
大会コード　1882005031

　

　 後援　上小地区地教委連絡協議会　佐久地区地教委連絡協議会

期日　　平成３０年　５月１９日（土）

場所　　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（フィールド）

気象状況 2018/5/19

時刻 天候 気温 湿度
 8:50 雲り 北西   2.7m/sec.  18.0 ℃  71.0 %
 9:00 雲り 西北西   2.3m/sec.  18.0 ℃  71.0 %
10:00 雲り 北北西   2.3m/sec.  19.0 ℃  63.0 %
11:00 晴れ 北北西   0.6m/sec.  20.5 ℃  56.0 %
12:00 晴れ 北西   3.8m/sec.  21.5 ℃  48.0 %
13:00 晴れ 北北西   4.0m/sec.  20.5 ℃  44.0 %
14:00 晴れ 北西   5.1m/sec.  19.0 ℃  46.0 %
15:00 晴れ 北西   6.9m/sec.  19.0 ℃  46.0 %

この大会で樹立された記録

所属 記録

小学男子 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投      小山 大翔(6) 坂の上小  53ｍ48 大会新

第34回東信地区小学生陸上競技大会　

記録集

主催　長野陸上競技協会
　　　東信地区陸上競技会

風

種目 氏名（学年）



第34回東信地区小学生陸上競技大会　
主催　東信地区陸上競技会
後援　上小地区地教委連絡協議会　佐久地区地教委連絡協議会

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】172060  上田市営陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
05/19 小学女子 中村 羽来(5) 3,30.70 下村 悠莉(6) 3,41.77 髙橋 彩花(5) 3,46.70 岩月 夕希乃(5) 3,47.87 山下 里歩(6) 3,49.67 角地 愛虹(6) 3,50.03 津田 燈(6) 3,51.04 田中 莉奈(6) 3,51.60

1000m 小学校･腰越JSC[小] 小学校･腰越JSC[小] 小学校･真田ｸﾗﾌﾞ 小学校･平根小 小学校･真田陸上教室 小学校･浅科小 小学校･軽井沢西部小 小学校･あさまねSC
05/19  +2.3中嶋 杏佳(5) 13.92 並木 彩華(5) 13.97 田口 朱音(6) 16.10 針尾 優花(6) 17.76 横須賀 さくら(6 18.07 黒田 奈央(5) 20.43 津金 真汎(5) 20.44 中嶋 実唯奈(5) 20.79

80mH 小学校･軽井沢A&AC 小学校･軽井沢A&AC 小学校･軽井沢A&AC 小学校･御代田南小 小学校･あさまねSC 小学校･御代田南小 小学校･南牧北小 小学校･南牧北小
05/19 佐々木 小夏(5) 1.00 白石 華和(6) 1.00

走高跳 小学校･切原小 小学校･水明AC
05/19 大森 玲花(5) 3.91(+2.4) 吉田 心美(6) 3.68(+2.2) 三井 渚沙(6) 3.41(+1.9) 浅田 彩七(5) 3.20(+2.5) 山口 真央(5) 3.16(+1.7) マンセル 美怜(5)3.14(+2.2) 薩田 朱里(6) 3.11(+2.0) 新海 治美(6) 3.07(+2.6)

走幅跳 小学校･軽井沢A&AC 小学校･中込小 小学校･南牧南小 小学校･上田JSC 小学校･真田陸上教室 小学校･軽井沢東部小 小学校･南牧北小 小学校･南牧南小
05/19 石原 生芙希(6) 34.08 前田 瑞侑(6) 31.90 平林 真麻(5) 30.08 北沢朝陽(6) 27.12 井上 葵(6) 25.31 佐藤 椿季(5) 25.15 山口 優歩(6) 21.39 土屋明璃(6) 19.67

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学校･真田陸上教室 小学校･中佐都小 小学校･切原小 小学校･佐久城山小 小学校･小海小 小学校･坂の上小 小学校･小海小 小学校･佐久城山小
05/19 T&F佐久平(A)    1,02.30 佐久平浅間小    1,03.47 小諸東小     1,04.20 神科小     1,04.46 佐久穂小     1,05.91 北相木小     1,08.55 T&F佐久平(B)    1,08.79 軽井沢西部小    1,09.90

