
競技会コード(20171703）

記　録　集

　 　主催　東信地区陸上競技協会　佐久市陸上競技協会
　 　　　東信地区高等学校体育連盟陸上競技部
　 　　　東信地区中学校体育連盟陸上競技専門部

日時　　2020年9月5日(土)6日（日）　　競技開始　９：3０

会場　　佐久総合運動公園陸上競技場　競技場コード(172060）

総　務　　 跡部 定一　

審判長　　細田　和生(トラック）　内堀　俊彦(フィールド）

　　　　由井　正巳（混成）

記録情報主任　　山野井宏彰

気象状況
9／5 時刻 天候 風 気温 湿度 気圧

 9:30 晴れ 東   0.9m/sec.  27.1 ℃  73.0 %
10:00 晴れ 北北東   0.6m/sec.  28.5 ℃  71.0 %
11:00 晴れ 東   0.4m/sec.  30.0 ℃  63.0 %
12:00 晴れ 東南東   1.5m/sec.  31.5 ℃  58.0 %
13:00 晴れ 北北東   0.8m/sec.  30.5 ℃  57.0 %
14:00 晴れ 西   3.2m/sec.  29.5 ℃  62.0 %

9／6  9:00 雨 西南西   0.1m/sec.  23.0 ℃  96.0 %
10:00 曇り 南   1.2m/sec.  25.5 ℃  78.0 %
11:00 曇り 南   2.5m/sec.  25.0 ℃  76.0 %
12:00 曇り 西   1.1m/sec.  26.5 ℃  66.0 %
13:00 晴れ 西北西   1.7m/sec.  27.0 ℃  59.0 %
14:00 曇り 西   2.2m/sec.  25.5 ℃  79.0 %

この大会で樹立された記録

なし
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令和2年度東信地区ジュニア・ユース陸上競技秋季記録会                             

主催　東信地区陸上競技会                                                        

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】202060  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
09/06 中学女子 福田 笑未(3) 12.84 小柳 梨乃(3) 12.96 橋本 春花(3) 13.41 向井 美来(2) 13.44 神津 沙夏(2) 13.47 小林 ひより(2) 13.65 吉澤 諒子(2) 14.06 森角 優菜(2) 14.14

100m 中学生･堀金中 中学生･東御東部 中学生･ｱｽﾘﾃｨｱTC 中学生･浅間中 中学生･御代田中 中学生･東御東部 中学生･浅間中 中学生･浅間中
09/06 福田 笑未(3) 25.59 小柳 梨乃(3) 26.05 橋本 春花(3) 27.47 向井 美来(2) 27.59 齋藤 優羽(2) 28.44 髙橋 みう(2) 29.10 北山 花夏(2) 29.31 篠原　百々香(1) 29.39

200m 中学生･堀金中 中学生･東御東部 中学生･ｱｽﾘﾃｨｱTC 中学生･浅間中 中学生･御代田中 中学生･小諸東中 中学生･浅間中 中学生･佐久長聖中
09/06 牧内 大華(3) 2,23.24 中村 羽来(1) 2,29.14 橋詰 史歩(3) 2,30.19 津田 燈(2) 2,31.56 竹内 彩夏(3) 2,40.82 菊地 遥奈(1) 2,40.99 髙橋 彩花(1) 2,41.63 東海林 優心花(2 2,47.87

800m 中学生･丸子北中 中学生･丸子中 中学生･上田第六中 中学生･軽井沢中 中学生･東御東部 中学生･東御東部 中学生･上田第三中 中学生･野沢中
09/06 牧内 大華(3) 4,52.08 菊地 遥奈(1) 5,16.02 竹花 明姫(3) 5,20.04 髙橋 彩花(1) 5,39.92 春原 史佳(2) 6,07.95 寺島 凜(2) 6,21.30

1500m 中学生･丸子北中 中学生･東御東部 中学生･立科 中学生･上田第三中 中学生･上田第五中 中学生･浅間中
09/06 唐澤 さくら(3) 14.36 佐伯 風帆(3) 14.42 並木 彩華(1) 14.83 吉田 彩葉(2) 15.70 大森 玲花(1) 15.92 関澤 きらり(3) 16.12 中島 杏佳(1) 16.44 山邊 栞那(2) 16.55

100mH 中学生･軽井沢A&AC 中学生･軽井沢A&AC 中学生･野沢中 中学生･野沢中 中学生･軽井沢A&AC 中学生･軽井沢A&AC 中学生･野沢中 中学生･上田第一中
09/06 漆原 衣咲(3) 1.51 橋本 莉奈(2) 1.40 木内 結優(2) 1.30 星野 紗菜(1) 中学生･軽井沢中 1.25 若杉 未来(2) 1.25 東海林 優心花(2 1.25 須江 陽香(1) 1.20

走高跳 中学生･軽井沢A&AC 中学生･東御東部 中学生･野沢中 渡辺 みゆ(2) 中学生･中込中 中学生･浅間中 中学生･野沢中 中学生･野沢中
09/06 小林 ひより(2) 2.30 飯高 愛莉(2) 2.10 高見澤 茉那(2) 1.90 太田 星愛(2) 1.70 鷹野 花恋(1) 中学生･野沢中 1.60 大井 杏樹(1) 1.40

棒高跳 中学生･東御東部 中学生･東御東部 中学生･上田第五中 中学生･上田第一中 宮下 奏海(2) 中学生･東御東部 中学生･野沢中
09/06 清水 藤子(2) 4.81(+0.2) 吉田 心美(2) 4.53(+1.1) 宮本 和花奈(2)4.22(-1.0) 佐藤 イルシャ(24.19(0.0) 鈴木 花梨(2) 4.09(-0.8) 小林 のあ(2) 3.84(-2.2) 山越 美和(1) 3.73(+0.1) 関口 歩希(1) 3.67(-1.9)

走幅跳 中学生･東御東部 中学生･中込中 中学生･東御東部 中学生･東御東部 中学生･浅間中 中学生･中込中 中学生･御代田中 中学生･佐久東
09/06 栁澤 歩乃(2) 9.82 石塚 夏姫(2) 9.73 小関 そら(2) 6.62 木内 柚乃(3) 6.40 比田井 悠乃葉(1 6.02 関川 茉桜(1) 5.67 宮嶋 愛佳(2) 5.14

砲丸投 中学生･御代田中 中学生･浅間中 中学生･御代田中 中学生･軽井沢A&AC 中学生･野沢中 中学生･野沢中 中学生･中込中
09/06 野沢中       52.72 軽井沢A&AC       53.32 浅間中       56.33 上田第五中       57.08 上田四中       57.67 軽井沢中       57.80 小諸東中       58.23

4x100mR 川上 珠実(2) 関澤 きらり(3) 吉澤 諒子(2) 春原 史佳(2) 箱山 夏未(2) 津田 燈(2) 風巻 里奈(1)
並木 彩華(1) 大森 玲花(1) 向井 美来(2) 坂口 瑠唯(2) 堀内 あのん(1) 星野 紗菜(1) 内堀 紗衣(1)
中嶋 杏佳(1) 田口 朱音(2) 森角 優菜(2) 林 美緒(2) 南澤 穂佳(2) 小島 羽な花(1) 佐々木 小夏(1)
吉田 彩葉(2) 佐伯 風帆(3) 北山 花夏(2) 高見澤 茉那(2) 北原 彩羽(2) 今野 夢香(1) 髙橋 みう(2)

09/05 佐伯 風帆(3) 2587 並木 彩華(1) 2461 岡田 莉歩(3) 2367 漆原 衣咲(3) 2291 大森 玲花(1) 2250 吉田 彩葉(2) 2045 中島 杏佳(1) 1973 関澤 きらり(3) 1914
四種競技 中学生･軽井沢A&AC 中学生･野沢中 中学生･軽井沢A&AC 中学生･軽井沢A&AC 中学生･軽井沢A&AC 中学生･野沢中 中学生･野沢中 中学生･軽井沢A&AC

09/05 小学女子 佐藤 澪夏(6) 14.47 高野 寧々(5) 15.53 斉藤 あおば(5) 16.09 中島 那瑠(4) 16.12 坂井 捺生(6) 16.17 矢島 羽花(4) 16.26 鴫原  凛(6) 16.30 川上 瑞詠(5) 16.34
100m 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･真田陸上教室 小学生･あさまねSC 小学生･東御市陸上教室 小学生･望月AC 小学生･軽井沢西部小 小学生･T&F佐久平

09/06 北原 和(6) 3,08.90 田畑 香奈(6) 3,22.94 北原 亜純(5) 3,36.66 七海 真帆(6) 3,41.75 沖浦 果花(6) 3,42.30 帯刀 結(6) 3,46.77 油井 ひなの(6) 3,48.65 塩入 心寧(4) 3,49.84
1000m 小学生･真田ｸﾗﾌﾞ小 小学生･真田ｸﾗﾌﾞ小 小学生･真田ｸﾗﾌﾞ小 小学生･腰越JSC 小学生･T&F佐久平 小学生･真田ｸﾗﾌﾞ小 小学生･T&F佐久平 小学生･腰越JSC

09/05 田中 杏(5) 1898 櫻井 玲未(6) 1675 栁澤 茉莉花(5) 1441 土屋 まい(6) 1319 中嶋 優佳(4) 1302 土屋 茉鈴(4) 854
コンバインドＡ 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･T&F佐久平 小学生･軽井沢A&AC 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･軽井沢A&AC 小学生･軽井沢A&AC

09/05 林 菜々子(6) 1453 髙橋 陽依莉(6) 1340 土橋 咲和(6) 1308 伊東 ほの香(4) 1178 土屋 慧音南(6) 1129 西村 奏(6) 1117 小林 由奈(6) 1110 川元 唯楓(5) 983
コンバインドＢ 小学生･T&F佐久平 小学生･東御市陸上教室 小学生･T&F佐久平 小学生･真田陸上教室 小学生･あさまねSC 小学生･T&F佐久平 小学生･真田陸上教室 小学生･T&F佐久平

09/05 高校女子 深澤 あまね(3) 12.04 前田 望乃花(3) 12.35 中津 晴葉(3) 12.38 堤 ヒトミ(2) 12.95 吉田 七海(1) 13.14 荻原 希乃愛(1) 13.15 鈴木 天音(1) 13.38 岩下 栞(2) 13.41
100m 高校生･佐久長聖高 高校生･佐久長聖高 高校生･佐久長聖高 高校生･丸子修学館 高校生･佐久長聖高 高校生･佐久長聖高 高校生･佐久長聖高 高校生･佐久長聖高

09/05  -2.1堤 ヒトミ(2) 27.08 吉田 七海(1) 27.72 市川 七海(2) 31.58
200m 高校生･丸子修学館 高校生･佐久長聖高 高校生･上田高

09/05 大鹿 愛和(1) 1,00.14 柏木 萌(1) 1,05.37 今井 菜々子(2) 1,06.32 山田 萌花(2) 1,09.47 細田 音衣(2) 1,13.08 市川 七海(2) 1,17.69
400m 高校生･佐久長聖高 高校生･佐久長聖高 高校生･野沢南高 高校生･上田染谷丘 高校生･上田高 高校生･上田高

09/05 渡邉 陽乃(1) 2,19.31 市川 笑花(1) 2,22.45 渡邉 美祐(2) 2,31.40 冨沢 花(2) 2,50.25
800m 高校生･佐久長聖高 高校生･佐久長聖高 高校生･小諸高 高校生･野沢南高

09/05 牧内 愛華(2) 5,11.32 古旗 葵(2) 5,16.18 冨沢 花(2) 5,34.21 滝澤 桜叶(2) 5,36.42 久保田 詩乃(2) 5,43.53 成田 香穂(2) 5,53.79
1500m 高校生･佐久長聖高 高校生･上田東高 高校生･野沢南高 高校生･上田千曲高 高校生･上田高 高校生･上田染谷丘

09/05  +2.5中津 晴葉(3) 13.66 土屋 ほのか(2) 14.24 髙尾 玲良(2) 15.16 大森 里香(1) 15.43
100mH 高校生･佐久長聖高 高校生･佐久長聖高 高校生･上田染谷丘 高校生･佐久長聖高

