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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 

共通女子  800m 決勝 2’18”11 渡邉 陽乃 佐久東 3 2019.5.25 

共通男子 110mH 予選 14”81 内海 亮平 上田第一 3 〃 

共通男子砲丸投(5.000kg) 決勝 12m94 木藤 海琉 芦原 3 〃 

共通女子  棒高跳 決勝 2m90 岡田 莉歩 軽井沢 2    〃 

 

 

競技場気象状況 

時刻 天候   風   気温   湿度 気圧 

9:00 晴 北北西     1.5m/sec.  24.0 ℃  31.0 %  
10:00 晴 北西     0.7m/sec.  26.0 ℃  30.0 %  
11:00 晴 北北西     0.7m/sec.  27.0 ℃  32.0 %  
12:00 晴 北北東     0.7m/sec.  28.0 ℃  32.0 %  
13:00 晴 西     0.4m/sec.  29.0 ℃  19.0 %  
14:00 晴 北西     1.4m/sec.  29.0 ℃  19.0 %  
15:00 晴 東     3.4m/sec.  29.0 ℃  18.0 %  

 



第58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
(GR:大会新) 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
05/25 共通女子  +0.6竹花 碧乃(3) 26.88 中澤 雪乃(2) 27.38 吉田 七海(3) 27.45 竹内 ゆい(3) 28.51 村山 苺香(2) 28.58 荒井 菜々美(2) 29.00 神津 花蓮(2) 30.45 髙橋 みう(1) 30.89

200m 佐久長聖 佐久東 中込 浅間 浅間 東御東部 中込 小諸東
05/25 渡邉 陽乃(3) 2,18.11 市川 笑花(3) 2,25.44 橋詰 史歩(2) 2,27.67 小川 三陸(3) 2,31.68 下島 佳純(3) 2,32.82 酒井 あいか(2) 2,34.55 今井 希実(2) 2,35.00 阿部 礼佳(3) 2,37.81

800m 佐久東 GR 野沢 上田第六 軽井沢 上田第五 小諸東 丸子北 東御東部
05/25 牧内 大華(2) 4,58.30 竹花 明姫(2) 5,19.44 井龍 翠(2) 5,24.50 矢嶋 佑希(2) 5,31.29 川上 野々花(2) 5,31.57 下村 悠莉(1) 5,36.06 中島 優菜(3) 5,36.12 鈴木 菜生(3) 5,38.28

1500m 丸子北 立科 佐久東 上田第四 東御東部 丸子 小諸東 上田第二
05/25  +3.6佐伯 風帆(2) 14.14 荻原 希乃愛(3) 14.31 関澤 きらり(2) 15.53 柏木 萌(3) 16.45 関口 蒔琉(2) 16.90 横尾 叶葉(3) 17.59 掛川 葵乙(3) 18.22 桃井 咲乃(2) 21.37

100mH(0.762m) 軽井沢 軽井沢 上田第一 小諸東 佐久東 浅間 芦原 佐久東
05/25 竹岡 古琴(3) 1.45 行田 優空(3) 1.35 太田 眞桜(2) 1.35 児玉 結音(3) 1.30 中沢 麗葉(2) 1.30 天野 恵梨(2) 1.25 池内 綺良々(2) 1.20 後小路 葉月(1) 1.20

走高跳 佐久長聖 軽井沢 上田第一 上田第四 中込 軽井沢 東御東部 野沢
05/25 岡田 莉歩(2) 2.90 北澤 咲希(3) 2.50 鈴木 天音(3) 2.40 伊藤 花純(3) 2.40 佐藤 鈴華(2) 2.30 高見澤 茉那(1) 1.40

棒高跳 軽井沢 GR 上田第五 浅間 上田第一 上田第一 上田第五
05/25 秋穂 真理(3) 11.73 池田 心優(3) 8.83 佐藤 結(3) 8.32 河西 さゆり(2) 8.22 脇中 夕渚(3) 8.08 長谷 百花(2) 7.94 甘利 未珠咲(3) 7.90 柳澤 歩乃(1) 7.86

砲丸投 浅間 上田第四 軽井沢 佐久東 東御東部 浅間 小諸東 御代田
05/25 軽井沢       51.64 佐久東       52.36 東御東部       52.80 野沢       52.95 浅間       53.36 中込       54.38 小諸東       55.31 上田第五       55.58

4×100mR 梅原 小梅(2) 関口 蒔琉(2) 細田 怜奈(3) 堀籠 優真(2) 竹内 ゆい(3) 神津 花蓮(2) 酒井 あいか(2) 神林 杏花(3)
佐伯 風帆(2) 渡邉 陽乃(3) 小柳 梨乃(2) 倉根 慧(3) 磯部 遥歌(3) 吉田 七海(3) 柏木 萌(3) 有賀 明子(3)
小川 三陸(3) 村山 なな子(2) 雫田 陽向(2) 大鹿 愛和(3) 鈴木 天音(3) 井出 姫愛(2) 甘利 未珠咲(3) 北澤 咲希(3)
荻原 希乃愛(3) 中澤 雪乃(2) 脇中 夕渚(3) 市川 笑花(3) 秋穂 真理(3) 岸和田谷 友里(2) 山本 紗帆(2) 下島 佳純(3)

05/25 大森 里香(3) 2687 大鹿 愛和(3) 2331 中嶋 愛佳(3) 2235 漆原 衣咲(2) 2107 峯村 樹奈(3) 1954 髙寺 凜(3) 1894 神林 杏花(3) 1868 山田 菜々美(3) 1799
四種 芦原 野沢 佐久長聖 芦原 上田第一 上田第一 上田第五 上田第一

05/25 1年女子  -0.5田中 雪乃(1) 13.55 斎藤 優羽(1) 14.08 黒田 慧(1) 14.18 坂口 瑠唯(1) 14.40 神津 沙夏(1) 14.44 向井 美来(1) 14.58 宇都宮 新奈(1) 14.62 宮本 和花奈(1) 14.69
100m 上田第二 御代田 芦原 上田第五 御代田 浅間 軽井沢 東御東部

05/25 吉田 心美(1) 4.36(0.0) 吉田 彩葉(1) 3.98(+0.8) 田口 朱音(1) 3.93(+0.1) 清水 藤子(1) 3.88(-0.2) 林 美緒(1) 3.69(+0.5) 佐藤 イルシャ(13.64(+0.1) 小林 のあ(1) 3.61(+0.1) 春原 史佳(1) 3.51(-0.4)
走幅跳 中込 野沢 芦原 東御東部 上田第五 東御東部 中込 上田第五

05/25 2年女子  -4.0小柳 梨乃(2) 13.09 雫田 陽向(2) 13.73 橋本 春花(2) 13.93 山本 紗帆(2) 14.00 秋山 佳己(2) 14.46 安原 花恋(2) 14.62 小泉 陽菜(2) 14.86 井出 姫愛(2) 15.04
100m 東御東部 東御東部 臼田 小諸東 上田第五 佐久東 軽井沢 中込

05/25 3年女子  -1.5中島 朱夏(3) 13.94 磯部 遥歌(3) 14.30 高橋 璃奈(3) 14.43 内堀 陽菜(3) 14.63 飯塚 心結(3) 14.70 池田 遥(3) 14.87 伊藤 紅葉(3) 14.90 三輪 希々葉(3) 15.80
100m 上田第一 浅間 上田第四 御代田 芦原 御代田 小海 東御東部

05/25 2･3年女子 倉根 慧(3) 5.01(+1.4) 有賀 明子(3) 4.98(+1.0) 細田 怜奈(3) 4.92(+1.2) 村山 なな子(2)4.67(+2.1) 古越 茉帆(3) 4.65(+1.0) 梅原 小梅(2) 4.47(+1.8) 寺澤 恵美(2) 4.46(+0.8) 田口 恋愛(3) 4.41(0.0)
走幅跳 野沢 上田第五 東御東部 佐久東 御代田 軽井沢 芦原 川上

05/25 1･2年女子 東御東部       55.70 御代田       56.18 浅間       56.24 上田第五       56.31 軽井沢       57.30 中込       58.06 野沢       58.29 上田第四       58.79
4×100mR 清水 藤子(1) 山越 咲葉(2) 吉澤 諒子(1) 松木 紗良(2) 上原 麻結(2) 吉田 心美(1) 吉田 彩葉(1) 南澤 穂佳(1)

