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第47回佐久陸上競技選手権大会

期　日

場　所

コード

平成29年7月23日（日）

佐久総合運動公園陸上競技場

172060

主催

後援

佐久市・小諸市・北佐久郡・南佐久郡体育協会

信 濃 毎 日 新 聞 社

佐久市・小諸市・北佐久郡・南佐久郡陸上競技協会

佐 久 市 教 育 委 員 会

佐 久 地 区 地 教 連 絡 協 議 会

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

7/23 中学男子１１０ｍH 決勝 15.40 原　惇也 男 野沢中 16.04

小学共通１０００ｍ 決勝 3.13.59 加藤　大雅 男 軽井沢A&AC 3.16.54

女子１００ｍH 決勝 16.33 田中風紗音 女 上田高 16.40

小学共通１０００ｍ 決勝 3.21.54 酒井　あいか 女 あさまねAC 3.25.09

中学女子１００ｍH 決勝 14.75 土屋ほのか 女 軽井沢中 15.53

中学女子１００ｍ 予選 12.76 前田望乃花 女 佐久東中 13.16

小学6年男子１００ｍ 決勝 15.17 美斉津 岳 男 あさまねSC 15.28

小学4年男子１００ｍ 決勝 13.07 佐々木 隆之介 男 望月AC 13.11

中学男子１５００ｍ 決勝     4,30.36 中島 健大 男 小海中 4,30.95

少年共通男子4×１００ｍR 決勝       53.63 望月AC(A) 男 望月AC(A) 55.69

中学女子走高跳 決勝 1ｍ55 土屋ほのか 女 軽井沢中 1ｍ53

小学6年走幅跳 決勝 4ｍ75 小林　碧空 男 望月AC 4ｍ73

グランドコンディション

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

7月23日（日） 9：00 雨 東 0.1 23.0 87.0

10：00 曇り 北北東 0.2 24.0 91.0

11：00 雨 南東 0.1 24.0 87.0

12：00 曇り 北北東 0.6 25.0 84.0

13：00 曇り 北西 0.1 25.5 80.0

14：00 曇り 北 1.5 25.5 76.0

15：00 雨 南東 0.1 26.0 76.0

16：00 曇り 東北東 0.1 25.5 84.0

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

小学6年女子１００ｍ 決勝 14.17 中野 佐羽子 女 軽井沢A&AC 14.45

中学女子２００ｍ 決勝       26.20 前田 望乃花 女 佐久穂中 27.90

中学女子２００ｍ 決勝       27.64 髙栁 菜乃香 女 御代田中 27.90

女子４００ｍ 決勝       59.56 秋山 咲花 女 岩村田高 1,01,08

男子走幅跳 決勝 6ｍ91 山浦渓斗 男 小諸高 6ｍ66



決勝記録一覧表
(GR:大会新,GT:大会タイ) 女  子 【競技場】172060  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
07/23 女子  +0.4 廣川 紗良(2) 12.82 秋山 咲花(2) 12.98 荒井 奈々実(1) 13.33 大塚 七星(1) 13.38 酒井 夢実(2) 13.43 田中 風紗音(1) 13.59 井出 凛生(1) 13.92 西入 由実(2) 13.95

１００ｍ 高校･岩村田高 高校･岩村田高 高校･佐久長聖高 高校･野沢南高 高校･小諸高 高校･上田 高校･岩村田高 高校･小諸高
07/23 秋山 咲花(2) 59.56 横須賀 玲奈(1) 1,02.48 廣川 紗良(2) 1,04.03 安藤 あかり(2) 1,04.64 井出 凛生(1) 1,06.96 土屋 さくら(2) 1,07.06 紫 美海(2) 1,08.27 中山 琉那(1) 1,08.35

４００ｍ 高校･岩村田高 GR 高校･佐久長聖高 高校･岩村田高 高校･野沢北高 高校･岩村田高 高校･岩村田高 高校･岩村田高 高校･佐久長聖高
07/23 碓氷 眞子(1) 2,29.35 三浦 元海(1) 2,36.04 中山 琉那(1) 2,38.11

８００ｍ 高校･野沢北高 高校･野沢北高 高校･佐久長聖高
07/23  +0.6 田中 風紗音(1) 16.33 米山 野乃佳(1) 17.45 鈴木 風香(2) 20.20

１００ｍＨ(0.838m) 高校･上田 GR 高校･佐久長聖高 高校･佐久平総合高
07/23 櫻井 裕梨(2) 1.45 宇都宮 悠奈(1) 1.40 青木 涼香(1) 1.35 安藤 あかり(2) 1.35

走高跳 高校･野沢北高 高校･小諸高 高校･野沢北高 高校･野沢北高
07/23 土屋さくら(2) 4.61(-0.2) 片桐 穂花 4.58(+0.9) 碓氷 眞子(1) 4.41(+1.0) 米山野乃佳(1) 4.25(-0.1) 荒井 杏奈(2) 4.19(0.0) 掛川 莉里(1) 3.72(-0.3)

走幅跳 高校･岩村田高 一般･望月AC 高校･野沢北高 高校･佐久長聖高 高校･佐久平総合高 高校･佐久長聖高
07/23 西澤 咲花(3) 9.75 梅田 佳奈(2) 8.41 原野 茉優(1) 7.00

砲丸投(4.000kg) 中学･野沢中 高校･野沢北高 高校･小諸高
07/23 武藤 衣里加(2) 29.66 小平 美来(2) 26.64 林 実玲(1) 15.18 小野澤 愛莉(2) 9.81

円盤投(1.000kg) 高校･野沢南高 高校･野沢南高 高校･野沢北高 高校･野沢北高
07/23 犬飼 楓(1) 29.84 林 実玲(1) 28.29 梅田 佳奈(2) 25.14 小林 楓(1) 23.98 原野 茉優(1) 23.25 萩原 麗(1) 22.53

やり投(0.600kg) 高校･小諸高 高校･野沢北高 高校･野沢北高 高校･岩村田高 高校･小諸高 高校･小諸高
07/23 中学女子  +0.7 前田 望乃花(3) 12.81 髙栁 菜乃香(3) 13.40 吉田 七海(1) 13.53 野口 すみれ(2) 13.81 遠藤 和泉(3) 13.82 竹花　碧乃(1) 13.83 秋穂 真理(1) 14.03

１００ｍ 中学･佐久穂中 GR 中学･御代田中 中学･中込中 中学･中込中 中学･T&F佐久平 中学･佐久長聖中 中学･佐久浅間中
07/23 前田 望乃花(3) 26.20 髙栁 菜乃香(3) 27.64 遠藤 和泉(3) 28.05 野口 すみれ(2) 28.32 竹花　碧乃(1) 28.38 吉田 七海(1) 28.51 栁澤 風花(2) 28.76 荻原 希乃愛(1) 28.84

２００ｍ 中学･佐久穂中 GR 中学･御代田中 GR 中学･T&F佐久平 中学･中込中 中学･佐久長聖中 中学･中込中 中学･御代田中 中学･軽井沢中
07/23 市川 笑花(1) 2,32.79 渡邉 陽乃(1) 2,35.98 土屋 杏恋(3) 2,39.48 金井 祭(1) 2,57.84 内藤 愛絵(1) 3,02.40 横尾 叶葉(1) 3,09.10

８００ｍ 中学･野沢中 中学･佐久東中 中学･小諸東中 中学･野沢中 中学･中込中 中学･佐久浅間中
07/23 土屋 ほのか(2) 14.75 塚田 菜々(3) 14.97 市村 彩美(2) 15.38 坂根 樺音(3) 16.42 依田 智恵梨(3) 17.25 今野 瑠奈(3) 17.54 荻原 希乃愛(1) 17.73 泰井 柊香(2) 17.88

１００ｍＨ(0.762m) 中学･軽井沢中 GR 中学･小諸東中 GR 中学･軽井沢中 GR 中学･野沢中 中学･軽井沢A&AC 中学･野沢中 中学･軽井沢中 中学･御代田中
07/23 土屋 ほのか(2) 1.55 市村 彩美(2) 1.50 岡田 朋佳(3) 1.50 坂根 樺音(3) 1.45 依田 智恵梨(3) 1.40 今野 瑠奈(3) 中学･野沢中 1.35 泰井 柊香(2) 1.30

走高跳 中学･軽井沢中 GR 中学･軽井沢中 中学･軽井沢A&AC 中学･野沢中 中学･軽井沢A&AC 小泉 有唯(3) 中学･小諸東中 中学･御代田中
07/23 比田井 凜(2) 5.16(-0.7) 大森 里香(1) 5.13(+1.5) 田村 遥(3) 4.59(+1.1) 小泉 有唯(3) 4.42(+1.1) 小泉 優花(3) 4.36(+1.7) 佐伯 三葉(2) 4.35(-0.1) 古越 茉帆(1) 4.11(+1.0) 栁澤 恋(2) 3.95(0.0)

走幅跳 中学･望月AC GR 中学･軽井沢A&AC GR 中学･御代田中 中学･小諸東中 中学･野沢中 中学･軽井沢中 中学･御代田中 中学･御代田中
07/23 西澤 咲花(3) 11.46 渡辺 彩夏(3) 9.10 上野 愛梨(2) 7.91 芹沢 紬(3) 7.63 小笠原 光咲(2) 6.92 秋穂 真理(1) 6.92 市川 七海(2) 6.52 山田 千晶(2) 6.47

砲丸投(2.721kg) 中学･野沢中 中学･御代田中 中学･望月AC 中学･小諸東中 中学･佐久浅間中 中学･佐久浅間中 中学･佐久浅間中 中学･佐久浅間中
07/23 佐々木 杏那(1) 26.87 市川 夏雅里(2) 23.93 山田 千晶(2) 23.18 上野 愛梨(2) 19.50 柳澤 瑞希(2) 18.00 髙見沢 桜咲(1) 13.77

