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大 会 新 記 録 一 覧 
 

種 目 予・準・

決 記 録 氏 名 所 属 学年 年 月 日 

男子 110mH(0.914m) 予 15.01 原   惇也 浅間 3 2017.5.27 
女子四種競技 決 2739 点 土屋 ほのか 軽井沢 2 2017.5.27 

1･2 年女子 
4×100mR 決 53.74 

竹岡 古琴(1) 
中嶋 愛佳(1) 
竹花 碧乃(1) 
松川 杏奈(2) 

佐久長聖  2017.5.27 

 

競技場気象状況 
 

 

時刻 天候 気温 湿度 気圧

 8:00 晴れ 北西   1.7m/sec.  21.0 ℃  53.0 %   928 hPa
 9:00 晴れ 北   0.4m/sec.  20.6 ℃  57.0 %   928 hPa
10:00 晴れ 北   0.7m/sec.  22.0 ℃  47.0 %   927 hPa
11:00 晴れ 北   2.5m/sec.  23.5 ℃  45.0 %   927 hPa
12:00 晴れ 北   2.1m/sec.  23.8 ℃  39.0 %   927 hPa
13:00 晴れ 南東   2.9m/sec.  23.0 ℃  55.0 %   927 hPa
14:00 晴れ 南東   2.4m/sec.  21.8 ℃  57.0 %   927 hPa
15:00 晴れ 南東   3.5m/sec.  21.2 ℃  57.0 %   927 hPa
16:00 晴れ 南東   4.7m/sec.  20.5 ℃  61.0 %   927 hPa

風

 



第56回県中総体　夏季大会　東信地区予選会                                        
主催：東信地区中学校体育連盟                                                    
　　　長野陸上競技協会                                                          
　　　東信地区各市町村教委連絡協議会                                            

決勝記録一覧表
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
05/27 共通女子  -6.1 前田 望乃花(3) 27.52 栁澤 風花(2) 29.45 遠藤 和泉(3) 29.67 武藤 凜(2) 31.22 山田 千晶(2) 31.61 土屋 茉広(2) 31.70 田口 恋愛(1) 31.97 中村 睦(3) 33.40

200m 佐久穂 御代田 小海 中込 浅間 野沢 川上 芦原
05/27 下島 遥佳(3) 2,26.32 市川 笑花(1) 2,29.62 宮本 蘭々(3) 2,30.83 宮下 紗采(3) 2,31.22 下村 真由(2) 2,31.88 小平 七彩(3) 2,38.63 内堀 果南(2) 2,39.29 土屋 杏恋(3) 2,41.60

800m 上田第五 野沢 上田第六 東御東部 丸子 野沢 丸子北 小諸東
05/27 牧内 愛華(2) 5,03.77 鈴木 菜生(1) 5,18.37 臼井 羽耶(3) 5,19.13 久保田 詩乃(2) 5,30.03 栁澤 青空(3) 5,31.30 齊藤 結花(2) 5,39.49 濵 彩音(2) 5,41.92 諸山 知奈津(2) 5,42.27

1500m 丸子北 上田第二 上田第四 丸子北 小諸東 上田第三 上田第三 小諸東
05/27  -6.1 塚田 菜々(3) 15.75 小林 彩花(3) 17.83 髙尾 玲良(2) 18.73 中嶋 愛佳(1) 19.20 滝澤 遥香(2) 19.54 柏木 萌(1) 19.87 清水 あかね(3) 19.90 鈴木 天音(1) 20.06

100mH(0.762m) 小諸東 芦原 上田第一 佐久長聖 上田第一 小諸東 東御東部 浅間
05/27 岡田 朋佳(3) 1.51 依田 智恵梨(3) 1.45 大滝 萌乃音(2) 1.40 柳澤 萌(2) 1.40 関谷 和香(2) 上田第一 1.35 竹岡 古琴(1) 1.35 宮越 美緒(2) 1.30

走高跳 軽井沢 軽井沢 上田第四 芦原 竹内 夢乃(2) 上田第一 佐久長聖 上田第四
碓氷 和叶(2)
野沢

05/27 岩下 栞(2) 2.20 塩野 琴梨(3) 2.20 平林 けい(2) 2.00 諸星 美璃(2) 2.00 小林 楓(2) 2.00 伊藤 花純(1) 1.70
棒高跳 上田第五 軽井沢 上田第一 軽井沢 上田第五 上田第一

05/27 西澤 咲花(3) 11.93 柳澤 優羽(2) 10.62 渡辺 彩夏(3) 9.72 高木 ジュリア(3) 9.04 安達 朋笑(2) 8.87 西川 亜海(3) 8.63 洲﨑 光結(3) 8.50 前島 遥(2) 7.97
砲丸投(2.721kg) 野沢 上田第五 御代田 上田第四 上田第五 上田第五 小諸東 上田第四

05/27 芦原       53.43 野沢       53.89 東御東部       54.07 御代田       54.14 上田第四       54.88 軽井沢       54.90 小諸東       55.52 浅間       56.23
4×100mR 笹崎 絢莉(2) 小泉 優花(3) 渋谷 歩(3) 栁澤 風花(2) 田中 咲(2) 上野 結生(3) 芹沢 紬(3) 望月 咲侑(2)

中村 睦(3) 坂根 樺音(3) 掛川 実澪(3) 高柳 菜乃香(3) 石田 陽菜(3) 塩野 琴梨(3) 小泉 有唯(3) 栗田 怜奈(3)
小林 彩花(3) 西澤 咲花(3) 櫻林 生成(2) 金澤 七海(3) 中島 美優(3) 岡田 朋佳(3) 住友 愛佳(3) 小林 美菜子(2)
大森 里香(1) 今野 瑠奈(3) 清水 あかね(3) 泰井 柊香(2) 池田 萌夏(3) 小宮山 伶佳(3) 塚田 菜々(3) 市川 七海(2)

05/27 土屋 ほのか(2) 2739 市村 彩美(2) 2321 坂根 樺音(3) 2052 今野 瑠奈(3) 1791 藤澤 鈴香(3) 1760 栗田 怜奈(3) 1685 泰井 柊香(2) 1550 住友 愛佳(3) 1535
四種 軽井沢 軽井沢 野沢 野沢 上田第五 浅間 御代田 小諸東

05/27 1年女子  -4.6 大森 里香(1) 14.14 竹花 碧乃(1) 14.40 吉田 七海(1) 14.42 荻原 希乃愛(1) 14.60 大鹿 愛和(1) 14.98 中島 朱夏(1) 15.04 渡邉 陽乃(1) 15.24 阿部 礼佳(1) 15.60
100m 芦原 佐久長聖 中込 軽井沢 野沢 上田第一 佐久東 東御東部

05/27 倉根 慧(1) 4.26(+1.9) 菅沼 花菜(1) 4.18(+0.4) 古越 茉帆(1) 3.97(+2.1) 小林 優芽乃(1)3.86(+1.6) 山田 菜々美(1)3.54(+1.2) 原 栞乃子(1) 3.51(+1.2) 髙寺 凜(1) 3.48(+2.3) 行田 優空(1) 3.45(+0.8)
走幅跳 野沢 望月 御代田 軽井沢 上田第一 川上 上田第一 軽井沢

05/27 2年女子  -0.2 松川 杏奈(2) 13.39 櫻林 生成(2) 13.87 堤 ヒトミ(2) 13.95 細田 音衣(2) 14.04 笹崎 絢莉(2) 14.06 野口 すみれ(2) 14.17 田中 咲(2) 14.21 川上 璃子(2) 14.27
100m 佐久長聖 東御東部 東御東部 上田第四 芦原 中込 上田第四 野沢

05/27 3年女子  -4.1 高柳 菜乃香(3) 13.67 掛川 実澪(3) 14.25 西 郁花(3) 14.44 上野 結生(3) 14.56 石田 陽菜(3) 14.69 渋谷 歩(3) 14.82 江刈内 ひな(3) 15.10 金澤 七海(3) 15.43
100m 御代田 東御東部 依田窪南部 軽井沢 上田第四 東御東部 中込 御代田