池内 綺良々(2) 斎藤 優羽(1) 村山 苺香(2) 秋山 佳己(2) 宇都宮 新奈(1) 土屋 凜奈(2) 小林 愛実(2) 西澤 凜(2)
宮本 和花奈(1) 横尾 翠(1) 向井 美来(1) 春原 史佳(1) 津田 燈(1) 渡辺 みゆ(1) 井出 優奈(1) 滝沢 和佳(2)
荒井 菜々美(2) 神津 沙夏(1) 堀内 涼華(2) 坂口 瑠唯(1) 小泉 陽菜(2) 上原 灯莉(2) 小平 星空(2) 北原 彩羽(1)



予選 5月25日 10:35
決勝 5月25日 14:05

大会新(GR)          12.9

[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速 -0.2

 1 田中 雪乃(1)     13.74 q  1 神津 沙夏(1)     14.37 q
ﾀﾅｶ ﾕｷﾉ 上田第二 ｺｳﾂﾞ ｻﾅ 御代田

 2 宮本 和花奈(1)     14.71 q  2 黒田 慧(1)     14.39 q
ﾐﾔﾓﾄ ﾜｶﾅ 東御東部 ｸﾛﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 芦原

 3 菊池 美咲(1)     14.95  3 宇都宮 新奈(1)     14.56 q
ｷｸﾁ ﾐｻｷ 上田第六 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾆﾅ 軽井沢

 4 北原 彩羽(1)     15.06  4 小林 ひより(1)     15.06 
ｷﾀﾊﾗ ｲﾛﾊ 上田第四 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 東御東部

 5 宮嶋 愛佳(1)     15.22  5 渡辺 みゆ(1)     15.31 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｲｶ 中込 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 中込

 6 横須賀 さくら(1)     15.23  6 井出 優奈(1)     15.63 
ﾖｺｽｶ ｻｸﾗ 小諸東 ｲﾃﾞ ﾕﾅ 野沢

 7 若杉 未来(1)     15.35  7 南正覚 鈴(1)     16.02 
ﾜｶｽｷﾞ ﾐｸ 浅間 ﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｸ ﾘﾝ 上田第四

 8 松木 美優(1)     15.70  8 宮﨑 愛凜(1)     16.74 
ﾏﾂｷ ﾐﾕ 丸子北 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾘﾝ 上田第一

 9 吉澤 希歩(1)     16.81  9 鈴木 和花(1)     17.94 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 丸子 ｽｽﾞｷ ﾜｶ 臼田

[ 3組] 風速 -0.1

 1 斎藤 優羽(1)     14.10 q
ｻｲﾄｳ ﾕｳ 御代田

 2 坂口 瑠唯(1)     14.46 q
ｻｶｸﾞﾁ ﾙｲ 上田第五

 3 向井 美来(1)     14.52 q
ﾑｶｲ ﾐｸ 浅間

 4 川上 珠実(1)     15.49 
ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ 野沢

 5 佐藤 雪路(1)     15.65 
ｻﾄｳ ﾕｷｼﾞ 軽井沢

 6 髙﨑 莉緒(1)     15.91 
ﾀｶｻｷ ﾘｵ 上田第六

 7 山邊 栞那(1)     16.15 
ﾔﾏﾍﾞ ｶﾝﾅ 上田第一

 8 塚田 理歩(1)     16.21 
ﾂｶﾀﾞ ﾘﾎ 丸子北

 9 横尾 結月(1)     16.39 
ﾖｺｵ ﾕﾂﾞｷ 芦原

風速 -0.5

 1 田中 雪乃(1)     13.55 
ﾀﾅｶ ﾕｷﾉ 上田第二

 2 斎藤 優羽(1)     14.08 
ｻｲﾄｳ ﾕｳ 御代田

 3 黒田 慧(1)     14.18 
ｸﾛﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 芦原

 4 坂口 瑠唯(1)     14.40 
ｻｶｸﾞﾁ ﾙｲ 上田第五

 5 神津 沙夏(1)     14.44 
ｺｳﾂﾞ ｻﾅ 御代田

 6 向井 美来(1)     14.58 
ﾑｶｲ ﾐｸ 浅間

 7 宇都宮 新奈(1)     14.62 
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾆﾅ 軽井沢

 8 宮本 和花奈(1)     14.69 
ﾐﾔﾓﾄ ﾜｶﾅ 東御東部

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

1年女子

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
2  4602 2  4256

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

5  4391 3  4316

6  4706 9  4247

3  4640 1  8773

1  4114 7  4111

9  4285 4  4102

7  4133 5  4642

8  4514 6  4592

4  4466 8  4064

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  4267

1  4681

2  4147

8  4104

5  4248

9  4709

4  4593

3  4512

7  4320

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  4602

4  4267

7  4316

9  4681

5  4256

8  4147

3  4247

2  4391



予選 5月25日 10:55
決勝 5月25日 14:15

大会新(GR)          12.66

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速 +1.1

 1 雫田 陽向(2)     13.33 q  1 小柳 梨乃(2)     12.84 q
ｼｽﾞｸﾀﾞ ﾋﾅﾀ 東御東部 ｺﾔﾅｷﾞ ﾘﾉ 東御東部

 2 橋本 春花(2)     13.56 q  2 山本 紗帆(2)     13.75 q
ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ 臼田 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾎ 小諸東

 3 秋山 佳己(2)     14.06 q  3 安原 花恋(2)     13.99 q
ｱｷﾔﾏ ｶｺ 上田第五 ﾔｽﾊﾗ ｶﾚﾝ 佐久東

 4 堀内 涼華(2)     14.56  4 小泉 陽菜(2)     14.32 q
ﾎﾘｳﾁ ｽｽﾞｶ 浅間 ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾅ 軽井沢

 5 高橋 香蓮(2)     15.25  5 井出 姫愛(2)     14.51 q
ﾀｶﾊｼ ｶﾚﾝ 野沢 ｲﾃﾞ ﾋﾒｱ 中込

 6 須江 安那(2)     15.48  6 松木 紗良(2)     14.60 
ｽｴ ｱﾝﾅ 佐久東 ﾏﾂｷ ｻﾗ 上田第五

 7 西澤 凜(2)     15.55  7 関戸 葉奈瑛(2)     14.71 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾘﾝ 上田第四 ｾｷﾄﾞ ﾊﾅｴ 上田第四

 8 上原 麻結(2)     15.55  8 堀籠 優真(2)     14.91 
ｳｴﾊﾗ ﾏﾕ 軽井沢 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕﾏ 野沢

風速 -4.0

 1 小柳 梨乃(2)     13.09 
ｺﾔﾅｷﾞ ﾘﾉ 東御東部

 2 雫田 陽向(2)     13.73 
ｼｽﾞｸﾀﾞ ﾋﾅﾀ 東御東部

 3 橋本 春花(2)     13.93 
ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ 臼田

 4 山本 紗帆(2)     14.00 
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾎ 小諸東

 5 秋山 佳己(2)     14.46 
ｱｷﾔﾏ ｶｺ 上田第五

 6 安原 花恋(2)     14.62 
ﾔｽﾊﾗ ｶﾚﾝ 佐久東

 7 小泉 陽菜(2)     14.86 
ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾅ 軽井沢

 8 井出 姫愛(2)     15.04 
ｲﾃﾞ ﾋﾒｱ 中込

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

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
9  8770 6  4415

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

5  4063 2  4282

6  4679 9  4164

7  4142 4  4229

8  4093 7  4120

4  4175 3  4680

3  4657 5  4658

2  4236 8  4094

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  4415

7  8770

6  4063

5  4282

8  4679

9  4164

2  4229

3  4120



予選 5月25日 11:10
決勝 5月25日 14:25

大会新(GR)          12.46

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 +1.6

 1 中島 朱夏(3)     13.67 q  1 三輪 希々葉(3)     13.98 q
ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭｶ 上田第一 ﾐﾜ ﾉﾉﾊ 東御東部

 2 高橋 璃奈(3)     14.06 q  2 磯部 遥歌(3)     14.04 q
ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ 上田第四 ｲｿﾍﾞ ﾊﾙｶ 浅間

 3 伊藤 紅葉(3)     14.42 q  3 飯塚 心結(3)     14.30 q
ｲﾄｳ ｸﾚﾊ 小海 ｲｲﾂﾞｶ ﾐﾕｳ 芦原

 4 池田 遥(3)     14.47 q  4 内堀 陽菜(3)     14.49 q
ｲｹﾀﾞ ﾊﾙｶ 御代田 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾅ 御代田