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･野沢中 中学･御代田中 中学･佐久浅間中 中学･望月AC 中学･中込中 中学･中込中
07/23 小共通女子 酒井 あいか(6) 3,21.54 上田 玲歌(6) 3,41.36 栁澤 瑠那(6) 3,42.18 小林 彩華(6) 3,43.11 石垣 美心(6) 3,51.54 土屋 夢萌(4) 3,52.82 岩月 夕希乃(4) 3,52.90 髙橋 みう(5) 4,09.78

１０００ｍ 小学･あさまねSC GR 小学･ﾛﾃﾞｨｵ 小学･あさまねSC 小学･ﾛﾃﾞｨｵ 小学･T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･平根小 小学･美南ｶﾞ丘小
07/23 佐伯 風帆(6) 14.18 荻原 佳那(6) 14.66 油井 心美(6) 16.47 中澤 瑛夢(6) 17.31 山口 優歩(5) 18.62 横須賀 さくら(5) 19.02 塩川 倭央(6) 19.23 井出 姫愛(6) 19.43

８０ｍＨ 小学･軽井沢A&AC 小学･軽井沢A&AC 小学･中込小 小学･T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ 小学･小海小 小学･あさまねSC 小学･小諸東小 小学･中込小
07/23 軽井沢A&AC(A)      57.16 T&F佐久平       57.51 御代田南AC       59.14 小海小     1,02.20 平根小     1,02.77 佐久平浅間小     1,03.19 美南ｶﾞ丘小     1,04.55 あさまねSC     1,04.82

４×１００ｍR 漆原 衣咲(6) 櫻井 美波(6) 柳澤 智穂(6) 畠山 留奈(6) 荻原 永恋(5) 長谷　百花(6) 甘利 瑞樹(5) 小林 粋佳(5)
佐伯 風帆(6) 橋本 春花(6) 村松 幸那(6) 井上 葵(5) 依田 はるな(5) 堀内　涼華(6) 髙橋 みう(5) 酒井 あいか(6)
荻原 佳那(6) 高見澤 沙慧(6) 神津 沙夏(5)  平林しずく(6) 井龍 翠(6) 大島　彩(6) 林 朱音(6) 田中 莉奈(5)
中野 佐羽子(6) 山本 紗帆(6) 齋藤 優羽(5) 小須田 美裕(6) 関口 蒔琉(6) 池田　愛(6) 岩下 杏(6) 柳澤　瑠那(6)

07/23 小6女子 中野 佐羽子(6) 14.17 山本 紗帆(6) 14.60 櫻井 美波(6) 15.16 柳澤 智穂(6) 15.42 吉田 未旅(6) 15.50 神津 花蓮(6) 15.55 関口 蒔琉(6) 16.02 小林 美姫(6) 16.46
１００ｍ 小学･軽井沢A&AC GR 小学･T&F佐久平 小学･T&F佐久平 小学･御代田南AC 小学･軽井沢東部小 小学･中込小 小学･平根小 小学･水明AC

07/23 漆原 衣咲(6) 3.94(-0.3) 橋本 春花(6) 3.50(+0.9) 高見澤 沙慧(6)3.31(+1.0) 岡田 莉歩(6) 3.28(0.0) 井出 叶羽(6) 3.27(+1.2) 村松 幸那(6) 3.18(+0.2) 甘利 果衣良(6)3.05(+1.0) 上村 暖花(6) 3.03(+0.7)
走幅跳 小学･軽井沢A&AC 小学･T&F佐久平 小学･T&F佐久平 小学･軽井沢A&AC 小学･南牧北小 小学･御代田南AC 小学･小諸東小 小学･南牧北小

07/23 小5女子  -0.1 齋藤 優羽(5) 14.77 窪田 寿理(5) 15.36 依田 はるな(5) 15.79 櫻井 聖子(5) 15.79 神津 沙夏(5) 16.06 甘利 瑞希(5) 16.30 宮川 紗和(5) 16.76 高見澤 理琴(5) 16.85
１００ｍ 小学･御代田南AC 小学･T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ 小学･平根小 小学･佐久東小 小学･御代田南AC 小学･美南ｶﾞ丘小 小学･T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ 小学･南牧北小

07/23 吉田 心美(5) 3.73(0.0) 田口 朱音(5) 3.48(+0.1) 馬場 夏芽(5) 3.15(+0.2) 井上 葵(5) 3.09(-0.2) 薩田 朱里(5) 2.91(+0.1) 白石 華和(5) 2.91(+0.1) 松井颯実花(5) 2.79(+0.1)
走幅跳 小学･佐久浅間AC GT 小学･軽井沢A&AC 小学･御代田南 小学･小海小 小学･南牧北小 小学･水明AC 小学･小海小

07/23 小４女子  +0.5 中嶋 杏佳(4) 15.31 並木 彩華(4) 16.06 篠原 百々香(4) 16.30 臼田 蒼衣(4) 16.38 野村 祐里(4) 16.42 井出 こころ(4) 16.43 竹内 万桜(4) 16.52 風巻 里奈(4) 16.58
１００ｍ 小学･軽井沢A&AC 小学･軽井沢A&AC 小学･小海小 小学･浅科A.C. 小学･泉小 小学･小海小 小学･小諸東小 小学･あさまねSC

07/23 大森 玲花(4) 3.56(-0.8) 依田 帆花(4) 3.10(-0.8) 永井優里亜(4) 2.89(-0.6) 佐々木小夏(4) 2.80(-0.4) 平川真穂子(4) 2.76(-0.5) 関口 歩希(4) 2.66(-0.8) ﾏﾝｾﾙ 美怜(4) 2.57(-0.9) 小寺 渚月(4) 2.53(-0.9)
走幅跳 小学･軽井沢A&AC 小学･ﾛﾃﾞｨｵ 小学･水明AC 小学･望月AC 小学･小諸東小 小学･平根小 小学･軽井沢東部小 小学･軽井沢東部小

07/23 マスターズ女  +0.6 塩川 真澄W35 20.35
１００ｍＨ(0.838m) 一般･佐久ﾏｽﾀｰｽﾞ



予選 7月23日 12:20
決勝 7月23日 14:35

県新(KR)            11.98
大会新(GR)          12.70

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速  0.0

 1 廣川 紗良(2) 高校     12.92 q  1 荒井 奈々実(1) 高校     13.37 q
ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 岩村田高 ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 佐久長聖高

 2 大塚 七星(1) 高校     13.41 q  2 田中 風紗音(1) 高校     13.65 q
ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ 野沢南高 ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ 上田

 3 荒井 杏奈(2) 高校     14.11  3 井出 凛生(1) 高校     13.88 q
ｱﾗｲ ｱﾝﾅ 佐久平総合高 ｲﾃﾞ ﾘｵ 岩村田高

 4 三浦 元海(1) 高校     14.28  4 西入 由実(2) 高校     14.11 
ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ 野沢北高 ﾆｼｲﾘ ﾕﾐ 小諸高

 5 掛川 莉里(1) 高校     14.41  5 萩原 麗(1) 高校     15.20 
ｶｹｶﾞﾜ ﾘﾘ 佐久長聖高 ﾊｷﾞﾜﾗ ｳﾗﾗ 小諸高
宇都宮 悠奈(1) 高校
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ 小諸高

[ 3組] 風速 -0.3

 1 秋山 咲花(2) 高校     13.09 q
ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ 岩村田高

 2 酒井 夢実(2) 高校     13.51 q
ｻｶｲ ﾕﾒﾐ 小諸高

 3 青木 涼香(1) 高校     14.29 
ｱｵｷ ｽｽﾞｶ 野沢北高

 4 丸山 那菜(1) 高校     14.44 
ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅ 小諸高

 5 鈴木 風香(2) 高校     14.63 
ｽｽﾞｷ ﾌｳｶ 佐久平総合高

風速 +0.4

 1 廣川 紗良(2) 高校     12.82 
ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 岩村田高

 2 秋山 咲花(2) 高校     12.98 
ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ 岩村田高

 3 荒井 奈々実(1) 高校     13.33 
ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 佐久長聖高

 4 大塚 七星(1) 高校     13.38 
ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ 野沢南高

 5 酒井 夢実(2) 高校     13.43 
ｻｶｲ ﾕﾒﾐ 小諸高

 6 田中 風紗音(1) 高校     13.59 
ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ 上田

 7 井出 凛生(1) 高校     13.92 
ｲﾃﾞ ﾘｵ 岩村田高

 8 西入 由実(2) 高校     13.95 
ﾆｼｲﾘ ﾕﾐ 小諸高
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決勝 7月23日 15:40

県新(KR)            54.56
大会新(GR)        1,01.08

[ 1組] [ 2組]

 1 安藤 あかり(2) 高校   1,04.64  1 秋山 咲花(2) 高校     59.56 
ｱﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ 野沢北高 ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ 岩村田高

 2 土屋 さくら(2) 高校   1,07.06  2 横須賀 玲奈(1) 高校   1,02.48 
ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ 岩村田高 ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ 佐久長聖高

 3 中山 琉那(1) 高校   1,08.35  3 廣川 紗良(2) 高校   1,04.03 
ﾅｶﾔﾏ ﾙﾅ 佐久長聖高 ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 岩村田高

 4 佐藤 亜美佳(2) 高校   1,09.55  4 井出 凛生(1) 高校   1,06.96 
ｻﾄｳ ｱﾐｶ 岩村田高 ｲﾃﾞ ﾘｵ 岩村田高
森田 優海(2) 高校  5 紫 美海(2) 高校   1,08.27 
ﾓﾘﾀ ﾕｳﾐ 岩村田高 ﾐﾗｻｷﾐﾕｳ 岩村田高