05/27 2･3年女子 比田井 凜(2) 4.66(-3.0) 佐伯 三葉(2) 4.63(-0.9) 小泉 有唯(3) 4.53(-2.5) 田村 遥(3) 4.48(-2.4) 小泉 優花(3) 4.40(-2.3) 杉山 佳乃(3) 4.24(-1.1) 上野 心愛(2) 4.19(-1.1) 中島 美優(3) 4.18(-1.1)
走幅跳 望月 軽井沢 小諸東 御代田 野沢 上田第五 東御東部 上田第四

05/27 1･2年女子 佐久長聖       53.74 野沢       54.82 上田第一       55.89 上田第五       56.61 軽井沢       56.90 上田第四       56.95 東御東部       57.17 中込       57.51
4×100mR 竹岡 古琴(1) 大会新 大鹿 愛和(1) 峯村 樹奈(1) 有賀 明子(1) 諸星 美璃(2) 高橋 璃奈(1) 細田 怜奈(1) 中沢 綺良莉(1)

中嶋 愛佳(1) 川上 璃子(2) 髙尾 玲良(2) 岩下 栞(2) 佐伯 三葉(2) 小坂井 杏奈(2) 三輪 希々葉(1) 野口 すみれ(2)
竹花 碧乃(1) 倉根 慧(1) 中島 朱夏(1) 神林 杏花(1) 行田 優空(1) 上野 美咲(1) 阿部 礼佳(1) 吉田 七海(1)
松川 杏奈(2) 碓氷 和叶(2) 滝澤 遥香(2) 柳澤 優羽(2) 荻原 希乃愛(1) 細田 音衣(2) 堤 ヒトミ(2) 武藤 凜(2)



予選 5月27日 10:25
決勝 5月27日 14:15

大会新              12.9

[ 1組] 風速 +1.5 [ 2組] 風速 +2.3

 1 竹花 碧乃(1)     14.04 q  1 荻原 希乃愛(1)     14.16 q
ﾀｹﾊﾅ ｱｵﾉ 佐久長聖 ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 軽井沢

 2 中島 朱夏(1)     14.46 q  2 阿部 礼佳(1)     14.66 q
ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭｶ 上田第一 ｱﾍﾞ ｱﾔｶ 東御東部

 3 渡邉 陽乃(1)     14.50 q  3 沓掛 遥菜(1)     15.11 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾉ 佐久東 ｸﾂｶｹ ﾊﾙﾅ 青木

 4 飯塚 心結(1)     15.03  4 佐々木 杏那(1)     15.12 
ｲｲﾂﾞｶ ﾐﾕｳ 芦原 ｻｻｷ ｱﾝﾅ 野沢

 5 有賀 明子(1)     15.09  5 冨岡 桃花(1)     15.18 
ｱﾙｶﾞ ｱｷｺ 上田第五 ﾄﾐｵｶ ﾓﾓｶ 佐久穂

 6 内堀 陽菜(1)     16.16  6 磯部 遥歌(1)     16.18 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾅ 御代田 ｲｿﾍﾞ ﾊﾙｶ 浅間

 7 佐藤 結(1)     16.36  7 中沢 綺良莉(1)     16.19 
ｻﾄｳ ﾕｳ 軽井沢 ﾅｶｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 中込

[ 3組] 風速 +1.8 [ 4組] 風速 +1.2

 1 吉田 七海(1)     13.84 q  1 大森 里香(1)     13.74 q
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ 中込 ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 芦原

 2 伊藤 紅葉(1)     15.17  2 大鹿 愛和(1)     14.43 q
ｲﾄｳ ｸﾚﾊ 小海 ｵｵｼｶ ﾏﾅ 野沢

 3 齊藤 帆風(1)     15.27  3 秋穂 真理(1)     14.79 
ｻｲﾄｳ ﾎｶｾﾞ 青木 ｱｷﾎ ﾏﾘ 浅間

 4 土屋 陽花(1)     15.39  4 峯村 樹奈(1)     15.11 
ﾂﾁﾔ ﾊﾙｶ 望月 ﾐﾈﾑﾗ ｼﾞｭﾅ 上田第一

 5 竹花 望来(1)     15.50  5 池田 遥(1)     15.55 
ﾀｹﾊﾅ ﾐｸﾙ 望月 ｲｹﾀﾞ ﾊﾙｶ 御代田

 6 脇中 夕渚(1)     15.92  6 井出 柚羽(1)     15.64 
ﾜｷﾅｶ ｾﾅ 東御東部 ｲﾃﾞ ﾕｽﾞﾊ 南牧

 7 堀内 若葉(1)     16.34  7 神林 杏花(1)     16.32 
ﾎﾘｳﾁ ﾜｶﾊﾞ 北御牧 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ 上田第五

風速 -4.6

 1 大森 里香(1)     14.14 
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 芦原

 2 竹花 碧乃(1)     14.40 
ﾀｹﾊﾅ ｱｵﾉ 佐久長聖

 3 吉田 七海(1)     14.42 
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ 中込

 4 荻原 希乃愛(1)     14.60 
ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 軽井沢

 5 大鹿 愛和(1)     14.98 
ｵｵｼｶ ﾏﾅ 野沢

 6 中島 朱夏(1)     15.04 
ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭｶ 上田第一

 7 渡邉 陽乃(1)     15.24 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾉ 佐久東

 8 阿部 礼佳(1)     15.60 
ｱﾍﾞ ｱﾔｶ 東御東部

2  4173

3  4409

8  4076

9  8814

4  4125

5  4231

記録／備考
6  4310

7  4369

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3  4380 3  4676

8  4410 7  4010

2  4197 6  4277

4  4198 2  8812

7  4561 5  4130

6  4020 4  4076

5  4125 8  4310
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  4233 5  4127

2  4279 2  4155

4  4675 4  4031

3  4312 6  4079

7  4173 7  4560

6  8814 3  4409

5  4369 8  4231

1年女子

100m

予選 通過基準  4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／備考記録／備考 順No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ



