 璃奈(1) 中学     15.08  2 竹内 ゆい(1) 中学     14.72 
ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ 上田第四中 ﾀｹｳﾁ ﾕｲ 佐久浅間中

 3 有賀 明子(1) 中学     15.18  3 鈴木 天音(1) 中学     14.96 
ｱﾙｶﾞ ｱｷｺ 上田第五中 ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ 佐久浅間中

 4 福田 葵(2) 中学     15.31  4 小林 輝星(2) 中学     15.33 
ﾌｸﾀﾞ ｱｵｲ 上田第五中 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾗ 上田第五中

 5 神林 杏花(1) 中学     15.49  5 飯塚 心結(1) 中学     15.36 
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ 上田第五中 ｲｲﾂﾞｶ ﾐﾕｳ 芦原中

 6 佐々木 杏那(1) 中学     15.56  6 阿部 礼佳(1) 中学     15.36 
ｻｻｷ ｱﾝﾅ 野沢中 ｱﾍﾞ ｱﾔｶ 東御東部中

 7 山田 千晶(2) 中学     15.67  7 菅沼 花菜(1) 中学     15.41 
ﾔﾏﾀﾞ ﾁｱｷ 佐久浅間中 ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ 望月AC

 8 安達 朋笑(2) 中学     15.92  8 小林 楓(2) 中学     15.83 
ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓｴ 上田第五中 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ 上田第五中

 9 市川 夏雅里(2) 中学     15.96 
ｲﾁｶﾜ ｶｶﾞﾘ 御代田中

[ 5組] 風速 -1.5 [ 6組] 風速 -0.8

 1 秋穂 真理(1) 中学     14.02 q  1 前田 望乃花(3) 中学     13.11 q
ｱｷﾎ ﾏﾘ 佐久浅間中 ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 佐久穂中

 2 野口 すみれ(2) 中学     14.27 q  2 比田井 凜(2) 中学     13.36 q
ﾉｸﾞﾁ ｽﾐﾚ 中込中 ﾋﾀﾞｲ ﾘﾝ 望月AC

 3 笹崎 絢莉(2) 中学     14.30  3 吉田 七海(1) 中学     13.73 q
ｻｻｻﾞｷ ｱﾔﾘ 芦原中 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ 中込中

 4 倉根 慧(1) 中学     14.52  4 田中 咲(2) 中学     14.00 q
ｸﾗﾈ ｹｲ 野沢中 ﾀﾅｶ ｻｷ 上田第四中

 5 武藤 凜(2) 中学     14.69  5 細田 音衣(2) 中学     14.09 q
ﾑﾄｳ ﾘﾝ 中込中 ﾎｿﾀﾞ ｵﾄｲ 上田第四中

 6 北村 陽向(2) 中学     14.80  6 遠藤 和泉(3) 中学     14.10 q
ｷﾀﾑﾗ ﾋﾅﾀ 小諸東中 ｴﾝﾄﾞｳ  ｲｽﾞﾐ T&F佐久平

 7 栁澤 風花(2) 中学     14.82  7 岩下 栞(2) 中学     14.28 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ 御代田中 ｲﾜｼﾀ ｼｵﾘ 上田第五中

 8 望月 咲侑(2) 中学     14.94  8 柳澤 優羽(2) 中学     14.53 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｳ 佐久浅間中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 上田第五中

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

中学女子

100m                

予選 通過基準  6組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考
9  4410 2  4279

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

7  4407 8  4172

4  4074 4  4648

8  4677 9  4124

1  4311 3  4127

6  4647 5  4112

5  4411 7  4128

3  4271 1    33
欠場

2  4678 6  4655
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
8  4408 3  4173

4  4654 7  4157

7  4675 5  4154

5  4690 6  4689

1  4676 9  4312

3  4079 2  4409

2  4153 8    34

9  4686 4  4688

6  4272

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  4130 9  4030

8  4110 4    36

9  4325 8  4125

7  4078 5  4669

4  4111 3  4644

2  4304 7     5

6  4273 2  4687

3  4152 6  4691



風速 -4.0

 1 前田 望乃花(3) 中学     13.32 
ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 佐久穂中

 2 吉田 七海(1) 中学     14.05 
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ 中込中