   1 秋山 咲花(2) 高校 岩村田高       59.56 大会新   2   1
   2 横須賀 玲奈(1) 高校 佐久長聖高     1,02.48   2   2
   3 廣川 紗良(2) 高校 岩村田高     1,04.03   2   3
   4 安藤 あかり(2) 高校 野沢北高     1,04.64   1   1
   5 井出 凛生(1) 高校 岩村田高     1,06.96   2   4
   6 土屋 さくら(2) 高校 岩村田高     1,07.06   1   2
   7 紫 美海(2) 高校 岩村田高     1,08.27   2   5
   8 中山 琉那(1) 高校 佐久長聖高     1,08.35   1   3
   9 佐藤 亜美佳(2) 高校 岩村田高     1,09.55   1   4

決勝 7月23日 16:10

県新(KR)          2,05.78
大会新(GR)        2,26.68

 1 碓氷 眞子(1) 高校   2,29.35 
ｳｽｲ ﾏｺ 野沢北高

 2 三浦 元海(1) 高校   2,36.04 
ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ 野沢北高

 3 中山 琉那(1) 高校   2,38.11 
ﾅｶﾔﾏ ﾙﾅ 佐久長聖高

決勝 7月23日  9:35

県新(KR)            13.81
大会新(GR)          16.40

風速 +0.6

 1 田中 風紗音(1) 高校     16.33 
ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ 上田

 2 米山 野乃佳(1) 高校     17.45 
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 佐久長聖高

 3 鈴木 風香(2) 高校     20.20 
ｽｽﾞｷ ﾌｳｶ 佐久平総合高
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決勝 7月23日  9:30

県新(KR)             1.81
大会新(GR)           1.58

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 小諸高
青木 涼香(1) 高校
ｱｵｷ ｽｽﾞｶ 野沢北高
安藤 あかり(2) 高校
ｱﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ 野沢北高
佐藤 亜美佳(2) 高校 欠場
ｻﾄｳ ｱﾐｶ 岩村田高

決勝 7月23日 13:30

県新(KR)             6.41
大会新(GR)           5.13

土屋 さくら(2) 高校    X    X   4.61    -    -   4.49    4.61 
ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ 岩村田高   -0.2   +0.2    -0.2
片桐 穂花 一般    X   4.58    X   4.46   4.38   4.51    4.58 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 望月AC   +0.9   +0.1   -0.6   +0.2    +0.9
碓氷 眞子(1) 高校   4.41   4.32   4.16   3.91   4.26   4.10    4.41 
ｳｽｲ ﾏｺ 野沢北高   +1.0   +1.0    0.0    0.0   -0.5   +0.7    +1.0
米山 野乃佳(1) 高校   4.24   4.13   4.22   4.11   4.25   4.25    4.25 
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 佐久長聖高   +0.9   +0.8   +0.1    0.0   -0.1   +0.4    -0.1
荒井 杏奈(2) 高校    X    X   4.19   4.01    X   4.04    4.19 
ｱﾗｲ ｱﾝﾅ 佐久平総合高    0.0    0.0   +0.1     0.0
掛川 莉里(1) 高校    X   3.23   3.62   3.50   3.72    X    3.72 
ｶｹｶﾞﾜ ﾘﾘ 佐久長聖高   +1.6   -0.7   +0.2   -0.3    -0.3

決勝 7月23日 11:30

県新(KR)            13.70
大会新(GR)          11.08

西澤 咲花(3) 中学
ﾆｼｻﾞﾜ ｻｸﾗ 野沢中
梅田 佳奈(2) 高校
ｳﾒﾀﾞ ｶﾅ 野沢北高
原野 茉優(1) 高校
ﾊﾗﾉ ﾏﾕ 小諸高
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決勝 7月23日 10:15

県新(KR)            45.73
大会新(GR)          38.32

武藤 衣里加(2) 高校
ﾑﾄｳ ｴﾘｶ 野沢南高
小平 美来(2) 高校
ｺﾀﾞｲﾗ ﾐｸ 野沢南高
林 実玲(1) 高校
ﾊﾔｼ ﾐﾚｲ 野沢北高
小野澤 愛莉(2) 高校
ｵﾉｻﾞﾜ ｱｲﾘ 野沢北高

決勝 7月23日 13:00

県新(KR)            57.17
大会新(GR)          40.09

犬飼 楓(1) 高校
ｲﾇｶｲ ｶｴﾃﾞ 小諸高
林 実玲(1) 高校
ﾊﾔｼ ﾐﾚｲ 野沢北高
梅田 佳奈(2) 高校
ｳﾒﾀﾞ ｶﾅ 野沢北高
小林 楓(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ 岩村田高
原野 茉優(1) 高校
ﾊﾗﾉ ﾏﾕ 小諸高
萩原 麗(1) 高校
ﾊｷﾞﾜﾗ ｳﾗﾗ 小諸高
西入 由実(2) 高校 欠場
ﾆｼｲﾘ ﾕﾐ 小諸高
森田 優海(2) 高校 欠場
ﾓﾘﾀ ﾕｳﾐ 岩村田高
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予選 7月23日 13:10
決勝 7月23日 14:40

県中新(KR)  12.05
大会新(GR)  13.16

[ 1組] 風速 +0.2 [ 2組] 風速 -0.3

 1 比田井 凜(2) 中学  13.15 q  1 遠藤 和泉(3) 中学  13.96 q
ﾋﾀﾞｲ ﾘﾝ 望月AC ｴﾝﾄﾞｳ  ｲｽﾞﾐ T&F佐久平

 2 野口 すみれ(2) 中学  13.84 q  2 栁澤 風花(2) 中学  14.08 
ﾉｸﾞﾁ ｽﾐﾚ 中込中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ 御代田中

 3 金澤 七海(3) 中学  14.64  3 武藤 凜(2) 中学  14.42 
ｶﾅｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 御代田中 ﾑﾄｳ ﾘﾝ 中込中

 4 市川 七海(2) 中学  14.73  4 望月 咲侑(2) 中学  14.73 
ｲﾁｶﾜ ﾅﾅﾐ 佐久浅間中 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｳ 佐久浅間中

 5 林 さくら(1) 中学  15.86  5 吉澤 妃織(2) 中学  15.61 
ﾊﾔｼ ｻｸﾗ 野沢中 ﾖｼｻﾞﾜ ﾋｵﾘ 佐久東中

 6 磯部 遥歌(1) 中学  15.87  6 磯部 美月(1) 中学  15.64 
ｲｿﾍﾞ ﾊﾙｶ 佐久浅間中 ｲｿﾍﾞ ﾐﾂﾞｷ 野沢中

 7 佐藤 結(1) 中学  16.01  7 小笠原 光咲(2) 中学  15.89 
ｻﾄｳ ﾕｳ 軽井沢中 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾐｻｷ 佐久浅間中

 8 渡邉 香凛(2) 中学  16.10  8 甘利 未珠咲(1) 中学  16.13 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 御代田中 ｱﾏﾘ ﾐｽﾞｷ 小諸東中

[ 3組] 風速 +0.4 [ 4組] 風速 +0.5

 1 吉田 七海(1) 中学  13.60 q  1 髙栁 菜乃香(3) 中学  13.36 q
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ 中込中 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾅﾉｶ 御代田中

 2 竹花　碧乃(1) 中学  13.90 q  2 秋穂 真理(1) 中学  14.01 q
ﾀｹﾊﾅ ｱｵﾉ 佐久長聖中 ｱｷﾎ ﾏﾘ 佐久浅間中

 3 川上 璃子(2) 中学  14.06  3 中嶋　愛佳(1) 中学  14.13 
ｶﾜｶﾐ ﾘｺ 野沢中 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ 佐久長聖中

 4 北村 陽向(2) 中学  14.75  4 倉根 慧(1) 中学  14.15 
ｷﾀﾑﾗ ﾋﾅﾀ 小諸東中 ｸﾗﾈ ｹｲ 野沢中

 5 鈴木 天音(1) 中学  14.86  5 芹沢 紬(3) 中学  14.52 
ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ 佐久浅間中 ｾﾘｻﾞﾜ ﾂﾑｷﾞ 小諸東中

 6 行田 優空(1) 中学  15.17  6 佐藤 美和(1) 中学  15.04 
ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾕﾗ 軽井沢中 ｻﾄｳ ﾐﾜ 佐久浅間中

 7 内堀 陽菜(1) 中学  15.21  7 池田 遥(1) 中学  15.46 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾅ 御代田中 ｲｹﾀﾞ ﾊﾙｶ 御代田中

 8 有賀 千育(1) 中学  15.24  8 柳澤 瑞希(2) 中学  17.15 
ｱﾙｶﾞ ﾁｲ 佐久東中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐｽﾞｷ 中込中

 9 近藤 桜(1) 中学  15.79 
ｺﾝﾄﾞｳ ｻｸﾗ 佐久浅間中

[ 5組] 風速 +0.1

 1 前田 望乃花(3) 中学  12.76 q
ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 佐久穂中

 2 小泉 優花(3) 中学  14.30 
ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳｶ 野沢中

 3 竹岡 古琴(1) 中学  14.58 
ﾀｹｵｶ ｺﾄ 佐久長聖中

 4 竹内 ゆい(1) 中学  14.64 
ﾀｹｳﾁ ﾕｲ 佐久浅間中

 5 菅沼 花菜(1) 中学  14.79 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ 望月AC

 6 市川 夏雅里(2) 中学  15.00 
ｲﾁｶﾜ ｶｶﾞﾘ 御代田中

 7 中沢 綺良莉(1) 中学  16.05 
ﾅｶｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 中込中
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風速 +0.7

 1 前田 望乃花(3) 中学     12.81 
ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 佐久穂中

 2 髙栁 菜乃香(3) 中学     13.40 
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾅﾉｶ 御代田中

 3 吉田 七海(1) 中学     13.53 
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ 中込中