予選 5月27日 10:55
決勝 5月27日 14:25

大会新              12.66

[ 1組] 風速 +1.5 [ 2組] 風速 +3.4

 1 櫻林 生成(2)     13.44 q  1 松川 杏奈(2)     13.22 q
ｻｸﾗﾊﾞﾔｼ ｷﾅﾘ 東御東部 ﾏﾂｶﾜ ｱﾝﾅ 佐久長聖

 2 川上 璃子(2)     13.75 q  2 細田 音衣(2)     13.57 q
ｶﾜｶﾐ ﾘｺ 野沢 ﾎｿﾀﾞ ｵﾄｲ 上田第四

 3 田中 咲(2)     13.83 q  3 堤 ヒトミ(2)     13.71 q
ﾀﾅｶ ｻｷ 上田第四 ﾂﾂﾐ ﾋﾄﾐ 東御東部

 4 笹崎 絢莉(2)     13.95 q  4 市村 杏(2)     14.34 
ｻｻｻﾞｷ ｱﾔﾘ 芦原 ｲﾁﾑﾗ ｱﾝ 軽井沢

 5 野口 すみれ(2)     13.97 q  5 内堀 心陽(2)     14.35 
ﾉｸﾞﾁ ｽﾐﾚ 中込 ｳﾁﾎﾞﾘ ｺｺｱ 丸子

 6 北村 陽向(2)     14.39  6 市川 七海(2)     14.38 
ｷﾀﾑﾗ ﾋﾅﾀ 小諸東 ｲﾁｶﾜ ﾅﾅﾐ 浅間

 7 井出 千晴(2)     14.98  7 箕輪 朱優(2)     14.72 
ｲﾃﾞ ﾁﾊﾙ 丸子 ﾐﾉﾜ ｱﾕ 依田窪南部

 8 清水 彩羽(2)     15.39  8 市川 夏雅里(2)     14.95 
ｼﾐｽﾞ ｻﾜ 軽井沢 ｲﾁｶﾜ ｶｶﾞﾘ 御代田

 9 渡邉 香凛(2)     15.72 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 御代田

風速 -0.2

 1 松川 杏奈(2)     13.39 
ﾏﾂｶﾜ ｱﾝﾅ 佐久長聖

 2 櫻林 生成(2)     13.87 
ｻｸﾗﾊﾞﾔｼ ｷﾅﾘ 東御東部

 3 堤 ヒトミ(2)     13.95 
ﾂﾂﾐ ﾋﾄﾐ 東御東部

 4 細田 音衣(2)     14.04 
ﾎｿﾀﾞ ｵﾄｲ 上田第四

 5 笹崎 絢莉(2)     14.06 
ｻｻｻﾞｷ ｱﾔﾘ 芦原

 6 野口 すみれ(2)     14.17 
ﾉｸﾞﾁ ｽﾐﾚ 中込

 7 田中 咲(2)     14.21 
ﾀﾅｶ ｻｷ 上田第四

 8 川上 璃子(2)     14.27 
ｶﾜｶﾐ ﾘｺ 野沢

9  4669

8  4071

2  4325

3  4110

6  4393

4  4644

5  4364

7  4394

4  4271

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  4245 6  4272

3  4464 8  4526

6  4304 7  4147

7  4110 9  4462

1  4325 4  4244

2  4669 2  4393

9  4071 3  4644

5  4394 5  4364

2年女子

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

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



予選 5月27日 11:20
決勝 5月27日 14:35

大会新              12.46

[ 1組] 風速 +3.5 [ 2組] 風速 +2.5

 1 掛川 実澪(3)     13.66 q  1 高柳 菜乃香(3)     13.09 q
ｶｹｶﾞﾜ ﾐﾚｲ 東御東部 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾅﾉｶ 御代田

 2 西 郁花(3)     13.84 q  2 上野 結生(3)     14.02 q
ﾆｼ ﾌﾐｶ 依田窪南部 ｳｴﾉ ﾕｲ 軽井沢

 3 江刈内 ひな(3)     14.26 q  3 石田 陽菜(3)     14.21 q
ｴｶﾘﾅｲ ﾋﾅ 中込 ｲｼﾀﾞ ﾋﾅ 上田第四

 4 金澤 七海(3)     14.77 q  4 渋谷 歩(3)     14.35 q
ｶﾅｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 御代田 ｼﾌﾞﾔ ｱﾕﾑ 東御東部

 5 山﨑 爽葉子(3)     14.78  5 小林 明日海(3)     15.61 
ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾖｺ 臼田 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽﾐ 中込
池田 萌夏(3)  6 中島 綾香(3)     16.46 
ｲｹﾀﾞ ﾓｴｶ 上田第四 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ 臼田

風速 -4.1

 1 高柳 菜乃香(3)     13.67 
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾅﾉｶ 御代田

 2 掛川 実澪(3)     14.25 
ｶｹｶﾞﾜ ﾐﾚｲ 東御東部

 3 西 郁花(3)     14.44 
ﾆｼ ﾌﾐｶ 依田窪南部

 4 上野 結生(3)     14.56 
ｳｴﾉ ﾕｲ 軽井沢

 5 石田 陽菜(3)     14.69 
ｲｼﾀﾞ ﾋﾅ 上田第四

 6 渋谷 歩(3)     14.82 
ｼﾌﾞﾔ ｱﾕﾑ 東御東部

 7 江刈内 ひな(3)     15.10 
ｴｶﾘﾅｲ ﾋﾅ 中込

 8 金澤 七海(3)     15.43 
ｶﾅｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 御代田

9  4128

2  4265

8  4665

3  4405

4  4532

5  4227

記録／備考
6  4268

7  4401

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3  4662 2  4061
失格

2  4062 4  4123

6  4265 6  4405

7  4128 7  4665

5  4532 3  4227

4  4401 5  4268

3年女子

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

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



予選 5月27日 10:05
決勝 5月27日 13:40

大会新              25.62

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 -0.4

 1 遠藤 和泉(3)     28.47 q  1 前田 望乃花(3)     26.73 q
ｴﾝﾄﾞｳ ｲｽﾞﾐ 小海 ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 佐久穂

 2 栁澤 風花(2)     29.03 q  2 中村 睦(3)     29.01 q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ 御代田 ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂﾐ 芦原

 3 土屋 茉広(2)     30.61 q  3 武藤 凜(2)     30.76 q
ﾂﾁﾔ ﾏﾋﾛ 野沢 ﾑﾄｳ ﾘﾝ 中込

 4 市川 なつ美(3)     31.61  4 田口 恋愛(1)     30.80 q
ｲﾁｶﾜ ﾅﾂﾐ 中込 ﾀｸﾞﾁ ﾚｱ 川上

 5 井上 遥香(1)     32.73  5 山田 千晶(2)     31.00 q
ｲﾉｳｴ ﾊﾙｶ 上田第一 ﾔﾏﾀﾞ ﾁｱｷ 浅間

 6 須崎 菜緒(2)     33.70  6 小坂井 杏奈(2)     31.21 
ｽｻﾞｷ ﾅｵ 上田第四 ｺｻｶｲ ｱﾝﾅ 上田第四

 7 近藤 桜(1)     34.12  7 小宮山 捺美(2)     32.03 
ｺﾝﾄﾞｳ ｻｸﾗ 浅間 ｺﾐﾔﾏ ﾅﾂﾐ 丸子

 8 篠原 妃花(3)     34.44  8 加部 すみれ(3)     33.10 
ｼﾉﾊﾗ ﾋﾒｶ 臼田 ｶﾍﾞ ｽﾐﾚ 小諸東

風速 -6.1

 1 前田 望乃花(3)     27.52 
ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 佐久穂

 2 栁澤 風花(2)     29.45 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ 御代田

 3 遠藤 和泉(3)     29.67 
ｴﾝﾄﾞｳ ｲｽﾞﾐ 小海

 4 武藤 凜(2)     31.22 
ﾑﾄｳ ﾘﾝ 中込

 5 山田 千晶(2)     31.61 
ﾔﾏﾀﾞ ﾁｱｷ 浅間

 6 土屋 茉広(2)     31.70 
ﾂﾁﾔ ﾏﾋﾛ 野沢

 7 田口 恋愛(1)     31.97 
ﾀｸﾞﾁ ﾚｱ 川上

 8 中村 睦(3)     33.40 
ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂﾐ 芦原

3  4000

4  4318

2  4153

9  4072

5  4022

8  4111

記録／備考
7  4030

6  4273

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

7  4063 8  4303

9  4146 7  4463

4  4668 5  4642

8  8811 4  4153

2  4121 2  4000

5  4072 3  4111

3  4273 6  4318

6  4022 9  4030

共通女子

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



決勝 5月27日 12:55

大会新            2,23.8

[ 1組] [ 2組]

 1 下島 遥佳(3)   2,26.32  1 土屋 杏恋(3)   2,41.60 
ｼﾓｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 上田第五 ﾂﾁﾔ ｱｺ 小諸東

 2 市川 笑花(1)   2,29.62  2 小林 輝星(2)   2,43.06 
ｲﾁｶﾜ ｴﾐｶ 野沢 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾗ 上田第五

 3 宮本 蘭々(3)   2,30.83  3 林 麻友香(2)   2,43.86 
ﾐﾔﾓﾄ ﾗﾝﾗﾝ 上田第六 ﾊﾔｼ ﾏﾕｶ 丸子北

 4 宮下 紗采(3)   2,31.22  4 長谷川 早紀(3)   2,44.58 
ﾐﾔｼﾀ ｻｱﾔ 東御東部 ﾊｾｶﾞﾜ ｻｷ 東御東部

 5 下村 真由(2)   2,31.88  5 渋谷 暖(2)   2,48.51 
ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕ 丸子 ｼﾌﾞﾔ ﾉﾄﾞｶ 東御東部

 6 小平 七彩(3)   2,38.63  6 城田 美衣奈(3)   2,55.58 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾅﾅｾ 野沢 ｼﾛﾀ ﾐｲﾅ 上田第五

 7 内堀 果南(2)   2,39.29  7 栁澤 真奈(3)   2,58.01 
ｳﾁﾎﾞﾘ ｶﾅ 丸子北 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏﾅ 中込

 8 鈴木 花梨(1)   2,47.65  8 宮本 裕子(3)   3,02.73 
ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 臼田 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｺ 佐久東