 5 井出 英恵(3)     14.96  5 上野 美咲(3)     14.66 
ｲﾃﾞ ﾊﾅｴ 臼田 ｳｴﾉ ﾐｻｷ 上田第四

 6 荻野 心音(3)     15.48 
ｵｷﾞﾉ ｺｺﾈ 小諸東

風速 -1.5

 1 中島 朱夏(3)     13.94 
ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭｶ 上田第一

 2 磯部 遥歌(3)     14.30 
ｲｿﾍﾞ ﾊﾙｶ 浅間

 3 高橋 璃奈(3)     14.43 
ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ 上田第四

 4 内堀 陽菜(3)     14.63 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾅ 御代田

 5 飯塚 心結(3)     14.70 
ｲｲﾂﾞｶ ﾐﾕｳ 芦原

 6 池田 遥(3)     14.87 
ｲｹﾀﾞ ﾊﾙｶ 御代田

 7 伊藤 紅葉(3)     14.90 
ｲﾄｳ ｸﾚﾊ 小海

 8 三輪 希々葉(3)     15.80 
ﾐﾜ ﾉﾉﾊ 東御東部

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

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
6  8814 4  4408

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

7  4654 2  4155

5  4023 5  4312

4  4277 3  4279

2  4069 6  4648

3  4308

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  8814

5  4155

4  4654

2  4279

9  4312

3  4277

8  4023

7  4408



予選 5月25日 10:10
決勝 5月25日 13:30

大会新(GR)          25.62

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 +1.7

 1 中澤 雪乃(2)     27.55 q  1 竹花 碧乃(3)     26.87 q
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 佐久東 ﾀｹﾊﾅ ｱｵﾉ 佐久長聖

 2 竹内 ゆい(3)     28.62 q  2 神津 花蓮(2)     29.76 q
ﾀｹｳﾁ ﾕｲ 浅間 ｺｳｽﾞ ｶﾚﾝ 中込

 3 津田 燈(1)     31.52  3 髙橋 みう(1)     31.14 q
ﾂﾀﾞ ｱｶﾘ 軽井沢 ﾀｶﾊｼ ﾐｳ 小諸東

 4 市川 磨奈(1)     33.72  4 滝沢 和佳(2)     31.37 
ｲﾁｶﾜ ﾏﾅ 御代田 ﾀｷｻﾞﾜ ﾜｶ 上田第四

 5 古清水 麻衣(2)     34.29  5 今井 乙希(1)     33.46 
ｺｼﾐｽﾞ ﾏｲ 野沢 ｲﾏｲ ｲﾂｷ 芦原
水谷 美咲(1)  6 川井 莉央那(1)     34.12 
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾐｻｷ 芦原 ｶﾜｲ ﾘｵﾅ 御代田
箱山 夏未(1)
ﾊｺﾔﾏ ﾅﾂﾐ 上田第四

[ 3組] 風速 +1.0

 1 吉田 七海(3)     27.82 q
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ 中込

 2 村山 苺香(2)     28.79 q
ﾑﾗﾔﾏ ﾏｲｶ 浅間

 3 荒井 菜々美(2)     29.13 q
ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 東御東部

 4 田原 美桜(2)     32.96 
ﾀﾊﾗ ﾐｵ 佐久東

 5 小関 すず(2)     35.10 
ｺｾｷ ｽｽﾞ 御代田
平田 花音(2)
ﾋﾗﾀ ｶﾉﾝ 上田第四

風速 +0.6

 1 竹花 碧乃(3)     26.88 
ﾀｹﾊﾅ ｱｵﾉ 佐久長聖

 2 中澤 雪乃(2)     27.38 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 佐久東

 3 吉田 七海(3)     27.45 
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ 中込

 4 竹内 ゆい(3)     28.51 
ﾀｹｳﾁ ﾕｲ 浅間

 5 村山 苺香(2)     28.58 
ﾑﾗﾔﾏ ﾏｲｶ 浅間

 6 荒井 菜々美(2)     29.00 
ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 東御東部

 7 神津 花蓮(2)     30.45 
ｺｳｽﾞ ｶﾚﾝ 中込

 8 髙橋 みう(1)     30.89 
ﾀｶﾊｼ ﾐｳ 小諸東

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

共通女子

200m

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  4179 7  4369

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

5  4157 4  4119

6  4249 3  4283

2  4266 5  4661

8  4092 2  4323

3  4327 6  4261
欠場

7  4649
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  4125

5  4143

2  4418

3  4178

4  4250

6  4663
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  4369

4  4179

7  4125

5  4157

8  4143

9  4418

2  4119

3  4283



決勝 5月25日 14:40

風速 -4.6

 1 大森 里香(3) 27.75(651)
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 芦原

 2 大鹿 愛和(3) 27.92(637)
ｵｵｼｶ ﾏﾅ 野沢

 3 中嶋 愛佳(3) 28.61(584)
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ 佐久長聖

 4 漆原 衣咲(2) 29.35(528)
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 芦原

 5 峯村 樹奈(3) 29.56(513)
ﾐﾈﾑﾗ ｼﾞｭﾅ 上田第一

 6 髙寺 凜(3) 29.61(510)
ﾀｶﾃﾗ ﾘﾝ 上田第一

 7 神林 杏花(3) 29.82(495)
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ 上田第五

 8 山田 菜々美(3) 31.13(406)
ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾅﾐ 上田第一

 9 土屋 凜奈(2) 31.29(396)
ﾂﾁﾔ ﾘﾝﾅ 中込

共通女子四種

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  4310

5  4076

3  4368

6  4313

2  8812

1  8813

9  4123

8  4676

7  8816



決勝 5月25日 12:45

大会新(GR)        2,21.17

[ 1組] [ 2組]

 1 渡邉 陽乃(3)   2,18.11  1 玉井 南帆(3)   2,39.45 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾉ 佐久東 ﾀﾏｲ ﾐﾅﾎ 上田第四

 2 市川 笑花(3)   2,25.44  2 内藤 愛絵(3)   2,42.20 
ｲﾁｶﾜ ｴﾐｶ 野沢 ﾅｲﾄｳ ﾏﾅｴ 中込

 3 橋詰 史歩(2)   2,27.67  3 花岡 麻幸(2)   2,42.48 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｼﾎ 上田第六 ﾊﾅｵｶ ﾏﾕｷ 丸子北

 4 小川 三陸(3)   2,31.68  4 小平 星空(2)   2,45.09 
ｵｶﾞﾜ ﾐｸ 軽井沢 ｺﾀﾞｲﾗ ｾﾗ 野沢

 5 下島 佳純(3)   2,32.82  5 西森 栄李花(2)   2,46.88 
ｼﾓｼﾞﾏ ｶｽﾐ 上田第五 ﾆｼﾓﾘ ｴﾘｶ 浅間

 6 酒井 あいか(2)   2,34.55  6 田中 莉奈(1)   2,47.21 
ｻｶｲ ｱｲｶ 小諸東 ﾀﾅｶ ﾘﾅ 小諸東

 7 今井 希実(2)   2,35.00  7 金井 祭(3)   2,47.77 
ｲﾏｲ ﾉｿﾞﾐ 丸子北 ｶﾅｲ ﾏﾂﾘ 野沢

 8 阿部 礼佳(3)   2,37.81  8 斎藤 蒔富羽(2)   2,49.41 
ｱﾍﾞ ｱﾔｶ 東御東部 ｻｲﾄｳ ﾏﾄﾊ 芦原

 9 佐藤 美和(3)   2,46.87  9 新井 こころ(1)   3,01.17 
ｻﾄｳ ﾐﾜ 浅間 ｱﾗｲ ｺｺﾛ 丸子北

[ 3組]

 1 柳田 緋奈(1)   2,44.88 
ﾔﾅｲﾀﾞ ﾋﾅ 東御東部

 2 鈴木 花梨(3)   2,46.41 
ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 臼田

 3 帯刀 詩(1)   2,49.56 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｳﾀ 佐久長聖

 4 宮下 奏海(1)   2,49.90 
ﾐﾔｼﾀ ｶﾅﾐ 東御東部

 5 原 瑞希(3)   2,51.15 
ﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 川上

 6 小林 粋佳(1)   2,56.79 
ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖｶ 小諸東