 4 野口 すみれ(2) 中学     13.81 
ﾉｸﾞﾁ ｽﾐﾚ 中込中

 5 遠藤 和泉(3) 中学     13.82 
ｴﾝﾄﾞｳ  ｲｽﾞﾐ T&F佐久平

 6 竹花　碧乃(1) 中学     13.83 
ﾀｹﾊﾅ ｱｵﾉ 佐久長聖中

 7 秋穂 真理(1) 中学     14.03 
ｱｷﾎ ﾏﾘ 佐久浅間中
比田井 凜(2) 中学
ﾋﾀﾞｲ ﾘﾝ 望月AC
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決勝 7月23日 15:25

県中新(KR)          24.88
大会新(GR)          27.90

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -1.2

 1 渡邉 陽乃(1) 中学     29.26  1 野口 すみれ(2) 中学     28.32 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾉ 佐久東中 ﾉｸﾞﾁ ｽﾐﾚ 中込中

 2 金澤 七海(3) 中学     30.47  2 吉田 七海(1) 中学     28.51 
ｶﾅｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 御代田中 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ 中込中

 3 望月 咲侑(2) 中学     30.78  3 荻原 希乃愛(1) 中学     28.84 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｳ 佐久浅間中 ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 軽井沢中

 4 小林 美菜子(2) 中学     30.92  4 柏木 萌(1) 中学     29.58 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅｺ 佐久浅間中 ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ 小諸東中

 5 熊谷 美来(3) 中学     31.08  5 武藤 凜(2) 中学     30.18 
ｸﾏｶﾞｲ ﾐｸ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾑﾄｳ ﾘﾝ 中込中

 6 林 さくら(1) 中学     33.25  6 大鹿 愛和(1) 中学     30.86 
ﾊﾔｼ ｻｸﾗ 野沢中 ｵｵｼｶ ﾏﾅ 野沢中
土屋 茉広(2) 中学  7 諸星 美璃(2) 中学     31.89 
ﾂﾁﾔ ﾏﾋﾛ 野沢中 ﾓﾛﾎｼ ﾐﾘ 軽井沢中

[ 3組] 風速 -0.4

 1 前田 望乃花(3) 中学     26.20 
ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 佐久穂中

 2 髙栁 菜乃香(3) 中学     27.64 
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾅﾉｶ 御代田中

 3 遠藤 和泉(3) 中学     28.05 
ｴﾝﾄﾞｳ  ｲｽﾞﾐ T&F佐久平

 4 竹花　碧乃(1) 中学     28.38 
ﾀｹﾊﾅ ｱｵﾉ 佐久長聖中

 5 栁澤 風花(2) 中学     28.76 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ 御代田中

 6 佐伯 三葉(2) 中学     28.90 
ｻｴｷ ﾐﾂﾊﾞ 軽井沢中

 7 川上 璃子(2) 中学     29.25 
ｶﾜｶﾐ ﾘｺ 野沢中

   1 前田 望乃花(3) 中学 佐久穂中     26.20 (-0.4) 大会新   3   1
   2 髙栁 菜乃香(3) 中学 御代田中     27.64 (-0.4) 大会新   3   2
   3 遠藤 和泉(3) 中学 T&F佐久平     28.05 (-0.4)   3   3
   4 野口 すみれ(2) 中学 中込中     28.32 (-1.2)   2   1
   5 竹花　碧乃(1) 中学 佐久長聖中     28.38 (-0.4)   3   4
   6 吉田 七海(1) 中学 中込中     28.51 (-1.2)   2   2
   7 栁澤 風花(2) 中学 御代田中     28.76 (-0.4)   3   5
   8 荻原 希乃愛(1) 中学 軽井沢中     28.84 (-1.2)   2   3
   9 佐伯 三葉(2) 中学 軽井沢中     28.90 (-0.4)   3   6
  10 川上 璃子(2) 中学 野沢中     29.25 (-0.4)   3   7
  11 渡邉 陽乃(1) 中学 佐久東中     29.26 (0.0)   1   1
  12 柏木 萌(1) 中学 小諸東中     29.58 (-1.2)   2   4
  13 武藤 凜(2) 中学 中込中     30.18 (-1.2)   2   5
  14 金澤 七海(3) 中学 御代田中     30.47 (0.0)   1   2
  15 望月 咲侑(2) 中学 佐久浅間中     30.78 (0.0)   1   3
  16 大鹿 愛和(1) 中学 野沢中     30.86 (-1.2)   2   6
  17 小林 美菜子(2) 中学 佐久浅間中     30.92 (0.0)   1   4
  18 熊谷 美来(3) 中学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     31.08 (0.0)   1   5
  19 諸星 美璃(2) 中学 軽井沢中     31.89 (-1.2)   2   7
  20 林 さくら(1) 中学 野沢中     33.25 (0.0)   1   6 4080
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決勝 7月23日 16:00

県中(KR)          2,16.18
大会新(GR)        2,29.70

 1 市川 笑花(1) 中学   2,32.79 
ｲﾁｶﾜ ｴﾐｶ 野沢中

 2 渡邉 陽乃(1) 中学   2,35.98 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾉ 佐久東中

 3 土屋 杏恋(3) 中学   2,39.48 
ﾂﾁﾔ ｱｺ 小諸東中

 4 金井 祭(1) 中学   2,57.84 
ｶﾅｲ ﾏﾂﾘ 野沢中

 5 内藤 愛絵(1) 中学   3,02.40 
ﾅｲﾄｳ ﾏﾅｴ 中込中

 6 横尾 叶葉(1) 中学   3,09.10 
ﾖｺｵ ｶﾅﾊ 佐久浅間中

決勝 7月23日  9:20

県中新(KR)          14.28
大会新(GR)          15.53

[ 1組] 風速 -0.8 [ 2組] 風速 -0.6

 1 泰井 柊香(2) 中学     17.88  1 土屋 ほのか(2) 中学     14.75 
ﾀｲｲ ｼｭｳｶ 御代田中 ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 軽井沢中

 2 大鹿 愛和(1) 中学     18.33  2 塚田 菜々(3) 中学     14.97 
ｵｵｼｶ ﾏﾅ 野沢中 ﾂｶﾀﾞ ﾅﾅ 小諸東中

 3 矢島 果歩(1) 中学     19.86  3 市村 彩美(2) 中学     15.38 
ﾔｼﾞﾏ ｶﾎ 佐久浅間中 ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ 軽井沢中

 4 倉根 慧(1) 中学     20.34  4 坂根 樺音(3) 中学     16.42 
ｸﾗﾈ ｹｲ 野沢中 ｻｶﾈ ｶﾉﾝ 野沢中

 5 市川 笑花(1) 中学     21.35  5 依田 智恵梨(3) 中学     17.25 
ｲﾁｶﾜ ｴﾐｶ 野沢中 ﾖﾀﾞ ﾁｴﾘ 軽井沢A&AC

 6 中沢 綺良莉(1) 中学     22.09  6 今野 瑠奈(3) 中学     17.54 
ﾅｶｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 中込中 ｺﾝﾉ ﾙﾅ 野沢中

 7 磯部 美月(1) 中学     23.83  7 荻原 希乃愛(1) 中学     17.73 
ｲｿﾍﾞ ﾐﾂﾞｷ 野沢中 ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 軽井沢中
近藤 桜(1) 中学  8 柏木 萌(1) 中学     18.88 
ｺﾝﾄﾞｳ ｻｸﾗ 佐久浅間中 ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ 小諸東中
竹内 ゆい(1) 中学 大森 里香(1) 中学
ﾀｹｳﾁ ﾕｲ 佐久浅間中 ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 軽井沢A&AC

   1 土屋 ほのか(2) 中学 軽井沢中     14.75 (-0.6) 大会新   2   1
   2 塚田 菜々(3) 中学 小諸東中     14.97 (-0.6) 大会新   2   2
   3 市村 彩美(2) 中学 軽井沢中     15.38 (-0.6) 大会新   2   3
   4 坂根 樺音(3) 中学 野沢中     16.42 (-0.6)   2   4
   5 依田 智恵梨(3) 中学 軽井沢A&AC     17.25 (-0.6)   2   5
   6 今野 瑠奈(3) 中学 野沢中     17.54 (-0.6)   2   6
   7 荻原 希乃愛(1) 中学 軽井沢中     17.73 (-0.6)   2   7
   8 泰井 柊香(2) 中学 御代田中     17.88 (-0.8)   1   1
   9 大鹿 愛和(1) 中学 野沢中     18.33 (-0.8)   1   2
  10 柏木 萌(1) 中学 小諸東中     18.88 (-0.6)   2   8
  11 矢島 果歩(1) 中学 佐久浅間中     19.86 (-0.8)   1   3
  12 倉根 慧(1) 中学 野沢中     20.34 (-0.8)   1   4
  13 市川 笑花(1) 中学 野沢中     21.35 (-0.8)   1   5
  14 中沢 綺良莉(1) 中学 中込中     22.09 (-0.8)   1   6
  15 磯部 美月(1) 中学 野沢中     23.83 (-0.8)   1   7
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決勝 7月23日  9:30

県中新(KR)           1.75
大会新(GR)           1.53

土屋 ほのか(2) 中学 大会新
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 軽井沢中
市村 彩美(2) 中学
ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ 軽井沢中
岡田 朋佳(3) 中学
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 軽井沢A&AC
坂根 樺音(3) 中学
ｻｶﾈ ｶﾉﾝ 野沢中
依田 智恵梨(3) 中学
ﾖﾀﾞ ﾁｴﾘ 軽井沢A&AC
今野 瑠奈(3) 中学
ｺﾝﾉ ﾙﾅ 野沢中
小泉 有唯(3) 中学
ｺｲｽﾞﾐ ｱｲ 小諸東中
泰井 柊香(2) 中学
ﾀｲｲ ｼｭｳｶ 御代田中
中嶋　愛佳(1) 中学
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ 佐久長聖中
栗田 怜奈(3) 中学
ｸﾘﾀ ﾚｲﾅ 佐久浅間中
鈴木 天音(1) 中学
ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ 佐久浅間中
小林 美菜子(2) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅｺ 佐久浅間中
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決勝 7月23日 13:30