[ 3組]

 1 掛川 真琴(1)   2,51.87 
ｶｹｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 上田第四

 2 樋澤 愛栞里(3)   2,55.60 
ﾋｻﾞﾜ ｱｶﾘ 依田窪南部

 3 城内 彩希(3)   3,01.11 
ｼﾞｮｳﾅｲ ｻｷ 依田窪南部

 4 丸山 未来衣(3)   3,03.29 
ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾗｲ 依田窪南部

 5 宅間 萌野(1)   3,06.85 
ﾀｸﾏ ﾓｴﾉ 南牧

 6 髙見沢 桜咲(1)   3,09.03 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｻｻ 中込

 7 内藤 愛絵(1)   3,09.92 
ﾅｲﾄｳ ﾏﾅｴ 中込

 8 富松 京香(1)   3,09.97 
ﾄﾐﾏﾂ ｷｮｳｶ 上田第一

3  4124

7  8815

9  4013

5  4126

6  4535

4  4523

8  4649

2  4521

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  4060 7  4169

9  4499 9  4120

2  4085 5  4671

8  4461 2  4395

7  4390 8  4404

3  4700 4  4503

6  4075 3  4689

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  4670 6  4298

共通女子

800m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 下島 遥佳(3) 上田第五     2,26.32   1   1
   2 市川 笑花(1) 野沢     2,29.62   1   2
   3 宮本 蘭々(3) 上田第六     2,30.83   1   3
   4 宮下 紗采(3) 東御東部     2,31.22   1   4
   5 下村 真由(2) 丸子     2,31.88   1   5
   6 小平 七彩(3) 野沢     2,38.63   1   6
   7 内堀 果南(2) 丸子北     2,39.29   1   7
   8 土屋 杏恋(3) 小諸東     2,41.60   2   1
   9 小林 輝星(2) 上田第五     2,43.06   2   2
  10 林 麻友香(2) 丸子北     2,43.86   2   3
  11 長谷川 早紀(3) 東御東部     2,44.58   2   4
  12 鈴木 花梨(1) 臼田     2,47.65   1   8
  13 渋谷 暖(2) 東御東部     2,48.51   2   5
  14 掛川 真琴(1) 上田第四     2,51.87   3   1
  15 城田 美衣奈(3) 上田第五     2,55.58   2   6
  16 樋澤 愛栞里(3) 依田窪南部     2,55.60   3   2
  17 栁澤 真奈(3) 中込     2,58.01   2   7
  18 城内 彩希(3) 依田窪南部     3,01.11   3   3
  19 宮本 裕子(3) 佐久東     3,02.73   2   8
  20 丸山 未来衣(3) 依田窪南部     3,03.29   3   4
  21 宅間 萌野(1) 南牧     3,06.85   3   5
  22 髙見沢 桜咲(1) 中込     3,09.03   3   6
  23 内藤 愛絵(1) 中込     3,09.92   3   7
  24 富松 京香(1) 上田第一     3,09.97   3   8

 4124
 8815

 4120
 4535
 4169
 4523
 4013
 4126

 4404
 4060
 4395
 4649
 4671
 4521

 4461
 4085
 4499
 4298
 4689
 4503

組 順位
 4670
 4075
 4700
 4390

共通女子

800m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考



決勝 5月27日 15:05

大会新            4,42.5

 1 牧内 愛華(2)   5,03.77 
ﾏｷｳﾁ ﾏﾅｶ 丸子北

 2 鈴木 菜生(1)   5,18.37 
ｽｽﾞｷ ﾅｵ 上田第二

 3 臼井 羽耶(3)   5,19.13 
ｳｽｲ ﾊﾔ 上田第四

 4 久保田 詩乃(2)   5,30.03 
ｸﾎﾞﾀ ｳﾀﾉ 丸子北

 5 栁澤 青空(3)   5,31.30 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｾｲﾗ 小諸東

 6 齊藤 結花(2)   5,39.49 
ｻｲﾄｳ ﾕｲｶ 上田第三

 7 濵 彩音(2)   5,41.92 
ﾊﾏ ｱﾔﾈ 上田第三

 8 諸山 知奈津(2)   5,42.27 
ﾓﾛﾔﾏ ﾁﾅﾂ 小諸東

 9 丸山 暖乃(3)   5,42.37 
ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾙﾉ 軽井沢

10 信部 花音(3)   5,48.78 
ｼﾉﾍﾞ ｶﾉﾝ 依田窪南部

11 上原 叶有(3)   5,58.43 
ｳｴﾊﾗ ｶﾅｳ 中込

12 岡本 梨花(1)   6,00.20 
ｵｶﾓﾄ ﾘﾝｶ 丸子北

13 横山 万友(3)   6,02.08 
ﾖｺﾔﾏ ﾏﾕ 依田窪南部

14 中澤 里咲(2)   6,13.56 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｻ 依田窪南部

15 金井 祭(1)   6,17.71 
ｶﾅｲ ﾏﾂﾘ 野沢

16 峰村 麻衣(3)   6,21.55 
ﾐﾈﾑﾗ ﾏｲ 塩田

16  4077

1  4573

13  4525

3  4528

10  4119

4  4504

14  4228

15  4534

5  4634

2  4305

6  4302

11  4635

7  4659

12  4501

8  4500

9  4600

共通女子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 5月27日  9:20
決勝 5月27日 14:05

大会新              15.15

[ 1組] 風速 +2.8 [ 2組] 風速 +1.4

 1 塚田 菜々(3)     14.51 q  1 小林 彩花(3)     16.28 q
ﾂｶﾀﾞ ﾅﾅ 小諸東 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 芦原

 2 中嶋 愛佳(1)     16.76 q  2 髙尾 玲良(2)     16.45 q
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ 佐久長聖 ﾀｶｵ ﾚｲﾗ 上田第一

 3 滝澤 遥香(2)     17.42 q  3 清水 あかね(3)     17.23 q
ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 上田第一 ｼﾐｽﾞ ｱｶﾈ 東御東部

 4 鈴木 夢美(2)     19.30  4 鈴木 天音(1)     18.84 q
ｽｽﾞｷ ﾕﾒﾐ 芦原 ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ 浅間

 5 髙見澤 双葉(1)     19.84  5 柏木 萌(1)     18.93 q
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾌﾀﾊﾞ 南牧 ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ 小諸東

 6 林 さくら(1)     21.00  6 掛川 葵乙(1)     20.41 
ﾊﾔｼ ｻｸﾗ 野沢 ｶｹｶﾞﾜ ｱｵｲ 芦原

 7 佐藤 美和(1)     21.49  7 矢島 果歩(1)     20.94 
ｻﾄｳ ﾐﾜ 浅間 ﾔｼﾞﾏ ｶﾎ 浅間

風速 -6.1

 1 塚田 菜々(3)     15.75 
ﾂｶﾀﾞ ﾅﾅ 小諸東

 2 小林 彩花(3)     17.83 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 芦原

 3 髙尾 玲良(2)     18.73 
ﾀｶｵ ﾚｲﾗ 上田第一

 4 中嶋 愛佳(1)     19.20 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ 佐久長聖

 5 滝澤 遥香(2)     19.54 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 上田第一

 6 柏木 萌(1)     19.87 
ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ 小諸東

 7 清水 あかね(3)     19.90 
ｼﾐｽﾞ ｱｶﾈ 東御東部

 8 鈴木 天音(1)     20.06 
ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ 浅間

8  4403

2  4154

9  4598

3  4306

5  4597

4  4368

記録／備考
7  4299

6  4317

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4  4156 1  4158

2  4080 6  4311

6  4012 4  4306

7  4321 5  4154

3  4598 3  4403

1  4368 7  4597

5  4299 2  4317

共通女子

100mH(0.762m)

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



予選 5月27日 12:20
決勝 5月27日 15:35

大会新              54.00

[ 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   3 野沢  4076 大鹿 愛和(1)     55.25 q  1   5 佐久長聖  4370 竹岡 古琴(1)     54.57 q