 3 田中 咲(2) 中学     14.33 
ﾀﾅｶ ｻｷ 上田第四中

 4 秋穂 真理(1) 中学     14.39 
ｱｷﾎ ﾏﾘ 佐久浅間中

 5 細田 音衣(2) 中学     14.40 
ﾎｿﾀﾞ ｵﾄｲ 上田第四中

 6 野口 すみれ(2) 中学     14.48 
ﾉｸﾞﾁ ｽﾐﾚ 中込中

 7 遠藤 和泉(3) 中学     14.53 
ｴﾝﾄﾞｳ  ｲｽﾞﾐ T&F佐久平
比田井 凜(2) 中学
ﾋﾀﾞｲ ﾘﾝ 望月AC

中学女子

100m                
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  4030

7  4125

6  4669

8  4130

9  4644

2  4110

3     5

4    36
欠場



予選 8月20日  9:55
決勝 8月20日 14:20

大会新              25.57

[ 1組] 風速 -2.1 [ 2組] 風速 -1.2

 1 大森 里香(1) 中学     28.25 q  1 前田 望乃花(3) 中学     26.79 q
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 芦原中 ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 佐久穂中

 2 吉田 七海(1) 中学     28.62 q  2 松川 杏奈(2) 中学     27.58 q
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ 中込中 ﾏﾂｶﾜ ｱﾝﾅ 佐久長聖中学

 3 野口 すみれ(2) 中学     29.08 q  3 遠藤 和泉(3) 中学     28.69 q
ﾉｸﾞﾁ ｽﾐﾚ 中込中 ｴﾝﾄﾞｳ  ｲｽﾞﾐ T&F佐久平

 4 佐伯 三葉(2) 中学     29.48 q  4 中嶋 愛佳(1) 中学     29.11 q
ｻｴｷ ﾐﾂﾊﾞ 軽井沢A&AC ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ 佐久長聖中学

 5 武藤 凜(2) 中学     30.62  5 大鹿 愛和(1) 中学     30.35 
ﾑﾄｳ ﾘﾝ 中込中 ｵｵｼｶ ﾏﾅ 野沢中

 6 市川 七海(1) 中学     31.30  6 土屋 茉広(2) 中学     31.98 
ｲﾁｶﾜ ﾅﾅﾐ 佐久浅間中 ﾂﾁﾔ ﾏﾋﾛ 野沢中

 7 小林 美菜子(2) 中学     31.61  7 山田 千晶(2) 中学     32.29 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅｺ 佐久浅間中 ﾔﾏﾀﾞ ﾁｱｷ 佐久浅間中
熊谷 美来(3) 中学 小坂井 杏奈(2) 中学
ｸﾏｶﾞｲ ﾐｸ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｺｻｶｲ ｱﾝﾅ 上田第四中

風速 -2.7

 1 前田 望乃花(3) 中学     26.88 
ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 佐久穂中

 2 松川 杏奈(2) 中学     27.65 
ﾏﾂｶﾜ ｱﾝﾅ 佐久長聖中学

 3 大森 里香(1) 中学     27.87 
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 芦原中

 4 遠藤 和泉(3) 中学     28.25 
ｴﾝﾄﾞｳ  ｲｽﾞﾐ T&F佐久平

 5 吉田 七海(1) 中学     28.78 
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ 中込中

 6 野口 すみれ(2) 中学     28.89 
ﾉｸﾞﾁ ｽﾐﾚ 中込中

 7 中嶋 愛佳(1) 中学     28.91 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ 佐久長聖中学
佐伯 三葉(2) 中学
ｻｴｷ ﾐﾂﾊﾞ 軽井沢A&AC

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

中学女子

200m                

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考
8  4310 8  4030

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

9  4125 4  4364

3  4110 2     5

4    18 6  4368

7  4111 9  4076

2  4147 5  4072

6  4151 3  4153

5    22 7  4642
欠場 欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  4030

6  4364

5  4310

8     5

4  4125

9  4110

欠場

3  4368

2    18



決勝 8月20日 13:50

大会新            2,25.4
大会新            2,27.40

 1 下村 真由(2) 中学   2,33.33 
ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕ 丸子中

 2 市川 笑花(1) 中学   2,39.06 
ｲﾁｶﾜ ｴﾐｶ 野沢中

 3 鈴木 菜生(1) 中学   2,39.94 
ｽｽﾞｷ ﾅｵ 上田第二中

 4 栁澤 風花(2) 中学   2,40.49 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ 御代田中

 5 林 麻友香(2) 中学   2,41.36 
ﾊﾔｼ ﾏﾕｶ 丸子北

 6 小林 輝星(2) 中学   2,52.18 
ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾗ 上田第五中

 7 山田 千晶(2) 中学   2,52.37 
ﾔﾏﾀﾞ ﾁｱｷ 佐久浅間中

 8 内藤 愛絵(1) 中学   3,07.83 
ﾅｲﾄｳ ﾏﾅｴ 中込中
玉井 南帆(1) 中学
ﾀﾏｲ ﾐﾅﾎ 上田第四中
下島 佳純(1) 中学
ｼﾓｼﾞﾏ ｶｽﾐ 上田第五中
掛川 真琴(1) 中学
ｶｹｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 上田第四中