県中新(KR)  5.74
大会新(GR)  4.73

比田井 凜(2) 中学  X  4.78  X  4.77  X  5.16  5.16 大会新
ﾋﾀﾞｲ ﾘﾝ 望月AC  +0.6  -0.3  -0.7  -0.7
大森 里香(1) 中学  5.13  4.93  4.97  4.78  4.83  X  5.13 大会新
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 軽井沢A&AC  +1.5  +0.3  +0.5  -0.2  0.0  +1.5
田村 遥(3) 中学  4.59  4.39  4.34  4.12  4.33  4.33  4.59 
ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ 御代田中  +1.1  -0.6  +0.7  -0.2  +0.4  -0.7  +1.1
小泉 有唯(3) 中学  4.42  X  4.16  4.33  4.40  4.10  4.42 
ｺｲｽﾞﾐ ｱｲ 小諸東中  +1.1  0.0  -0.2  -0.2  -0.6  +1.1
小泉 優花(3) 中学  4.36  X  4.31  4.30  4.12  4.17  4.36 
ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳｶ 野沢中  +1.7  -0.2  -0.4  +0.1  -0.1  +1.7
佐伯 三葉(2) 中学  X  4.30  4.27  4.35  4.13  4.16  4.35 
ｻｴｷ ﾐﾂﾊﾞ 軽井沢中  +0.6  0.0  -0.1  +0.1  -0.3  -0.1
古越 茉帆(1) 中学  4.11  X  3.80  3.85  3.60  3.64  4.11 
ﾌﾙｺｼ ﾏﾎ 御代田中  +1.0  -0.3  -0.3  -0.2  -0.2  +1.0
栁澤 恋(2) 中学  3.76  3.92  3.95  3.78  3.88  3.59  3.95 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾚﾝ 御代田中  +1.9  +1.0  0.0  0.0  +0.1  -0.4  0.0
栗田 怜奈(3) 中学  X  3.89  3.86  3.89 
ｸﾘﾀ ﾚｲﾅ 佐久浅間中  +0.3  0.0  +0.3
菅沼 花菜(1) 中学  3.80  3.05  3.54  3.80 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ 望月AC  +0.9  +0.5  0.0  +0.9
諸星 美璃(2) 中学  2.71  3.76  X  3.76 
ﾓﾛﾎｼ ﾐﾘ 軽井沢中  +1.5  +1.5  +1.5
吉澤 妃織(2) 中学  X  X  3.73  3.73 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾋｵﾘ 佐久東中  0.0  0.0
矢島 果歩(1) 中学  3.55  3.46  3.53  3.55 
ﾔｼﾞﾏ ｶﾎ 佐久浅間中  +0.8  +0.9  -0.2  +0.8
横尾 叶葉(1) 中学  3.40  3.53  -  3.53 
ﾖｺｵ ｶﾅﾊ 佐久浅間中  +0.9  +0.9  +0.9
有賀 千育(1) 中学  3.45  2.91  X  3.45 
ｱﾙｶﾞ ﾁｲ 佐久東中  +1.2  +0.5  +1.2
竹岡 古琴(1) 中学  3.35  3.42  3.06  3.42 
ﾀｹｵｶ ｺﾄ 佐久長聖中  +1.3  +0.9  -0.3  +0.9
行田 優空(1) 中学  2.94  3.39  X  3.39 
ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾕﾗ 軽井沢中  +0.9  +1.2  +1.2
小林 優芽乃(1) 中学  X  X  3.34  3.34 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒﾉ 軽井沢中  -0.3  -0.3
古越 紗(1) 中学  3.27  3.01  2.91  3.27 
ﾌﾙｺｼ ｻﾗ 御代田中  +0.3  +1.1  +0.2  +0.3
佐藤 結(1) 中学  X  3.13  3.25  3.25 
ｻﾄｳ ﾕｳ 軽井沢中  +0.8  +0.6  +0.6
熊谷 美来(3) 中学 欠場
ｸﾏｶﾞｲ ﾐｸ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
塚田 菜々(3) 中学 欠場
ﾂｶﾀﾞ ﾅﾅ 小諸東中
内藤 愛絵(1) 中学 欠場
ﾅｲﾄｳ ﾏﾅｴ 中込中
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6 18  4242

5 17  4084

4 19  4300

3 20  4269

2 22  30

備考
1 21  126

-5- -6- 記録-2- -3- -4-

中学女子

走幅跳

決勝

氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ



決勝 7月23日  9:30

県中新(KR)          13.55
大会新(GR)          12.87

西澤 咲花(3) 中学
ﾆｼｻﾞﾜ ｻｸﾗ 野沢中
渡辺 彩夏(3) 中学
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾅ 御代田中
上野 愛梨(2) 中学
ｳｴﾉ ｱｲﾘ 望月AC
芹沢 紬(3) 中学
ｾﾘｻﾞﾜ ﾂﾑｷﾞ 小諸東中
小笠原 光咲(2) 中学
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾐｻｷ 佐久浅間中
秋穂 真理(1) 中学
ｱｷﾎ ﾏﾘ 佐久浅間中
市川 七海(2) 中学
ｲﾁｶﾜ ﾅﾅﾐ 佐久浅間中
山田 千晶(2) 中学
ﾔﾏﾀﾞ ﾁｱｷ 佐久浅間中
佐藤 美和(1) 中学
ｻﾄｳ ﾐﾜ 佐久浅間中
甘利 未珠咲(1) 中学
ｱﾏﾘ ﾐｽﾞｷ 小諸東中
磯部 遥歌(1) 中学
ｲｿﾍﾞ ﾊﾙｶ 佐久浅間中

決勝 7月23日 13:00

県中新(KR)          45.45
大会新(GR)          30.49

佐々木 杏那(1) 中学
ｻｻｷ ｱﾝﾅ 野沢中
市川 夏雅里(2) 中学
ｲﾁｶﾜ ｶｶﾞﾘ 御代田中
山田 千晶(2) 中学
ﾔﾏﾀﾞ ﾁｱｷ 佐久浅間中
上野 愛梨(2) 中学
ｳｴﾉ ｱｲﾘ 望月AC
柳澤 瑞希(2) 中学
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐｽﾞｷ 中込中
髙見沢 桜咲(1) 中学
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｻｻ 中込中

  O   O   O  13.77 

18.00   O   O  18.00 

6 1  4126
  X   X 13.77

  O   O   O  19.50 

5 3  4112
18.00   O   O

  O   O   O  23.18 

4 4   124
  O   O 19.50

  O   O   O  23.93 

3 2  4153
23.18   O   O

  O 26.87   O  26.87 

2 5  4272
23.93   -   O

1 6  4079
24.09   O   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

  5.39  5.39  4.89

  5.62 

11 4  4155
 5.28

 5.62  5.02  5.32
10 5  4307

  5.74  5.34  5.33

  6.47 

9 9  4156
 5.74

 6.40  5.33  6.26 6.14  6.47  6.29
8 1  4153

 5.88  5.88   6.52  5.96  6.52  5.71

  6.92 

7 2  4147
 5.97

  X  6.81  6.32  X  6.08  6.92
6 6  4130

 6.92  6.40   6.92   X  6.68  6.82

  7.63 

5 3  4149
 6.58

 7.09  7.19  7.03 7.10  7.63   X
4 7  4301

 7.83  7.69   7.91  7.71  7.91  7.61

  9.10 

3 8   124
 7.31

 9.10  8.69  8.69 8.44  8.69  8.38
2 11  4267

11.34 11.02  11.46 11.46 11.33 11.35

備考
1 10  4088

10.85

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

中学女子

砲丸投(2.721kg)

決勝



決勝 7月23日 11:45

県小新(KR)        3,03.46
大会新(GR)        3,25.09

 1 酒井 あいか(6) 小学   3,21.54 
ｻｶｲ ｱｲｶ あさまねSC

 2 上田 玲歌(6) 小学   3,41.36 
ｳｴﾀﾞ ﾚｲｶ ﾛﾃﾞｨｵ

 3 栁澤 瑠那(6) 小学   3,42.18 
あさまねSC

 4 小林 彩華(6) 小学   3,43.11 
ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾛﾊ ﾛﾃﾞｨｵ

 5 石垣 美心(6) 小学   3,51.54 
ｲｼｶﾞｷ ﾐﾋﾛ T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ

 6 土屋 夢萌(4) 小学   3,52.82 
ﾂﾁﾔ ﾕﾒ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 7 岩月 夕希乃(4) 小学   3,52.90 
ｲﾜﾂｷ ﾕｷﾉ 平根小

 8 髙橋 みう(5) 小学   4,09.78 
ﾀｶﾊｼ ﾐｳ 美南ｶﾞ丘小

 9 吉田 純子(5) 小学   4,13.27 
ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 御代田南

10 成澤 凜(4) 小学   4,17.23 
ﾅﾙｻﾜ ﾘﾝ 浅科A.C.