 7 太田 桃子(2)   3,02.07 
ｵｵﾀ ﾓﾓｺ 佐久東

 8 加藤 瑠千亜(3)   3,06.31 
ｶﾄｳ ﾙﾁｱ 上田第四

 9 岩下 幸穂(2)   3,36.29 
ｲﾜｼﾀ ｻﾁﾎ 青木

   1 渡邉 陽乃(3) 佐久東     2,18.11 大会新   1   1
   2 市川 笑花(3) 野沢     2,25.44   1   2
   3 橋詰 史歩(2) 上田第六     2,27.67   1   3
   4 小川 三陸(3) 軽井沢     2,31.68   1   4
   5 下島 佳純(3) 上田第五     2,32.82   1   5
   6 酒井 あいか(2) 小諸東     2,34.55   1   6
   7 今井 希実(2) 丸子北     2,35.00   1   7
   8 阿部 礼佳(3) 東御東部     2,37.81   1   8
   9 玉井 南帆(3) 上田第四     2,39.45   2   1
  10 内藤 愛絵(3) 中込     2,42.20   2   2
  11 花岡 麻幸(2) 丸子北     2,42.48   2   3
  12 柳田 緋奈(1) 東御東部     2,44.88   3   1
  13 小平 星空(2) 野沢     2,45.09   2   4
  14 鈴木 花梨(3) 臼田     2,46.41   3   2
  15 佐藤 美和(3) 浅間     2,46.87   1   9
  16 西森 栄李花(2) 浅間     2,46.88   2   5
  17 田中 莉奈(1) 小諸東     2,47.21   2   6
  18 金井 祭(3) 野沢     2,47.77   2   7
  19 斎藤 蒔富羽(2) 芦原     2,49.41   2   8
  20 帯刀 詩(1) 佐久長聖     2,49.56   3   3
  21 宮下 奏海(1) 東御東部     2,49.90   3   4
  22 原 瑞希(3) 川上     2,51.15   3   5
  23 小林 粋佳(1) 小諸東     2,56.79   3   6
  24 新井 こころ(1) 丸子北     3,01.17   2   9
  25 太田 桃子(2) 佐久東     3,02.07   3   7
  26 加藤 瑠千亜(3) 上田第四     3,06.31   3   8
  27 岩下 幸穂(2) 青木     3,36.29   3   9

共通女子

800m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  4173 9  4645

大会新
1  4075 6  4124

5  4701 2  4509

6  4234 3  4091

7  4677 5  4140

8  4280 1  4286

2  4506 7  4077

9  4409 4  4314

4  4156 8  4510

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  8776

6  4060

7  4374

3  8775

8  4001

2  4284

4  4166

5  4650

9  4562

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
 4173
 4075
 4701
 4234
 4677
 4280
 4506
 4409
 4645
 4124
 4509
 8776
 4091
 4060
 4156
 4140
 4286
 4077
 4314
 4374

 4562

 8775
 4001
 4284
 4510
 4166
 4650



決勝 5月25日 14:55

大会新(GR)        4,42.5

 1 牧内 大華(2)   4,58.30 
ﾏｷｳﾁ ﾋﾛｶ 丸子北

 2 竹花 明姫(2)   5,19.44 
ﾀｹﾊﾅ ｱｷ 立科

 3 井龍 翠(2)   5,24.50 
ｲﾘｭｳ ﾐﾄﾞﾘ 佐久東

 4 矢嶋 佑希(2)   5,31.29 
ﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷ 上田第四

 5 川上 野々花(2)   5,31.57 
ｶﾜｶﾐ ﾉﾉｶ 東御東部

 6 下村 悠莉(1)   5,36.06 
ｼﾓﾑﾗ ﾕﾘ 丸子

 7 中島 優菜(3)   5,36.12 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾅ 小諸東

 8 鈴木 菜生(3)   5,38.28 
ｽｽﾞｷ ﾅｵ 上田第二

 9 林 さくら(3)   5,44.53 
ﾊﾔｼ ｻｸﾗ 野沢

10 髙橋 愛恵(2)   5,47.65 
ﾀｶﾊｼ ﾏﾅｴ 上田第三

11 東海林 優心花(1)   5,55.68 
ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾕﾐｶ 野沢

12 久保田 暖乃(2)   5,58.04 
ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙﾉ 丸子北

13 渡辺 莉々風(2)   6,04.11 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾘｶ 小諸東

14 岡本 梨花(3)   6,13.18 
ｵｶﾓﾄ ﾘﾝｶ 丸子北

15 岩崎 杏菜(3)   6,19.38 
ｲﾜｻｷ ｱﾝﾅ 上田第四

16 上原 灯莉(2)   6,21.07 
ｳｴﾊﾗ ｱｶﾘ 中込

17 橋本 莉奈(1)   6,55.18 
ﾊｼﾓﾄ ﾘﾅ 東御東部
村上 葉南(2)
ﾑﾗｶﾐ ﾊﾅ 上田第四
吉田 純子(1)
ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 御代田
有坂 実莉(1)
ｱﾘｻｶ ﾐﾉﾘ 小海

共通女子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
15  4505

2  4332

1  4161

16  4659

8  4417

17  4465

10  4309

3  4600

19  4080

12  4636

13  4107

5  4507

18  4281

7  4504

4  4647

14  4118

6  8772

20  4664
失格

9  4270
欠場

11  4024
欠場



予選 5月25日  9:50
決勝 5月25日 13:55

大会新(GR)          14.31

[ 1組] 風速 +0.2 [ 2組] 風速 -0.9

 1 佐伯 風帆(2)     14.44 q  1 荻原 希乃愛(3)     14.78 q
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢 ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 軽井沢

 2 関澤 きらり(2)     15.92 q  2 関口 蒔琉(2)     16.73 q
ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 上田第一 ｾｷｸﾞﾁ ﾏｸﾙ 佐久東

 3 桃井 咲乃(2)     17.85 q  3 柏木 萌(3)     17.12 q
ﾓﾓｲ ｻｷﾉ 佐久東 ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ 小諸東

 4 掛川 葵乙(3)     18.59 q  4 横尾 叶葉(3)     17.85 q
ｶｹｶﾞﾜ ｱｵｲ 芦原 ﾖｺｵ ｶﾅﾊ 浅間

 5 木内 柚乃(2)     20.03 岸和田谷 友里(2)
ｷｳﾁ ﾕｽﾞﾉ 浅間 ｷｼﾜﾀﾞﾔ ﾕｳﾘ 中込

 6 山岸 杏香(1)     22.67 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾓﾓｶ 御代田

風速 +3.6

 1 佐伯 風帆(2)     14.14 
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢

 2 荻原 希乃愛(3)     14.31 
ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 軽井沢

 3 関澤 きらり(2)     15.53 
ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 上田第一

 4 柏木 萌(3)     16.45 
ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ 小諸東

 5 関口 蒔琉(2)     16.90 
ｾｷｸﾞﾁ ﾏｸﾙ 佐久東

 6 横尾 叶葉(3)     17.59 
ﾖｺｵ ｶﾅﾊ 浅間

 7 掛川 葵乙(3)     18.22 
ｶｹｶﾞﾜ ｱｵｲ 芦原

 8 桃井 咲乃(2)     21.37 
ﾓﾓｲ ｻｷﾉ 佐久東

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

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
2  4238 1  4231

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

3  8817 3  4177

4  4165 2  4306

5  4311 5  4159

1  4139 4  4122
失格

6  4271

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  4238

7  4231

5  8817

8  4306

4  4177

3  4159

2  4311

9  4165



決勝 5月25日  9:45

[ 1組] 風速 +1.7 [ 2組] 風速 +1.1

 1 大森 里香(3) 14.33(932)  1 漆原 衣咲(2) 16.21(689)
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 芦原 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 芦原

 2 大鹿 愛和(3) 15.17(819)  2 髙寺 凜(3) 16.37(670)
ｵｵｼｶ ﾏﾅ 野沢 ﾀｶﾃﾗ ﾘﾝ 上田第一

 3 中嶋 愛佳(3) 15.62(762)  3 峯村 樹奈(3) 16.45(660)
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ 佐久長聖 ﾐﾈﾑﾗ ｼﾞｭﾅ 上田第一

 4 神林 杏花(3) 16.97(600)  4 土屋 凜奈(2) 20.32(276)
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ 上田第五 ﾂﾁﾔ ﾘﾝﾅ 中込

 5 山田 菜々美(3) 17.22(572)
ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾅﾐ 上田第一

共通女子四種

100mH(0.762m)