4x100mR 井出 優奈(6) 柳澤 梨乃(6) 美齊津 杏奈(6) 小林 優美香(6) 坂本 優(6) 茅根 羚(6) 鏑木 愛結奈(5) 石原 桃音(5)
宮川 紗和(6) 若杉 未来(6) 土屋 実佑(6) 高藤 心優菜(6) 岡 祐里奈(6) 片川 真夏香(5) 阿部 詩織(5) 佐々木 幸羽(5)
東海林 優心花(6) 吉澤 諒子(6) 山口 真菜実(6) 佐野 未優菜(6) 中山 乃愛(5) 田中 梛月(6) 須江 奈菜実(5) 篠﨑 七海(5)
窪田 寿理(6) 石塚 夏姫(6) 浦山 瞳(6) 権田 はるの(6) 小須田 望(6) 西田 光璃(6) 小山 明香(5) 工藤 和呼(5)

05/19 小学5年女子 篠原 百々香(5) 14.43 中島 芽衣(5) 15.40 永井 優里亜(5) 15.41 臼田 蒼衣(5) 15.43 宮﨑 早也音(5) 小学校･軽井沢西部小 15.81 中島 愛華(5) 16.27 吉澤 みずき(5) 16.29
100m 小学校･小海小 小学校･水明AC 小学校･水明AC 小学校･浅科小 小島 羽な花(5) 小学校･軽井沢東部小 小学校･平根小 小学校･南牧南小

05/19 小学6年女子 齋藤 優羽(6) 13.84 向井 美来(6) 14.36 依田 はるな(6) 15.01 橋本 里乃綾(6) 15.07 横尾 翠(6) 15.15 荻原 永恋(6) 15.21 神津 沙夏(6) 15.36 宮嶋 愛佳(6) 15.38
100m 小学校･御代田南小 小学校･中佐都小 小学校･北御牧小 小学校･浅科小 小学校･御代田南小 小学校･平根小 小学校･御代田南小 小学校･中込小



決勝 5月19日 11:20

大会新              14.4 

[ 1組] 風速 +3.3 [ 2組] 風速 +2.7

 1 中島 芽衣(5) 小学校     15.40  1 永井 優里亜(5) 小学校     15.41 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾒｲ 水明AC ﾅｶﾞｲ ﾕﾘｱ 水明AC

 2 宮﨑 早也音(5) 小学校     15.81  2 臼田 蒼衣(5) 小学校     15.43 
ﾐﾔｻﾞｷ ｻﾔﾈ 軽井沢西部小 ｳｽﾀﾞ ｱｵｲ 浅科小

 3 小島 羽な花(5) 小学校     15.81  3 井出 奏葉(5) 小学校     16.43 
ｺｼﾞﾏ ﾊﾅｶ 軽井沢東部小 ｲﾃﾞ ｶﾅﾊ 川上第一小

 4 中島 愛華(5) 小学校     16.27  4 菊地 遥奈(5) 小学校     16.47 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ 平根小 ｷｸﾁ ﾊﾙﾅ 祢津小

 5 吉澤 みずき(5) 小学校     16.29  5 柳澤 優奈(5) 小学校     16.52 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 南牧南小 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾅ 水明AC

 6 坂本 綾華(5) 小学校     17.03  6 茂木 夕夏(5) 小学校     17.23 
ｻｶﾓﾄ  ｱﾔｶ 南牧北小 ﾓｷﾞ ﾕｳｶ 御代田南小

 7 佐藤 小春(5) 小学校     17.56  7 新海 花奏(5) 小学校     17.81 
ｻﾄｳ ｺﾊﾙ 御代田南小 ｼﾝｶｲ ｶﾅﾃﾞ 南牧南小

 8 小林 美穂(5) 小学校     18.24 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ 水明AC