中学女子

800m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
11  4461

10  4075

3  4600

1  4273

2  4503

6  4689

5  4153

4  4124

9  4649
欠場

7  4645
欠場

8  4677
欠場



決勝 8月20日  9:00

 1 牧内 愛華(2) 中学   5,13.29 
ﾏｷｳﾁ ﾏﾅｶ 丸子北

 2 濵 彩音(2) 中学   5,17.33 
ﾊﾏ ｱﾔﾈ 上田第三中

 3 齊藤 結花(2) 中学   5,18.04 
ｻｲﾄｳ ﾕｲｶ 上田第三中

 4 市川 笑花(1) 中学   5,18.73 
ｲﾁｶﾜ ｴﾐｶ 野沢中

 5 久保田 詩乃(2) 中学   5,24.74 
ｸﾎﾞﾀ ｳﾀﾉ 丸子北

 6 掛川 真琴(1) 中学   5,58.15 
ｶｹｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 上田第四中

 7 金井 祭(1) 中学   6,04.08 
ｶﾅｲ ﾏﾂﾘ 野沢中

 8 玉井 南帆(1) 中学   6,16.50 
ﾀﾏｲ ﾐﾅﾎ 上田第四中

中学女子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
15  4500

16  4634

14  4635

13  4075

17  4501

18  4649

11  4077

12  4645



決勝 8月20日 12:10

大会新              15.16

[ 1組] 風速 -4.1 [ 2組] 風速 -2.7

 1 大鹿 愛和(1) 中学     18.86  1 市村 彩美(2) 中学     15.56 
ｵｵｼｶ ﾏﾅ 野沢中 ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ 軽井沢A&AC

 2 鈴木 天音(1) 中学     19.29  2 髙尾 玲良(2) 中学     16.45 
ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ 佐久浅間中 ﾀｶｵ ﾚｲﾗ 上田第一中

 3 渡邉 陽乃(1) 中学     19.55  3 中嶋 愛佳(1) 中学     16.99 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾉ 佐久東 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ 佐久長聖中学

 4 飯塚 心結(1) 中学     20.48  4 荻原 希乃愛(1) 中学     17.82 
ｲｲﾂﾞｶ ﾐﾕｳ 芦原中 ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 軽井沢A&AC

 5 望月 咲侑(2) 中学     20.59  5 柏木 萌(1) 中学     18.29 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｳ 佐久浅間中 ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ 小諸東中

 6 横尾 叶葉(1) 中学     21.37  6 泰井 柊香(2) 中学     18.55 
ﾖｺｵ ｶﾅﾊ 佐久浅間中 ﾀｲｲ ｼｭｳｶ 御代田中

 7 中沢 綺良莉(1) 中学     22.43  7 峯村 樹奈(1) 中学     18.99 
ﾅｶｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 中込中 ﾐﾈﾑﾗ ｼﾞｭﾅ 上田第一中

 8 掛川 葵乙(1) 中学     23.29  8 山田 菜々美(1) 中学     18.99 
ｶｹｶﾞﾜ ｱｵｲ 芦原中 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾅﾐ 上田第一中

 9 井上 遥香(1) 中学     26.28 大森 里香(1) 中学
ｲﾉｳｴ ﾊﾙｶ 上田第一中 ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 芦原中

   1 市村 彩美(2) 中学 軽井沢A&AC     15.56 (-2.7)   2   1
   2 髙尾 玲良(2) 中学 上田第一中     16.45 (-2.7)   2   2
   3 中嶋 愛佳(1) 中学 佐久長聖中学     16.99 (-2.7)   2   3
   4 荻原 希乃愛(1) 中学 軽井沢A&AC     17.82 (-2.7)   2   4
   5 柏木 萌(1) 中学 小諸東中     18.29 (-2.7)   2   5
   6 泰井 柊香(2) 中学 御代田中     18.55 (-2.7)   2   6
   7 大鹿 愛和(1) 中学 野沢中     18.86 (-4.1)   1   1
   8 峯村 樹奈(1) 中学 上田第一中     18.99 (-2.7)   2   7
   8 山田 菜々美(1) 中学 上田第一中     18.99 (-2.7)   2   8
  10 鈴木 天音(1) 中学 佐久浅間中     19.29 (-4.1)   1   2
  11 渡邉 陽乃(1) 中学 佐久東     19.55 (-4.1)   1   3
  12 飯塚 心結(1) 中学 芦原中     20.48 (-4.1)   1   4
  13 望月 咲侑(2) 中学 佐久浅間中     20.59 (-4.1)   1   5
  14 横尾 叶葉(1) 中学 佐久浅間中     21.37 (-4.1)   1   6
  15 中沢 綺良莉(1) 中学 中込中     22.43 (-4.1)   1   7
  16 掛川 葵乙(1) 中学 芦原中     23.29 (-4.1)   1   8
  17 井上 遥香(1) 中学 上田第一中     26.28 (-4.1)   1   9