09/05 塚田 菜々(3) 1,03.72 大鹿 愛和(1) 1,06.14 柏木 萌(1) 1,13.12 今井 菜々子(2) 1,13.66 田中 咲(2) 1,13.70 泰井 柊香(2) 1,20.81
400mH 高校生･佐久長聖高 高校生･佐久長聖高 高校生･佐久長聖高 高校生･野沢南高 高校生･丸子修学館 高校生･上田高

09/05 大森 里香(1) 1.50 荻原 希乃愛(1) 1.45 関谷 和香(2) 1.45 行田 優空(1) 1.35 下島 佳純(1) 1.20 及川 葉月(1) 1.15
走高跳 高校生･佐久長聖高 高校生･佐久長聖高 高校生･上田東高 高校生･上田染谷丘 高校生･上田高 高校生･岩村田高



令和2年度東信地区ジュニア・ユース陸上競技秋季記録会                             

主催　東信地区陸上競技会                                                        

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】202060  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
09/06 岩下 栞(2) 2.90 鈴木 天音(1) 2.70

棒高跳 高校生･佐久長聖高 高校生･佐久長聖高
09/05 有賀 明子(1) 4.82(+1.5) 行田 優空(1) 4.64(+1.0) 細田 怜奈(1) 4.55(+0.2) 菅沼 花菜(1) 4.53(+2.3) 古越 茉帆(1) 4.49(+2.6) 近藤 桜(1) 4.15(+0.3)

走幅跳 高校生･上田高 高校生･上田染谷丘 高校生･上田千曲高 高校生･野沢南高 高校生･佐久長聖高 高校生･岩村田高
09/05 安達朋笑(2) 8.63 前島 遥(2) 7.62

砲丸投 高校生･上田染谷丘 高校生･上田東高
09/05 安達朋笑(2) 28.18 神林 杏花(1) 27.04 今野 瑠奈(3) 25.64 前島 遥(2) 23.84 出澤 愛子(2) 23.39 栁澤 優羽(2) 22.61 栁橋 美輝(1) 19.40 横林 萌香(1) 11.28

円盤投 高校生･上田染谷丘 高校生･上田高 高校生･野沢南高 高校生･上田東高 高校生･岩村田高 高校生･上田染谷丘 高校生･丸子修学館 高校生･上田染谷丘
09/05 今野 瑠奈(3) 36.88 栁澤 優羽(2) 35.25 清水 風(2) 28.30 市川 夏雅里(2) 24.39 小林 凛(2) 24.29 栁橋 美輝(1) 23.84 土屋 ほのか(2) 22.89 丸山 彩音(1) 15.50

やり投 高校生･野沢南高 高校生･上田染谷丘 高校生･上田千曲高 高校生･上田東高 高校生･上田千曲高 高校生･丸子修学館 高校生･佐久長聖高 高校生･丸子修学館
09/05 佐久長聖高       47.33 上田染谷丘       53.33 上田高       53.59 丸子修学館       55.92 野沢北高       58.21 岩村田高       58.35 上田千曲高       59.18

4x100mR 中津 晴葉(3) 富山 萌衣(1) 有賀 明子(1) 丸山 彩音(1) 佐藤 美和(1) 近藤 桜(1) 細田 怜奈(1)
深澤 あまね(3) 行田 優空(1) 宮下 留花(1) 田中 咲(2) 宮原 和音(1) 出澤 愛子(2) 清水 風(2)
土屋 ほのか(2) 山田 萌花(2) 神林 杏花(1) 栁橋 美輝(1) 小林 優芽乃(1) 及川 葉月(1) 小林 凛(2)
前田 望乃花(3) 髙尾 玲良(2) 細田 音衣(2) 堤 ヒトミ(2) 磯部 遥歌(1) 古幡 野々風(1) 滝澤 桜叶(2)

09/05 佐久長聖高     3,56.32 上田染谷丘     4,35.99 丸子修学館     4,51.46
4x400mR 市川 笑花(1) 髙尾 玲良(2) 田中 咲(2)

前田 望乃花(3) 工藤 涼風(1) 堤 ヒトミ(2)
深澤 あまね(3) 成田 香穂(2) 丸山 彩音(1)
渡邉 陽乃(1) 山田 萌花(2) 栁橋 美輝(1)

09/06 小学女子ＯＰ   0.0中嶋 優佳(4) 10.23 土屋 茉鈴(4) 11.54 清水 梨乃(4) 11.55 小林 優奈(4) 11.81 荻原 推(4) 11.86 小林 結乃(4) 13.97 石井 愛奈(4) 16.14
60ｍH 小学生･軽井沢A&AC 小学生･軽井沢A&AC 小学生･T&F佐久平 小学生･T&F佐久平 小学生･軽井沢A&AC 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･T&F佐久平



決勝 9月5日 11:15

高校新              11.88

[ 1組] 風速 +2.6 [ 2組] 風速 +1.7

 1 鈴木 天音(1) 高校生     13.38  1 深澤 あまね(3) 高校生     12.04 
ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ 佐久長聖高 ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 佐久長聖高

 2 菅沼 花菜(1) 高校生     13.60  2 前田 望乃花(3) 高校生     12.35 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ 野沢南高 ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 佐久長聖高

 3 古越 茉帆(1) 高校生     13.83  3 中津 晴葉(3) 高校生     12.38 
ﾌﾙｺｼ ﾏﾎ 佐久長聖高 ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ 佐久長聖高

 4 高寺 凜(1) 高校生     14.54  4 堤 ヒトミ(2) 高校生     12.95 
ﾀｶﾃﾗ ﾘﾝ 上田高 ﾂﾂﾐ ﾋﾄﾐ 丸子修学館

 5 小松 晴香(1) 高校生     17.26  5 吉田 七海(1) 高校生     13.14 
ｺﾏﾂ ﾊﾙｶ 上田高 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ 佐久長聖高
宮下 留花(1) 高校生  6 荻原 希乃愛(1) 高校生     13.15 
ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ 上田高 ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 佐久長聖高
沼野 藍(2) 高校生  7 岩下 栞(2) 高校生     13.41 
ﾇﾏﾉ ｱｲ 佐久長聖高 ｲﾜｼﾀ ｼｵﾘ 佐久長聖高

   1 深澤 あまね(3) 高校生 佐久長聖高     12.04 (+1.7)   2   1
   2 前田 望乃花(3) 高校生 佐久長聖高     12.35 (+1.7)   2   2
   3 中津 晴葉(3) 高校生 佐久長聖高     12.38 (+1.7)   2   3
   4 堤 ヒトミ(2) 高校生 丸子修学館     12.95 (+1.7)   2   4
   5 吉田 七海(1) 高校生 佐久長聖高     13.14 (+1.7)   2   5
   6 荻原 希乃愛(1) 高校生 佐久長聖高     13.15 (+1.7)   2   6
   7 鈴木 天音(1) 高校生 佐久長聖高     13.38 (+2.6)   1   1
   8 岩下 栞(2) 高校生 佐久長聖高     13.41 (+1.7)   2   7
   9 菅沼 花菜(1) 高校生 野沢南高     13.60 (+2.6)   1   2
  10 古越 茉帆(1) 高校生 佐久長聖高     13.83 (+2.6)   1   3
  11 高寺 凜(1) 高校生 上田高     14.54 (+2.6)   1   4
  12 小松 晴香(1) 高校生 上田高     17.26 (+2.6)   1   5

 2267
 1418
 1417

 1385
 2265
 1303
 2263
 2251
 1249

備考 組 順位
 1304
 1309
 1300

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

3  2251

タイムレース

2  2265

6  1303

4  1300

7  1385

所属名 記録／備考
8  1304

5  1309

8  2255
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

7  1417

5  1415
欠場

4  2267

3  1418

6  2263

2  1249

高校女子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



決勝 9月5日 13:45

高校新              24.44

風速 -2.1

 1 堤 ヒトミ(2) 高校生     27.08 
ﾂﾂﾐ ﾋﾄﾐ 丸子修学館

 2 吉田 七海(1) 高校生     27.72 
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ 佐久長聖高

 3 市川 七海(2) 高校生     31.58 
ｲﾁｶﾜ ﾅﾅﾐ 上田高
深澤 あまね(3) 高校生
ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 佐久長聖高
山田 萌花(2) 高校生
ﾔﾏﾀﾞ ﾓｶ 上田染谷丘
前田 望乃花(3) 高校生
ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 佐久長聖高

高校女子

200m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  1385

5  2265

4  1429

3  1304
欠場

6  1456
欠場

7  1309
欠場



決勝 9月5日 11:00

高校新              55.42

 1 大鹿 愛和(1) 高校生   1,00.14 
ｵｵｼｶ ﾏﾅ 佐久長聖高

 2 柏木 萌(1) 高校生   1,05.37 
ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ 佐久長聖高

 3 今井 菜々子(2) 高校生   1,06.32 
ｲﾏｲ ﾅﾅｺ 野沢南高

 4 山田 萌花(2) 高校生   1,09.47 
ﾔﾏﾀﾞ ﾓｶ 上田染谷丘

 5 細田 音衣(2) 高校生   1,13.08 
ﾎｿﾀﾞ ｵﾄｲ 上田高

 6 市川 七海(2) 高校生   1,17.69 
ｲﾁｶﾜ ﾅﾅﾐ 上田高
平島 葵(2) 高校生
ﾋﾗｼﾞﾏ ｱｵｲ 上田東高

高校女子

400m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  2266

5  1307

7  1256

6  1456

4  1438
欠場

2  1428

8  1429



決勝 9月5日 13:15

高校新            2,05.78

[ 1組] [ 2組]

工藤 涼風(1) 高校生     2,36.86  1 渡邉 陽乃(1) 高校生   2,19.31 
ｸﾄﾞｳ ｽｽﾞｶ 上田染谷丘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾉ 佐久長聖高
下村 真由(2) 高校生     2,38.05  2 市川 笑花(1) 高校生   2,22.45 
ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕ 佐久長聖高 ｲﾁｶﾜ ｴﾐｶ 佐久長聖高
玉井 南帆(1) 高校生     2,48.10  3 渡邉 美祐(2) 高校生   2,31.40 
ﾀﾏｲ ﾐﾅﾎ 上田高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｳ 小諸高
平島 葵(2) 高校生     2,49.77  4 冨沢 花(2) 高校生   2,50.25 
ﾋﾗｼﾞﾏ ｱｵｲ 上田東高 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾊﾅ 野沢南高
古幡 野々風(1) 高校生     2,55.11 古旗 葵(2) 高校生
ﾌﾙﾊﾀ ﾉﾉｶ 岩村田高 ﾌﾙﾊﾀ ｱｵｲ 上田東高
杉下 真優(1) 高校生 中島 優菜(1) 高校生
ｽｷﾞｼﾀ ﾏﾕ 佐久長聖高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾅ 野沢南高

高校女子

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  1461 2  1305

(参考記録)
2  2252 6  1306

(参考記録)
6  1413 4  1346

(参考記録)
5  1438 7  1255

(参考記録)
7  1273 3  1434

(参考記録) 欠場
4  2264 5  1250

欠場 欠場



   1 渡邉 陽乃(1) 高校生 佐久長聖高     2,19.31   2   1
   2 市川 笑花(1) 高校生 佐久長聖高     2,22.45   2   2
   3 渡邉 美祐(2) 高校生 小諸高     2,31.40   2   3
   8 冨沢 花(2) 高校生 野沢南高     2,50.25   2   4
   9 古幡 野々風(1) 高校生 岩村田高 記録なし
   4 工藤 涼風(1) 高校生 上田染谷丘 記録なし
   5 下村 真由(2) 高校生 佐久長聖高 記録なし
   6 玉井 南帆(1) 高校生 上田高 記録なし
   7 平島 葵(2) 高校生 上田東高 記録なし

高校女子

800m                
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
 1305
 1306