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
5  4310 2  4313

2  4076 1  8813

4  4368 4  8812

3  4676 3  4123

1  8816



   1 大森 里香(3) 芦原     14.33 (+1.7)   1   1
   2 大鹿 愛和(3) 野沢     15.17 (+1.7)   1   2
   3 中嶋 愛佳(3) 佐久長聖     15.62 (+1.7)   1   3
   4 漆原 衣咲(2) 芦原     16.21 (+1.1)   2   1
   5 髙寺 凜(3) 上田第一     16.37 (+1.1)   2   2
   6 峯村 樹奈(3) 上田第一     16.45 (+1.1)   2   3
   7 神林 杏花(3) 上田第五     16.97 (+1.7)   1   4
   8 山田 菜々美(3) 上田第一     17.22 (+1.7)   1   5
   9 土屋 凜奈(2) 中込     20.32 (+1.1)   2   4

共通女子四種

順位
 4310
 4076
 4368
 4313

100mH(0.762m)
タイムレース

順位 No. 氏  名

 8813
 8812
 4676
 8816
 4123

組都道府県 所属名 記録（風） 備考



予選 5月25日 12:00
決勝 5月25日 15:20

大会新(GR)          53.74

[ 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   4 御代田  4254 山越 咲葉(2)     55.71 q  1   2 東御東部  8779 清水 藤子(1)     55.67 q

ﾐﾖﾀ ﾔﾏｺｼ ｻﾖ ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺ
 4267 斎藤 優羽(1)  4414 池内 綺良々(2)

ｻｲﾄｳ ﾕｳ ｲｹｳﾁ ｷﾗﾗ
 4268 横尾 翠(1)  4391 宮本 和花奈(1)

ﾖｺｵ ｱｷﾗ ﾐﾔﾓﾄ ﾜｶﾅ
 4256 神津 沙夏(1)  4418 荒井 菜々美(2)

ｺｳﾂﾞ ｻﾅ ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ
 2   6 浅間  4132 吉澤 諒子(1)     56.45 q  2   5 上田第五  4680 松木 紗良(2)     56.11 q

ｱｻﾏ ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｺ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞ ﾏﾂｷ ｻﾗ
 4143 村山 苺香(2)  4679 秋山 佳己(2)

ﾑﾗﾔﾏ ﾏｲｶ ｱｷﾔﾏ ｶｺ
 4147 向井 美来(1)  4682 春原 史佳(1)

ﾑｶｲ ﾐｸ ｽﾉﾊﾗ ﾌﾐｶ
 4142 堀内 涼華(2)  4681 坂口 瑠唯(1)

ﾎﾘｳﾁ ｽｽﾞｶ ｻｶｸﾞﾁ ﾙｲ
 3   5 軽井沢  4236 上原 麻結(2)     57.26 q  3   3 野沢  4109 吉田 彩葉(1)     57.84 q

ｶﾙｲｻﾞﾜ ｳｴﾊﾗ ﾏﾕ ﾉｻﾞﾜ ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ
 4247 宇都宮 新奈(1)  4090 小林 愛実(2)

ｳﾂﾉﾐﾔ ﾆﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾐ
 4249 津田 燈(1)  4102 井出 優奈(1)

ﾂﾀﾞ ｱｶﾘ ｲﾃﾞ ﾕﾅ
 4229 小泉 陽菜(2)  4091 小平 星空(2)

ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾅ ｺﾀﾞｲﾗ ｾﾗ
 4   3 中込  4110 吉田 心美(1)     57.69 q  4   4 丸子北  4509 花岡 麻幸(2)     59.01 

ﾅｶｺﾞﾐ ﾖｼﾀﾞ ｺｺﾐ ﾏﾙｺｷﾀ ﾊﾅｵｶ ﾏﾕｷ
 4123 土屋 凜奈(2)  4506 今井 希実(2)

ﾂﾁﾔ ﾘﾝﾅ ｲﾏｲ ﾉｿﾞﾐ
 4111 渡辺 みゆ(1)  4511 滝澤 唯(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｲ
 4118 上原 灯莉(2)  4514 松木 美優(1)

ｳｴﾊﾗ ｱｶﾘ ﾏﾂｷ ﾐﾕ
 5   2 上田第四  4641 南澤 穂佳(1)     58.66 q  5   6 上田第一  4594 太田 星愛(1)     59.37 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝ ﾐﾅﾐｻﾜ ﾎﾉｶ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｲﾁ ｵｵﾀ ｾｲﾅ
 4657 西澤 凜(2)  8818 太田 眞桜(2)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾘﾝ ｵｵﾀ ﾏｵ
 4661 滝沢 和佳(2)  4591 佐藤 鈴華(2)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾜｶ ｻﾄｳ ﾘﾝｶ
 4640 北原 彩羽(1)  4593 山邊 栞那(1)

ｷﾀﾊﾗ ｲﾛﾊ ﾔﾏﾍﾞ ｶﾝﾅ
 6   7 芦原  4323 今井 乙希(1)   1,00.24   7 小諸東  4284 小林 粋佳(1)

ｱｼﾊﾗ ｲﾏｲ ｲﾂｷ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖｶ 失格
 4316 黒田 慧(1)  4285 横須賀 さくら(1)

ｸﾛﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ ﾖｺｽｶ ｻｸﾗ
 4328 田口 朱音(1)  4286 田中 莉奈(1)

ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ ﾀﾅｶ ﾘﾅ
 4320 横尾 結月(1)  4283 髙橋 みう(1)

ﾖｺｵ ﾕﾂﾞｷ ﾀｶﾊｼ ﾐｳ

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   6 東御東部  8779 清水 藤子(1)     55.70 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺ
 4414 池内 綺良々(2)

ｲｹｳﾁ ｷﾗﾗ
 4391 宮本 和花奈(1)

ﾐﾔﾓﾄ ﾜｶﾅ
 4418 荒井 菜々美(2)

ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ
 2   5 御代田  4254 山越 咲葉(2)     56.18 

ﾐﾖﾀ ﾔﾏｺｼ ｻﾖ
 4267 斎藤 優羽(1)

ｻｲﾄｳ ﾕｳ
 4268 横尾 翠(1)

ﾖｺｵ ｱｷﾗ
 4256 神津 沙夏(1)

ｺｳﾂﾞ ｻﾅ
 3   7 浅間  4132 吉澤 諒子(1)     56.24 

ｱｻﾏ ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｺ
 4143 村山 苺香(2)

ﾑﾗﾔﾏ ﾏｲｶ
 4147 向井 美来(1)

ﾑｶｲ ﾐｸ
 4142 堀内 涼華(2)

ﾎﾘｳﾁ ｽｽﾞｶ
 4   4 上田第五  4680 松木 紗良(2)     56.31 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞ ﾏﾂｷ ｻﾗ
 4679 秋山 佳己(2)

ｱｷﾔﾏ ｶｺ
 4682 春原 史佳(1)

ｽﾉﾊﾗ ﾌﾐｶ
 4681 坂口 瑠唯(1)

ｻｶｸﾞﾁ ﾙｲ
 5   8 軽井沢  4236 上原 麻結(2)     57.30 

ｶﾙｲｻﾞﾜ ｳｴﾊﾗ ﾏﾕ
 4247 宇都宮 新奈(1)

ｳﾂﾉﾐﾔ ﾆﾅ
 4249 津田 燈(1)

ﾂﾀﾞ ｱｶﾘ
 4229 小泉 陽菜(2)

ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾅ
 6   9 中込  4110 吉田 心美(1)     58.06 

ﾅｶｺﾞﾐ ﾖｼﾀﾞ ｺｺﾐ
 4123 土屋 凜奈(2)

ﾂﾁﾔ ﾘﾝﾅ
 4111 渡辺 みゆ(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ
 4118 上原 灯莉(2)

ｳｴﾊﾗ ｱｶﾘ
 7   3 野沢  4109 吉田 彩葉(1)     58.29 

ﾉｻﾞﾜ ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ
 4090 小林 愛実(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾐ
 4102 井出 優奈(1)

ｲﾃﾞ ﾕﾅ
 4091 小平 星空(2)

ｺﾀﾞｲﾗ ｾﾗ
 8   2 上田第四  4641 南澤 穂佳(1)     58.79 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝ ﾐﾅﾐｻﾜ ﾎﾉｶ
 4657 西澤 凜(2)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾘﾝ
 4661 滝沢 和佳(2)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾜｶ
 4640 北原 彩羽(1)