中学女子

100mH               

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  4076 2    19

5  4154 3  4597

9  4173 5  4368

6  4312 4    16

1  4152 9  4306

3  4159 6  4270

7  4127 7  8812

4  4311 1  8816

2  8811 8  4310
欠場

中学女子

100mH               
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
   19
 4597
 4368
   16
 4306
 4270
 4076
 8812

 4127
 4311
 8811

 8816
 4154
 4173
 4312
 4152
 4159



決勝 8月20日 15:30

大会新              52.6
大会新              53.56

[ 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 中込中  4127 中沢 綺良莉(1)     55.80  1   6 芦原中  4325 笹崎 絢莉(2)     55.55 

ﾅｶｺﾞﾐ ﾅｶｻﾞﾜ ｷﾗﾘ ｱｼﾊﾗﾁｭｳ ｻｻｻﾞｷ ｱﾔﾘ
 4110 野口 すみれ(2)  4324 柳澤 萌(2)

ﾉｸﾞﾁ ｽﾐﾚ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾓｴ
 4125 吉田 七海(1)  4312 飯塚 心結(1)

ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ ｲｲﾂﾞｶ ﾐﾕｳ
 4111 武藤 凜(2)  4310 大森 里香(1)

ﾑﾄｳ ﾘﾝ ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ
 2   6 御代田中A  4272 市川 夏雅里(2)     57.32  2   2 佐久浅間中  4152 望月 咲侑(2)     56.12 

ﾐﾖﾀﾁｭｳ ｲﾁｶﾜ ｶｶﾞﾘ ｻｸｱｻﾏﾁｭｳ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｳ
 4273 栁澤 風花(2)  4147 市川 七海(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ ｲﾁｶﾜ ﾅﾅﾐ
 4274 栁澤 恋(2)  4157 竹内 ゆい(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾚﾝ ﾀｹｳﾁ ﾕｲ
 4270 泰井 柊香(2)  4130 秋穂 真理(1)

ﾀｲｲ ｼｭｳｶ ｱｷﾎ ﾏﾘ
 3   7 小諸東中  4307 甘利 未珠咲(1)     57.99  3   3 上田第一中  8812 峯村 樹奈(1)     56.14 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ｱﾏﾘ ﾐｽﾞｷ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｲﾁ ﾐﾈﾑﾗ ｼﾞｭﾅ
 4306 柏木 萌(1)  4597 髙尾 玲良(2)

ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ ﾀｶｵ ﾚｲﾗ
 4305 諸山 知奈津(2)  8814 中島 朱夏(1)

ﾓﾛﾔﾏ ﾁﾅﾂ ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭｶ
 4304 北村 陽向(2)  8816 山田 菜々美(1)

ｷﾀﾑﾗ ﾋﾅﾀ ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾅﾐ
 4   3 東御東部中  4407 細田 怜奈(1)     58.05  4   4 上田第四中  4654 高橋 璃奈(1)     56.89 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝﾁｭｳ ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ
 4408 三輪 希々葉(1)  4669 田中 咲(2)

ﾐﾜ ﾉﾉﾊ ﾀﾅｶ ｻｷ
 4410 脇中 夕渚(1)  4648 上野 美咲(1)

ﾜｷﾅｶ ｾﾅ ｳｴﾉ ﾐｻｷ
 4409 阿部 礼佳(1)  4644 細田 音衣(2)

ｱﾍﾞ ｱﾔｶ ﾎｿﾀﾞ ｵﾄｲ
 5   2 御代田中B  4277 池田 遥(1)     59.81  5   5 上田第五中A  4689 小林 輝星(2)     56.90 

ﾐﾖﾀﾁｭｳ ｲｹﾀﾞ ﾊﾙｶ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾗ
 4276 古越 茉帆(1)  4687 岩下 栞(2)

ﾌﾙｺｼ ﾏﾎ ｲﾜｼﾀ ｼｵﾘ
 4278 古越 紗(1)  4688 小林 楓(2)

ﾌﾙｺｼ ｻﾗ ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ
 4279 内堀 陽菜(1)  4691 柳澤 優羽(2)

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾅ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ
  4 上田第五中B  4675 有賀 明子(1)