[ 3組] 風速 +3.7

 1 篠原 百々香(5) 小学校     14.43 
ｼﾉﾊﾗ ﾓﾓｶ 小海小

 2 西澤 美波(5) 小学校     16.45 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ 滋野小

 3 三條 絢音(5) 小学校     16.85 
ｻﾝｼﾞｮｳ ｱﾔﾈ 切原小

 4 小寺 渚月(5) 小学校     17.15 
ｺﾃﾞﾗ ﾅﾂｷ 軽井沢東部小

 5 吉澤 友楽(5) 小学校     17.20 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾕﾗ 平根小

 6 今井 月咲(5) 小学校     17.36 
ｲﾏｲ ﾂｶｻ 水明AC

 7 原田 楓愛(5) 小学校     17.63 
ﾊﾗﾀﾞ ﾌｳｱ 水明AC

4   251

2   387

8   253

6   270

3    79

記録／備考
5   181

7   178

4   255

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5    84 6   343

1   360 5    93

3   335 2   265

7   390 4   374

2    80 7   272

6    60 3   289

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   258 8   249

小学5年女子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 篠原 百々香(5) 小学校 小海小     14.43 (+3.7)   3   1
   2 中島 芽衣(5) 小学校 水明AC     15.40 (+3.3)   1   1
   3 永井 優里亜(5) 小学校 水明AC     15.41 (+2.7)   2   1
   4 臼田 蒼衣(5) 小学校 浅科小     15.43 (+2.7)   2   2
   5 宮﨑 早也音(5) 小学校 軽井沢西部小     15.81 (+3.3)   1   2
   5 小島 羽な花(5) 小学校 軽井沢東部小     15.81 (+3.3)   1   3
   7 中島 愛華(5) 小学校 平根小     16.27 (+3.3)   1   4
   8 吉澤 みずき(5) 小学校 南牧南小     16.29 (+3.3)   1   5
   9 井出 奏葉(5) 小学校 川上第一小     16.43 (+2.7)   2   3
  10 西澤 美波(5) 小学校 滋野小     16.45 (+3.7)   3   2
  11 菊地 遥奈(5) 小学校 祢津小     16.47 (+2.7)   2   4
  12 柳澤 優奈(5) 小学校 水明AC     16.52 (+2.7)   2   5
  13 三條 絢音(5) 小学校 切原小     16.85 (+3.7)   3   3
  14 坂本 綾華(5) 小学校 南牧北小     17.03 (+3.3)   1   6
  15 小寺 渚月(5) 小学校 軽井沢東部小     17.15 (+3.7)   3   4
  16 吉澤 友楽(5) 小学校 平根小     17.20 (+3.7)   3   5
  17 茂木 夕夏(5) 小学校 御代田南小     17.23 (+2.7)   2   6
  18 今井 月咲(5) 小学校 水明AC     17.36 (+3.7)   3   6
  19 佐藤 小春(5) 小学校 御代田南小     17.56 (+3.3)   1   7
  20 原田 楓愛(5) 小学校 水明AC     17.63 (+3.7)   3   7
  21 新海 花奏(5) 小学校 南牧南小     17.81 (+2.7)   2   7
  22 小林 美穂(5) 小学校 水明AC     18.24 (+3.3)   1   8
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小学5年女子
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決勝 5月19日 11:40