 1438

 1346
 1255
 1273
 1461
 2252
 1413



決勝 9月5日  9:30

高校新            4,17.77

 1 牧内 愛華(2) 高校生   5,11.32 
ﾏｷｳﾁ ﾏﾅｶ 佐久長聖高

 2 古旗 葵(2) 高校生   5,16.18 
ﾌﾙﾊﾀ ｱｵｲ 上田東高

 3 冨沢 花(2) 高校生   5,34.21 
ﾄﾐｻﾞﾜ ﾊﾅ 野沢南高

 4 滝澤 桜叶(2) 高校生   5,36.42 
ﾀｷｻﾞﾜ ｵｳｶ 上田千曲高

 5 久保田 詩乃(2) 高校生   5,43.53 
ｸﾎﾞﾀ ｳﾀﾉ 上田高

 6 成田 香穂(2) 高校生   5,53.79 
ﾅﾘﾀ ｶﾎ 上田染谷丘

高校女子

1500m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  2254

1  1434

5  1255

2  1493

6  1426

3  1457



決勝 9月5日 10:50

高校新              13.84

風速 +2.5

 1 中津 晴葉(3) 高校生     13.66 
ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ 佐久長聖高

 2 土屋 ほのか(2) 高校生     14.24 
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 佐久長聖高

 3 髙尾 玲良(2) 高校生     15.16 
ﾀｶｵ ﾚｲﾗ 上田染谷丘

 4 大森 里香(1) 高校生     15.43 
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 佐久長聖高

高校女子

100mH               

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  1300

6  2253

9  1453

7  1301



決勝 9月5日 13:00

 1 塚田 菜々(3) 高校生   1,03.72 
ﾂｶﾀﾞ ﾅﾅ 佐久長聖高

 2 大鹿 愛和(1) 高校生   1,06.14 
ｵｵｼｶ ﾏﾅ 佐久長聖高

 3 柏木 萌(1) 高校生   1,13.12 
ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ 佐久長聖高

 4 今井 菜々子(2) 高校生   1,13.66 
ｲﾏｲ ﾅﾅｺ 野沢南高

 5 田中 咲(2) 高校生   1,13.70 
ﾀﾅｶ ｻｷ 丸子修学館

 6 泰井 柊香(2) 高校生   1,20.81 
ﾀｲｲ ｼｭｳｶ 上田高

高校女子

400mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  1298

9  2266

5  1307

4  1256

8  1384

6  1427



決勝 9月5日 12:30

高校新              46.86

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 佐久長聖高  1300 中津 晴葉(3)     47.33 

ｻｸﾁｮｳｾｲ ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ
 1304 深澤 あまね(3)

ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ
 2253 土屋 ほのか(2)

ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ
 1309 前田 望乃花(3)

ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ
 2   3 上田染谷丘  1460 富山 萌衣(1)     53.33 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ
 1462 行田 優空(1)

ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾕﾗ
 1456 山田 萌花(2)

ﾔﾏﾀﾞ ﾓｶ
 1453 髙尾 玲良(2)

ﾀｶｵ ﾚｲﾗ
 3   8 上田高  1412 有賀 明子(1)     53.59 

ｳｴﾀﾞｺｳ ｱﾙｶﾞ ｱｷｺ
 1415 宮下 留花(1)

ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ
 1416 神林 杏花(1)

ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ
 1428 細田 音衣(2)

ﾎｿﾀﾞ ｵﾄｲ
 4   2 丸子修学館  1386 丸山 彩音(1)     55.92 

ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝ ﾏﾙﾔﾏ ｱﾔﾈ
 1384 田中 咲(2)

ﾀﾅｶ ｻｷ
 1387 栁橋 美輝(1)

ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ ﾐｷ
 1385 堤 ヒトミ(2)

ﾂﾂﾐ ﾋﾄﾐ
 5   5 野沢北高  1231 佐藤 美和(1)     58.21 

ﾉｻﾞﾜｷﾀｺｳ ｻﾄｳ ﾐﾜ
 1230 宮原 和音(1)

ﾐﾔﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾈ
 1228 小林 優芽乃(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒﾉ
 1229 磯部 遥歌(1)

ｲｿﾍﾞ ﾊﾙｶ
 6   4 岩村田高  1271 近藤 桜(1)     58.35 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ｺﾝﾄﾞｳ ｻｸﾗ
 1268 出澤 愛子(2)

ｲﾃﾞｻﾞﾜ ｱｲｺ
 1270 及川 葉月(1)

ｵｲｶﾜ ﾊｽﾞｷ
 1273 古幡 野々風(1)

ﾌﾙﾊﾀ ﾉﾉｶ
 7   6 上田千曲高  1490 細田 怜奈(1)     59.18 

ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ
 1488 清水 風(2)

ｼﾐｽﾞ ｳﾀ
 1494 小林 凛(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ
 1493 滝澤 桜叶(2)

ﾀｷｻﾞﾜ ｵｳｶ

高校女子

4x100mR             

決勝



決勝 9月6日 10:35

中学新              12.05

[ 1組] 風速 -1.3 [ 2組] 風速 +1.8

 1 山邊 栞那(2) 中学生     14.29  1 風巻 里奈(1) 中学生     14.83 
ﾔﾏﾍﾞ ｶﾝﾅ 上田第一中 ｶｻﾞﾏｷ ﾘﾅ 小諸東中

 2 堀内 あのん(1) 中学生     15.06  2 今井 乙希(2) 中学生     15.14 
ﾎﾘｳﾁ ｱﾉﾝ 上田四中 ｲﾏｲ ｲﾂｷ 芦原中

 3 中村 春花(1) 中学生     15.51  3 田中 優羽(2) 中学生     15.27 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ 上田第五中 ﾀﾅｶ ﾕｳ 浅間中

 4 中澤 萌果(1) 中学生     15.74  4 内藤 真帆(2) 中学生     15.49 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾓｶ 上田四中 ﾅｲﾄｳ ﾏﾎ 東御東部

 5 水谷 美咲(2) 中学生     15.87  5 藤林 夢奈(2) 中学生     15.89 
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾐｻｷ 芦原中 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 東御東部

 6 安藤 りほ(1) 中学生     16.04  6 鷹野 花恋(1) 中学生     16.47 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾘﾎ 上田四中 ﾀｶﾉ ｶﾚﾝ 野沢中

 7 竹内 陽菜(1) 中学生     16.56  7 德田 心結(1) 中学生     18.40 
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾅ 上田第五中 ﾄｸﾀﾞ ﾐﾕ 東御東部

 8 小林 咲葵(1) 中学生     16.77 吉村 茉凜(1) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ 上田四中 ﾖｼﾑﾗ ﾏﾘﾝ 浅間中

[ 3組] 風速 +2.2 [ 4組] 風速 +0.6

 1 森角 優菜(2) 中学生     14.14  1 小林 ひより(2) 中学生     13.65 
ﾓﾘｶｸ ﾕﾅ 浅間中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 東御東部

 2 宮島 蒼(1) 中学生     14.65  2 吉澤 諒子(2) 中学生     14.06 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｵ 芦原中 ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｺ 浅間中

 3 塩入 心遥(1) 中学生     14.73  3 加藤 紅葉(1) 中学生     14.33 
ｼｵｲﾘ ｺﾊﾙ 東御東部 ｶﾄｳ ｸﾚﾊ 中込中

 4 林 美緒(2) 中学生     15.04  4 飯高 愛莉(2) 中学生     14.35 
ﾊﾔｼ ﾐｵ 上田第五中 ｲｲﾀｶ ｱｲﾘ 東御東部

 5 箱山 夏未(2) 中学生     15.41  5 黒田 慧(2) 中学生     14.56 
ﾊｺﾔﾏ ﾅﾂﾐ 上田四中 ｸﾛﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 芦原中

 6 内堀 紗衣(1) 中学生     15.52  6 南澤 穂佳(2) 中学生     14.77 
ｳﾁﾎﾞﾘ ｻｴ 小諸東中 ﾐﾅﾐｻﾜ ﾎﾉｶ 上田四中

 7 山本 こなみ(1) 中学生     15.59 北原 彩羽(2) 中学生
ﾔﾏﾓﾄ ｺﾅﾐ 上田第五中 ｷﾀﾊﾗ ｲﾛﾊ 上田四中

 8 大井 杏樹(1) 中学生     16.18 荻原 藍(1) 中学生
ｵｵｲ ｱﾝｼﾞｭ 野沢中 ｵｷﾞﾊﾗ ｱｲ 浅間中

[ 5組] 風速 -0.1 [ 6組] 風速 -1.1

 1 向井 美来(2) 中学生     13.44  1 福田 笑未(3) 中学生     12.84 
ﾑｶｲ ﾐｸ 浅間中 ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ 堀金中

 2 篠原　百々香(1) 中学生     14.23  2 小柳 梨乃(3) 中学生     12.96 
ｼﾉﾊﾗ ﾓﾓｶ 佐久長聖中 ｺﾔﾅｷﾞ ﾘﾉ 東御東部

 3 宮本 和花奈(2) 中学生     14.36  3 橋本 春花(3) 中学生     13.41 
ﾐﾔﾓﾄ ﾜｶﾅ 東御東部 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ ｱｽﾘﾃｨｱTC

 4 小山 遥佳(1) 中学生     14.43  4 神津 沙夏(2) 中学生     13.47 
ｺﾔﾏ ﾊﾙｶ 丸子北中 ｺｳﾂﾞ ｻﾅ 御代田中

 5 坂口 瑠唯(2) 中学生     14.68  5 中山 きづな(1) 中学生     14.34 
ｻｶｸﾞﾁ ﾙｲ 上田第五中 ﾅｶﾔﾏ ｷﾂﾞﾅ 軽井沢A&AC

 6 井出 優奈(2) 中学生     14.70 横尾 結月(2) 中学生
ｲﾃﾞ ﾕﾅ 野沢中 ﾖｺｵ ﾕﾂﾞｷ 芦原中
田中 雪乃(2) 中学生 松橋 弥玖(2) 中学生
ﾀﾅｶ ﾕｷﾉ 上田第二中 ﾏﾂﾊｼ ﾐｸ 浅間中
宇都宮 新奈(2) 中学生
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾆﾅ 軽井沢中

欠場 欠場
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中学女子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 福田 笑未(3) 中学生 堀金中     12.84 (-1.1)   6   1
   2 小柳 梨乃(3) 中学生 東御東部     12.96 (-1.1)   6   2
   3 橋本 春花(3) 中学生 ｱｽﾘﾃｨｱTC     13.41 (-1.1)   6   3
   4 向井 美来(2) 中学生 浅間中     13.44 (-0.1)   5   1
   5 神津 沙夏(2) 中学生 御代田中     13.47 (-1.1)   6   4
   6 小林 ひより(2) 中学生 東御東部     13.65 (+0.6)   4   1
   7 吉澤 諒子(2) 中学生 浅間中     14.06 (+0.6)   4   2
   8 森角 優菜(2) 中学生 浅間中     14.14 (+2.2)   3   1
   9 篠原　百々香(1) 中学生 佐久長聖中     14.23 (-0.1)   5   2
  10 山邊 栞那(2) 中学生 上田第一中     14.29 (-1.3)   1   1
  11 加藤 紅葉(1) 中学生 中込中     14.33 (+0.6)   4   3
  12 中山 きづな(1) 中学生 軽井沢A&AC     14.34 (-1.1)   6   5
  13 飯高 愛莉(2) 中学生 東御東部     14.35 (+0.6)   4   4
  14 宮本 和花奈(2) 中学生 東御東部     14.36 (-0.1)   5   3
  15 小山 遥佳(1) 中学生 丸子北中     14.43 (-0.1)   5   4
  16 黒田 慧(2) 中学生 芦原中     14.56 (+0.6)   4   5
  17 宮島 蒼(1) 中学生 芦原中     14.65 (+2.2)   3   2
  18 坂口 瑠唯(2) 中学生 上田第五中     14.68 (-0.1)   5   5
  19 井出 優奈(2) 中学生 野沢中     14.70 (-0.1)   5   6
  20 塩入 心遥(1) 中学生 東御東部     14.73 (+2.2)   3   3
  21 南澤 穂佳(2) 中学生 上田四中     14.77 (+0.6)   4   6
  22 風巻 里奈(1) 中学生 小諸東中     14.83 (+1.8)   2   1
  23 林 美緒(2) 中学生 上田第五中     15.04 (+2.2)   3   4
  24 堀内 あのん(1) 中学生 上田四中     15.06 (-1.3)   1   2
  25 今井 乙希(2) 中学生 芦原中     15.14 (+1.8)   2   2
  26 田中 優羽(2) 中学生 浅間中     15.27 (+1.8)   2   3
  27 箱山 夏未(2) 中学生 上田四中     15.41 (+2.2)   3   5
  28 内藤 真帆(2) 中学生 東御東部     15.49 (+1.8)   2   4
  29 中村 春花(1) 中学生 上田第五中     15.51 (-1.3)   1   3
  30 内堀 紗衣(1) 中学生 小諸東中     15.52 (+2.2)   3   6
  31 山本 こなみ(1) 中学生 上田第五中     15.59 (+2.2)   3   7
  32 中澤 萌果(1) 中学生 上田四中     15.74 (-1.3)   1   4
  33 水谷 美咲(2) 中学生 芦原中     15.87 (-1.3)   1   5
  34 藤林 夢奈(2) 中学生 東御東部     15.89 (+1.8)   2   5
  35 安藤 りほ(1) 中学生 上田四中     16.04 (-1.3)   1   6
  36 大井 杏樹(1) 中学生 野沢中     16.18 (+2.2)   3   8
  37 鷹野 花恋(1) 中学生 野沢中     16.47 (+1.8)   2   6
  38 竹内 陽菜(1) 中学生 上田第五中     16.56 (-1.3)   1   7
  39 小林 咲葵(1) 中学生 上田四中     16.77 (-1.3)   1   8
  40 德田 心結(1) 中学生 東御東部     18.40 (+1.8)   2   7
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決勝 9月6日 13:10