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳ ｱﾙｶﾞ ｱｷｺ 欠場
 4690 福田 葵(2)

ﾌｸﾀﾞ ｱｵｲ
 4677 下島 佳純(1)

ｼﾓｼﾞﾏ ｶｽﾐ
 4676 神林 杏花(1)

ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ

   1 芦原中     55.55 笹崎 絢莉(2) 柳澤 萌(2) 飯塚 心結(1) 大森 里香(1)   2   1
   2 中込中     55.80 中沢 綺良莉(1) 野口 すみれ(2) 吉田 七海(1) 武藤 凜(2)   1   1
   3 佐久浅間中     56.12 望月 咲侑(2) 市川 七海(1) 竹内 ゆい(1) 秋穂 真理(1)   2   2
   4 上田第一中     56.14 峯村 樹奈(1) 髙尾 玲良(2) 中島 朱夏(1) 山田 菜々美(1)   2   3
   5 上田第四中     56.89 高橋 璃奈(1) 田中 咲(2) 上野 美咲(1) 細田 音衣(2)   2   4
   6 上田第五中A     56.90 小林 輝星(2) 岩下 栞(2) 小林 楓(2) 柳澤 優羽(2)   2   5
   7 御代田中A     57.32 市川 夏雅里(2) 栁澤 風花(2) 栁澤 恋(2) 泰井 柊香(2)   1   2
   8 小諸東中     57.99 甘利 未珠咲(1) 柏木 萌(1) 諸山 知奈津(2) 北村 陽向(2)   1   3
   9 東御東部中     58.05 細田 怜奈(1) 三輪 希々葉(1) 脇中 夕渚(1) 阿部 礼佳(1)   1   4
  10 御代田中B     59.81 池田 遥(1) 古越 茉帆(1) 古越 紗(1) 内堀 陽菜(1)   1   5

ｵｰﾀﾞｰ1

中学女子

4x100mR

決勝

中学女子

4x100mR
タイムレース

ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位順位 所属名 都道府県 記録 備考



決勝 8月20日  9:05

大会新               1.68

櫻井 裕梨(2) 高校
ｻｸﾗｲ ﾕﾘ 野沢北高
宇都宮 悠奈(1) 高校
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ 小諸
翠川 明日香(1) 高校
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ  ｱｽｶ 丸子修学館高
米山 野乃佳(1) 高校
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 佐久長聖高校
青木 涼香(1) 高校
ｱｵｷ ｽｽﾞｶ 野沢北高
飯島 萌希(1) 高校
ｲｲｼﾞﾏ ﾓｴｷ 上田染谷丘高
城下 理彩子(1) 高校
ｼﾞｮｳｼﾀ ﾘｻｺ 上田高
金箱 ちひろ(2) 高校
ｶﾈﾊﾞｺ ﾋﾁﾛ 上田東高

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 記録 備考
1 7  1238

- - - - - XO XO XXX  1.45

2 8  1338
- - - - XO XO XXO XXX  1.45

3 6  1381
- - - O O XO XXX  1.40

4 5  1306
- - XO O XO XXO XXX  1.40

5 3  1221
- - - O O XXX  1.35

6 4  1477
O O O O XO XXX  1.35

7 1  1417
O O O XXO XXX  1.30

8 2  1431
- O XO XXX  1.25



決勝 8月20日  9:30

小林 奏(3) 高校 大会新
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 佐久長聖高校

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 3m40 3m50 3m60 記録 備考
1 1  1300

O XO XXX  3.50



決勝 8月20日  8:50

大会新               5.27

土屋 さくら(2) 高校    X    X   4.40   4.59    X    X    4.59 
ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ 岩村田高   -0.9   -0.3    -0.3
清水 思(2) 高校    X   4.36    X   4.06   4.43    X    4.43 
ｼﾐｽﾞ ｺﾄ 上田染谷丘高   -1.1   -0.9    0.0     0.0
碓氷 眞子(1) 高校    -    -   4.27   4.12   4.02   4.05    4.27 
ｳｽｲ ﾏｺ 野沢北高   -0.4   -0.7   +0.7   -0.5    -0.4
荒井 杏奈(2) 高校   3.94    X   3.85    X   4.13    X    4.13 
ｱﾗｲ ｱﾝﾅ 佐久平総合   -1.1   +0.2   +0.3    +0.3
安藤 あかり(2) 高校   3.64   3.90   3.69   3.46   3.73    X    3.90 
ｱﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ 野沢北高   -0.8   +0.1   -0.8   -0.6   -0.1    +0.1