大会新              13.7 

[ 1組] 風速 +3.4 [ 2組] 風速 +2.8

 1 向井 美来(6) 小学校     14.36  1 神津 沙夏(6) 小学校     15.36 
ﾑｶｲ ﾐｸ 中佐都小 ｺｳﾂﾞ ｻﾅ 御代田南小

 2 依田 はるな(6) 小学校     15.01  2 小林雪菜(6) 小学校     15.42 
ﾖﾀﾞ ﾊﾙﾅ 北御牧小 ｺﾊﾞﾔｼﾕｷﾅ 佐久城山小

 3 横尾 翠(6) 小学校     15.15  3 佐藤 蒼衣(6) 小学校     15.42 
ﾖｺｵ ｱｷﾗ 御代田南小 ｻﾄｳ ｱｵｲ 浅科小

 4 荻原 永恋(6) 小学校     15.21  4 小山 知華(6) 小学校     15.76 
ｵｷﾞﾊﾗ ｴﾚﾝ 平根小 ｺﾔﾏ ﾁｶ 御代田南小

 5 伊藤 穂乃(6) 小学校     16.17  5 觸澤 優(6) 小学校     15.86 
ｲﾄｳ ﾎﾉ 浅科小 ﾌﾚｻﾜ ﾕｳ 中佐都小

 6 市川 麻奈(6) 小学校     16.76  6 高見澤 理琴(6) 小学校     16.00 
ｲﾁｶﾜ ﾏﾅ 御代田南小 ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ﾘｺ 南牧北小

 7 田村 莉央(6) 小学校     16.79  7 中澤 美晴(6) 小学校     16.39 
ﾀﾑﾗ ﾘｵ 佐久東小 ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾊﾙ 佐久東小

[ 3組] 風速 +4.7

 1 齋藤 優羽(6) 小学校     13.84 
ｻｲﾄｳ ﾕｳ 御代田南小

 2 橋本 里乃綾(6) 小学校     15.07 
ﾊｼﾓﾄ ﾘﾉｱ 浅科小

 3 宮嶋 愛佳(6) 小学校     15.38 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｲｶ 中込小

 4 山口 真依(6) 小学校     15.42 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｲ 中佐都小

 5 高見澤 来夢(6) 小学校     15.63 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾗﾑ 南牧南小

 6 大湊 あかね(6) 小学校     15.99 
ｵｵﾐﾅﾄ ｱｶﾈ 御代田南小

 7 岩井向日葵(6) 小学校     16.92 
ｲﾜｲﾋﾏﾘ 佐久城山小

   1 齋藤 優羽(6) 小学校 御代田南小     13.84 (+4.7)   3   1
   2 向井 美来(6) 小学校 中佐都小     14.36 (+3.4)   1   1
   3 依田 はるな(6) 小学校 北御牧小     15.01 (+3.4)   1   2
   4 橋本 里乃綾(6) 小学校 浅科小     15.07 (+4.7)   3   2
   5 横尾 翠(6) 小学校 御代田南小     15.15 (+3.4)   1   3
   6 荻原 永恋(6) 小学校 平根小     15.21 (+3.4)   1   4
   7 神津 沙夏(6) 小学校 御代田南小     15.36 (+2.8)   2   1
   8 宮嶋 愛佳(6) 小学校 中込小     15.38 (+4.7)   3   3
   9 小林雪菜(6) 小学校 佐久城山小     15.42 (+2.8)   2   2
   9 佐藤 蒼衣(6) 小学校 浅科小     15.42 (+2.8)   2   3
   9 山口 真依(6) 小学校 中佐都小     15.42 (+4.7)   3   4
  12 高見澤 来夢(6) 小学校 南牧南小     15.63 (+4.7)   3   5
  13 小山 知華(6) 小学校 御代田南小     15.76 (+2.8)   2   4
  14 觸澤 優(6) 小学校 中佐都小     15.86 (+2.8)   2   5
  15 大湊 あかね(6) 小学校 御代田南小     15.99 (+4.7)   3   6
  16 高見澤 理琴(6) 小学校 南牧北小     16.00 (+2.8)   2   6
  17 伊藤 穂乃(6) 小学校 浅科小     16.17 (+3.4)   1   5
  18 中澤 美晴(6) 小学校 佐久東小     16.39 (+2.8)   2   7
  19 市川 麻奈(6) 小学校 御代田南小     16.76 (+3.4)   1   6
  20 田村 莉央(6) 小学校 佐久東小     16.79 (+3.4)   1   7
  21 岩井向日葵(6) 小学校 佐久城山小     16.92 (+4.7)   3   7
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ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   316 2    88