中学新              24.88

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 +0.2

 1 髙橋 みう(2) 中学生     29.10  1 福田 笑未(3) 中学生     25.59 
ﾀｶﾊｼ ﾐｳ 小諸東中 ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ 堀金中

 2 北山 花夏(2) 中学生     29.31  2 小柳 梨乃(3) 中学生     26.05 
ｷﾀﾔﾏ ﾊﾅ 浅間中 ｺﾔﾅｷﾞ ﾘﾉ 東御東部

 3 篠原　百々香(1) 中学生     29.39  3 橋本 春花(3) 中学生     27.47 
ｼﾉﾊﾗ ﾓﾓｶ 佐久長聖中 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ ｱｽﾘﾃｨｱTC

 4 南澤 穂佳(2) 中学生     30.05  4 向井 美来(2) 中学生     27.59 
ﾐﾅﾐｻﾜ ﾎﾉｶ 上田四中 ﾑｶｲ ﾐｸ 浅間中

 5 堀内 あのん(1) 中学生     31.10  5 齋藤 優羽(2) 中学生     28.44 
ﾎﾘｳﾁ ｱﾉﾝ 上田四中 ｻｲﾄｳ ﾕｳ 御代田中

 6 箱山 夏未(2) 中学生     32.19  6 小山 遥佳(1) 中学生     30.28 
ﾊｺﾔﾏ ﾅﾂﾐ 上田四中 ｺﾔﾏ ﾊﾙｶ 丸子北中
北原 彩羽(2) 中学生
ｷﾀﾊﾗ ｲﾛﾊ 上田四中

6  4640
欠場

4  4649 5  4517

8  4647 7  4267

2  4641 6  4147

7  4375 2    43

5  4131 4  4415

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  4283 3  8752

中学女子

200m                

決勝
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   1 福田 笑未(3) 中学生 堀金中     25.59 (+0.2)   2   1
   2 小柳 梨乃(3) 中学生 東御東部     26.05 (+0.2)   2   2
   3 橋本 春花(3) 中学生 ｱｽﾘﾃｨｱTC     27.47 (+0.2)   2   3
   4 向井 美来(2) 中学生 浅間中     27.59 (+0.2)   2   4
   5 齋藤 優羽(2) 中学生 御代田中     28.44 (+0.2)   2   5
   6 髙橋 みう(2) 中学生 小諸東中     29.10 (+0.5)   1   1
   7 北山 花夏(2) 中学生 浅間中     29.31 (+0.5)   1   2
   8 篠原　百々香(1) 中学生 佐久長聖中     29.39 (+0.5)   1   3
   9 南澤 穂佳(2) 中学生 上田四中     30.05 (+0.5)   1   4
  10 小山 遥佳(1) 中学生 丸子北中     30.28 (+0.2)   2   6
  11 堀内 あのん(1) 中学生 上田四中     31.10 (+0.5)   1   5
  12 箱山 夏未(2) 中学生 上田四中     32.19 (+0.5)   1   6
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中学女子



決勝 9月6日 12:40

中学新            2,13.56

[ 1組] [ 2組]

 1 竹内 彩夏(3) 中学生   2,40.82  1 牧内 大華(3) 中学生   2,23.24 
ﾀｹｳﾁ ｱﾔｶ 東御東部 ﾏｷｳﾁ ﾋﾛｶ 丸子北中

 2 髙橋 彩花(1) 中学生   2,41.63  2 中村 羽来(1) 中学生   2,29.14 
ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ 上田第三中 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ 丸子中

 3 南正覚 鈴(2) 中学生   2,51.90  3 橋詰 史歩(3) 中学生   2,30.19 
ﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｸ ﾘﾝ 上田四中 ﾊｼﾂﾞﾒ ｼﾎ 上田第六中

 4 田中 莉奈(2) 中学生   2,53.49  4 津田 燈(2) 中学生   2,31.56 
ﾀﾅｶ ﾘﾅ 小諸東中 ﾂﾀﾞ ｱｶﾘ 軽井沢中

 5 吉澤 友楽(1) 中学生   3,02.78  5 菊地 遥奈(1) 中学生   2,40.99 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾕﾗ 佐久東 ｷｸﾁ ﾊﾙﾅ 東御東部

 6 宮下 奏海(2) 中学生   3,03.02  6 東海林 優心花(2)中学生   2,47.87 
ﾐﾔｼﾀ ｶﾅﾐ 東御東部 ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾕﾐｶ 野沢中

   1 牧内 大華(3) 中学生 丸子北中     2,23.24   2   1
   2 中村 羽来(1) 中学生 丸子中     2,29.14   2   2
   3 橋詰 史歩(3) 中学生 上田第六中     2,30.19   2   3
   4 津田 燈(2) 中学生 軽井沢中     2,31.56   2   4
   5 竹内 彩夏(3) 中学生 東御東部     2,40.82   1   1
   6 菊地 遥奈(1) 中学生 東御東部     2,40.99   2   5
   7 髙橋 彩花(1) 中学生 上田第三中     2,41.63   1   2
   8 東海林 優心花(2) 中学生 野沢中     2,47.87   2   6
   9 南正覚 鈴(2) 中学生 上田四中     2,51.90   1   3
  10 田中 莉奈(2) 中学生 小諸東中     2,53.49   1   4
  11 吉澤 友楽(1) 中学生 佐久東     3,02.78   1   5
  12 宮下 奏海(2) 中学生 東御東部     3,03.02   1   6
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決勝 9月6日 14:05

中学新            4,28.36

 1 牧内 大華(3) 中学生   4,52.08 
ﾏｷｳﾁ ﾋﾛｶ 丸子北中

 2 菊地 遥奈(1) 中学生   5,16.02 
ｷｸﾁ ﾊﾙﾅ 東御東部

 3 竹花 明姫(3) 中学生   5,20.04 
ﾀｹﾊﾅ ｱｷ 立科

 4 髙橋 彩花(1) 中学生   5,39.92 
ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ 上田第三中

 5 春原 史佳(2) 中学生   6,07.95 
ｽﾉﾊﾗ ﾌﾐｶ 上田第五中

 6 寺島 凜(2) 中学生   6,21.30 
ﾃﾗｼﾏ ﾘﾝ 浅間中
杉山 恵奈(2) 中学生
ｽｷﾞﾔﾏ ｴﾅ 浅間中

3  4134
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決勝 9月6日 10:15

中学新              14.05

[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速 +2.5

 1 江元 香乃(1) 中学生     19.63  1 山邊 栞那(2) 中学生     16.55 
ｴﾓﾄ ｶﾉ 中込中 ﾔﾏﾍﾞ ｶﾝﾅ 上田第一中

 2 須江 陽香(1) 中学生     20.34  2 川上 珠実(2) 中学生     17.47 
ｽｴ ﾊﾙｶ 野沢中 ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ 野沢中

 3 望月 彬(2) 中学生     20.53  3 田口 朱音(2) 中学生     17.80 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｷ 東御東部 ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 軽井沢A&AC

 4 関川 茉桜(1) 中学生     21.04  4 後小路 葉月(2) 中学生     18.82 
ｾｷｶﾜ ﾏｵ 野沢中 ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾊﾂﾞｷ 野沢中

 6 比田井 悠乃葉(1)中学生     21.83  5 井出 優奈(2) 中学生     19.20 
ﾋﾀﾞｲ ﾕﾉﾊ 野沢中 ｲﾃﾞ ﾕﾅ 野沢中

 7 今野 夢香(1) 中学生     22.41  6 森角 優菜(2) 中学生     20.32 
ｺﾝﾉ ﾕｳｶ 軽井沢中 ﾓﾘｶｸ ﾕﾅ 浅間中
木内 柚乃(3) 中学生 松橋 弥玖(2) 中学生
ｷｳﾁ ﾕｽﾞﾉ 軽井沢A&AC ﾏﾂﾊｼ ﾐｸ 浅間中
北村 愛莉(1) 中学生
ｷﾀﾑﾗ ｱｲﾘ 上田第一中

[ 3組] 風速 +0.8

 1 唐澤 さくら(3) 中学生     14.36 
ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 軽井沢A&AC

 2 佐伯 風帆(3) 中学生     14.42 
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢A&AC

 3 並木 彩華(1) 中学生     14.83 
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 野沢中

 4 吉田 彩葉(2) 中学生     15.70 
ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 野沢中

 5 大森 玲花(1) 中学生     15.92 
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC

 6 関澤 きらり(3) 中学生     16.12 
ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 軽井沢A&AC

 7 中島 杏佳(1) 中学生     16.44 
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 野沢中

   1 唐澤 さくら(3) 中学生 軽井沢A&AC     14.36 (+0.8)   3   1
   2 佐伯 風帆(3) 中学生 軽井沢A&AC     14.42 (+0.8)   3   2
   3 並木 彩華(1) 中学生 野沢中     14.83 (+0.8)   3   3
   4 吉田 彩葉(2) 中学生 野沢中     15.70 (+0.8)   3   4
   5 大森 玲花(1) 中学生 軽井沢A&AC     15.92 (+0.8)   3   5
   6 関澤 きらり(3) 中学生 軽井沢A&AC     16.12 (+0.8)   3   6
   7 中島 杏佳(1) 中学生 野沢中     16.44 (+0.8)   3   7
   8 山邊 栞那(2) 中学生 上田第一中     16.55 (+2.5)   2   1
   9 川上 珠実(2) 中学生 野沢中     17.47 (+2.5)   2   2
  10 田口 朱音(2) 中学生 軽井沢A&AC     17.80 (+2.5)   2   3
  11 後小路 葉月(2) 中学生 野沢中     18.82 (+2.5)   2   4
  12 井出 優奈(2) 中学生 野沢中     19.20 (+2.5)   2   5
  13 江元 香乃(1) 中学生 中込中     19.63 (-0.2)   1   1
  14 森角 優菜(2) 中学生 浅間中     20.32 (+2.5)   2   6
  15 須江 陽香(1) 中学生 野沢中     20.34 (-0.2)   1   2
  16 望月 彬(2) 中学生 東御東部     20.53 (-0.2)   1   3
  17 関川 茉桜(1) 中学生 野沢中     21.04 (-0.2)   1   4
  18 比田井 悠乃葉(1) 中学生 野沢中     21.83 (-0.2)   1   6
  19 今野 夢香(1) 中学生 軽井沢中     22.41 (-0.2)   1   7
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決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 9月6日 11:55