11 沖浦 夢花(5) 小学   4,53.02 
ｵｷｳﾗ ﾕﾒｶ 切原小
小須田 美裕(6) 小学
ｺｽﾀ ﾞﾐﾕ 小海小
齋藤 蒔富羽(6) 小学
ｻｲﾄｳ ﾏﾄﾊ 水明AC
谷口 里緒(6) 小学
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｵ 水明AC

決勝 7月23日  9:10

県小新(KR)          12.70
大会新(GR)          13.54

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 -1.0

 1 佐伯 風帆(6) 小学     14.18  1 荻原 佳那(6) 小学     14.66 
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢A&AC ｵｷﾞﾜﾗ ｶﾅ 軽井沢A&AC

 2 油井 心美(6) 小学     16.47  2 横須賀 さくら(5) 小学     19.02 
ﾕｲ ｺｺﾐ 中込小 ﾖｺｽｶ ｻｸﾗ あさまねSC

 3 中澤 瑛夢(6) 小学     17.31  3 塩川 倭央(6) 小学     19.23 
ﾅｶｻﾞﾜ  ｴﾑ T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ ｼｵｶﾜ ｲｵ 小諸東小

 4 山口 優歩(5) 小学     18.62  4 井出 姫愛(6) 小学     19.43 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｱ 小海小 ｲﾃﾞ ﾋﾒｱ 中込小

 5 林 朱音(6) 小学     19.78  5 岩下 杏(6) 小学     19.49 
ﾊﾔｼ ｱｶﾈ 美南ｶﾞ丘小 ｲﾜｼﾀ ｱﾝｽﾞ 美南ｶﾞ丘小

 6 原田 楓愛(4) 小学     21.13  6 津金 真汎(4) 小学     21.11 
ﾊﾗﾀﾞ ﾌｳｱ 水明AC ﾂｶﾞﾈ  ﾏﾋﾛ 南牧北小
小林 姫乃(4) 小学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾒﾉ 小諸東小

   1 佐伯 風帆(6) 小学 軽井沢A&AC     14.18 (-0.6)   1   1
   2 荻原 佳那(6) 小学 軽井沢A&AC     14.66 (-1.0)   2   1
   3 油井 心美(6) 小学 中込小     16.47 (-0.6)   1   2
   4 中澤 瑛夢(6) 小学 T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ     17.31 (-0.6)   1   3
   5 山口 優歩(5) 小学 小海小     18.62 (-0.6)   1   4
   6 横須賀 さくら(5) 小学 あさまねSC     19.02 (-1.0)   2   2
   7 塩川 倭央(6) 小学 小諸東小     19.23 (-1.0)   2   3
   8 井出 姫愛(6) 小学 中込小     19.43 (-1.0)   2   4
   9 岩下 杏(6) 小学 美南ｶﾞ丘小     19.49 (-1.0)   2   5
  10 林 朱音(6) 小学 美南ｶﾞ丘小     19.78 (-0.6)   1   5
  11 津金 真汎(4) 小学 南牧北小     21.11 (-1.0)   2   6
  12 原田 楓愛(4) 小学 水明AC     21.13 (-0.6)   1   6

  111
   83

   64
   13
   71
   95
  114
  115

組 順位
   28
   27
   98
   11

記録（風） 備考

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

7    76
欠場

2    83 2   111

5   115 4   114

3    64 3    95

6    11 6    71

8    98 5    13

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    28 7    27

小共通女子

８０ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

38    87
欠場

36    90
欠場

0    66
欠場

34    91

28    94

31    42

37   116

32   122

33    54

27    10

29    21

39    19

35    22

30    14
大会新

小共通女子

１０００ｍ

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 No.



決勝 7月23日 14:15

大会新(GR)          56.27

[ 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 小海小    68 畠山 留奈(6)   1,02.20  1   3 軽井沢A&AC(A)    29 漆原 衣咲(6)     57.16 

ｺｳﾐｼｮｳ ﾊﾀｹﾔﾏ ﾙﾅ ｶﾙｲｻﾞﾜA&ACA ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ
   63 井上 葵(5)    28 佐伯 風帆(6)

ｲﾉｳｴ ｱｵｲ ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ
   69  平林しずく(6)    27 荻原 佳那(6)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｼｽﾞｸ ｵｷﾞﾜﾗ ｶﾅ
   66 小須田 美裕(6)    33 中野 佐羽子(6)

ｺｽﾀ ﾞﾐﾕ ﾅｶﾉ ｻﾜｺ
 2   3 美南ｶﾞ丘小   113 甘利 瑞樹(5)   1,04.55  2   4 T&F佐久平     7 櫻井 美波(6)     57.51 

ﾐﾅﾐｶﾞｵｶｼｮｳ ｱﾏﾘ ﾐｽﾞｷ ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ ｻｸﾀﾞｲﾗ ｻｸﾗｲ  ﾐﾅﾐ
  116 髙橋 みう(5)     3 橋本 春花(6)

ﾀｶﾊｼ ﾐｳ ﾊｼﾓﾄ  ﾊﾙｶ
  115 林 朱音(6)     4 高見澤 沙慧(6)

ﾊﾔｼ ｱｶﾈ ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ｻｴ
  114 岩下 杏(6)     5 山本 紗帆(6)

ｲﾜｼﾀ ｱﾝｽﾞ ﾔﾏﾓﾄ  ｻﾎ
 3   7 南牧南小   104 新海 治美(5)   1,06.42  3   7 御代田南AC    50 柳澤 智穂(6)     59.14 

ﾐﾅﾐﾏｷﾐﾅﾐｼｮｳ ｼﾝｶﾞｲ ﾊﾙﾐ ﾐﾖﾀﾐﾅﾐAC ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁﾎ
  105 髙見澤 来夢(5)    49 村松 幸那(6)

ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾗﾑ ﾑﾗﾏﾂ ﾕｷﾅ
  101 吉澤 葵(5)    48 神津 沙夏(5)

ﾖｼｻﾞﾜ ｱｵｲ ｺｳﾂﾞ ｻﾅ
  103 三井 渚沙(5)    51 齋藤 優羽(5)

ﾐﾂｲ ﾅｷﾞｻ ｻｲﾄｳ ﾕｳ
  4 小諸東小    80 田中 美桜(5)  4   6 平根小   119 荻原 永恋(5)   1,02.77 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼｼｮｳ ﾀﾅｶ ﾐｵ 失格 ﾋﾗﾈｼｮｳ ｵｷﾞﾊﾗ ｴﾚﾝ
   70 浦山 瞳(5)   117 依田 はるな(5)

ｳﾗﾔﾏ ﾋﾄﾐ ﾖﾀﾞ ﾊﾙﾅ
   74 古川 小夏(5)   118 井龍 翠(6)

ﾌﾙｶﾜ ｺﾅﾂ ｲﾘｭｳ ﾐﾄﾞﾘ
   75 小林 楠実(5)   120 関口 蒔琉(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾐ ｾｷｸﾞﾁ ﾏｸﾙ
  6 T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ     8 宮川 紗和(5)  5   8 佐久平浅間小   129 長谷　百花(6)   1,03.19 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ ｻｸｼﾞｭﾆ ﾐﾔｶﾞﾜ  ｻﾜ 失格 ｻｸﾀﾞｲﾗｱｻﾏｼｮｳ ﾊｾ ﾓﾓｶ
   11 中澤 瑛夢(6)   130 堀内　涼華(6)

ﾅｶｻﾞﾜ  ｴﾑ ﾎﾘｳﾁ ｽｽﾞｶ
   10 石垣 美心(6)   131 大島　彩(6)

ｲｼｶﾞｷ ﾐﾋﾛ ｵｵｼﾏ ｱﾔ
   12 柳澤 百花(6)   132 池田　愛(6)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾓﾓｶ ｲｹﾀﾞ ｱｲ
 6   5 あさまねSC    15 小林 粋佳(5)   1,04.82 

ｱｻﾏﾈSC ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖｶ
   14 酒井 あいか(6)

ｻｶｲ ｱｲｶ
   16 田中 莉奈(5)

ﾀﾅｶ ﾘﾅ
  133 柳澤　瑠那(6)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾙﾅ

   1 軽井沢A&AC(A)     57.16 漆原 衣咲(6) 佐伯 風帆(6) 荻原 佳那(6) 中野 佐羽子(6)   2   1
   2 T&F佐久平     57.51 櫻井 美波(6) 橋本 春花(6) 高見澤 沙慧(6) 山本 紗帆(6)   2   2
   3 御代田南AC     59.14 柳澤 智穂(6) 村松 幸那(6) 神津 沙夏(5) 齋藤 優羽(5)   2   3
   4 小海小   1,02.20 畠山 留奈(6) 井上 葵(5)  平林しずく(6) 小須田 美裕(6)   1   1
   5 平根小   1,02.77 荻原 永恋(5) 依田 はるな(5) 井龍 翠(6) 関口 蒔琉(6)   2   4
   6 佐久平浅間小   1,03.19 長谷　百花(6) 堀内　涼華(6) 大島　彩(6) 池田　愛(6)   2   5
   7 美南ｶﾞ丘小   1,04.55 甘利 瑞樹(5) 髙橋 みう(5) 林 朱音(6) 岩下 杏(6)   1   2
   8 あさまねSC   1,04.82 小林 粋佳(5) 酒井 あいか(6) 田中 莉奈(5) 柳澤　瑠那(6)   2   6
   9 南牧南小   1,06.42 新海 治美(5) 髙見澤 来夢(5) 吉澤 葵(5) 三井 渚沙(5)   1   3

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

小共通女子

４×１００ｍR

決勝

順位 所属名 都道府県

タイムレース



決勝 7月23日 15:15

県小新  (KR )       13.06
大会新  (GR )       14.45

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +0.7

 1 吉田 未旅(6) 小学     15.50  1 中野 佐羽子(6) 小学     14.17 
ﾖｼﾀﾞ ﾐﾀﾋﾞ 軽井沢東部小 ﾅｶﾉ ｻﾜｺ 軽井沢A&AC

 2 小林 美姫(6) 小学     16.46  2 山本 紗帆(6) 小学     14.60 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 水明AC ﾔﾏﾓﾄ  ｻﾎ T&F佐久平

 3 森 遙音(6) 小学     17.21  3 櫻井 美波(6) 小学     15.16 
ﾓﾘ ﾊﾙﾈ 軽井沢東部小 ｻｸﾗｲ  ﾐﾅﾐ T&F佐久平

 4 柳澤 百花(6) 小学     17.41  4 柳澤 智穂(6) 小学     15.42 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾓﾓｶ T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁﾎ 御代田南AC