小学6年女子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 5月19日 12:00

風速 +3.8

 1 佐藤 澪夏(4) 小学校     15.71 
ｻﾄｳ ﾚｲﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 宮田 菜永(5) 小学校     16.95 
ﾐﾔﾀ  ｻﾄ T&F佐久平

 3 中里 梓佐(4) 小学校     17.19 
ﾅｶｻﾞﾄ ｱｽﾞｻ 中佐都小

 4 渡辺 優有(4) 小学校     17.47 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾕ 南牧南小

 5 春原 琉花(4) 小学校     17.89 
ﾊﾙﾊﾗ ﾙｶ 中込小

 6 小林 実(4) 小学校     18.32 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾘ 高瀬

 7 油井 ひなの(4) 小学校     18.79 
ﾕｲ  ﾋﾅﾉ T&F佐久平

 8 浅川 凛(4) 小学校     19.18 
ｱｻｶﾜ ﾘﾝ 高瀬

8    24

4   102

9   303

7   101

6   325

2   347

3   121

5     9

小学女子(ｵｰﾌﾟﾝ）

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月19日 13:15

大会新            3,09.60

 1 中村 羽来(5) 小学校   3,30.70 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ 腰越JSC[小]

 2 下村 悠莉(6) 小学校   3,41.77 
ｼﾓﾑﾗ ﾕﾘ 腰越JSC[小]

 3 髙橋 彩花(5) 小学校   3,46.70 
ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ 真田ｸﾗﾌﾞ

 4 岩月 夕希乃(5) 小学校   3,47.87 
ｲﾜﾂｷ ﾕｷﾉ 平根小

 5 山下 里歩(6) 小学校   3,49.67 
ﾔﾏｼﾀ ﾘﾎ 真田陸上教室

 6 角地 愛虹(6) 小学校   3,50.03 
ｶｸﾁ ｱｺ 浅科小

 7 津田 燈(6) 小学校   3,51.04 
ﾂﾀ ｱｶﾈ 軽井沢西部小

 8 田中 莉奈(6) 小学校   3,51.60 
ﾀﾅｶ ﾘﾅ あさまねSC

 9 帯刀 詩(6) 小学校   3,53.21 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｳﾀ 真田ｸﾗﾌﾞ

10 有坂 実莉(6) 小学校   3,54.22 
ｱﾘｻｶ ﾐﾉﾘ 小海小

11 酒井 愛実(6) 小学校   3,55.06 
ｻｶｲ ｱｲｼﾞﾂ 軽井沢西部小

12 住沢 叶和子(6) 小学校   3,55.10 
ｽﾐｻﾜ ﾄﾜｺ あさまねSC

13 吉田 純子(6) 小学校   3,55.60 
ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 御代田南小

14 丸山 優結(5) 小学校   3,56.23 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾕ 真田ｸﾗﾌﾞ

15 小林 粋佳(6) 小学校   3,56.63 
ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖｶ あさまねSC

16 今野 夢香(5) 小学校   4,00.09 
ｺﾝﾉ ﾕｳｶ 軽井沢西部小

17 竹花 心美(5) 小学校   4,00.47 
ﾀｹﾊﾅ ｺｺﾐ 腰越JSC[小]

18 小西 志穂(6) 小学校   4,17.73 
ｺﾆｼ ｼﾎ 岩村田小

19 成澤 凛(5) 小学校   4,18.05 
ﾅﾙｻﾜ ﾘﾝ 浅科小

20 中屋 栞菜(5) 小学校   4,21.85 
ﾅｶﾔ ｶﾝﾅ 真田陸上教室

21 小林 菜々(6) 小学校   4,24.83 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅ 御代田南小

22 宮坂 真央(6) 小学校   4,30.98 
ﾐﾔｻｶ ﾏｵ 真田陸上教室

15    87

4   222

1   294

6   233

3   113

13    50

9    34

12    63

11    82

20   208

22    68

17    33

18   211

8   185

10    70

5    38

16   227

19   290

2   217

14   386

7   114

21   107

小学女子

1000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月19日  9:35

大会新              13.53

風速 +2.3

 1 中嶋 杏佳(5) 小学校     13.92 
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 軽井沢A&AC