中学新              48.17

[ 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 上田第五中  4682 春原 史佳(2)     57.08  1   3 野沢中  4104 川上 珠実(2)     52.72 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳ ｽﾉﾊﾗ ﾌﾐｶ ﾉｻﾞﾜﾁｭｳ ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ
 4681 坂口 瑠唯(2)  4087 並木 彩華(1)

ｻｶｸﾞﾁ ﾙｲ ﾅﾐｷ ｱﾔｶ
 4648 林 美緒(2)  4086 中嶋 杏佳(1)

ﾊﾔｼ ﾐｵ ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ
 4683 高見澤 茉那(2)  4109 吉田 彩葉(2)

ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾏﾅ ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ
 2   6 上田四中  4649 箱山 夏未(2)     57.67  2   4 軽井沢A&AC    97 関澤 きらり(3)     53.32 

ｳｴﾀﾞﾖﾝﾁｭｳ ﾊｺﾔﾏ ﾅﾂﾐ ｶﾙｲｻﾞﾜA&AC ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ
 4647 堀内 あのん(1)    87 大森 玲花(1)

ﾎﾘｳﾁ ｱﾉﾝ ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ
 4641 南澤 穂佳(2)    84 田口 朱音(2)

ﾐﾅﾐｻﾜ ﾎﾉｶ ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ
 4640 北原 彩羽(2)    94 佐伯 風帆(3)

ｷﾀﾊﾗ ｲﾛﾊ ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ
 3   2 軽井沢中  4249 津田 燈(2)     57.80  3   2 浅間中  4132 吉澤 諒子(2)     56.33 

ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳ ﾂﾀﾞ ｱｶﾘ ｱｻﾏﾁｭｳ ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｺ
 4241 星野 紗菜(1)  4147 向井 美来(2)

ﾎｼﾉ ｻﾅ ﾑｶｲ ﾐｸ
 4246 小島 羽な花(1)  4149 森角 優菜(2)

ｺｼﾞﾏ ﾊﾅｶ ﾓﾘｶｸ ﾕﾅ
 4240 今野 夢香(1)  4131 北山 花夏(2)

ｺﾝﾉ ﾕｳｶ ｷﾀﾔﾏ ﾊﾅ
 4   5 小諸東中  4289 風巻 里奈(1)     58.23   5 東御東部  8779 清水 藤子(2)

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｶｻﾞﾏｷ ﾘﾅ ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺ 失格
 4287 内堀 紗衣(1)  8777 飯高 愛莉(2)

ｳﾁﾎﾞﾘ ｻｴ ｲｲﾀｶ ｱｲﾘ
 4288 佐々木 小夏(1)  4391 宮本 和花奈(2)

ｻｻｷ ｺﾅﾂ ﾐﾔﾓﾄ ﾜｶﾅ
 4283 髙橋 みう(2)  8773 小林 ひより(2)

ﾀｶﾊｼ ﾐｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ
  4 上田第一中   6 御代田中  4269 小山 知華(2)

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｲﾁ 欠場 ﾐﾖﾀﾁｭｳ ｺﾔﾏ ﾁｶ 失格
 4267 齋藤 優羽(2)

ｻｲﾄｳ ﾕｳ
 4266 市川 麻奈(2)

ｲﾁｶﾜ ﾏﾅ
 4256 神津 沙夏(2)

ｺｳﾂﾞ ｻﾅ

   1 野沢中     52.72 川上 珠実(2) 並木 彩華(1) 中嶋 杏佳(1) 吉田 彩葉(2)   2   1
   2 軽井沢A&AC     53.32 関澤 きらり(3)大森 玲花(1) 田口 朱音(2) 佐伯 風帆(3)   2   2
   3 浅間中     56.33 吉澤 諒子(2) 向井 美来(2) 森角 優菜(2) 北山 花夏(2)   2   3
   4 上田第五中     57.08 春原 史佳(2) 坂口 瑠唯(2) 林 美緒(2) 高見澤 茉那(2)  1   1
   5 上田四中     57.67 箱山 夏未(2) 堀内 あのん(1)南澤 穂佳(2) 北原 彩羽(2)   1   2
   6 軽井沢中     57.80 津田 燈(2) 星野 紗菜(1) 小島 羽な花(1)今野 夢香(1)   1   3
   7 小諸東中     58.23 風巻 里奈(1) 内堀 紗衣(1) 佐々木 小夏(1)髙橋 みう(2)   1   4

ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

中学女子

4x100mR             

決勝

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考



決勝 9月5日 11:50

[ 1組] 風速 +1.6 [ 2組] 風速 +2.4

 1 井出 杏奈(5) 小学生     17.46  1 高野 寧々(5) 小学生     15.53 
ｲﾃﾞ  ｱﾝﾅ T&F佐久平 ﾀｶﾉ ﾈﾈ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 佐々木 彩音(4) 小学生     17.47  2 斉藤 あおば(5) 小学生     16.09 
ｻｻｷ ｱﾔﾈ 軽井沢A&AC ｻｲﾄｳ ｱｵﾊﾞ 真田陸上教室

 3 石井 華蓮(5) 小学生     17.71  3 川上 瑞詠(5) 小学生     16.34 
ｲｼｲ ｶﾚﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｶﾜｶﾐ  ﾐｽﾞｴ T&F佐久平

 4 櫻井 結月(4) 小学生     17.73  4 塩谷 葵音(5) 小学生     16.47 
ｻｸﾗｲ ﾕﾂﾞｷ 望月AC ｼｵﾔ  ｱｵﾈ T&F佐久平

 5 松原 美柚(5) 小学生     17.98  5 荻原 怜愛(4) 小学生     16.67 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾕ 望月AC ｵｷﾞﾜﾗ ﾚﾅ 軽井沢A&AC

 6 荻原 明日美(4) 小学生     19.02  6 柳澤 有唯(4) 小学生     16.99 
ｵｷﾞﾜﾗ ｱｽﾐ 東御市陸上教室 ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ｱﾘｲ T&F佐久平

 7 原野 優莉(4) 小学生     19.04  7 簾田 あいら(5) 小学生     17.19 
ﾊﾗﾉ ﾕｳﾘ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾐｽﾀﾞ ｱｲﾗ 望月AC
大井 南(5) 小学生  8 竹内 千尋(5) 小学生     17.28 
ｵｵｲ  ﾐﾅﾐ T&F佐久平 ﾀｹｳﾁ  ﾁﾋﾛ T&F佐久平
石井 愛奈(4) 小学生
ｲｼｲ  ｱｲﾅ T&F佐久平

[ 3組] 風速 +0.5

 1 佐藤 澪夏(6) 小学生     14.47 
ｻﾄｳ ﾚｲﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 中島 那瑠(4) 小学生     16.12 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾙ あさまねSC

 3 坂井 捺生(6) 小学生     16.17 
ｻｶｲ ﾅﾂｷ 東御市陸上教室

 4 矢島 羽花(4) 小学生     16.26 
ﾔｼﾞﾏ ﾊﾅ 望月AC

 5 鴫原  凛(6) 小学生     16.30 
ｼｷﾞﾊﾗ ﾘﾝ 軽井沢西部小

 6 荻原 推(4) 小学生     16.48 
ｵｷﾞﾜﾗ ｽｲ 軽井沢A&AC

 7 小山 陽菜乃(4) 小学生     17.03 
ｺﾔﾏ ﾋﾅﾉ あさまねSC

 8 高木 咲良(6) 小学生     17.17 
ﾀｶｷﾞ ｻｸﾗ 東御市陸上教室

   1 佐藤 澪夏(6) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     14.47 (+0.5)   3   1
   2 高野 寧々(5) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.53 (+2.4)   2   1
   3 斉藤 あおば(5) 小学生 真田陸上教室     16.09 (+2.4)   2   2
   4 中島 那瑠(4) 小学生 あさまねSC     16.12 (+0.5)   3   2
   5 坂井 捺生(6) 小学生 東御市陸上教室     16.17 (+0.5)   3   3
   6 矢島 羽花(4) 小学生 望月AC     16.26 (+0.5)   3   4
   7 鴫原  凛(6) 小学生 軽井沢西部小     16.30 (+0.5)   3   5
   8 川上 瑞詠(5) 小学生 T&F佐久平     16.34 (+2.4)   2   3
   9 塩谷 葵音(5) 小学生 T&F佐久平     16.47 (+2.4)   2   4
  10 荻原 推(4) 小学生 軽井沢A&AC     16.48 (+0.5)   3   6
  11 荻原 怜愛(4) 小学生 軽井沢A&AC     16.67 (+2.4)   2   5
  12 柳澤 有唯(4) 小学生 T&F佐久平     16.99 (+2.4)   2   6
  13 小山 陽菜乃(4) 小学生 あさまねSC     17.03 (+0.5)   3   7
  14 高木 咲良(6) 小学生 東御市陸上教室     17.17 (+0.5)   3   8
  15 簾田 あいら(5) 小学生 望月AC     17.19 (+2.4)   2   7
  16 竹内 千尋(5) 小学生 T&F佐久平     17.28 (+2.4)   2   8
  17 井出 杏奈(5) 小学生 T&F佐久平     17.46 (+1.6)   1   1
  18 佐々木 彩音(4) 小学生 軽井沢A&AC     17.47 (+1.6)   1   2
  19 石井 華蓮(5) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     17.71 (+1.6)   1   3
  20 櫻井 結月(4) 小学生 望月AC     17.73 (+1.6)   1   4
  21 松原 美柚(5) 小学生 望月AC     17.98 (+1.6)   1   5
  22 荻原 明日美(4) 小学生 東御市陸上教室     19.02 (+1.6)   1   6
  23 原野 優莉(4) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     19.04 (+1.6)   1   7

小学女子

100m

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
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決勝 9月6日  9:05

[ 1組] [ 2組]

 1 帯刀 結(6) 小学生   3,46.77  1 北原 和(6) 小学生   3,08.90 
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾕｲ 真田ｸﾗﾌﾞ小 ｷﾀﾊﾗ ﾅｺﾞﾐ 真田ｸﾗﾌﾞ小

 2 塩入 心寧(4) 小学生   3,49.84  2 田畑 香奈(6) 小学生   3,22.94 
ｼｵｲﾘ ｺｺﾈ 腰越JSC ﾀﾊﾞﾀ ｶﾅ 真田ｸﾗﾌﾞ小

 3 横関 小晴(6) 小学生   3,53.48  3 北原 亜純(5) 小学生   3,36.66 
ﾖｺｾﾞｷ ｺﾊﾙ 真田ｸﾗﾌﾞ小 ｷﾀﾊﾗ ｱｽﾞﾐ 真田ｸﾗﾌﾞ小

 4 林 美慧(5) 小学生   3,58.02  4 七海 真帆(6) 小学生   3,41.75 
ﾊﾔｼ ﾐｻﾄ 腰越JSC ﾅﾅｳﾐ ﾏﾎ 腰越JSC

 5 佐藤 一帆(5) 小学生   4,01.09  5 沖浦 果花(6) 小学生   3,42.30 
ｻﾄｳ ｶｽﾞﾎ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｵｷｳﾗ  ﾐﾊﾅ T&F佐久平

 6 藤極 麻央(4) 小学生   4,01.52  6 油井 ひなの(6) 小学生   3,48.65 
ﾌｼﾞｷﾞﾜ ﾏｵ 真田ｸﾗﾌﾞ小 ﾕｲ  ﾋﾅﾉ T&F佐久平

 7 帯刀 晶(4) 小学生   4,02.81 竹花 ひまり(4) 小学生
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱｷ 真田ｸﾗﾌﾞ小 ﾀｹﾊﾅ ﾋﾏﾘ 腰越JSC