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 5  1274

2 4  1468

5 1  1239

3 3  1222

4 2  1290



決勝 8月20日 13:30

大会新              13.01

西澤 咲花(3) 一般
ﾆｼｻﾞﾜ ｻｸﾗ 野沢中
酒井 美咲(1) 高校
ｻｶｲ ﾐｻｷ 丸子修学館高
梅田 佳奈(2) 高校
ｳﾒﾀﾞ ｶﾅ 野沢北高
坂井 美藍(1) 高校
ｻｶｲ ﾐｱｲ 上田染谷丘高
城下 琴音(1) 高校
ｼﾞｮｳｼﾀ  ｺﾄﾈ 上田千曲高
小平 美来(2) 高校 欠場
ｺﾀﾞｲﾗ ﾐｸ 野沢南高

女子

砲丸投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 6  4088

10.35  9.99  9.66  9.29  9.57  9.69  10.35 

2 4  1383
 8.69  8.29  8.35  7.79  7.91  7.99   8.69 

3 5  1237
 8.58  8.42  8.51  8.66  8.48  8.55   8.66 

4 3  1476
 6.81  6.91  7.75  7.15  8.05  7.08   8.05 

5 2  1490
 6.32  6.30  6.61

1  1244

 6.81  6.84  6.49   6.84 



決勝 8月20日  9:15

大会新              39.33

溝口 佳歩(1) 高校
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｶﾎ 佐久長聖高校
坂井 美藍(1) 高校
ｻｶｲ ﾐｱｲ 上田染谷丘高
小平 美来(2) 高校
ｺﾀﾞｲﾗ ﾐｸ 野沢南高
酒井 美咲(1) 高校
ｻｶｲ ﾐｻｷ 丸子修学館高
城下 琴音(1) 高校
ｼﾞｮｳｼﾀ  ｺﾄﾈ 上田千曲高
永井 佑佳(1) 高校
ﾅｶﾞｲ ﾕｳｶ 東御清翔
小野澤 愛莉(2) 高校
ｵﾉｻﾞﾜ ｱｲﾘ 野沢北高

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  1301

31.35   O   X 32.06   O   O  32.06 

2 5  1476
  O 28.59   O   O   O   O  28.59 

3 6  1244
26.16   O   O   O   O   O  26.16 

4 4  1383
  O 22.66   O   X   O 22.81  22.81 

5 2  1490
  O 15.68   O 16.11   O   O  16.11 

6 3  1372
  X 15.26   O

7 1  1240
12.05   O   X   O   O 13.67  13.67 

  O 15.60   O  15.60 



決勝 8月20日 11:40

大会新              42.33

犬飼 楓(1) 高校
ｲﾇｶｲ ｶｴﾃﾞ 小諸
林 実玲(1) 高校
ﾊﾔｼ ﾐﾚｲ 野沢北高
原野 茉優(1) 高校
ﾊﾗﾉ ﾏﾕ 小諸
梅田 佳奈(2) 高校
ｳﾒﾀﾞ ｶﾅ 野沢北高
岡嶋 美空(1) 高校
ｵｶｼﾞﾏ  ﾐｸ 上田千曲高

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 5  1337

  O   O 29.81 30.98   O   O  30.98 

2 4  1223
  O   O 26.17   O 28.15   O  28.15 

3 3  1335
  O 26.77   O   O   O   O  26.77 

4 2  1237
23.79   O   O

5 1  1489
23.80   O   O   O   O   O  23.80 

  O 23.87   O  23.87 



決勝 8月20日  9:05

大会新               1.53

1m55 1m60 1m63
市村 彩美(2) 中学 - - - - - - - O O O 大会新
ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ 軽井沢A&AC O XXO XXX
坂根 樺音(3) 中学 - - - - - - - - O XO 大会新
ｻｶﾈ ｶﾉﾝ 野沢中 XXO XXX
岡田 朋佳(3) 中学 - - - - - - - O O O
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 軽井沢A&AC XXX
柳澤 萌(2) 中学 - - - - O O O XXX
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾓｴ 芦原中
大滝 萌乃音(2) 中学 - - - - O O XXO XXX
ｵｵﾀｷ ﾓﾉﾝ 上田第四中
竹岡 古琴(1) 中学 - - - O O XXO XXO XXX
ﾀｹｵｶ ｺﾄ 佐久長聖中学
碓氷 和叶(2) 中学 - - - XO O O XXX
ｳｽｲ ﾜｶﾅ 野沢中
関谷 和香(2) 中学 - - - - O XXX
ｾｷﾔ ﾉﾄﾞｶ 上田第一中
高寺 凜(1) 中学 - - - O O XXX
ﾀｶﾃﾗ ﾘﾝ 上田第一中
泰井 柊香(2) 中学 - - O XXO XO XXX
ﾀｲｲ ｼｭｳｶ 御代田中
宮越 美緒(2) 中学 - - O XO XXX
ﾐﾔｺｼ ﾐｵ 上田第四中
児玉 結音(1) 中学 - O O XXX
ｺﾀﾞﾏ ﾕﾉ 上田第四中
有賀 明子(1) 中学 O XXX
ｱﾙｶﾞ ｱｷｺ 上田第五中
竹内 夢乃(2) 中学 - - - - XXX
ﾀｹｳﾁ ﾕﾒﾉ 上田第一中