ﾉｻﾞﾜ ｵｵｼｶ ﾏﾅ ｻｸﾁｮｳｾｲ ﾀｹｵｶ ｺﾄ
 4071 川上 璃子(2)  4368 中嶋 愛佳(1)

ｶﾜｶﾐ ﾘｺ ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ
 4078 倉根 慧(1)  4369 竹花 碧乃(1)

ｸﾗﾈ ｹｲ ﾀｹﾊﾅ ｱｵﾉ
 4070 碓氷 和叶(2)  4364 松川 杏奈(2)

ｳｽｲ ﾜｶﾅ ﾏﾂｶﾜ ｱﾝﾅ
 2   7 上田第五  4675 有賀 明子(1)     56.45 q  2   4 上田第一  8812 峯村 樹奈(1)     55.78 q

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞ ｱﾙｶﾞ ｱｷｺ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｲﾁ ﾐﾈﾑﾗ ｼﾞｭﾅ
 4687 岩下 栞(2)  4597 髙尾 玲良(2)

ｲﾜｼﾀ ｼｵﾘ ﾀｶｵ ﾚｲﾗ
 4676 神林 杏花(1)  8814 中島 朱夏(1)

ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭｶ
 4691 柳澤 優羽(2)  4598 滝澤 遥香(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾙｶ
 3   4 中込  4127 中沢 綺良莉(1)     56.67 q  3   7 東御東部  4407 細田 怜奈(1)     56.82 q

ﾅｶｺﾞﾐ ﾅｶｻﾞﾜ ｷﾗﾘ ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ
 4110 野口 すみれ(2)  4408 三輪 希々葉(1)

ﾉｸﾞﾁ ｽﾐﾚ ﾐﾜ ﾉﾉﾊ
 4125 吉田 七海(1)  4409 阿部 礼佳(1)

ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ ｱﾍﾞ ｱﾔｶ
 4111 武藤 凜(2)  4393 堤 ヒトミ(2)

ﾑﾄｳ ﾘﾝ ﾂﾂﾐ ﾋﾄﾐ
 4   5 軽井沢  4246 諸星 美璃(2)     56.91 q  4   2 望月  4198 土屋 陽花(1)   1,00.43 

ｶﾙｲｻﾞﾜ ﾓﾛﾎｼ ﾐﾘ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾁﾔ ﾊﾙｶ
 4242 佐伯 三葉(2)  4184 菅沼 花菜(1)

ｻｴｷ ﾐﾂﾊﾞ ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ
 4232 行田 優空(1)  4197 竹花 望来(1)

ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾕﾗ ﾀｹﾊﾅ ﾐｸﾙ
 4231 荻原 希乃愛(1)  4196 山田 愛華(1)

ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ ﾔﾏﾀﾞ ｱｲｶ
 5   6 上田第四  4654 高橋 璃奈(1)     57.45 q  5   3 御代田  4277 池田 遥(1)   1,00.48 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝ ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ ﾐﾖﾀ ｲｹﾀﾞ ﾊﾙｶ
 4642 小坂井 杏奈(2)  4272 市川 夏雅里(2)

ｺｻｶｲ ｱﾝﾅ ｲﾁｶﾜ ｶｶﾞﾘ
 4648 上野 美咲(1)  4279 内堀 陽菜(1)

ｳｴﾉ ﾐｻｷ ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾅ
 4644 細田 音衣(2)  4271 渡邉 香凛(2)

ﾎｿﾀﾞ ｵﾄｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ
 6   2 芦原  4312 飯塚 心結(1)   1,04.29   6 南牧  4013 宅間 萌野(1)

ｱｼﾊﾗ ｲｲﾂﾞｶ ﾐﾕｳ ﾐﾅﾐﾏｷ ﾀｸﾏ ﾓｴﾉ 失格
 4322 尾沼 未来(2)  4012 髙見澤 双葉(1)

ｵﾇﾏ ﾐｸ ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾌﾀﾊﾞ
 4311 掛川 葵乙(1)  4011 菊池 起良里(1)

ｶｹｶﾞﾜ ｱｵｲ ｷｸﾁ ｷﾗﾘ
 4321 鈴木 夢美(2)  4010 井出 柚羽(1)

ｽｽﾞｷ ﾕﾒﾐ ｲﾃﾞ ﾕｽﾞﾊ
  8 浅間  4156 佐藤 美和(1)

ｱｻﾏ ｻﾄｳ ﾐﾜ 失格
 4157 竹内 ゆい(1)

ﾀｹｳﾁ ﾕｲ
 4154 鈴木 天音(1)

ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ
 4130 秋穂 真理(1)

ｱｷﾎ ﾏﾘ

1･2年女子

4×100mR            

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 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 佐久長聖  4370 竹岡 古琴(1)     53.74 

ｻｸﾁｮｳｾｲ ﾀｹｵｶ ｺﾄ 大会新
 4368 中嶋 愛佳(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ
 4369 竹花 碧乃(1)

ﾀｹﾊﾅ ｱｵﾉ
 4364 松川 杏奈(2)

ﾏﾂｶﾜ ｱﾝﾅ
 2   7 野沢  4076 大鹿 愛和(1)     54.82 

ﾉｻﾞﾜ ｵｵｼｶ ﾏﾅ
 4071 川上 璃子(2)

ｶﾜｶﾐ ﾘｺ
 4078 倉根 慧(1)

ｸﾗﾈ ｹｲ
 4070 碓氷 和叶(2)

ｳｽｲ ﾜｶﾅ
 3   5 上田第一  8812 峯村 樹奈(1)     55.89 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｲﾁ ﾐﾈﾑﾗ ｼﾞｭﾅ
 4597 髙尾 玲良(2)

ﾀｶｵ ﾚｲﾗ
 8814 中島 朱夏(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭｶ
 4598 滝澤 遥香(2)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾙｶ
 4   6 上田第五  4675 有賀 明子(1)     56.61 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞ ｱﾙｶﾞ ｱｷｺ
 4687 岩下 栞(2)

ｲﾜｼﾀ ｼｵﾘ
 4676 神林 杏花(1)

ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ
 4691 柳澤 優羽(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ
 5   3 軽井沢  4246 諸星 美璃(2)     56.90 

ｶﾙｲｻﾞﾜ ﾓﾛﾎｼ ﾐﾘ
 4242 佐伯 三葉(2)

ｻｴｷ ﾐﾂﾊﾞ
 4232 行田 優空(1)

ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾕﾗ
 4231 荻原 希乃愛(1)

ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ
 6   2 上田第四  4654 高橋 璃奈(1)     56.95 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝ ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ
 4642 小坂井 杏奈(2)

ｺｻｶｲ ｱﾝﾅ
 4648 上野 美咲(1)

ｳｴﾉ ﾐｻｷ
 4644 細田 音衣(2)

ﾎｿﾀﾞ ｵﾄｲ
 7   8 東御東部  4407 細田 怜奈(1)     57.17 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ
 4408 三輪 希々葉(1)

ﾐﾜ ﾉﾉﾊ
 4409 阿部 礼佳(1)

ｱﾍﾞ ｱﾔｶ
 4393 堤 ヒトミ(2)

ﾂﾂﾐ ﾋﾄﾐ
 8   9 中込  4127 中沢 綺良莉(1)     57.51 

ﾅｶｺﾞﾐ ﾅｶｻﾞﾜ ｷﾗﾘ
 4110 野口 すみれ(2)

ﾉｸﾞﾁ ｽﾐﾚ
 4125 吉田 七海(1)

ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ
 4111 武藤 凜(2)

ﾑﾄｳ ﾘﾝ

4×100mR            
決勝

1･2年女子



予選 5月27日 12:30
決勝 5月27日 15:45

大会新              50.87

[ 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   8 野沢  4084 小泉 優花(3)     53.77 q  1   2 芦原  4325 笹崎 絢莉(2)     53.32 q

ﾉｻﾞﾜ ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳｶ ｱｼﾊﾗ ｻｻｻﾞｷ ｱﾔﾘ
 4087 坂根 樺音(3)  4318 中村 睦(3)

ｻｶﾈ ｶﾉﾝ ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂﾐ
 4088 西澤 咲花(3)  4317 小林 彩花(3)