ｷﾀﾊﾗ ｲﾛﾊ

4×100mR
決勝

1･2年女子



予選 5月25日 12:20
決勝 5月25日 15:30

大会新(GR)          50.46

[ 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   6 軽井沢  4237 梅原 小梅(2)     51.52 q  1   3 佐久東  4177 関口 蒔琉(2)     52.28 q

ｶﾙｲｻﾞﾜ ｳﾒﾊﾗ ｺｳﾒ ｻｸﾋｶﾞｼ ｾｷｸﾞﾁ ﾏｸﾙ
 4238 佐伯 風帆(2)  4173 渡邉 陽乃(3)

ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾉ
 4234 小川 三陸(3)  4163 村山 なな子(2)

ｵｶﾞﾜ ﾐｸ ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅｺ
 4231 荻原 希乃愛(3)  4179 中澤 雪乃(2)

ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ
 2   8 野沢  4094 堀籠 優真(2)     52.55 q  2   2 東御東部  4407 細田 怜奈(3)     52.34 q

ﾉｻﾞﾜ ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕﾏ ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ
 4078 倉根 慧(3)  4415 小柳 梨乃(2)

ｸﾗﾈ ｹｲ ｺﾔﾅｷﾞ ﾘﾉ
 4076 大鹿 愛和(3)  8770 雫田 陽向(2)

ｵｵｼｶ ﾏﾅ ｼｽﾞｸﾀﾞ ﾋﾅﾀ
 4075 市川 笑花(3)  4408 三輪 希々葉(3)

ｲﾁｶﾜ ｴﾐｶ ﾐﾜ ﾉﾉﾊ
 3   9 中込  4119 神津 花蓮(2)     53.93 q  3   6 浅間  4157 竹内 ゆい(3)     52.94 q

ﾅｶｺﾞﾐ ｺｳｽﾞ ｶﾚﾝ ｱｻﾏ ﾀｹｳﾁ ﾕｲ
 4125 吉田 七海(3)  4155 磯部 遥歌(3)

ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ ｲｿﾍﾞ ﾊﾙｶ
 4120 井出 姫愛(2)  4154 鈴木 天音(3)

ｲﾃﾞ ﾋﾒｱ ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ
 4122 岸和田谷 友里(2)  4130 秋穂 真理(3)

ｷｼﾜﾀﾞﾔ ﾕｳﾘ ｱｷﾎ ﾏﾘ
 4   3 小諸東  4280 酒井 あいか(2)     54.61 q  4   5 上田第五  4676 神林 杏花(3)     54.23 q

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ｻｶｲ ｱｲｶ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞ ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ
 4306 柏木 萌(3)  4675 有賀 明子(3)

ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ ｱﾙｶﾞ ｱｷｺ
 4307 甘利 未珠咲(3)  4678 北澤 咲希(3)

ｱﾏﾘ ﾐｽﾞｷ ｷﾀｻﾞﾜ ｻｷ
 4282 山本 紗帆(2)  4677 下島 佳純(3)

ﾔﾏﾓﾄ ｻﾎ ｼﾓｼﾞﾏ ｶｽﾐ
 5   7 臼田  4069 井出 英恵(3)     56.24  5   4 御代田  4277 池田 遥(3)     56.14 

ｳｽﾀﾞ ｲﾃﾞ ﾊﾅｴ ﾐﾖﾀ ｲｹﾀﾞ ﾊﾙｶ
 4063 橋本 春花(2)  4276 古越 茉帆(3)

ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ ﾌﾙｺｼ ﾏﾎ
 4060 鈴木 花梨(3)  4278 古越 紗(3)

ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ ﾌﾙｺｼ ｻﾗ
 4062 上原 杏鈴(3)  4279 内堀 陽菜(3)

ｳｴﾊﾗ ｱｽﾞ ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾅ
 6   4 上田第四  4658 関戸 葉奈瑛(2)     56.44  6   8 上田第一  8812 峯村 樹奈(3)     57.47 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝ ｾｷﾄﾞ ﾊﾅｴ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｲﾁ ﾐﾈﾑﾗ ｼﾞｭﾅ
 4648 上野 美咲(3)  8817 関澤 きらり(2)

ｳｴﾉ ﾐｻｷ ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ
 4651 池田 心優(3)  8813 髙寺 凜(3)

ｲｹﾀﾞ ﾐﾕ ﾀｶﾃﾗ ﾘﾝ
 4654 高橋 璃奈(3)  8814 中島 朱夏(3)

ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭｶ
 7   2 丸子北  4508 小林 響(2)     59.28  7   7 望月  4194 大井 花音(3)     59.74 

ﾏﾙｺｷﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ｵﾄ ﾓﾁﾂﾞｷ ｵｵｲ ｶﾉﾝ
 4505 牧内 大華(2)  4184 菅沼 花菜(3)

ﾏｷｳﾁ ﾋﾛｶ ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ
 4507 久保田 暖乃(2)  4190 清野 永采(2)

ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙﾉ ｷﾖﾉ ﾉｱ
 4512 塚田 理歩(1)  4195 戸塚 星海(3)

ﾂｶﾀﾞ ﾘﾎ ﾄﾂｶ ｾｲﾗ
  5 芦原  4315 寺澤 恵美(2)

ｱｼﾊﾗ ﾃﾗｻﾜ ﾒｸﾞﾐ 欠場
 4312 飯塚 心結(3)

ｲｲﾂﾞｶ ﾐﾕｳ
 4311 掛川 葵乙(3)

ｶｹｶﾞﾜ ｱｵｲ
 4310 大森 里香(3)

ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ

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 軽井沢  4237 梅原 小梅(2)     51.64 

ｶﾙｲｻﾞﾜ ｳﾒﾊﾗ ｺｳﾒ
 4238 佐伯 風帆(2)

ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ
 4234 小川 三陸(3)

ｵｶﾞﾜ ﾐｸ
 4231 荻原 希乃愛(3)

ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ
 2   7 佐久東  4177 関口 蒔琉(2)     52.36 

ｻｸﾋｶﾞｼ ｾｷｸﾞﾁ ﾏｸﾙ
 4173 渡邉 陽乃(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾉ
 4163 村山 なな子(2)

ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅｺ
 4179 中澤 雪乃(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ
 3   6 東御東部  4407 細田 怜奈(3)     52.80 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ
 4415 小柳 梨乃(2)

ｺﾔﾅｷﾞ ﾘﾉ
 8770 雫田 陽向(2)

ｼｽﾞｸﾀﾞ ﾋﾅﾀ
 4410 脇中 夕渚(3)

ﾜｷﾅｶ ｾﾅ
 4   4 野沢  4094 堀籠 優真(2)     52.95 

ﾉｻﾞﾜ ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕﾏ
 4078 倉根 慧(3)

ｸﾗﾈ ｹｲ
 4076 大鹿 愛和(3)

ｵｵｼｶ ﾏﾅ
 4075 市川 笑花(3)

ｲﾁｶﾜ ｴﾐｶ
 5   8 浅間  4157 竹内 ゆい(3)     53.36 

ｱｻﾏ ﾀｹｳﾁ ﾕｲ
 4155 磯部 遥歌(3)

ｲｿﾍﾞ ﾊﾙｶ
 4154 鈴木 天音(3)

ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ
 4130 秋穂 真理(3)

ｱｷﾎ ﾏﾘ
 6   9 中込  4119 神津 花蓮(2)     54.38 

ﾅｶｺﾞﾐ ｺｳｽﾞ ｶﾚﾝ
 4125 吉田 七海(3)

ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ
 4120 井出 姫愛(2)

ｲﾃﾞ ﾋﾒｱ
 4122 岸和田谷 友里(2)

ｷｼﾜﾀﾞﾔ ﾕｳﾘ
 7   2 小諸東  4280 酒井 あいか(2)     55.31 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ｻｶｲ ｱｲｶ
 4306 柏木 萌(3)

ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ
 4307 甘利 未珠咲(3)

ｱﾏﾘ ﾐｽﾞｷ
 4282 山本 紗帆(2)

ﾔﾏﾓﾄ ｻﾎ
 8   3 上田第五  4676 神林 杏花(3)     55.58 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞ ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ
 4675 有賀 明子(3)

ｱﾙｶﾞ ｱｷｺ
 4678 北澤 咲希(3)

ｷﾀｻﾞﾜ ｻｷ
 4677 下島 佳純(3)