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

中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ
1m45 1m50

記録 備考

1 14    19
 1.60

1m15 1m20

2 11  4087
 1.55

3 12    15
 1.50

4 13  4324
 1.35

5 10  4666
 1.35

6 8  4370
 1.35

7 4  4070
 1.30

8 5  4596
 1.25

8 7  8813
 1.25

 4675
 1.05

10 6  4270
 1.25

11 3  4641
 1.20

9  4595

12 1  4652
 1.15

13 2



決勝 8月20日  9:30

依田 智恵梨(3) 中学
ﾖﾀﾞ ﾁｴﾘ 軽井沢A&AC
岩下 栞(2) 中学
ｲﾜｼﾀ ｼｵﾘ 上田第五中
諸星 美璃(2) 中学
ﾓﾛﾎｼ ﾐﾘ 軽井沢A&AC
北澤 咲希(1) 中学
ｷﾀｻﾞﾜ ｻｷ 上田第五中
小林 楓(2) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ 上田第五中
平林 けい(2) 中学
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲ 上田第一中
伊藤 花純(1) 中学
ｲﾄｳ ｶｽﾐ 上田第一中
富松 京香(1) 中学
ﾄﾐﾏﾂ ｷｮｳｶ 上田第一中

1  8815
XXX

 1.80

 1.80

7 3  8810
O XO XXX

4 8  4599
O O XXX

 1.80

 1.80

4 4  4688
O O XXX

4 2  4678
O O XXX

XXX  2.30

 2.40

3 5    20
- O O XO XO

O O O XXX
2 6  4687

- - O

O XO XXX  2.50
1 7    14

- - - - XO

記録2m00 2m20 備考1m60 1m80 2m30 2m40 2m50 2m60

中学女子

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 8月20日 12:30

大会新               5.06

比田井 凜(2) 中学   3.35    X   4.89   5.08    X    X    5.08 大会新
ﾋﾀﾞｲ ﾘﾝ 望月AC   +2.9   +1.6   +1.3    +1.3
荻原 希乃愛(1) 中学   4.17   4.75   4.31   4.62   4.07   4.71    4.75 
ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 軽井沢A&AC    0.0   +2.8   +2.0   +3.2   +2.4   +1.8    +2.8
佐伯 三葉(2) 中学   4.66   4.72   4.50   4.37   4.59   4.59    4.72 
ｻｴｷ ﾐﾂﾊﾞ 軽井沢A&AC   +2.3   +3.0   +1.2   +2.9   +4.4   +1.8    +3.0
倉根 慧(1) 中学    X    X   4.22   3.85   4.36   4.22    4.36 
ｸﾗﾈ ｹｲ 野沢中   +1.7   +2.5   +2.5   +1.5    +2.5
上野 心愛(2) 中学   4.19   2.67   4.22   4.17   4.01   4.15    4.22 
ｳｴﾉ ｺｱ 東御東部中   +2.6   +2.3   +3.0   +6.0   +3.9   +3.7    +3.0
菅沼 花菜(1) 中学   3.87   4.17   4.15    X   4.20    X    4.20 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ 望月AC   +4.2   +4.0   +3.8   +1.9    +1.9
細田 怜奈(1) 中学   3.91   3.56   3.24   3.86   4.12   3.79    4.12 
ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ 東御東部中   +1.2   +2.9   +4.2   +2.5   +2.1   +1.3    +2.1
古越 茉帆(1) 中学    X    X   4.05    X    X    X    4.05 
ﾌﾙｺｼ ﾏﾎ 御代田中   +3.7    +3.7
尾沼 未来(2) 中学    X   3.90    X    3.90 
ｵﾇﾏ ﾐｸ 芦原中   +1.2    +1.2
市川 七海(1) 中学   3.79   3.70   3.85    3.85 
ｲﾁｶﾜ ﾅﾅﾐ 佐久浅間中   +3.6   +0.8   +2.5    +2.5
竹内 ゆい(1) 中学   3.81   3.75   3.81    3.81 
ﾀｹｳﾁ ﾕｲ 佐久浅間中   +3.2   +1.9   +4.1    +3.2
吉池 光美(2) 中学   3.81    X    X    3.81 
ﾖｼｲｹ ﾐﾐ 丸子北   +3.7    +3.7
有賀 千育(1) 中学   3.79   3.55    X    3.79 
ｱﾙｶﾞ ﾁｲ 佐久東   +2.6   +3.2    +2.6
栁澤 恋(2) 中学   3.64   3.73   3.65    3.73 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾚﾝ 御代田中   +3.9   +2.7   +3.1    +2.7
阿部 礼佳(1) 中学   3.49   3.46   3.44    3.49 
ｱﾍﾞ ｱﾔｶ 東御東部中   +3.9   +2.4   +3.5    +3.9
福田 葵(2) 中学    X   3.44   3.49    3.49 
ﾌｸﾀﾞ ｱｵｲ 上田第五中   +2.6   +2.6    +2.6
横尾 叶葉(1) 中学   3.31   3.28   3.40    3.40 
ﾖｺｵ ｶﾅﾊ 佐久浅間中   +2.4   +1.8   +2.2    +2.2
三輪 希々葉(1) 中学   3.40    X   3.31    3.40 
ﾐﾜ ﾉﾉﾊ 東御東部中   +3.6   +4.7    +3.6
宮嶋 悠月(1) 中学   3.34   3.27   3.31    3.34 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｽﾞｷ 中込中   +1.9   +3.6   +2.0    +1.9
池田 心優(1) 中学   2.88    X   2.78    2.88 
ｲｹﾀﾞ ﾐﾕ 上田第四中   +2.3   +3.9    +2.3
有沢瑠々(1) 中学   2.82   2.81   2.82    2.82 
ｱﾘｻﾜ ﾙﾙ 野沢中   +2.6   +2.6   +3.7    +2.6
望月 咲侑(2) 中学    X    X   2.82    2.82 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｳ 佐久浅間中   +2.1    +2.1
脇中 夕渚(1) 中学 欠場
ﾜｷﾅｶ ｾﾅ 東御東部中