 5 吉澤 結女(6) 小学     18.00  5 神津 花蓮(6) 小学     15.55 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾕﾒ 南牧南小 ｺｳﾂﾞ  ｶﾚﾝ 中込小
田中 いろは(6) 小学  6 関口 蒔琉(6) 小学     16.02 
ﾀﾅｶ ｲﾛﾊ 小諸東小 ｾｷｸﾞﾁ ﾏｸﾙ 平根小

   1 中野 佐羽子(6) 小学 軽井沢A&AC     14.17 (+0.7) 大会新   2   1
   2 山本 紗帆(6) 小学 T&F佐久平     14.60 (+0.7)   2   2
   3 櫻井 美波(6) 小学 T&F佐久平     15.16 (+0.7)   2   3
   4 柳澤 智穂(6) 小学 御代田南AC     15.42 (+0.7)   2   4
   5 吉田 未旅(6) 小学 軽井沢東部小     15.50 (0.0)   1   1
   6 神津 花蓮(6) 小学 中込小     15.55 (+0.7)   2   5
   7 関口 蒔琉(6) 小学 平根小     16.02 (+0.7)   2   6
   8 小林 美姫(6) 小学 水明AC     16.46 (0.0)   1   2
   9 森 遙音(6) 小学 軽井沢東部小     17.21 (0.0)   1   3
  10 柳澤 百花(6) 小学 T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ     17.41 (0.0)   1   4
  11 吉澤 結女(6) 小学 南牧南小     18.00 (0.0)   1   5

決勝 7月23日 12:00

県小新  (KR )        4.75
大会新  (GR )        4.40

漆原 衣咲(6) 小学   3.88   3.88   3.94    3.94 
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 軽井沢A&AC   +0.6   +0.1   -0.3    -0.3
橋本 春花(6) 小学   3.50   3.48   3.49    3.50 
ﾊｼﾓﾄ  ﾊﾙｶ T&F佐久平   +0.9   -0.1   +0.1    +0.9
高見澤 沙慧(6) 小学   3.31   2.99   3.26    3.31 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ｻｴ T&F佐久平   +1.0   +0.7   +0.2    +1.0
岡田 莉歩(6) 小学   3.14   3.17   3.28    3.28 
ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 軽井沢A&AC   +1.0   +0.2    0.0     0.0
井出 叶羽(6) 小学   3.27    X   2.28    3.27 
ｲﾃﾞ  ｶﾅﾊ 南牧北小   +1.2   +0.1    +1.2
村松 幸那(6) 小学    X   3.12   3.18    3.18 
ﾑﾗﾏﾂ ﾕｷﾅ 御代田南AC   +0.3   +0.2    +0.2
甘利 果衣良(6) 小学   3.05   2.76    X    3.05 
ｱﾏﾘ ｶｴﾗ 小諸東小   +1.0   +0.5    +1.0
上村 暖花(6) 小学   3.03   2.86   2.80    3.03 
ｳｴﾑﾗ  ﾎﾉｶ 南牧北小   +0.7   +1.0   +0.5    +0.7
竹中 なぎさ(6) 小学    X   3.03    X    3.03 
ﾀｹﾅｶ ﾅｷﾞｻ 御代田南   +0.1    +0.1
井龍 翠(6) 小学   2.91   2.79   2.62    2.91 
ｲﾘｭｳ ﾐﾄﾞﾘ 平根小   +0.8   +0.7   +0.2    +0.8
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10 4   118

7 5    72

8 1   110

5 2   106

6 6    49

3 3     4

4 7    26

1 9    29

2 10     3

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

小6女子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

   12
  102

  120
   85
   40

   50
   37
   97

   33
    5
    7

備考 組 順位都道府県 所属名 記録（風）

6    97

順位 No. 氏  名

タイムレース

7    79

7     7

2   120

4    33
大会新

5    50

所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

3     5

欠場

5   102

3    12

6    40

2    85

小6女子

１００ｍ            

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
4    37



予選 7月23日 11:20
決勝 7月23日 15:10

県小新(KR)          13.06
大会新(GR)          14.66

[ 1組] 風速 -1.1 [ 2組] 風速 -1.2

 1 窪田 寿理(5) 小学     15.52 q  1 齋藤 優羽(5) 小学     14.79 q
ｸﾎﾞﾀ  ｼﾞｭﾘ T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ ｻｲﾄｳ ﾕｳ 御代田南AC

 2 櫻井 聖子(5) 小学     15.92 q  2 依田 はるな(5) 小学     16.13 q
ｻｸﾗｲ ｻﾄﾐ 佐久東小 ﾖﾀﾞ ﾊﾙﾅ 平根小

 3 神津 沙夏(5) 小学     16.18 q  3 甘利 瑞希(5) 小学     16.27 q
ｺｳﾂﾞ ｻﾅ 御代田南AC ｱﾏﾘ ﾐｽﾞｷ 美南ｶﾞ丘小

 4 高見澤 理琴(5) 小学     16.93 q  4 宮川 紗和(5) 小学     16.93 q
ﾀｶﾐｻﾜ  ﾘｺ 南牧北小 ﾐﾔｶﾞﾜ  ｻﾜ T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ

 5 大湊 あかね(5) 小学     17.11  5 宮嶋 愛佳(5) 小学     16.97 
ｵｵﾐﾅﾄ ｱｶﾈ 御代田南 ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｲｶ 中込小

 6 東海林 優心花(5) 小学     17.25  6 井出 優奈(5) 小学     17.65 
ﾄｳｶｲﾘﾝ  ﾕﾐｶ T&F佐久平 ｲﾃﾞ  ﾕﾅ T&F佐久平

 7 田中 莉奈(5) 小学     17.34  7 小林 粋佳(5) 小学     17.88 
ﾀﾅｶ ﾘﾅ あさまねSC ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖｶ あさまねSC

 8 福島 彩音(5) 小学     19.48  8 渡辺 安希(5) 小学     17.98 
ﾌｸｼﾏ ｱﾔﾈ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷ あさまねSC
坂本 優(5) 小学 岡 祐里奈(5) 小学
ｻｶﾓﾄ ﾕｳ 佐久穂小 ｵｶ ﾕﾘﾅ 佐久穂小

風速 -0.1

 1 齋藤 優羽(5) 小学     14.77 
ｻｲﾄｳ ﾕｳ 御代田南AC

 2 窪田 寿理(5) 小学     15.36 
ｸﾎﾞﾀ  ｼﾞｭﾘ T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ

 3 依田 はるな(5) 小学     15.79 
ﾖﾀﾞ ﾊﾙﾅ 平根小

 4 櫻井 聖子(5) 小学     15.79 
ｻｸﾗｲ ｻﾄﾐ 佐久東小

 5 神津 沙夏(5) 小学     16.06 
ｺｳﾂﾞ ｻﾅ 御代田南AC

 6 甘利 瑞希(5) 小学     16.30 
ｱﾏﾘ ﾐｽﾞｷ 美南ｶﾞ丘小

 7 宮川 紗和(5) 小学     16.76 
ﾐﾔｶﾞﾜ  ｻﾜ T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ

 8 高見澤 理琴(5) 小学     16.85 
ﾀｶﾐｻﾜ  ﾘｺ 南牧北小

決勝 7月23日 10:30

県小新  (KR )        4.75
大会新(GR)           3.73

吉田 心美(5) 小学   3.60   3.60   3.73    3.73 大会タイ
ﾖｼﾀ ﾞｺｺﾐ 佐久浅間AC   +0.1   +0.1    0.0     0.0
田口 朱音(5) 小学   3.48   3.32    X    3.48 
ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 軽井沢A&AC   +0.1   +0.2    +0.1
馬場 夏芽(5) 小学   3.15    X    X    3.15 
ﾊﾞﾊﾞ ﾅﾂﾒ 御代田南   +0.2    +0.2
井上 葵(5) 小学   2.97   3.09   2.73    3.09 
ｲﾉｳｴ ｱｵｲ 小海小   +0.1   -0.2   -0.1    -0.2
薩田 朱里(5) 小学   2.91   2.74   2.89    2.91 
ｻｯﾀ  ｱｶﾘ 南牧北小   +0.1   +0.6   -0.1    +0.1
白石 華和(5) 小学    X   2.91   2.06    2.91 
ｼﾗｲｼ ｶﾅ 水明AC   +0.1   -0.7    +0.1
松井 颯実花(5) 小学    X   2.79    X    2.79 
ﾏﾂｲ ﾌﾐｶ 小海小   +0.1    +0.1
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2 6    34

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

小5女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

3   107

2     8

8   112

9    48

7    57

6   117

4     9

氏  名 所属名 記録／備考
5    51

決勝

順 ﾚｰﾝ No.

4    582    59
欠場 欠場

5    17

3    15

7     1

6    96

8     8

2   112

1   117

9    51
氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

9    55

3    16

7     6

1    45

4   107

8    48

No.

5    57

6     9

小5女子

１００ｍ

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

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ



予選 7月23日 11:05
決勝 7月23日 15:05

県小新(KR)          13.06
大会新(GR)          15.26

[ 1組] 風速 -0.5 [ 2組] 風速 -0.5

 1 中嶋 杏佳(4) 小学     15.34 q  1 井出 こころ(4) 小学     16.35 q
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 軽井沢A&AC ｲﾃﾞ ｺｺﾛ 小海小

 2 野村 祐里(4) 小学     16.53 q  2 臼田 蒼衣(4) 小学     16.38 q
ﾉﾑﾗ ﾕｳﾘ 泉小 ｳｽﾀﾞ ｱｵｲ 浅科A.C.