 8 宮島 咲子(4) 小学生   4,04.35 黒沢 燈(5) 小学生
ﾐﾔｼﾞﾏ ｻｷｺ 真田ｸﾗﾌﾞ小 ｸﾛｻﾜ ｱｶﾘ 腰越JSC

 9 安本 桃音(6) 小学生   4,07.34 成澤 あん里(6) 小学生
ﾔｽﾓﾄ ﾓﾓﾈ 東御市陸上教室 ﾅﾙｻﾜ ｱﾝﾘ 腰越JSC

10 竹内 真琴(6) 小学生   4,08.01 
ﾀｹｳﾁ  ﾏｺﾄ T&F佐久平

   1 北原 和(6) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ小     3,08.90   2   1
   2 田畑 香奈(6) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ小     3,22.94   2   2
   3 北原 亜純(5) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ小     3,36.66   2   3
   4 七海 真帆(6) 小学生 腰越JSC     3,41.75   2   4
   5 沖浦 果花(6) 小学生 T&F佐久平     3,42.30   2   5
   6 帯刀 結(6) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ小     3,46.77   1   1
   7 油井 ひなの(6) 小学生 T&F佐久平     3,48.65   2   6
   8 塩入 心寧(4) 小学生 腰越JSC     3,49.84   1   2
   9 横関 小晴(6) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ小     3,53.48   1   3
  10 林 美慧(5) 小学生 腰越JSC     3,58.02   1   4
  11 佐藤 一帆(5) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     4,01.09   1   5
  12 藤極 麻央(4) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ小     4,01.52   1   6
  13 帯刀 晶(4) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ小     4,02.81   1   7
  14 宮島 咲子(4) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ小     4,04.35   1   8
  15 安本 桃音(6) 小学生 東御市陸上教室     4,07.34   1   9
  16 竹内 真琴(6) 小学生 T&F佐久平     4,08.01   1  10

  153
   11

  130
  102
   69
  120
  123
  128

  118
  107
   27
  124
    4
  113

記録 備考 組 順位
  117
  122

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名
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4    11

欠場
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7   123 3   104
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3   130 8   118
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9   124 4   117
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決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 9月6日 11:40

風速  0.0

 1 中嶋 優佳(4) 小学生     10.23 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ 軽井沢A&AC

 2 土屋 茉鈴(4) 小学生     11.54 
ﾂﾁﾔ ﾏﾘﾝ 軽井沢A&AC

 3 清水 梨乃(4) 小学生     11.55 
ｼﾐｽﾞ  ﾘﾉ T&F佐久平

 4 小林 優奈(4) 小学生     11.81 
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｳﾅ T&F佐久平

 5 荻原 推(4) 小学生     11.86 
ｵｷﾞﾜﾗ ｽｲ 軽井沢A&AC

 6 小林 結乃(4) 小学生     13.97 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 7 石井 愛奈(4) 小学生     16.14 
ｲｼｲ  ｱｲﾅ T&F佐久平

3    15

9    99

8    63

6    17

4    20

5    85

7    83

小学女子ＯＰ

60ｍH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月5日 13:00

高校新               1.77

1m60
大森 里香(1) 高校生 - - - - - - XO O XXO XXX
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 佐久長聖高
荻原 希乃愛(1) 高校生 - - - - - - O O XXX
ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 佐久長聖高
関谷 和香(2) 高校生 - - - - - O XXO O XXX
ｾｷﾔ ﾉﾄﾞｶ 上田東高
行田 優空(1) 高校生 - - - - O O XXX
ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾕﾗ 上田染谷丘
下島 佳純(1) 高校生 O O O XXX
ｼﾓｼﾞﾏ ｶｽﾐ 上田高
及川 葉月(1) 高校生 XO XXO XXX
ｵｲｶﾜ ﾊｽﾞｷ 岩村田高
依田 智恵梨(3) 高校生 - - - - - - - - - - 記録なし
ﾖﾀﾞ ﾁｴﾘ 佐久長聖高 XXX

1m10 1m15 1m30 1m35 1m40 1m45

高校女子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m50 1m55

記録 備考

1 3  1301  1.50

1m20 1m25

2 5  1303  1.45

3 4  1433  1.45

4 6  1462  1.35

5 1  1411  1.20

6 2  1270  1.15

7  1310



決勝 9月6日 10:00

高校新               3.65

岩下 栞(2) 高校生
ｲﾜｼﾀ ｼｵﾘ 佐久長聖高
鈴木 天音(1) 高校生
ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ 佐久長聖高

 2.70

 2.90

2 1  2263 - XO XO XXX

O O XXX

記録 備考
1 2  2251 - - XO

2m70 2m80 2m90 3m00 3m10

高校女子

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 2m50 2m60



決勝 9月5日 11:00

高校新               6.06

有賀 明子(1) 高校生   4.59   4.69   4.82    4.82 
ｱﾙｶﾞ ｱｷｺ 上田高   -0.2   +1.2   +1.5    +1.5
行田 優空(1) 高校生   4.64   4.59   3.93    4.64 
ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾕﾗ 上田染谷丘   +1.0   +0.3   +0.6    +1.0
細田 怜奈(1) 高校生    X   4.55   3.85    4.55 
ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ 上田千曲高   +0.2   +0.1    +0.2
菅沼 花菜(1) 高校生   4.53    -   4.31    4.53 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ 野沢南高   +2.3   +2.2    +2.3
古越 茉帆(1) 高校生   4.49    -   4.34    4.49 
ﾌﾙｺｼ ﾏﾎ 佐久長聖高   +2.6   +0.1    +2.6
近藤 桜(1) 高校生   4.15   4.15   4.10    4.15 
ｺﾝﾄﾞｳ ｻｸﾗ 岩村田高   +2.5   +0.3   +1.0    +0.3
綱島 乙葉(2) 高校生    X    X    X 記録なし
ﾂﾅｼﾏ ｵﾄﾊ 上田東高
富山 萌衣(1) 高校生    X    X    X 記録なし
ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ 上田染谷丘
沼野 藍(2) 高校生 欠場
ﾇﾏﾉ ｱｲ 佐久長聖高

高校女子

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 7  1412

2 3  1462

3 8  1490

4 5  1249

5 4  2267

6 1  1271

6  2255

2  1431

9  1460



決勝 9月5日 13:00

高校新              13.65

安達朋笑(2) 高校生
ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓｴ 上田染谷丘
前島 遥(2) 高校生
ﾏｴｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 上田東高

高校女子

砲丸投              

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 2  1454  6.91  8.63  8.36

2 1  1439   X  7.32  7.62   7.62 

  8.63 



決勝 9月5日  9:30

高校新              44.69

安達朋笑(2) 高校生
ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓｴ 上田染谷丘
神林 杏花(1) 高校生
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ 上田高
今野 瑠奈(3) 高校生
ｺﾝﾉ ﾙﾅ 野沢南高
前島 遥(2) 高校生
ﾏｴｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 上田東高
出澤 愛子(2) 高校生
ｲﾃﾞｻﾞﾜ ｱｲｺ 岩村田高
栁澤 優羽(2) 高校生
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 上田染谷丘
栁橋 美輝(1) 高校生
ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ ﾐｷ 丸子修学館
横林 萌香(1) 高校生
ﾖｺﾊﾞﾔｼ ﾓｶ 上田染谷丘

高校女子

円盤投              

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 7  1454 28.17   X 28.18  28.18 

2 6  1416   X 27.04   X  27.04 

3 8  1254 25.64   X   X  25.64 

4 5  1439   X 22.53 23.84  23.84 

5 3  1268 23.05 23.39 22.42  23.39 

6 4  1455 21.24 22.61   X  22.61 

7 1  1387 19.30 19.40 19.11

8 2  1463   X 11.28   X  11.28 

 19.40 



決勝 9月5日 12:00

高校新              50.93

今野 瑠奈(3) 高校生
ｺﾝﾉ ﾙﾅ 野沢南高
栁澤 優羽(2) 高校生
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 上田染谷丘
清水 風(2) 高校生
ｼﾐｽﾞ ｳﾀ 上田千曲高
市川 夏雅里(2) 高校生
ｲﾁｶﾜ ｶｶﾞﾘ 上田東高
小林 凛(2) 高校生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ 上田千曲高
栁橋 美輝(1) 高校生
ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ ﾐｷ 丸子修学館
土屋 ほのか(2) 高校生
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 佐久長聖高
丸山 彩音(1) 高校生
ﾏﾙﾔﾏ ｱﾔﾈ 丸子修学館

高校女子

やり投              

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  1254   X 30.80 36.88  36.88 

2 7  1455 35.25   X   X  35.25 

3 6  1488 24.87 28.30   -  28.30 

4 5  1432 23.53 18.47 24.39  24.39 

5 4  1494   X 24.29   -  24.29 

6 3  1387 23.84 22.79   -  23.84 

7 2  2253 19.46 22.89   -

8 1  1386 15.50 15.08   -  15.50 

 22.89 



決勝 9月6日 11:10

中学新               1.75

1m51 1m54
漆原 衣咲(3) 中学生 - - - - - - O O O O
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 軽井沢A&AC O XXX
橋本 莉奈(2) 中学生 - - - O O O O XO XXX
ﾊｼﾓﾄ ﾘﾅ 東御東部
木内 結優(2) 中学生 O O O O O XXO XXX
ｷｳﾁ ﾕｳ 野沢中
星野 紗菜(1) 中学生 - - O O O XX- - - - /
ﾎｼﾉ ｻﾅ 軽井沢中
渡辺 みゆ(2) 中学生 - - O O O XXX
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 中込中
若杉 未来(2) 中学生 O O O XO O XXX
ﾜｶｽｷﾞ ﾐｸ 浅間中
東海林 優心花(2) 中学生 O XO O O XXO XXX
ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾕﾐｶ 野沢中
須江 陽香(1) 中学生 O O O O XXX
ｽｴ ﾊﾙｶ 野沢中
佐々木 小夏(1) 中学生 O O O XXO X- - - - - /
ｻｻｷ ｺﾅﾂ 小諸東中
山岸 杏香(2) 中学生 O O O XXX
ﾔﾏｷﾞｼ ﾓﾓｶ 御代田中
市川 麻奈(2) 中学生 O O XO XXX
ｲﾁｶﾜ ﾏﾅ 御代田中
小島 羽な花(1) 中学生 - - XO XXX
ｺｼﾞﾏ ﾊﾅｶ 軽井沢中
川井 莉央那(2) 中学生 O XO XXX
ｶﾜｲ ﾘｵﾅ 御代田中
小山 知華(2) 中学生 O XXX
ｺﾔﾏ ﾁｶ 御代田中
中村 妃更(2) 中学生 O XXX
ﾅｶﾑﾗ ｷｻﾗ 御代田中
宇都宮 新奈(2) 中学生 欠場
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾆﾅ 軽井沢中

14  4247

14 3  4269  1.05

14 4  4253  1.05

11 7  4246  1.15

13 1  4261  1.10

10 2  4271  1.15

11 5  4266  1.15

8 9  4083  1.20

9 8  4288  1.20

6 11  4133  1.25

7 6  4107  1.25

4 10  4241  1.25

4 12  4111  1.25

2 16  8772  1.40

3 15  4105  1.30

1m45 1m48
記録 備考

1 13    91  1.51

1m15 1m20 1m35 1m40

中学女子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m05 1m10 1m25 1m30



決勝 9月6日 10:00

中学新               3.35

2m40 2m50 2m60 3m30
小林 ひより(2) 中学生 - - - O O O XO O XO XXO
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 東御東部 XXX
飯高 愛莉(2) 中学生 - - XO O O O XO XO XXX
ｲｲﾀｶ ｱｲﾘ 東御東部
高見澤 茉那(2) 中学生 - - - - XO O XXX
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾏﾅ 上田第五中
太田 星愛(2) 中学生 O O XO O XXX
ｵｵﾀ ｾｲﾅ 上田第一中
鷹野 花恋(1) 中学生 O O O XXX
ﾀｶﾉ ｶﾚﾝ 野沢中
宮下 奏海(2) 中学生 O O O XXX
ﾐﾔｼﾀ ｶﾅﾐ 東御東部
大井 杏樹(1) 中学生 O /
ｵｵｲ ｱﾝｼﾞｭ 野沢中
柴田 響華(1) 中学生 XXX 記録なし
ｼﾊﾞﾀ ﾋﾋﾞｶ 上田第一中
岡田 莉歩(3) 中学生 - - - - - - - - - - 記録なし
ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 軽井沢A&AC - - - XXX