ﾆｼｻﾞﾜ ｻｸﾗ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ
 4086 今野 瑠奈(3)  4310 大森 里香(1)

ｺﾝﾉ ﾙﾅ ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ
 2   9 東御東部  4405 渋谷 歩(3)     53.89 q  2   5 御代田  4273 栁澤 風花(2)     54.12 q

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ｼﾌﾞﾔ ｱﾕﾑ ﾐﾖﾀ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ
 4401 掛川 実澪(3)  4268 高柳 菜乃香(3)

ｶｹｶﾞﾜ ﾐﾚｲ ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾅﾉｶ
 4394 櫻林 生成(2)  4265 金澤 七海(3)

ｻｸﾗﾊﾞﾔｼ ｷﾅﾘ ｶﾅｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ
 4403 清水 あかね(3)  4270 泰井 柊香(2)

ｼﾐｽﾞ ｱｶﾈ ﾀｲｲ ｼｭｳｶ
 3   2 上田第四  4669 田中 咲(2)     54.48 q  3   7 軽井沢  4227 上野 結生(3)     54.59 q

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝ ﾀﾅｶ ｻｷ ｶﾙｲｻﾞﾜ ｳｴﾉ ﾕｲ
 4665 石田 陽菜(3)  4226 塩野 琴梨(3)

ｲｼﾀﾞ ﾋﾅ ｼｵﾉ ｺﾄﾘ
 4661 中島 美優(3)  4224 岡田 朋佳(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕｳ ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ
 4662 池田 萌夏(3)  4222 小宮山 伶佳(3)

ｲｹﾀﾞ ﾓｴｶ ｺﾐﾔﾏ ﾚｲｶ
 4   4 小諸東  4301 芹沢 紬(3)     55.36 q  4   8 浅間  4152 望月 咲侑(2)     55.49 q

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ｾﾘｻﾞﾜ ﾂﾑｷﾞ ｱｻﾏ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｳ
 4300 小泉 有唯(3)  4145 栗田 怜奈(3)

ｺｲｽﾞﾐ ｱｲ ｸﾘﾀ ﾚｲﾅ
 4297 住友 愛佳(3)  4151 小林 美菜子(2)

ｽﾐﾄﾓ ﾏﾅｶ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅｺ
 4299 塚田 菜々(3)  4147 市川 七海(2)

ﾂｶﾀﾞ ﾅﾅ ｲﾁｶﾜ ﾅﾅﾐ
 5   7 依田窪南部  4534 信部 花音(3)     56.86  5   6 上田第五  4673 西川 亜海(3)     55.99 

ﾖﾀﾞｸﾎﾞﾅﾝﾌﾞ ｼﾉﾍﾞ ｶﾉﾝ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞ ﾆｼｶﾜ ﾂｸﾞﾐ
 4532 西 郁花(3)  4688 小林 楓(2)

ﾆｼ ﾌﾐｶ ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ
 4533 藤田 美波(3)  4672 杉山 佳乃(3)

ﾌｼﾞﾀ ﾐﾅﾐ ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼﾉ
 4528 中澤 里咲(2)  4670 下島 遥佳(3)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｻ ｼﾓｼﾞﾏ ﾊﾙｶ
 6   6 望月  4183 上野 愛梨(2)     58.21  6   4 臼田  4063 篠原 妃花(3)   1,01.37 

ﾓﾁﾂﾞｷ ｳｴﾉ ｱｲﾘ ｳｽﾀﾞ ｼﾉﾊﾗ ﾋﾒｶ
 4199 比田井 凜(2)  4060 鈴木 花梨(1)

ﾋﾀﾞｲ ﾘﾝ ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ
 4182 清水 奈都紀(2)  4061 中島 綾香(3)

ｼﾐｽﾞ ﾅﾂｷ ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ
 4195 矢花 茜(3)  4062 山﨑 爽葉子(3)

ﾔﾊﾞﾅ ｱｶﾈ ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾖｺ
 7   5 佐久東  4173 渡邉 陽乃(1)   1,01.98  7   3 中込  4120 栁澤 真奈(3)   1,01.82 

ｻｸﾋｶﾞｼ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾉ ﾅｶｺﾞﾐ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏﾅ
 4171 吉澤 妃織(2)  4121 市川 なつ美(3)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾋｵﾘ ｲﾁｶﾜ ﾅﾂﾐ
 4172 有賀 千育(1)  4119 上原 叶有(3)

ｱﾙｶﾞ ﾁｲ ｳｴﾊﾗ ｶﾅｳ
 4169 宮本 裕子(3)  4123 小林 明日海(3)

ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｺ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽﾐ
  3 丸子

ﾏﾙｺ 欠場

共通女子

4×100mR

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 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 芦原  4325 笹崎 絢莉(2)     53.43 

ｱｼﾊﾗ ｻｻｻﾞｷ ｱﾔﾘ
 4318 中村 睦(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂﾐ
 4317 小林 彩花(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ
 4310 大森 里香(1)

ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ
 2   4 野沢  4084 小泉 優花(3)     53.89 

ﾉｻﾞﾜ ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳｶ
 4087 坂根 樺音(3)

ｻｶﾈ ｶﾉﾝ
 4088 西澤 咲花(3)

ﾆｼｻﾞﾜ ｻｸﾗ
 4086 今野 瑠奈(3)

ｺﾝﾉ ﾙﾅ
 3   7 東御東部  4405 渋谷 歩(3)     54.07 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ｼﾌﾞﾔ ｱﾕﾑ
 4401 掛川 実澪(3)

ｶｹｶﾞﾜ ﾐﾚｲ
 4394 櫻林 生成(2)

ｻｸﾗﾊﾞﾔｼ ｷﾅﾘ
 4403 清水 あかね(3)

ｼﾐｽﾞ ｱｶﾈ
 4   6 御代田  4273 栁澤 風花(2)     54.14 

ﾐﾖﾀ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ
 4268 高柳 菜乃香(3)

ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾅﾉｶ
 4265 金澤 七海(3)

ｶﾅｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ
 4270 泰井 柊香(2)

ﾀｲｲ ｼｭｳｶ
 5   9 上田第四  4669 田中 咲(2)     54.88 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝ ﾀﾅｶ ｻｷ
 4665 石田 陽菜(3)

ｲｼﾀﾞ ﾋﾅ
 4661 中島 美優(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕｳ
 4662 池田 萌夏(3)

ｲｹﾀﾞ ﾓｴｶ
 6   8 軽井沢  4227 上野 結生(3)     54.90 

ｶﾙｲｻﾞﾜ ｳｴﾉ ﾕｲ
 4226 塩野 琴梨(3)

ｼｵﾉ ｺﾄﾘ
 4224 岡田 朋佳(3)

ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ
 4222 小宮山 伶佳(3)

ｺﾐﾔﾏ ﾚｲｶ
 7   2 小諸東  4301 芹沢 紬(3)     55.52 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ｾﾘｻﾞﾜ ﾂﾑｷﾞ
 4300 小泉 有唯(3)

ｺｲｽﾞﾐ ｱｲ
 4297 住友 愛佳(3)

ｽﾐﾄﾓ ﾏﾅｶ
 4299 塚田 菜々(3)

ﾂｶﾀﾞ ﾅﾅ
 8   3 浅間  4152 望月 咲侑(2)     56.23 

ｱｻﾏ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｳ
 4145 栗田 怜奈(3)

ｸﾘﾀ ﾚｲﾅ
 4151 小林 美菜子(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅｺ
 4147 市川 七海(2)

ｲﾁｶﾜ ﾅﾅﾐ

4×100mR
決勝

共通女子



決勝 5月27日 14:15

大会新               1.58

1m54
岡田 朋佳(3) - - - - - O O XO O XXO
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 軽井沢 XXX
依田 智恵梨(3) - - - - - O O O XXX
ﾖﾀﾞ ﾁｴﾘ 軽井沢
大滝 萌乃音(2) - - O O O O XO XXX
ｵｵﾀｷ ﾓﾉﾝ 上田第四
柳澤 萌(2) - - O O XO O XXO XXX
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾓｴ 芦原
関谷 和香(2) - - XO O O O XXX
ｾｷﾔ ﾉﾄﾞｶ 上田第一
竹内 夢乃(2) - - O O XO O XXX
ﾀｹｳﾁ ﾕﾒﾉ 上田第一
竹岡 古琴(1) - O O O O XXO XXX
ﾀｹｵｶ ｺﾄ 佐久長聖
宮越 美緒(2) - O O O O XXX
ﾐﾔｺｼ ﾐｵ 上田第四
碓氷 和叶(2) - - O O O XXX
ｳｽｲ ﾜｶﾅ 野沢
池田 奈央(3) O O O XXX
ｲｹﾀﾞ ﾅｵ 野沢