 3 風巻 里奈(4) 小学     16.59 q  3 小島 羽な花(4) 小学     16.92 
ｶｻﾞﾏｷ ﾘﾅ あさまねSC ｺｼﾞﾏ ﾊﾅｶ 軽井沢東部小

 4 関谷 莉央(4) 小学     17.32  4 手塚 華(4) 小学     17.59 
ｾｷﾔ ﾘｵ 小諸東小 ﾃﾂﾞｶ ﾊﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 5 渡辺 桃菜(4) 小学     17.42  5 今井 月咲(4) 小学     18.05 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓﾅ 佐久穂小 ｲﾏｲ ﾂｶｻ 水明AC

 6 坂本 綾華(4) 小学     17.54  6 綱川 由芽(4) 小学     18.82 
ｻｶﾓﾄ  ｱﾔｶ 南牧北小 ﾂﾅｶﾜ ﾕﾒ 御代田南

 7 黒田 奈央(4) 小学     18.82 関口 歩希(4) 小学
ｸﾛﾀﾞ ﾅｵ 御代田南 ｾｷｸﾞﾁ ﾎﾏﾚ 平根小

[ 3組] 風速 -1.2

 1 並木 彩華(4) 小学     15.98 q
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 軽井沢A&AC

 2 篠原 百々香(4) 小学     16.43 q
ｼﾉﾊﾗ ﾓﾓｶ 小海小

 3 竹内 万桜(4) 小学     16.71 q
ﾀｹｳﾁ ﾏｵ 小諸東小

 4 田邊 乃愛留(4) 小学     17.64 
ﾀﾅﾍﾞ ﾉｴﾙ 軽井沢東部小

 5 柳沢 花恋(4) 小学     17.72 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾚﾝ 佐久穂小

 6 吉澤 みずき(4) 小学     18.12 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 南牧南小

 7 小林 美穂(4) 小学     19.82 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ 水明AC

風速 +0.5

 1 中嶋 杏佳(4) 小学     15.31 
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 軽井沢A&AC

 2 並木 彩華(4) 小学     16.06 
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 軽井沢A&AC

 3 篠原 百々香(4) 小学     16.30 
ｼﾉﾊﾗ ﾓﾓｶ 小海小

 4 臼田 蒼衣(4) 小学     16.38 
ｳｽﾀﾞ ｱｵｲ 浅科A.C.

 5 野村 祐里(4) 小学     16.42 
ﾉﾑﾗ ﾕｳﾘ 泉小

 6 井出 こころ(4) 小学     16.43 
ｲﾃﾞ ｺｺﾛ 小海小

 7 竹内 万桜(4) 小学     16.52 
ﾀｹｳﾁ ﾏｵ 小諸東小

 8 風巻 里奈(4) 小学     16.58 
ｶｻﾞﾏｷ ﾘﾅ あさまねSC
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8    92
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9    65
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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

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ



決勝 7月23日  9:00

県小新  (KR )        4.75
大会新  (GR )        4.07

大森 玲花(4) 小学   3.56    X   3.50    3.56 
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC   -0.8   -0.6    -0.8
依田 帆花(4) 小学   3.01   2.99   3.10    3.10 
ﾖﾀﾞ ﾎﾉｶ ﾛﾃﾞｨｵ   -0.8   -1.3   -0.8    -0.8
永井 優里亜(4) 小学   2.89   2.64   2.70    2.89 
ﾅｶﾞｲ ﾕﾘｱ 水明AC   -0.6   -0.8   -0.5    -0.6
佐々木 小夏(4) 小学   2.80    X   2.80    2.80 
ｻｻｷ ｺﾅﾂ 望月AC   -0.4   -0.7    -0.4
平川 真穂子(4) 小学   2.47   2.63   2.76    2.76 
ﾋﾗｶﾜ ﾏﾎｺ 小諸東小   -0.7   -0.5   -0.5    -0.5
関口 歩希(4) 小学    X   2.63   2.66    2.66 
ｾｷｸﾞﾁ ﾎﾏﾚ 平根小   -0.6   -0.8    -0.8
マンセル美怜(4) 小学   2.48   2.41   2.57    2.57 
ﾏﾝｾﾙ ﾐｻﾄ 軽井沢東部小   -0.9   -1.0   -0.9    -0.9
小寺 渚月(4) 小学   2.53   2.42   2.37    2.53 
ｺﾃﾞﾗ ﾅﾂｷ 軽井沢東部小   -0.9   -0.4    0.0    -0.9
外山 ほのか(4) 小学   2.49   2.47   2.34    2.49 
ﾄﾔﾏ ﾎﾉｶ 南牧南小   -0.7   -0.7   -0.9    -0.7
竹内 栞奈(4) 小学   2.34   2.32   2.34    2.34 
ﾀｹｳﾁ ｶﾝﾅ 小諸東小   -0.7   -0.7   -0.4    -0.7
中島 芽衣(4) 小学 欠場
ﾅｶｼﾞﾏ ﾒｲ 水明AC
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備考
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-5- -6- 記録-2- -3- -4-

小４女子

走幅跳              

決勝

氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ



決勝 7月23日  9:37

風速 +0.6

 1 塩川 真澄 一般     20.35 
ｼｵｶﾜ ﾏｽﾐ 佐久ﾏｽﾀｰｽﾞ

8   128
氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

マスターズ女子

１００ｍＨ(0.838m)

決勝



決勝 7月23日 12:21

風速 +0.8

 1 児玉 菜緒(1) 高校     13.65 
ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ 上田

 2 高橋 桃子(1) 高校     14.61 
ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ 上田

 3 小林　明日架 高校     14.80 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ 上田東高

 4 瀬戸 愛果(1) 高校     14.91 
ｾﾄ ﾏﾅｶ 上田

決勝 7月23日 15:41

 1 依田 梢(2) 高校   1,12.33 
ﾖﾀﾞ ｺｽﾞｴ 上田

決勝 7月23日 16:11

 1 永渡 真悠子(1) 高校   2,43.09 
ﾅｶﾞﾜﾀﾘ ﾏﾕｺ 上田
日比 まひろ(2) 高校
ﾋﾋﾞ ﾏﾋﾛ 上田

決勝 7月23日 13:30

岡嶋 美空(1) 高校   4.35   4.18    X    4.35 
ｵｶｼﾞﾏ  ﾐｸ 上田千曲高   +0.5   +1.3    +0.5

決勝 7月23日 11:30

城下 琴音(1) 高校
ｼﾞｮｳｼﾀ  ｺﾄﾈ 上田千曲高

決勝 7月23日 10:15

城下 琴音(1) 高校
ｼﾞｮｳｼﾀ  ｺﾄﾈ 上田千曲高

 16.79 

備考
1 1  1490   O   O 16.79

-2- -3- -4- -5- -6- 記録

  6.50 

ｵｰﾌﾟﾝ女子

円盤投(1.000kg)
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

備考
1 1  1490  6.46  6.41  6.50
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1 1  1489

ｵｰﾌﾟﾝ女子

砲丸投(4.000kg)
決勝
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走幅跳
決勝
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順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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決勝
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決勝
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1  1414
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ｵｰﾌﾟﾝ女子

１００ｍ
決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.



決勝 7月23日 13:00

岡嶋 美空(1) 高校
ｵｶｼﾞﾏ  ﾐｸ 上田千曲高

決勝 7月23日 13:11

風速 +0.2

 1 宮原 凛成(1) 中学     13.35 
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ 坂城中

 2 牧内 愛実(1) 中学     13.48 
ﾏｷｳﾁ ｱﾐ 坂城中

 3 宮下 留花(1) 中学     13.69 
ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ 坂城中

 4 富山 萌衣(1) 中学     13.86 
ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ 坂城中

決勝 7月23日  9:30

風速 -0.7

 1 髙尾 玲良(2) 中学     16.19 
ﾀｶｵ ﾚｲﾗ 上田第一中

 2 峯村 樹奈(1) 中学     19.35 
ﾐﾈﾑﾗ ｼﾞｭﾅ 上田第一中

 3 山田 菜々美(1) 中学     19.94 
ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾅﾐ 上田第一中

 4 田中 春菜(2) 中学     20.20 
ﾀﾅｶ ﾊﾙﾅ 上田第一中
滝澤 遥香(2) 中学
ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 上田第一中

決勝 7月23日  9:30

関谷 和香(2) 中学
ｾｷﾔ ﾉﾄﾞｶ 上田第一中
竹内 夢乃(2) 中学 記録なし
ﾀｹｳﾁ ﾕﾒﾉ 上田第一中

決勝 7月23日 13:30

宮原 凛成(1) 中学    X    X   5.16    5.16 
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ 坂城中   +0.3    +0.3
富山 萌衣(1) 中学   4.55   4.27   4.36    4.55 
ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ 坂城中   +1.2   +1.2   +0.1    +1.2
宮下 留花(1) 中学   4.24   4.24   4.25    4.25 
ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ 坂城中   +1.2   +1.0    0.0     0.0
牧内 愛実(1) 中学    X    X   4.22    4.22 
ﾏｷｳﾁ ｱﾐ 坂城中   +0.6    +0.6

3 4  4734

4 3  4735

備考
1 1  4733

2 2  4732

-2- -3- -4- -6- 記録

ｵｰﾌﾟﾝ中学女子

走幅跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -5-

 1.25

2  4595 - - XXX

XXO XXX

1m50 1m55 1m60 記録 備考
1 1  4596 - -

1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m15

2  4598
欠場

ｵｰﾌﾟﾝ中学女子

走高跳
決勝

3  8816

4  4594

5  4597

6  8812

ｵｰﾌﾟﾝ中学女子

１００ｍＨ(0.762m)
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1  4734

4  4732

所属名 記録／備考
2  4733

3  4735

ｵｰﾌﾟﾝ中学女子

１００ｍ
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

 22.90 

備考
1 1  1489   O 22.90   O

-2- -3- -4- -5- -6- 記録

ｵｰﾌﾟﾝ女子

やり投(0.600kg)
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 7月23日  9:15

風速 -1.0

 1 倉嶋 優菜(5) 小学     20.61 
ｸﾗｼﾏ ﾕｳﾅ 安茂里小

1    23

ｵｰﾌﾟﾝ小学女子

８０ｍＨ
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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