2  4596

9   100

5 4  8775  1.60

7 3  4081  1.40

4 5  4594  1.70

5 1  4085  1.60

2 6  8777  2.10

3 7  4683  1.90

2m20 2m30
記録 備考

1 8  8773  2.30

1m60 1m70 2m00 2m10

中学女子

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m40 1m50 1m80 1m90



決勝 9月6日 13:10

中学新               5.74

清水 藤子(2) 中学生   4.81   4.17   4.66    4.81 
ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺ 東御東部   +0.2   +1.6   -0.3    +0.2
吉田 心美(2) 中学生   4.53   4.53   4.52    4.53 
ﾖｼﾀﾞ ｺｺﾐ 中込中   +1.1   +3.3   -0.5    +1.1
宮本 和花奈(2) 中学生   4.04   3.76   4.22    4.22 
ﾐﾔﾓﾄ ﾜｶﾅ 東御東部   +3.6   +0.5   -1.0    -1.0
佐藤 イルシャ(2) 中学生   3.71   4.00   4.19    4.19 
ｻﾄｳ ｲﾙｼｬ 東御東部   -0.2   -0.3    0.0     0.0
鈴木 花梨(2) 中学生    X   4.09    X    4.09 
ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 浅間中   -0.8    -0.8
小林 のあ(2) 中学生   3.84    X   3.81    3.84 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｱ 中込中   -2.2   +0.1    -2.2
山越 美和(1) 中学生   3.53    X   3.73    3.73 
ﾔﾏｺｼ ﾐﾜ 御代田中   -1.6   +0.1    +0.1
関口 歩希(1) 中学生    X   3.64   3.67    3.67 
ｾｷｸﾞﾁ ﾎﾏﾚ 佐久東   -1.8   -1.9    -1.9
横尾 結月(2) 中学生   3.59   3.63   3.60    3.63 
ﾖｺｵ ﾕﾂﾞｷ 芦原中   +0.4   +0.7   +1.9    +0.7
田中 優羽(2) 中学生    X   3.63   3.57    3.63 
ﾀﾅｶ ﾕｳ 浅間中   +1.3   +0.8    +1.3
中澤 萌果(1) 中学生   3.35   3.03   3.62    3.62 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾓｶ 上田四中   +1.9   -0.8   +1.5    +1.5
安藤 りほ(1) 中学生   3.12   2.96   3.18    3.18 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾘﾎ 上田四中   +1.5   -2.9   +0.5    +0.5
小林 咲葵(1) 中学生    X   2.90   3.02    3.02 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ 上田四中   +2.0   -0.6    -0.6
中澤 更紗(1) 中学生    X   2.09   2.53    2.53 
ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾗｻ 軽井沢中   +0.9   +0.6    +0.6

13 1  4644

14 2  4248

11 3  4648

12 5  4645

9 4  4320

10 9  4145

7 6  4257

8 7  4167

5 11  4135

6 8  4113

3 10  4391

4 12  8771

1 14  8779

2 13  4110

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学女子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月6日  9:00

中学新              13.70

栁澤 歩乃(2) 中学生
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾎﾉ 御代田中
石塚 夏姫(2) 中学生
ｲｼﾂﾞｶ ﾅﾂｷ 浅間中
小関 そら(2) 中学生
ｺｾｷ ｿﾗ 御代田中
木内 柚乃(3) 中学生
ｷｳﾁ ﾕｽﾞﾉ 軽井沢A&AC
比田井 悠乃葉(1) 中学生
ﾋﾀﾞｲ ﾕﾉﾊ 野沢中
関川 茉桜(1) 中学生
ｾｷｶﾜ ﾏｵ 野沢中
宮嶋 愛佳(2) 中学生
ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｲｶ 中込中
佐藤 陽和(1) 中学生 欠場
ｻﾄｳ ﾋﾅ 野沢中

  5.14 

1  4082

  5.67 

7 2  4114  4.74  5.02  5.14

  6.02 

6 4  4084  5.54  5.67  5.33

  6.40 

5 5  4088  5.41  5.49  6.02

  6.62 

4 6    80  6.21  6.37  6.40

  9.73 

3 3  4251  6.62  6.62  5.87

  9.82 

2 8  4148   X  9.73  8.30

1 7  4255  9.57  9.82  9.67

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学女子

砲丸投              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月5日  9:30

中学新               2999

佐伯 風帆(3) 中学生
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢A&AC
並木 彩華(1) 中学生
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 野沢中
岡田 莉歩(3) 中学生
ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 軽井沢A&AC
漆原 衣咲(3) 中学生
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 軽井沢A&AC
大森 玲花(1) 中学生
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC
吉田 彩葉(2) 中学生
ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 野沢中
中島 杏佳(1) 中学生
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 野沢中
関澤 きらり(3) 中学生
ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 軽井沢A&AC
土屋 夢萌(1) 中学生
ﾂﾁﾔ ﾕﾒ 小諸東中
清水 藤子(2) 中学生
ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺ 東御東部
田口 朱音(2) 中学生
ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 軽井沢A&AC
川上 珠実(2) 中学生
ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ 野沢中
横須賀 さくら(2) 中学生
ﾖｺｽｶ ｻｸﾗ 小諸東中
荻原 麻友(2) 中学生
ｵｷﾞﾜﾗ ﾏﾕ 東御東部
後小路 葉月(2) 中学生
ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾊﾂﾞｷ 野沢中
山口 莉央(1) 中学生 途中棄権
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 軽井沢A&AC

15  4103    948

   92

13  4285   1449

14  4396   1066

11    84   1702

12  4104   1510

9  4290   1893

10  8779   1739

7  4086   1973

8    97   1914

5    87   2250

6  4109   2045

3   100   2367

4    91   2291

1    94   2587

2  4087   2461

中学女子

四種競技            

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考



決勝 9月6日 13:40

[ 1組] 風速 -0.5 [ 2組] 風速 -1.5

 1 清水 藤子(2) 中学生 29.00(554)  1 佐伯 風帆(3) 中学生 26.66(740)
ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺ 東御東部 ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢A&AC

 2 土屋 夢萌(1) 中学生 29.25(536)  2 並木 彩華(1) 中学生 28.08(625)
ﾂﾁﾔ ﾕﾒ 小諸東中 ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 野沢中

 3 川上 珠実(2) 中学生 30.15(472)  3 岡田 莉歩(3) 中学生 28.25(611)
ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ 野沢中 ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 軽井沢A&AC

 4 田口 朱音(2) 中学生 31.05(411)  4 吉田 彩葉(2) 中学生 28.30(607)
ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 軽井沢A&AC ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 野沢中

 5 横須賀 さくら(2)中学生 31.38(390)  5 漆原 衣咲(3) 中学生 28.59(585)
ﾖｺｽｶ ｻｸﾗ 小諸東中 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 軽井沢A&AC

 6 後小路 葉月(2) 中学生 31.70(364)  6 中島 杏佳(1) 中学生 28.90(562)
ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾊﾂﾞｷ 野沢中 ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 野沢中

 7 荻原 麻友(2) 中学生 33.10(288)  7 大森 玲花(1) 中学生 28.98(556)
ｵｷﾞﾜﾗ ﾏﾕ 東御東部 ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC

 8 関澤 きらり(3) 中学生 29.04(551)
ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 軽井沢A&AC

   1 佐伯 風帆(3) 中学生 軽井沢A&AC     26.66 (-1.5)   2   1
   2 並木 彩華(1) 中学生 野沢中     28.08 (-1.5)   2   2
   3 岡田 莉歩(3) 中学生 軽井沢A&AC     28.25 (-1.5)   2   3
   4 吉田 彩葉(2) 中学生 野沢中     28.30 (-1.5)   2   4
   5 漆原 衣咲(3) 中学生 軽井沢A&AC     28.59 (-1.5)   2   5
   6 中島 杏佳(1) 中学生 野沢中     28.90 (-1.5)   2   6
   7 大森 玲花(1) 中学生 軽井沢A&AC     28.98 (-1.5)   2   7
   8 清水 藤子(2) 中学生 東御東部     29.00 (-0.5)   1   1
   9 関澤 きらり(3) 中学生 軽井沢A&AC     29.04 (-1.5)   2   8
  10 土屋 夢萌(1) 中学生 小諸東中     29.25 (-0.5)   1   2
  11 川上 珠実(2) 中学生 野沢中     30.15 (-0.5)   1   3
  12 田口 朱音(2) 中学生 軽井沢A&AC     31.05 (-0.5)   1   4
  13 横須賀 さくら(2) 中学生 小諸東中     31.38 (-0.5)   1   5
  14 後小路 葉月(2) 中学生 野沢中     31.70 (-0.5)   1   6
  15 荻原 麻友(2) 中学生 東御東部     33.10 (-0.5)   1   7 4396
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決勝 9月5日 10:35

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 +1.6

 1 大森 玲花(1) 中学生 15.70(751)  1 佐伯 風帆(3) 中学生 14.39(924)
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢A&AC

 2 漆原 衣咲(3) 中学生 15.73(748)  2 並木 彩華(1) 中学生 14.60(895)
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 軽井沢A&AC ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 野沢中

 3 関澤 きらり(3) 中学生 16.12(700)  3 岡田 莉歩(3) 中学生 15.62(762)
ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 軽井沢A&AC ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 軽井沢A&AC

 4 中島 杏佳(1) 中学生 16.61(641)  4 山口 莉央(1) 中学生 15.66(756)
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 野沢中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 軽井沢A&AC

 5 川上 珠実(2) 中学生 17.56(535)  5 吉田 彩葉(2) 中学生 15.81(738)
ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ 野沢中 ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 野沢中

 6 横須賀 さくら(2)中学生 19.34(359)  6 土屋 夢萌(1) 中学生 16.66(635)
ﾖｺｽｶ ｻｸﾗ 小諸東中 ﾂﾁﾔ ﾕﾒ 小諸東中

 7 荻原 麻友(2) 中学生 20.18(287)  7 田口 朱音(2) 中学生 16.75(625)
ｵｷﾞﾜﾗ ﾏﾕ 東御東部 ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 軽井沢A&AC

 8 後小路 葉月(2) 中学生 29.40(  0)  8 清水 藤子(2) 中学生 17.78(511)
ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾊﾂﾞｷ 野沢中 ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺ 東御東部

   1 佐伯 風帆(3) 中学生 軽井沢A&AC     14.39 (+1.6)   2   1
   2 並木 彩華(1) 中学生 野沢中     14.60 (+1.6)   2   2
   3 岡田 莉歩(3) 中学生 軽井沢A&AC     15.62 (+1.6)   2   3
   4 山口 莉央(1) 中学生 軽井沢A&AC     15.66 (+1.6)   2   4
   5 大森 玲花(1) 中学生 軽井沢A&AC     15.70 (+0.3)   1   1
   6 漆原 衣咲(3) 中学生 軽井沢A&AC     15.73 (+0.3)   1   2
   7 吉田 彩葉(2) 中学生 野沢中     15.81 (+1.6)   2   5
   8 関澤 きらり(3) 中学生 軽井沢A&AC     16.12 (+0.3)   1   3
   9 中島 杏佳(1) 中学生 野沢中     16.61 (+0.3)   1   4
  10 土屋 夢萌(1) 中学生 小諸東中     16.66 (+1.6)   2   6
  11 田口 朱音(2) 中学生 軽井沢A&AC     16.75 (+1.6)   2   7
  12 川上 珠実(2) 中学生 野沢中     17.56 (+0.3)   1   5
  13 清水 藤子(2) 中学生 東御東部     17.78 (+1.6)   2   8
  14 横須賀 さくら(2) 中学生 小諸東中     19.34 (+0.3)   1   6
  15 荻原 麻友(2) 中学生 東御東部     20.18 (+0.3)   1   7
  16 後小路 葉月(2) 中学生 野沢中     29.40 (+0.3)   1   8
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決勝 9月5日 13:00