ｼﾓｼﾞﾏ ｶｽﾐ

4×100mR
決勝

共通女子



決勝 5月25日 14:05

大会新(GR)           1.58

竹岡 古琴(3)
ﾀｹｵｶ ｺﾄ 佐久長聖
行田 優空(3)
ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾕﾗ 軽井沢
太田 眞桜(2)
ｵｵﾀ ﾏｵ 上田第一
児玉 結音(3)
ｺﾀﾞﾏ ﾕﾉ 上田第四
中沢 麗葉(2)
ﾅｶｻﾞﾜ ｳﾙﾊ 中込
天野 恵梨(2)
ｱﾏﾉ ｴﾘ 軽井沢
池内 綺良々(2)
ｲｹｳﾁ ｷﾗﾗ 東御東部
後小路 葉月(1)
ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾊﾂﾞｷ 野沢
江藤 菜々海(2)
ｴﾄｳ ﾅﾅﾐ 上田第四
宮嶋 佑月(3)
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｽﾞｷ 中込
小林 愛実(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾐ 野沢
上原 杏鈴(3)
ｳｴﾊﾗ ｱｽﾞ 臼田
宅間 萌野(3)
ﾀｸﾏﾓｴﾉ 南牧
井出 陽菜(2)
ｲﾃﾞ ﾊﾙﾅ 上田第一
小川 真里佳(2)
ｵｶﾞﾜ ﾏﾘｶ 軽井沢
中村 妃更(1)
ﾅｶﾔﾏ ｷｻﾗ 御代田

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 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m48 記録 備考
1 14  4370 - - - - O O O XO XXX  1.45

2 16  4232 - - - - O O XXX  1.35

3 12  8818 - O XO XXO O O XXX  1.35

4 15  4652 - - O O O XXX  1.30

5 13  4121 - O O XO O XXX  1.30

6 11  4235 - - - XXO XXX  1.25

7 7  4414 - O O XXX  1.20

8 4  4103 O XO O XXX  1.20

9 3  4665 XXO XO XO XXX  1.20

10 5  4129 O O XXO XXX  1.20

11 2  4090 O O XXX  1.15

11 10  4062 - O XXX  1.15

13 8  4011 O XXX  1.10

13 9  8819 O XXX  1.10

15 6  4244 XO XXX  1.10

1  4253 XXX



決勝 5月25日 10:30

1m50 1m53
大森 里香(3) - - - - - - - XO O O
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 芦原 XXX (588)
大鹿 愛和(3) - - O O O O O XO O XXX
ｵｵｼｶ ﾏﾅ 野沢 (555)
漆原 衣咲(2) - - - O O O XO XO XO XXX
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 芦原 ( 55)
髙寺 凜(3) - - - O O XXX
ﾀｶﾃﾗ ﾘﾝ 上田第一 (409)
山田 菜々美(3) - - - O O XXX
ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾅﾐ 上田第一 (409)
中嶋 愛佳(3) - O XO XXO O XXX
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ 佐久長聖 (409)
峯村 樹奈(3) - - - O XO XXX
ﾐﾈﾑﾗ ｼﾞｭﾅ 上田第一 (409)
土屋 凜奈(2) O O XO XXX
ﾂﾁﾔ ﾘﾝﾅ 中込 (312)
神林 杏花(3) O O XO XXX
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ 上田第五 (312)

氏  名 所属名
1m10 1m15 1m30 1m35 1m38 1m41

共通女子四種

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ
1m44 1m47

記録 備考

1 2  4310  1.47

1m20 1m25

2 8  4076  1.44

3 4  4313  1.44

4 3  8813  1.30

4 7  8816  1.30

6 1  4368  1.30

7 6  8812  1.30

8 5  4123  1.20

8 9  4676  1.20



決勝 5月25日 10:00

大会新(GR)           2.70

2m40 2m50 2m60 2m70 2m80 2m90 3m00 3m10 3m20
岡田 莉歩(2) - - - - - - - - - - 大会新
ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 軽井沢 O - O O O O XXX
北澤 咲希(3) - - - O - - - - - -
ｷﾀｻﾞﾜ ｻｷ 上田第五 O O XXX
鈴木 天音(3) - - - - O - - O O XO
ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ 浅間 O XXX
伊藤 花純(3) - - - O - - O XO O XXO
ｲﾄｳ ｶｽﾐ 上田第一 O XXX
佐藤 鈴華(2) - - - O - O O O XO XXO
ｻﾄｳ ﾘﾝｶ 上田第一 XXX
高見澤 茉那(1) O XO XXX
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾏﾅ 上田第五

6 2  4683  1.40

4 3  8810  2.40

5 1  4591  2.30

2 5  4678  2.50

3 4  4154  2.40

2m20 2m30

1 6  4239  2.90

記録
1m50 1m60

備考
1m30 1m40 1m80 1m90 2m00 2m10

共通女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月25日  9:40

大会新(GR)           4.48

吉田 心美(1)   3.81   3.25   4.24   4.14   4.36    X    4.36 
ﾖｼﾀﾞ ｺｺﾐ 中込   +0.2    0.0   +0.6   -0.5    0.0     0.0
吉田 彩葉(1)   3.49    X   3.62   3.46    X   3.98    3.98 
ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 野沢   +0.1   +1.1   -0.9   +0.8    +0.8
田口 朱音(1)   3.64   3.65   3.83   3.79   3.91   3.93    3.93 
ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 芦原   -0.1   +0.4   +0.2   -0.8   +1.0   +0.1    +0.1
清水 藤子(1)   3.65   3.68    X   3.83   3.87   3.88    3.88 
ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺ 東御東部   +0.5   +0.5   -0.2   -1.4   -0.2    -0.2
林 美緒(1)   2.99   3.29   3.69   3.22   3.59   3.38    3.69 
ﾊﾔｼ ﾐｵ 上田第五   -0.6   +0.4   +0.5   -0.3   +1.1   -0.4    +0.5
佐藤 イルシャ(1)    X   3.64    X    X   3.57    X    3.64 
ｻﾄｳ ｲﾙｼｬ 東御東部   +0.1   -0.6    +0.1
小林 のあ(1)    X    X   3.61   3.35   3.51   3.59    3.61 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｱ 中込   +0.1   -0.1   +0.7   +1.5    +0.1
春原 史佳(1)   2.82    X   3.51   2.88    X   3.13    3.51 
ｽﾉﾊﾗ ﾌﾐｶ 上田第五   +0.3   -0.4   +0.3   +1.2    -0.4
横尾 翠(1)   3.02   3.40   3.42    3.42 
ﾖｺｵ ｱｷﾗ 御代田   +2.2   +0.7   +0.9    +0.9
田中 優羽(1)   3.35    X   3.20    3.35 
ﾀﾅｶ ﾕｳ 浅間   +0.6   -0.1    +0.6
小山 知華(1)   3.00   3.19   2.53    3.19 
ｺﾔﾏ ﾁｶ 御代田   +1.2   +1.8   +0.9    +1.8
鈴木 花梨(1)   3.04   3.10    X    3.10 
ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 浅間   +0.1   -1.0    -1.0
滝澤 唯(1)   2.93   2.99   2.29    2.99 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｲ 丸子北   +0.6   +0.3   +1.4    +0.3
中村 茅優(1)   2.48   2.20   2.67    2.67 
ﾅｶﾑﾗ ﾁﾋﾛ 丸子北   +1.0   +1.1   +1.6    +1.6
太田 星愛(1)   2.11   2.58    X    2.58 
ｵｵﾀ ｾｲﾅ 上田第一   +0.3   +1.2    +1.2