 2 並木 彩華(5) 小学校     13.97 
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 軽井沢A&AC

 3 田口 朱音(6) 小学校     16.10 
ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 軽井沢A&AC

 4 針尾 優花(6) 小学校     17.76 
ﾊﾘｵ ﾕｳｶ 御代田南小

 5 横須賀 さくら(6)小学校     18.07 
ﾖｺｽｶ ｻｸﾗ あさまねSC

 6 黒田 奈央(5) 小学校     20.43 
ｸﾛﾀﾞ ﾅｵ 御代田南小

 7 津金 真汎(5) 小学校     20.44 
ﾂｶﾞﾈ  ﾏﾋﾛ 南牧北小

 8 中嶋 実唯奈(5) 小学校     20.79 
ﾅｶｼﾞﾏ  ﾐｲﾅ 南牧北小

5   365

2   364

7    28

4    83

8    56

6    89

1    55

3    57

小学女子

80mH                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月19日 14:55

大会新              56.3 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 T&F佐久平(A)     4 井出 優奈(6)   1,02.30 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ｲﾃﾞ  ﾕﾅ
    8 宮川 紗和(6)

ﾐﾔｶﾞﾜ  ｻﾜ
   22 東海林 優心花(6)

ﾄｳｶｲﾘﾝ  ﾕﾐｶ
   11 窪田 寿理(6)

ｸﾎﾞﾀ  ｼﾞｭﾘ
 2   9 佐久平浅間小   149 柳澤 梨乃(6)   1,03.47 

ｻｸﾀﾞｲﾗｱｻﾏｼｮｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘﾉ
  147 若杉 未来(6)

ﾜｶｽｷﾞ ﾐｸ
  145 吉澤 諒子(6)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｺ
  148 石塚 夏姫(6)

ｲｼｽﾞｶ ﾅﾂｷ
 3   3 小諸東小   198 美齊津 杏奈(6)   1,04.20 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼｼｮｳ ﾐｻｲﾂﾞ ｱﾝﾅ
  196 土屋 実佑(6)

ﾂﾁﾔ ﾐﾕｳ
  189 山口 真菜実(6)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ
  188 浦山 瞳(6)

ｳﾗﾔﾏ ﾋﾄﾐ
 4   7 神科小   244 小林 優美香(6)   1,04.46 

ｶﾐｼﾅｼｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾐｶ
  241 高藤 心優菜(6)

ﾀｶﾄｳ ﾐﾕﾅ
  242 佐野 未優菜(6)

ｻﾉ ﾐﾕﾅ
  240 権田 はるの(6)

ｺﾞﾝﾀﾞ ﾊﾙﾉ
 5   5 佐久穂小   156 坂本 優(6)   1,05.91 

ｻｸﾎｼｮｳ ｻｶﾓﾄ ﾕｳ
  152 岡 祐里奈(6)

ｵｶ ﾕﾘﾅ
  159 中山 乃愛(5)

ﾅｶﾔﾏ ﾉｱ
  158 小須田 望(6)

ｺｽﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ
 6   2 北相木小   418 茅根 羚(6)   1,08.55 

ｷﾀｱｲｷｼｮｳ ﾁﾉﾈ ﾚｲ
  422 片川 真夏香(5)

ｶﾀｶﾜ ﾏﾅｶ
  421 田中 梛月(6)

ﾀﾅｶ ﾅﾂｷ
  419 西田 光璃(6)

ﾆｼﾀﾞ ﾋｶﾘ
 7   4 T&F佐久平(B)    20 鏑木 愛結奈(5)   1,08.79 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ｶﾌﾞﾗｷﾞ  ｱﾕﾅ
    1 阿部 詩織(5)

ｱﾍﾞ  ｼｵﾘ
   16 須江 奈菜実(5)

ｽｴ  ﾅﾅﾐ
   14 小山 明香(5)