1m50
岡田 莉歩(3) 中学生 - - - - O O O XO O O
ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 軽井沢A&AC XXX (588)
漆原 衣咲(3) 中学生 - - - - XO O O O O XXX
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 軽井沢A&AC (555)
並木 彩華(1) 中学生 - - - O O O XO O XO XXX
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 野沢中 (555)
佐伯 風帆(3) 中学生 - - - - O XO XO XO XO XXX
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢A&AC (555)
大森 玲花(1) 中学生 - - - - O O XXO XO XXX
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC (523)
田口 朱音(2) 中学生 - - O O O XXX
ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 軽井沢A&AC (409)
中島 杏佳(1) 中学生 - - - O XO XXX
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 野沢中 (409)
吉田 彩葉(2) 中学生 O O O O XXO XXX
ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 野沢中 (409)
清水 藤子(2) 中学生 - O O O XXX
ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺ 東御東部 (359)
土屋 夢萌(1) 中学生 - O O O XXX
ﾂﾁﾔ ﾕﾒ 小諸東中 (359)
関澤 きらり(3) 中学生 - - O O XXX
ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 軽井沢A&AC (359)
後小路 葉月(2) 中学生 - O XO O XXX
ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾊﾂﾞｷ 野沢中 (359)
横須賀 さくら(2) 中学生 XO O O XXX
ﾖｺｽｶ ｻｸﾗ 小諸東中 (312)
荻原 麻友(2) 中学生 - XXO XXX
ｵｷﾞﾜﾗ ﾏﾕ 東御東部 (266)
川上 珠実(2) 中学生 O XXX
ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ 野沢中 (222)
山口 莉央(1) 中学生 欠場
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 軽井沢A&AC (  0)

1m10 1m15 1m30 1m35 1m38 1m41

中学女子四種

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m44 1m47

記録 備考

1 9   100  1.47

1m20 1m25

2 1    91  1.44

3 10  4087  1.44

4 3    94  1.44

5 12    87  1.41

6 5    84  1.30

7 13  4086  1.30

8 8  4109  1.30

9 4  8779  1.25

9 6  4290  1.25

9 15    97  1.25

 4104  1.10

12 2  4103  1.25

13 14  4285  1.20

7    92

14 11  4396  1.15

15 16



決勝 9月6日  9:00

大森 玲花(1) 中学生
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC (420)
岡田 莉歩(3) 中学生
ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 軽井沢A&AC (406)
漆原 衣咲(3) 中学生
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 軽井沢A&AC (403)
横須賀 さくら(2) 中学生
ﾖｺｽｶ ｻｸﾗ 小諸東中 (388)
並木 彩華(1) 中学生
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 野沢中 (386)
佐伯 風帆(3) 中学生
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢A&AC (368)
土屋 夢萌(1) 中学生
ﾂﾁﾔ ﾕﾒ 小諸東中 (363)
中島 杏佳(1) 中学生
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 野沢中 (361)
清水 藤子(2) 中学生
ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺ 東御東部 (315)
関澤 きらり(3) 中学生
ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 軽井沢A&AC (304)
吉田 彩葉(2) 中学生
ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 野沢中 (291)
田口 朱音(2) 中学生
ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 軽井沢A&AC (257)
荻原 麻友(2) 中学生
ｵｷﾞﾜﾗ ﾏﾕ 東御東部 (225)
後小路 葉月(2) 中学生
ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾊﾂﾞｷ 野沢中 (225)
川上 珠実(2) 中学生
ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ 野沢中 (191)
山口 莉央(1) 中学生 欠場
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 軽井沢A&AC

  4.72 

2    92

  5.26 

15 11  4104  4.72  4.26  4.13

  5.27 

14 13  4103  4.77  5.26  4.71

  5.78 

13 6  4396  5.27  4.95   X

  6.31 

12 16    84  5.73  5.39  5.78

  6.51 

11 3  4109  6.14  5.91  6.31

  6.69 

10 10    97  6.51  6.39  5.35

  7.40 

9 15  8779  6.22  6.23  6.69

  7.44 

8 8  4086  6.78  7.40  7.08

  7.52 

7 1  4290  7.44  7.08  6.42

  7.80 

6 14    94  7.20  7.05  7.52

  7.82 

5 5  4087  6.92  6.47  7.80

  8.05 

4 9  4285  7.43  7.78  7.82

  8.11 

3 12    91  7.49  7.75  8.05

  8.32 

2 4   100  7.11  8.11  7.76

1 7    87  8.32  8.04  8.00
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中学女子四種

砲丸投
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決勝 9月5日  9:30

田中 杏(5) 小学生
ﾀﾅｶ ｱﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
櫻井 玲未(6) 小学生
ｻｸﾗｲ  ﾚﾐ T&F佐久平
栁澤 茉莉花(5) 小学生
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏﾘｶ 軽井沢A&AC
土屋 まい(6) 小学生
ﾂﾁﾔ ﾏｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
中嶋 優佳(4) 小学生
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ 軽井沢A&AC
土屋 茉鈴(4) 小学生
ﾂﾁﾔ ﾏﾘﾝ 軽井沢A&AC

5    85   1302

6    83    854

3    79   1441

4    52   1319

1    53   1898

2     1   1675

小学女子

コンバインドＡ

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考



決勝 9月6日 12:20

風速 -2.6

 1 田中 杏(5) 小学生     14.23 
ﾀﾅｶ ｱﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 櫻井 玲未(6) 小学生     14.45 
ｻｸﾗｲ  ﾚﾐ T&F佐久平

 3 栁澤 茉莉花(5) 小学生     15.82 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏﾘｶ 軽井沢A&AC

 4 土屋 まい(6) 小学生     16.87 
ﾂﾁﾔ ﾏｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 5 中嶋 優佳(4) 小学生     16.97 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ 軽井沢A&AC

 6 土屋 茉鈴(4) 小学生     18.92 
ﾂﾁﾔ ﾏﾘﾝ 軽井沢A&AC

8    85

4    83

6    79

9    52

5    53

7     1

小女ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞＡ

80mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月6日 13:00

田中 杏(5) 小学生
ﾀﾅｶ ｱﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ (988)
土屋 まい(6) 小学生
ﾂﾁﾔ ﾏｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ (861)
中嶋 優佳(4) 小学生
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ 軽井沢A&AC (861)
栁澤 茉莉花(5) 小学生
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏﾘｶ 軽井沢A&AC (803)
櫻井 玲未(6) 小学生
ｻｸﾗｲ  ﾚﾐ T&F佐久平 (803)
土屋 茉鈴(4) 小学生
ﾂﾁﾔ ﾏﾘﾝ 軽井沢A&AC (746)

 1.05

 1.10

6 1    83 XO XO XX

XX4 4     1 O O O

 1.10

 1.15

4 3    79 O O O XX

XO XX3 5    85 O O O

 1.15

 1.26

2 6    52 O O O O XX

XO XO O O XX

記録 備考
1 2    53 O O XO

1m10 1m15 1m20 1m23 1m26 1m29

小女ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞＡ

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m00 1m05



決勝 9月5日  9:30

林 菜々子(6) 小学生
ﾊﾔｼ  ﾅﾅｺ T&F佐久平
髙橋 陽依莉(6) 小学生
ﾀｶﾊｼ ﾋﾖﾘ 東御市陸上教室
土橋 咲和(6) 小学生
ﾄﾞﾊﾞｼ  ｻﾜ T&F佐久平
伊東 ほの香(4) 小学生
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 真田陸上教室
土屋 慧音南(6) 小学生
ﾂﾁﾔ ｴﾄﾅ あさまねSC
西村 奏(6) 小学生
ﾆｼﾑﾗ  ｶﾅﾃﾞ T&F佐久平
小林 由奈(6) 小学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 真田陸上教室
川元 唯楓(5) 小学生
ｶﾜﾓﾄ  ｲﾌﾞｷ T&F佐久平
杉山 陽乃(5) 小学生
ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾉ 真田陸上教室
山下 ひかる(4) 小学生
ﾔﾏｼﾀ ﾋｶﾙ 軽井沢A&AC
両角 千尋(5) 小学生
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾁﾋﾛ 真田陸上教室

11   131    744

9   136    960

10    93    856

7   137   1110

8    14    983

5    33   1129

6    16   1117

3     8   1308

4   141   1178

1     2   1453

2   142   1340

小学女子

コンバインドＢ

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考



決勝 9月5日  9:30

林 菜々子(6) 小学生   3.93   3.96    3.96 
ﾊﾔｼ  ﾅﾅｺ T&F佐久平   -0.8   +0.2    +0.2 (882)
土橋 咲和(6) 小学生   3.25   3.53    3.53 
ﾄﾞﾊﾞｼ  ｻﾜ T&F佐久平   -1.7   -0.3    -0.3 (762)
小林 由奈(6) 小学生   3.33   3.22    3.33 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 真田陸上教室   -0.3   -0.3    -0.3 (706)
西村 奏(6) 小学生    X   3.29    3.29 
ﾆｼﾑﾗ  ｶﾅﾃﾞ T&F佐久平   -1.0    -1.0 (694)
川元 唯楓(5) 小学生   3.28    X    3.28 
ｶﾜﾓﾄ  ｲﾌﾞｷ T&F佐久平   -0.3    -0.3 (692)
土屋 慧音南(6) 小学生   3.19   3.27    3.27 
ﾂﾁﾔ ｴﾄﾅ あさまねSC   -0.5   -1.2    -1.2 (689)
髙橋 陽依莉(6) 小学生   3.02   2.97    3.02 
ﾀｶﾊｼ ﾋﾖﾘ 東御市陸上教室   -0.8   -0.5    -0.8 (619)
山下 ひかる(4) 小学生    X   2.62    2.62 
ﾔﾏｼﾀ ﾋｶﾙ 軽井沢A&AC   -0.6    -0.6 (507)
杉山 陽乃(5) 小学生   2.60   2.21    2.60 
ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾉ 真田陸上教室   -1.2   -1.1    -1.2 (501)
伊東 ほの香(4) 小学生   2.46   2.56    2.56 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 真田陸上教室   -1.1   -0.8    -0.8 (490)
両角 千尋(5) 小学生   2.13   2.10    2.13 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾁﾋﾛ 真田陸上教室   -1.0   -1.1    -1.0 (370)

小女ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞＢ

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 9     2

2 5     8

3 8   137

4 7    16

5 3    14

6 11    33

7 6   142

8 10    93

11 4   131

9 2   136

10 1   141
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髙橋 陽依莉(6) 小学生
ﾀｶﾊｼ ﾋﾖﾘ 東御市陸上教室 (721)
伊東 ほの香(4) 小学生
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 真田陸上教室 (688)
林 菜々子(6) 小学生
ﾊﾔｼ  ﾅﾅｺ T&F佐久平 (571)
土橋 咲和(6) 小学生
ﾄﾞﾊﾞｼ  ｻﾜ T&F佐久平 (546)
杉山 陽乃(5) 小学生
ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾉ 真田陸上教室 (459)
土屋 慧音南(6) 小学生
ﾂﾁﾔ ｴﾄﾅ あさまねSC (440)
西村 奏(6) 小学生
ﾆｼﾑﾗ  ｶﾅﾃﾞ T&F佐久平 (423)
小林 由奈(6) 小学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 真田陸上教室 (404)
両角 千尋(5) 小学生
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾁﾋﾛ 真田陸上教室 (374)
山下 ひかる(4) 小学生
ﾔﾏｼﾀ ﾋｶﾙ 軽井沢A&AC (349)
川元 唯楓(5) 小学生
ｶﾜﾓﾄ  ｲﾌﾞｷ T&F佐久平 (291)

小女ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞＢ

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ

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 11   142 30.70 32.54  32.54 

2 6   141 30.91 28.87  30.91 

3 3     2 24.34 25.16  25.16 

4 10     8 22.94 23.95  23.95 

5 7   136 19.58 19.66  19.66 

6 5    33 18.71 16.07  18.71 

7 1    16 12.90 17.87  17.87 

8 2   137 16.93 12.45  16.93 

9 9   131 15.46 14.38  15.46 

10 4    93 12.76 14.24

11 8    14   X 11.40  11.40 

 14.24 
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