10 1  4083
 1.20

8 2  4641
 1.30

8 9  4070
 1.30

5 7  4595
 1.35

7 3  4370
 1.35

4 5  4324
 1.40

5 4  4596
 1.35

2 8  4223
 1.45

3 6  4666
 1.40

1m48 1m51
記録 備考

1 10  4224
 1.51

1m20 1m25 1m40 1m45

共通女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m10 1m15 1m30 1m35



決勝 5月27日 10:00

大会新               2.70

岩下 栞(2) O O O O O O XO XXX X X
ｲﾜｼﾀ ｼｵﾘ 上田第五
塩野 琴梨(3) - - O O O O XO XXX X X
ｼｵﾉ ｺﾄﾘ 軽井沢
平林 けい(2) O O O O O XXX
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲ 上田第一
諸星 美璃(2) XO O O O O XXX
ﾓﾛﾎｼ ﾐﾘ 軽井沢
小林 楓(2) O O O O XO XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ 上田第五
伊藤 花純(1) O O XXX
ｲﾄｳ ｶｽﾐ 上田第一
北澤 咲希(1) XXX 記録なし
ｷﾀｻﾞﾜ ｻｷ 上田第五

2m20 2m15 2m10 2m15
Jamp off 岩下 栞(2)

ｲﾜｼﾀ ｼｵﾘ 上田第五 X X O O
塩野 琴梨(3)
ｼｵﾉ ｺﾄﾘ 軽井沢 X X O X

 4687

 4226

6 3  8810
 1.70

1  4678

4 5  4246
 2.00

5 4  4688
 2.00

2 7  4226
 2.20

3 6  4599
 2.00

2m30 2m25
記録 備考

1 2  4687
 2.20

1m80 1m90 2m20 2m30

共通女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m60 1m70 2m00 2m10



決勝 5月27日  9:00

大会新               4.48

倉根 慧(1)   4.01   4.26   4.06    X   4.09   4.22    4.26 
ｸﾗﾈ ｹｲ 野沢   +0.4   +1.9   +3.2   +3.7   +1.2    +1.9
菅沼 花菜(1)   4.18   3.99    X    X   4.01    X    4.18 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ 望月   +0.4   +2.3   +0.8    +0.4
古越 茉帆(1)   2.99   3.58   3.42   3.97   3.97    X    3.97 
ﾌﾙｺｼ ﾏﾎ 御代田   +1.2   +1.5   +1.9   +2.1   +2.1    +2.1
小林 優芽乃(1)   3.40   3.71   3.81   3.64    X   3.86    3.86 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒﾉ 軽井沢   +0.3   +3.2   +1.2   +1.1   +1.6    +1.6
山田 菜々美(1)   3.51   3.00    X   3.53   3.54    X    3.54 
ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾅﾐ 上田第一   +2.0   +0.3   +2.2   +1.2    +1.2
原 栞乃子(1)   3.51    X   3.12   3.12   3.27    X    3.51 
ﾊﾗ ｶﾉｺ 川上   +1.2   +1.8    0.0   +0.9    +1.2
髙寺 凜(1)   3.40   3.48    X    3.48 
ﾀｶﾃﾞﾗ ﾘﾝ 上田第一   +0.6   +2.3    +2.3
行田 優空(1)   3.45    X   3.23   3.38   2.76   3.44    3.45 
ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾕﾗ 軽井沢   +0.8   +3.8   +2.3   +2.8   +2.2    +0.8
横尾 叶葉(1)   3.36   3.43   3.40    3.43 
ﾖｺｵ ｶﾅﾊ 浅間   +2.5   +2.0   +1.7    +2.0
田中 季菜(1)   3.09   3.23   3.42    3.42 
ﾀﾅｶ ｷﾅ 真田   +1.7   +3.0   +2.5    +2.5
下島 佳純(1)   3.36   3.30    X    3.36 
ｼﾓｼﾞﾏ ｶｽﾐ 上田第五   +1.2   +0.8    +1.2
三輪 希々葉(1)    X   3.35   3.35    3.35 
ﾐﾜ ﾉﾉﾊ 東御東部   +2.9   +2.2    +2.9
細田 怜奈(1)   3.34   2.98   2.93    3.34 
ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ 東御東部   +2.3   +2.0   +1.8    +2.3
竹内 ゆい(1)   3.16   3.00   2.97    3.16 
ﾀｹｳﾁ ﾕｲ 浅間   +1.3   +2.5   +1.9    +1.3
有賀 千育(1)   3.02   3.15   3.04    3.15 
ｱﾙｶﾞ ﾁｲ 佐久東   +1.2   +1.2   +0.3    +1.2
池田 心優(1)   3.01    X   2.75    3.01 
ｲｹﾀﾞ ﾐﾕ 上田第四   +1.0   +2.8    +1.0
有沢 瑠々(1)   2.62   2.75   2.30    2.75 
ｱﾘｻﾜ ﾙﾙ 野沢   +1.6   +0.3   +2.5    +0.3
古越 紗(1)   2.56   2.49   2.34    2.56 
ﾌﾙｺｼ ｻﾗ 御代田   +2.0   +2.2   +0.6    +2.0

17 11  4073

18 6  4278

15 1  4172

16 15  4651

13 3  4407

14 9  4157

11 10  4677

12 5  4408

9 2  4159

10 7  4420

7 4  8813

8 13  4232

5 14  8816

6 12  4001

3 8  4276

4 16  4230

1 18  4078

2 17  4184

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

1年女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 5月27日 13:00

大会新               5.05

比田井 凜(2)   4.62   4.26   4.66   4.63   4.61   4.34    4.66 
ﾋﾀﾞｲ ﾘﾝ 望月   -1.7   -3.7   -3.0   +0.7   -0.2   -1.8    -3.0
佐伯 三葉(2)   4.46   4.48   4.46    X   4.63   4.47    4.63 
ｻｴｷ ﾐﾂﾊﾞ 軽井沢   -3.3   -1.9   -2.5   -0.9   -1.9    -0.9
小泉 有唯(3)    X   4.26   4.53   4.34    X   4.41    4.53 
ｺｲｽﾞﾐ ｱｲ 小諸東   -3.4   -2.5   +0.2   -0.6    -2.5
田村 遥(3)   4.02   4.22   4.48   4.06   4.45   4.20    4.48 
ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ 御代田   -4.0    0.0   -2.4   -3.5   -0.2   -0.3    -2.4
小泉 優花(3)   4.17   4.23   3.51   4.40   4.10   4.24    4.40 
ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳｶ 野沢   -3.2   -3.5   -2.3   -2.3   -1.1   -0.9    -2.3
杉山 佳乃(3)   4.24   3.23    X   3.11   4.24   4.22    4.24 
ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼﾉ 上田第五   -1.1   -3.7   -3.9   -0.8   +0.7    -1.1
上野 心愛(2)   3.97   4.13   4.16   3.92   4.12   4.19    4.19 
ｳｴﾉ ｺｱ 東御東部   -3.6   -3.9   -3.9   -3.4   -1.5   -1.1    -1.1
中島 美優(3)   3.95   4.18   4.02   4.11   3.89   4.11    4.18 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕｳ 上田第四   -2.9   -1.1   -3.9   -2.6   -4.1   -0.2    -1.1
小宮山 伶佳(3)    X   3.99   4.00    4.00 
ｺﾐﾔﾏ ﾚｲｶ 軽井沢   -3.5   -4.3    -4.3
清水 風(2)   3.93    X   3.92    3.93 
ｼﾐｽﾞ ｳﾀ 真田   -4.8   +0.2    -4.8
蓬田 薫音(3)    X   3.89    X    3.89 
ﾖﾓｷﾞﾀﾞ ｶﾉﾝ 東御東部   -1.7    -1.7
尾沼 未来(2)   3.75   3.82   3.84    3.84 
ｵﾇﾏ ﾐｸ 芦原   -1.8   -3.7   -1.1    -1.1
栁澤 恋(2)   3.77   3.52    X    3.77 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾚﾝ 御代田   -1.4   -4.1    -1.4
望月 咲侑(2)   3.73   3.35   3.52    3.73 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｳ 浅間   -2.0   -2.0   -3.4    -2.0
吉池 光美(2)    X   3.49   3.60    3.60 
ﾖｼｲｹ ﾐﾐ 丸子北   -1.5   -2.4    -2.4
小宮山 瑠海(2)    X   3.44   3.50    3.50 
ｺﾐﾔﾏ ﾙﾐ 上田第四   -2.8   -2.9    -2.9
福田 葵(2)   3.31   3.30   3.41    3.41 
ﾌｸﾀﾞ ｱｵｲ 上田第五   -3.6   -3.0   -4.7    -4.7
吉澤 妃織(2)   3.36   3.38   3.33    3.38 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾋｵﾘ 佐久東   -0.7   -2.2   -3.6    -2.2