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 22    36

2 23    16

3 19    18

4 18  4078

5 20  4392

6 17    34

7 7  4407

8 15  4276

9 21  4322

10 14  4147

11 8  4157

12 9  4502

13 6  4172

14 13  4274

15 5  4409

16 12  4690

17 10  4159

18 11  4408

19 2  4128

20 4  4651

3  4410

21 1  4073

22 16  4152



決勝 8月20日 10:30

大会新              11.72

柳澤 優羽(2) 中学
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 上田第五中
安達 朋笑(2) 中学
ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓｴ 上田第五中
前島 遥(2) 中学
ﾏｴｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 上田第四中
須崎 菜緒(2) 中学
ｽｻﾞｷ ﾅｵ 上田第四中
上野 愛梨(2) 中学
ｳｴﾉ ｱｲﾘ 望月AC
秋穂 真理(1) 中学
ｱｷﾎ ﾏﾘ 佐久浅間中
神林 杏花(1) 中学
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ 上田第五中
小林 美菜子(2) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅｺ 佐久浅間中
田中 春菜(2) 中学
ﾀﾅｶ ﾊﾙﾅ 上田第一中
甘利 未珠咲(1) 中学
ｱﾏﾘ ﾐｽﾞｷ 小諸東中
尾沼 未来(2) 中学
ｵﾇﾏ ﾐｸ 芦原中
櫻井 あい美(1) 中学
ｻｸﾗｲ ｱｲﾐ 上田第四中
柳澤 瑞希(2) 中学
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐｽﾞｷ 中込中

中学女子

砲丸投              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 13  4691

10.70 10.15 10.53 10.98 10.41 10.51  10.98 

2 11  4686
  -   -  8.29  8.49  8.28  8.69   8.69 

3 12  4640
 8.31  8.28  8.56  8.16  8.41  8.03   8.56 

4 10  4668
  X  7.82  8.49  7.24  8.21  8.54   8.54 

5 9    33
 8.06  8.41  7.84  8.34  7.72  8.06   8.41 

6 7  4130
 7.89   -  7.58  7.98  7.85  8.22   8.22 

7 4  4676
  -   -  7.30  6.85  7.09  6.16   7.30 

8 5  4151
 6.95  7.11  6.89  6.19  7.17  6.84   7.17 

9 8  4594
 6.54  7.04   X   7.04 

10 1  4307
 5.31  5.84  6.21   6.21 

11 6  4322
 5.44  6.08  5.12   6.08 

12 2  4653
 5.79  5.92  5.69

13 3  4112
  -   -  5.78   5.78 

  5.92 
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