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 14  4110

2 12  4109

3 13  4328

4 11  8779

5 15  4684

6 5  8771

7 6  4113

8 8  4682

9 2  4268

10 7  4145

11 4  4269

12 1  4135

15 10  4594

13 9  4511

14 3  4513



決勝 5月25日 13:20

大会新(GR)           5.27

倉根 慧(3)    X   5.01   4.88   4.71   4.92   4.77    5.01 
ｸﾗﾈ ｹｲ 野沢   +1.4   +0.2   -1.3   -0.6   -0.8    +1.4
有賀 明子(3)   4.98   4.82   4.94   4.34    X   3.94    4.98 
ｱﾙｶﾞ ｱｷｺ 上田第五   +1.0   +1.3   +0.2   -2.7   -1.2    +1.0
細田 怜奈(3)   4.92   4.66   4.66   4.54   4.78    X    4.92 
ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ 東御東部   +1.2   +2.7   -0.1   -3.3   -0.3    +1.2
村山 なな子(2)   4.42   4.63   4.67   4.53   4.46   4.51    4.67 
ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅｺ 佐久東   -0.4   +0.4   +2.1   -1.2   +0.2   -1.2    +2.1
古越 茉帆(3)   4.50   4.56   4.65   4.49    X    X    4.65 
ﾌﾙｺｼ ﾏﾎ 御代田   +0.9   +1.9   +1.0   -0.4    +1.0
梅原 小梅(2)   4.23   4.47   4.39   4.11   4.30   4.38    4.47 
ｳﾒﾊﾗ ｺｳﾒ 軽井沢   -0.1   +1.8   +1.7   -0.4   -1.4   -0.6    +1.8
寺澤 恵美(2)   4.46   4.40   4.23   4.34   4.43   4.24    4.46 
ﾃﾗｻﾜ ﾒｸﾞﾐ 芦原   +0.8   +1.2   +0.7   +0.3   -0.6   -0.9    +0.8
田口 恋愛(3)   4.41   4.24   4.29   4.15   4.00    X    4.41 
ﾀｸﾞﾁ ﾚｱ 川上    0.0   +1.0   +1.0   -2.0   -1.8     0.0
有賀 千育(3)   4.34    X   4.25    4.34 
ｱﾙｶﾞ ﾁｲ 佐久東   +0.5   +1.8    +0.5
小林 優芽乃(3)    X    X   4.31    4.31 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒﾉ 軽井沢   +2.8    +2.8
近藤 桜(3)   4.13   4.26   4.30    4.30 
ｺﾝﾄﾞｳ ｻｸﾗ 浅間   +0.1   +2.4   +2.1    +2.1
菅沼 花菜(3)   4.30   4.03   4.08    4.30 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ 望月   +1.7   +0.4    0.0    +1.7
小林 響(2)   4.04   4.29   4.21    4.29 
ｺﾊﾞﾔｼ ｵﾄ 丸子北   -0.7   +1.2   +2.5    +1.2
山越 咲葉(2)   4.18   4.21   4.15    4.21 
ﾔﾏｺｼ ｻﾖ 御代田   -0.4   +1.8   +1.5    +1.8
中沢 綺良莉(3)   3.82   3.86   3.65    3.86 
ﾅｶｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 中込   -0.2   +1.5   +1.9    +1.5
富松 京香(3)   3.69    X   3.82    3.82 
ﾄﾐｶﾂ ｷｮｳｶ 上田第一   +0.9   +1.4    +1.4
竹内 彩夏(2)   3.72    X   3.77    3.77 
ﾀｹｳﾁ ｱﾔｶ 東御東部   -1.1   +1.2    +1.2
飯島 咲希(2)   3.46   3.48   3.61    3.61 
ｲｲｼﾞﾏ ｻｷ 上田第四    0.0   -1.5   +1.9    +1.9
井出 柚羽(3)   3.55   3.53   3.44    3.55 
ｲﾃﾞﾕｽﾞﾊ 南牧    0.0   +1.0   +2.2     0.0
有沢 瑠々(3)   3.33    X   3.37    3.37 
ｱﾘｻﾜ ﾙﾙ 野沢   +2.3   +1.4    +1.4

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 20  4078

2 18  4675

3 19  4407

4 11  4163

5 16  4276

6 6  4237

7 15  4315

8 14  4000

9 13  4172

10 10  4230

11 7  4146

12 17  4184

13 9  4508

14 12  4254

15 4  4127

16 2  8815

17 5  4413

18 3  4656

19 8  4010

20 1  4073



決勝 5月25日  9:40

大会新(GR)          12.44

秋穂 真理(3)
ｱｷﾎ ﾏﾘ 浅間
池田 心優(3)
ｲｹﾀﾞ ﾐﾕ 上田第四
佐藤 結(3)
ｻﾄｳ ﾕｳ 軽井沢
河西 さゆり(2)
ｶｻｲ ｻﾕﾘ 佐久東
脇中 夕渚(3)
ﾜｷﾅｶ ｾﾅ 東御東部
長谷 百花(2)
ﾊｾ ﾓﾓｶ 浅間
甘利 未珠咲(3)
ｱﾏﾘ ﾐｽﾞｷ 小諸東
柳澤 歩乃(1)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾎﾉ 御代田
櫻井 あい美(3)
ｻｸﾗｲ ｱｲﾐ 上田第四
井上 遥香(3)
ｲﾉｳｴ ﾊﾙｶ 上田第一
小林 真緒(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｵ 東御東部
松本 英里香(2)
ﾏﾂﾓﾄ ｴﾘｶ 東御東部
横沢 怜奈(2)
ﾖｺｻﾜ ﾚｲﾅ 真田
小山 愛加(2)
ｺﾔﾏ ｱｲｶ 佐久東
柳澤 智穂(2)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁﾎ 御代田
古越 紗(3)
ﾌﾙｺｼ ｻﾗ 御代田
今井 彩奈(2)
ｲﾏｲ ｱﾔﾅ 上田第一

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 17  4130 11.28 11.37 11.50 11.73 11.53 11.11  11.73 

2 13  4651  8.35  8.12  7.76  8.16  8.30  8.83   8.83 

3 15  4233  8.32   X  7.66  7.77  7.88  7.63   8.32 

4 11  4176  8.13  8.08  8.21  8.03  7.34  8.22   8.22 

5 14  4410  7.43  8.08  7.51  7.07  7.82  7.55   8.08 

6 12  4141  7.02  7.94   X  7.10   X  6.42   7.94 

7 10  4307  7.52  7.56  7.90  7.59  7.86  7.49   7.90 

8 2  4255  7.28  7.86  7.22  7.13  7.34  7.56   7.86 

9 8  4653  7.81  7.52  6.83   7.81 

10 16  8811  7.66  7.29  6.62   7.66 

11 5  4402  7.25  7.56   X   7.56 

12 7  4416  6.39  6.46  7.11   7.11 

13 1  4422  7.10  7.08  7.09   7.10 

14 9  4162  6.97   X  6.30   6.97 

15 6  4252  6.82  6.92  6.34   6.92 

16 4  4278  6.67  5.61  6.80

17 3  4590  5.28  4.71  5.67   5.67 

  6.80 



決勝 5月25日 13:00

大森 里香(3)
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 芦原 (516)
中嶋 愛佳(3)
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ 佐久長聖 (480)
神林 杏花(3)
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ 上田第五 (461)
山田 菜々美(3)
ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾅﾐ 上田第一 (412)
峯村 樹奈(3)
ﾐﾈﾑﾗ ｼﾞｭﾅ 上田第一 (372)
漆原 衣咲(2)
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 芦原 (335)
大鹿 愛和(3)
ｵｵｼｶ ﾏﾅ 野沢 (320)
髙寺 凜(3)
ﾀｶﾃﾗ ﾘﾝ 上田第一 (305)
土屋 凜奈(2)
ﾂﾁﾔ ﾘﾝﾅ 中込 (287)

共通女子四種

砲丸投(2.721kg)

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 8  4310  9.38  9.79   X   9.79 

2 7  4368  9.02  8.74  9.25   9.25 

3 6  4676  8.95  8.60   X   8.95 

4 4  8816  8.13  8.20  8.03   8.20 

5 3  8812  7.21  7.57  6.98   7.57 

6 1  4313  7.00  6.29  6.68   7.00 

7 5  4076  6.09  6.19  6.77   6.77 

8 9  8813  6.53  6.28  6.12

9 2  4123  6.25  5.67  5.87   6.25 

  6.53 



決勝 5月25日  9:45

大会新(GR)           2839

大森 里香(3)
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 芦原
大鹿 愛和(3)
ｵｵｼｶ ﾏﾅ 野沢
中嶋 愛佳(3)
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ 佐久長聖
漆原 衣咲(2)
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 芦原
峯村 樹奈(3)
ﾐﾈﾑﾗ ｼﾞｭﾅ 上田第一
髙寺 凜(3)
ﾀｶﾃﾗ ﾘﾝ 上田第一
神林 杏花(3)
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ 上田第五
山田 菜々美(3)
ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾅﾐ 上田第一
土屋 凜奈(2)
ﾂﾁﾔ ﾘﾝﾅ 中込

共通女子

四種

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考
1  4310   2687

2  4076   2331

3  4368   2235

4  4313   2107

5  8812   1954

6  8813   1894

9  4123   1271

7  4676   1868

8  8816   1799
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