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

4月2日（日） 9：00 晴れ 北東 1.5 7.0 5.0.

10：00 晴れ 西 0.6 6.0 48

11：00 晴れ 南 1.6 7.0 50

12：00 晴れ 南西 1.1 9.0 36



第1回佐久長距離チャレンジ                                                     

Ｔ　Ｏ　Ｐ　８
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

04/02 小学女子 牧内 大華(6) 3,18.16 橋詰　史歩(6) 3,24.67 酒井 あいか(5) 3,31.76 川上 野乃花(6) 3,45.41 帯刀 詩(5) 3,46.37 北原 和(3) 3,49.14 橋本 春花(6) 3,50.94 成澤 あん里(3) 3,57.10
1000m 小学･腰越JSC 小学･真田ｸﾗﾌﾞ 小学･あさまねSC 小学･東御市陸上教室 小学･真田ｸﾗﾌﾞ 小学･真田ｸﾗﾌﾞ 小学･T&F佐久平 小学･腰越JSC

04/02 中学女子 牧内 愛華(2) 7,04.66 前田 望乃花(3) 7,26.77 小相沢　朔羅(1) 7,43.24 市川 笑花(1) 7,54.28 川上 璃子(2) 7,58.51 竹花 碧乃(1) 8,02.71 遠藤 和泉(3) 8,12.85 山田 千晶(2) 8,28.81
2000m 小学･丸子北中 中学･佐久穂中 中学･腰越JSC 中学･T&F佐久平 中学･野沢中 中学･T&F佐久平 中学･T&F佐久平 中学･浅間中

04/02 一般女子 梅村 菜々子(2) 10,25.75 西野入 萌利(3) 11,07.43 日比 まひろ(2) 11,37.36
3000m 一般･上田高 一般･上田高 一般･上田高



決勝 4月2日  9:50

 1 牧内 大華(6) 小学   3,18.16 
ﾏｷｳﾁ ﾋﾛｶ 腰越JSC

 2 橋詰　史歩(6) 小学   3,24.67 
ﾊｼｽﾞﾒ ｼﾎ 真田ｸﾗﾌﾞ

 3 酒井 あいか(5) 小学   3,31.76 
ｻｶｲ ｱｲｶ あさまねSC

 4 川上 野乃花(6) 小学   3,45.41 
ｶﾜｶﾐ ﾉﾉｶ 東御市陸上教室

 5 帯刀 詩(5) 小学   3,46.37 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｳﾀ 真田ｸﾗﾌﾞ

 6 北原 和(3) 小学   3,49.14 
ｷﾀﾊﾗ ﾅｺﾞﾐ 真田ｸﾗﾌﾞ

 7 橋本 春花(6) 小学   3,50.94 
ﾊｼﾓﾄ  ﾊﾙｶ T&F佐久平

 8 成澤 あん里(3) 小学   3,57.10 
ﾅﾙｻﾜ ｱﾝﾘ 腰越JSC

 9 川上 珠実(5) 小学   3,58.04 
ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ 野沢小

10 石垣 美心(6) 小学   4,00.02 
ｲｼｶﾞｷ  ﾐﾋﾛ T&F佐久平

11 山下 里歩(5) 小学   4,01.51 
ﾔﾏｼﾀ ﾘﾎ さなだSC

12 下村 悠莉(5) 小学   4,01.75 
ｼﾓﾑﾗ ﾕﾘ 腰越JSC

13 中澤 瑛夢(6) 小学   4,02.54 
ﾅｶｻﾞﾜ  ｴﾑ T&F佐久平

14 宮川 紗和(5) 小学   4,02.62 
ﾐﾔｶﾞﾜ  ｻﾜ T&F佐久平

15 東海林 優心花(5) 小学   4,06.32 
ﾄｳｶｲﾘﾝ  ﾕﾐｶ T&F佐久平

16 斉藤 葵実(5) 小学   4,06.87 
ｻｲﾄｳ ｷﾐ 腰越JSC

17 竹花 心美(4) 小学   4,07.05 
ﾀｹﾊﾅ ｺｺﾐ 腰越JSC

18 井出 優奈(5) 小学   4,12.99 
ｲﾃﾞ  ﾕﾅ T&F佐久平

19 横須賀 さくら(4) 小学   4,16.28 
ﾖｺｽｶ ｻｸﾗ あさまねSC

20 斉藤 舞唯(5) 小学   4,20.31 
ｻｲﾄｳ ﾏｲ 腰越JSC

21 高見沢 沙慧(6) 小学   4,21.99 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ｻｴ T&F佐久平

22 帯刀 結(3) 小学   4,22.67 
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾕｲ 真田ｸﾗﾌﾞ

23 櫻井 美波(6) 小学   4,30.97 
ｻｸﾗｲ  ﾐﾅﾐ T&F佐久平

24 林 もみじ(3) 小学   4,34.11 
ﾊﾔｼ ﾓﾐｼﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

25 栁澤 百花(6) 小学   4,53.36 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾓﾓｶ T&F佐久平

26 川上 瑞詠(2) 小学   4,54.27 
ｶﾜｶﾐ ﾐｽﾞｴ 野沢小
山本 紗帆(6) 小学
ﾔﾏﾓﾄ  ｻﾎ T&F佐久平
窪田 寿理(5) 小学
ｸﾎﾞﾀ  ｼﾞｭﾘ T&F佐久平
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決勝 4月2日  9:30

 1 牧内 愛華(2) 小学   7,04.66 
ﾏｷｳﾁ ﾏﾅｶ 丸子北中

 2 前田 望乃花(3) 中学   7,26.77 
ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 佐久穂中

 3 小相沢　朔羅(1) 中学   7,43.24 
ｺｱｲｻﾞﾜ ｻﾗ 腰越JSC

 4 市川 笑花(1) 中学   7,54.28 
ｲﾁｶﾜ  ｴﾐｶ T&F佐久平

 5 川上 璃子(2) 中学   7,58.51 
ｶﾜｶﾐ ﾘｺ 野沢中

 6 竹花 碧乃(1) 中学   8,02.71 
ﾀｹﾊﾅ  ｱｵﾉ T&F佐久平

 7 遠藤 和泉(3) 中学   8,12.85 
ｴﾝﾄﾞｳ  ｲｽﾞﾐ T&F佐久平

 8 山田 千晶(2) 中学   8,28.81 
ﾔﾏﾀﾞ ﾁｱｷ 浅間中

 9 栗田 怜奈(3) 中学   8,36.38 
ｸﾘﾀ ﾚｲﾅ 浅間中

10 小笠原 光咲(2) 中学   8,52.21 
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾐｻｷ 浅間中
下村 真由(2) 中学
ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕ 丸子中
齊藤 結花(2) 中学
ｻｲﾄｳ ﾕｲｶ 上田三中

決勝 4月2日  9:35

 1 清水 華帆(2) 中学   7,33.76 
ｼﾐｽﾞ ｶﾎ 藤岡北中 / 群馬

決勝 4月2日 10:45

 1 梅村 菜々子(2) 一般  10,25.75 
ｳﾒﾑﾗ ﾅﾅｺ 上田高

 2 西野入 萌利(3) 一般  11,07.43 
ﾆｼﾉｲﾘ ﾓｴﾘ 上田高

 3 日比 まひろ(2) 一般  11,37.36 
ﾋﾋﾞ ﾏﾋﾛ 上田高
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