17 4  4690

18 1  4171

15 2  4502

16 3  4667

13 6  4274

14 8  4152

11 5  4402

12 7  4322

9 14  4222

10 9  4422

7 15  4392

8 11  4661

5 13  4084

6 17  4672

3 16  4300

4 12  4269

1 18  4199

2 10  4242

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

2･3年女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 5月27日  9:25

大会新              12.44

西澤 咲花(3)
ﾆｼｻﾞﾜ ｻｸﾗ 野沢
柳澤 優羽(2)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 上田第五
渡辺 彩夏(3)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾅ 御代田
高木 ジュリア(3)
ﾀｶｷ ｼﾞｭﾘｱ 上田第四
安達 朋笑(2)
ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓｴ 上田第五
西川 亜海(3)
ﾆｼｶﾜ ﾂｸﾞﾐ 上田第五
洲﨑 光結(3)
ｽｻﾞｷ ﾐﾕ 小諸東
前島 遥(2)
ﾏｴｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 上田第四
清水 香(3)
ｼﾐｽﾞ ｶｵﾘ 依田窪南部
北澤 霞(3)
ｷﾀｻﾞﾜ ｶｽﾐ 御代田
清水 奈都紀(2)
ｼﾐｽﾞ ﾅﾂｷ 望月
芹沢 紬(3)
ｾﾘｻﾞﾜ ﾂﾑｷﾞ 小諸東
中村 美奈子(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅｺ 東御東部
田中 春菜(2)
ﾀﾅｶ ﾊﾙﾅ 上田第一
上野 愛梨(2)
ｳｴﾉ ｱｲﾘ 望月
小笠原 光咲(2)
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾐｻｷ 浅間
中原 寛子(3)
ﾅｶﾊﾗ ﾋﾛｺ 依田窪南部
小林 美菜子(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅｺ 浅間
藤田 美波(3)
ﾌｼﾞﾀ ﾐﾅﾐ 依田窪南部
小林 藍子(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲｺ 御代田
栁澤 瑞希(2)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐｽﾞｷ 中込
小林 梨花(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝｶ 東御東部

  5.84 

  5.88 

22 5  4406
 5.53  5.15  5.84

  6.78 

21 2  4112
 5.88  5.58  5.51

  6.85 

20 1  4266
 6.78  6.17  6.16

  6.88 

19 7  4533
 6.85  5.82   X

  6.90 

18 8  4151
 6.88  6.86  5.18

  6.93 

17 4  4522
 6.90  6.47  6.34

  6.97 

16 3  4149
 6.56  6.93  6.40

  7.04 

15 6  4183
 6.68  6.73  6.97

  7.23 

14 10  4594
 6.00  7.04  6.52

  7.25 

13 9  4391
 7.14  6.76  7.23

  7.58 

12 12  4301
 7.25  7.22  6.81

  7.79 

11 13  4182
 7.56  7.15  7.58

  7.95 

10 16  4264
  X  7.04  7.79

 7.23  7.54  7.51   7.97 

9 15  4520
 7.95  7.62  7.47

 8.50   X  7.49   8.50 

8 14  4640
 7.83  7.32  7.97

 7.78  7.76  8.42   8.63 

7 20  4296
 8.45  7.96  8.40

 8.75  8.87  8.23   8.87 

6 17  4673
 8.63   X  8.18

 8.01  7.67  8.81   9.04 

5 11  4686
 7.97  8.59  7.72

 8.88  9.55  9.39   9.72 

4 18  4664
 7.91  9.04  7.95

 9.95 10.55 10.14  10.62 

3 19  4267
 9.72  9.66  8.59

10.87 11.93 11.62  11.93 

2 22  4691
10.46 10.62 10.46

1 21  4088
10.54 11.36 11.68

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

共通女子

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



P

期日平成29年5月27日(土曜) 審判長

陸協名　　長野
ｺｰﾄﾞ 2 0 1 7 1 7 4 0 0 1

記録主任

2 0 2 0 6 0
記録員

(2) (2) (3) (3) (3) (3) (2) (3) (3)

（陸連No.15）

注１： 左の欄は記録、右の欄の上は得点、下は合計得点、風向・風速を必要とする種目には必ず追・向の別と風速を記録欄に記入のこと。 風向・風速を必要とする競技で＋4.0ｍを超えた場合、または平均が＋2.0ｍを超えた場合は、セカ
注2：(生年)は生まれた年(西暦)の下２桁を記入する。例)1989年生まれ→(89) ンド記録（＋4.0以下）で平均すると＋2.1m以下のものがあればそれを付記して下さい。
注３：学年は中高一貫校及びクラブチームの場合、高校生はＨ1~3(High school)、中学生はJ1~3(Junior high school)で記入する。

順　　位

得　点　順

第　１　日

第

１

日

種

目

都道府県・所属・学年

競技者名（生年）

6 7 8 9

ナンバー

7 8 9

順　　位 1 2 3 4 5

1,535 1,315

得　点　順 1 2 3 4 5 6

第　１　日 2,739 2,321 2,052 1,791 1,760 1,685 1,550

1,535 1,3151,760 1,685 1,5502,739 2,321 2,052 1,791

474 31.01 414 31.82 362459 29.37 527 30.68 436 30.12
２００ｍ

27.77 649 29.93 487 29.12 545 30.34

1,076 1,121 9531,332 1,233 1,249

7.30 354

2,090 1,834 1,507

7.70 380 6.99 334 7.91 3946.98 334 8.67 443 7.15 345

727 599

砲丸投
8.93 460 7.87 391

888 869 7421,630 1,443 1,173 889

312 1.20 312 1.25 359439 1.25 359 1.25 359 1.20
走高跳

1.60 736 1.51 632 1.39 502 1.33

1.1 1.1 1.21.2 1.1 1.2

20.79 240

1.1 大会新 1.2 1.2

17.79 510 18.58 430 18.74 41516.36 671 18.38 450 17.61 529
第

１

日

種

目

１００ｍＨ
14.61 894 15.23 811

上田第五 浅間 御代田 小諸東 上田第四

栗田 怜奈 泰井 柊香 住友 愛佳 若林 咲良
都道府県・所属・学年 軽井沢 軽井沢 野沢 野沢

競技者名（生年） 土屋 ほのか 市村 彩美 坂根 樺音 今野 瑠奈 藤澤 鈴香

4674 4145 4270 4297 4660

主催団体名
東信地区中学校体育連盟、長野陸上競技協会

競 技 場 名 佐久総合運動公園陸上競技場

ナンバー 4241 4240 4087 4086

混 成 競 技 記 録 得 点 表 （ 男 ・ 女 ）

種 目 共通四種競技 小川　靖

競 技 会 名 第56回県中総体夏季大会東信予選会 山 野 井 宏 彰
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