ｺﾔﾏ  ﾊﾙｶ
 8   6 軽井沢西部小    69 石原 桃音(5)   1,09.90 

ｶﾙｲｻﾞﾜｾｲﾌﾞｼｮｳ ｲｼﾊﾗ ﾓﾓﾈ
   64 佐々木 幸羽(5)

ｻｻｷ ﾕｷﾊ
   67 篠﨑 七海(5)

ｼﾉｻﾞｷ ﾅﾅﾐ
   61 工藤 和呼(5)

ｸﾄﾞｳ ﾜｺ

小学女子

4x100mR             

決勝



決勝 5月19日 12:40

大会新               1.30

佐々木 小夏(5) 小学校
ｻｻｷ ｺﾅﾂ 切原小
白石 華和(6) 小学校
ｼﾗｲｼ ｶﾅ 水明AC

 1.00

 1.00

2 2   259
O XO XO XXX

XXX

記録 備考
1 1   269

O O XO

1m00 1m05

小学女子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 m90 m95



決勝 5月19日  9:40

大会新               4.71

大森 玲花(5) 小学校   3.91    X    X    3.91 
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC   +2.4    +2.4
吉田 心美(6) 小学校   3.39   3.46   3.68    3.68 
ﾖｼﾀﾞ ｺｺﾐ 中込小   +2.1   +1.7   +2.2    +2.2
三井 渚沙(6) 小学校   3.41   3.38   3.39    3.41 
ﾐﾂｲ ﾅｷﾞｻ 南牧南小   +1.9   +2.8   +1.7    +1.9
浅田 彩七(5) 小学校   3.02   3.20   3.13    3.20 
ｱｻﾀﾞ ｱﾔﾅ 上田JSC   +1.9   +2.5   +0.7    +2.5
山口 真央(5) 小学校   3.16    X    X    3.16 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｵ 真田陸上教室   +1.7    +1.7
マンセル 美怜(5) 小学校   3.14    X    X    3.14 
ﾏﾝｾﾙ ﾐｻﾄ 軽井沢東部小   +2.2    +2.2
薩田 朱里(6) 小学校   3.11   3.04   2.96    3.11 
ｻｯﾀ  ｱｶﾘ 南牧北小   +2.0   +1.6   +1.5    +2.0
新海 治美(6) 小学校   3.07   2.93   2.88    3.07 
ｼﾝｶﾞｲ ﾊﾙﾐ 南牧南小   +2.6   +1.2   -0.1    +2.6
関口 歩希(5) 小学校   3.06   2.75   3.04    3.06 
ｾｷｸﾞﾁ ﾎﾏﾚ 平根小   +2.0   +1.1   +2.0    +2.0
松井 颯実花(6) 小学校   2.99   2.95   2.86    2.99 
ﾏﾂｲ ﾌﾐｶ 小海小   +1.9   +2.4   +1.2    +1.9

9 9   385

10 5   182

7 7   361

8 1   344

5 6   228

6 2    77

3 3   341

4 4   204

1 10    54

2 8   298
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小学女子

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19日 11:00

大会新              39.95

石原 生芙希(6) 小学校
ｲｼﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 真田陸上教室
前田 瑞侑(6) 小学校
ﾏｴﾀﾞ ﾐﾕ 中佐都小
平林 真麻(5) 小学校
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｱｻ 切原小
北沢朝陽(6) 小学校
ｷﾀｻﾞﾜｱｻﾋ 佐久城山小
井上 葵(6) 小学校
ｲﾉｳｴ ｱｵｲ 小海小
佐藤 椿季(5) 小学校
ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｷ 坂の上小
山口 優歩(6) 小学校
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｱ 小海小
土屋明璃(6) 小学校
ﾂﾁﾔｱｶﾘ 佐久城山小
大井 悠歌(6) 小学校
ｵｵｲ ﾕｳｶ 中佐都小

 17.88 

 19.67 

9 2   324
  X 17.88   X

 21.39 

8 1   136
  O   O 19.67

 25.15 

7 6   180
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 27.12 
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 30.08 
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小学女子
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決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-
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