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競技場気象状況 

時刻 天候   風   気温   湿度 気圧 

 9:00 曇り 西    0.7m/sec.  21.0 ℃  58.0 %  
10:00 雨 南西    0.1m/sec.  20.0 ℃  63.0 %  
11:00 雨 西    0.0m/sec.  19.5 ℃  72.0 %  
12:00 曇り 北    1.5m/sec.  21.0 ℃  72.0 %  
13:00 晴れ 北    1.5m/sec.  22.0 ℃  47.0 %  
14:00 晴れ 北西    1.3m/sec.  23.5 ℃  40.0 %  
15:00 晴れ 西    0.8m/sec.  23.0 ℃  47.0 %  
16:00 晴れ 西    0.8m/sec.  22.5 ℃  50.0 %  

 
この大会で樹立された記録 
   

日付  種目  選手名 学年 記録 所属 
県小学校新 06/06 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA  米田 太一 ６ 2145点 軽井沢A&AC 
        



第37回東信地区小学生陸上競技大会    
主催：（一財）長野陸上競技協会                                                 
　　　東信地区陸上競技協会                                                      
                                                

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
06/06 小学4年女子 髙橋 彩葉(4) 15.80 角田 桜子(4) 15.83 小山 詩絵(4) 16.34 磯貝 璃椛(4) 16.39 平島 唯那(4) 16.52 依田 菜々緒(4) 16.57 松本 実倖(4) 16.58 長谷川 栞(4) 16.71

100m 小学生･望月AC 小学生･佐久平浅間小 小学生･御代田南小 小学生･T&F佐久平 小学生･T&F佐久平 小学生･あさまねSC 小学生･T&F佐久平 小学生･望月AC
06/06 小学5年女子 中島 那瑠(5) 15.79 小山 陽菜乃(5) 15.97 戸兵 心瞳(5) 16.05 荒井 結愛(5) 16.10 荒井 こころ(5) 16.20 小松 乙都(5) 16.38 佐藤 みなみ(5) 16.53 吉田 楓花(5) 16.67

100m 小学生･あさまねSC 小学生･あさまねSC 小学生･真田陸上教室 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･上田北小 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･中佐都小 小学生･佐久穂小
06/06 小学6年女子 佐藤 七海(6) 14.54 神林 桃子(6) 15.08 茂木 優心(6) 15.26 荻原 佐緒里(6) 15.31 佐藤 美羽(6) 15.33 鷹野 結(6) 15.41 倉島 佳音(6) 15.46 高橋 来実(6) 15.57

100m 小学生･浅科小 小学生･佐久城山小 小学生･あさまねSC 小学生･御代田南小 小学生･浅科小 小学生･浅科小 小学生･東御市陸上教室 小学生･中込小
06/06 小学女子 北原 亜純(6) 3,24.06 黒沢 燈(6) 3,30.54 帯刀 晶(5) 3,31.84 栗山 京子(6) 3,32.94 神津 和葉(5) 3,38.93 竹花 ひまり(5) 3,42.43 橋詰 紗友奈(6) 3,44.66 小林 奈七実(5) 3,49.81

1000m 小学生･真田ｸﾗﾌﾞ小 小学生･腰越JSC 小学生･真田ｸﾗﾌﾞ小 小学生･平根小 小学生･中佐都小 小学生･腰越JSC 小学生･真田ｸﾗﾌﾞ小 小学生･小諸東小
06/06 中嶋 優佳(5) 2052 柳澤 茉莉花(6) 1803 田中 杏(6) 1790 荻原 推(5) 1735 小林 優奈(5) 1615 荻原 怜愛(5) 1562 佐々木 彩音(5) 935 今井 蘭(5) 846

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 小学生･軽井沢A&AC 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･T&F佐久平 小学生･軽井沢A&AC 小学生･軽井沢A&AC 小学生･南牧北小
06/06 小野澤 比奈矢(5 1602 川元 唯楓(6) 1596 川上 瑞詠(6) 1465 佐藤 一帆(6) 1385 伊東 ほの香(5) 1377 杉山 陽乃(6) 1233 栁澤 芙羽(6) 1193 石井 華蓮(6) 1055

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 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･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･真田陸上教室 小学生･真田陸上教室 小学生･泉小 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
06/06 小学混合 望月AC(A)       58.74 軽井沢中部小(B)    1,01.20 軽井沢中部小(A)    1,01.48 真田陸上教室    1,01.49 T&F佐久平(A)    1,01.77 T&F佐久平(B)    1,02.19 大日向小(A)     1,04.43 望月AC(B)     1,05.30

4x100mR 柳澤 雄飛(6) 加藤 夕楓(6) 戸澤 泰己(6) 山口 柊(5) 柳原 琉良(6) 江川 璃勇斗(5) 堀江 花音(6) 西村 健(5)
髙橋 侑悟(6) 真山 世凪(6) 松平 実和(6) 斉藤 あおば(6) 塩谷 葵音(6) 清水 梨乃(5) 澤井 ひいろ(6) 武重 航(5)
矢島 羽花(5) 市村 凌久(6) 荻原 ゆず(6) 朝倉 こと子(5) 竹内 千尋(6) 柳澤 有唯(5) 植松 昊仁(6) 柳澤 璃音(5)
簾田 あいら(6) 小林 駿之介(6) 櫻井 浬(6) 山宮 圭貴(6) 山口 穂高(6) 内堀 聡太朗(5) 島田 麟太郎(5) 櫻井 結月(5)



決勝 6月6日 14:50

[ 1組] 風速 -1.2 [ 2組] 風速 -1.0

 1 角田 桜子(4) 小学生     15.83  1 依田 菜々緒(4) 小学生     16.57 
ﾂﾉﾀﾞ ｻｸﾗｺ 佐久平浅間小 ﾖﾀﾞ ﾅﾅｵ あさまねSC

 2 平島 唯那(4) 小学生     16.52  2 栁澤 妃菜(4) 小学生     16.75 
ﾋﾗｼﾏ  ﾕｲﾅ T&F佐久平 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 3 長谷川 栞(4) 小学生     16.71  3 伊藤 心乃(4) 小学生     17.41 
ﾊｾｶﾞﾜ ｼｵﾘ 望月AC ｲﾄｳ ｺｺﾉ 浅科小

 4 行田 美莉(4) 小学生     17.62  4 坂下 結理(4) 小学生     17.53 
ｷﾞｮｳﾀﾞ  ﾐﾚｲ 軽井沢東部小 ｻｶｼﾀ ﾕﾘ 中込小

 5 黒木 愛叶(4) 小学生     17.71  5 高橋 咲楽(4) 小学生     17.91 
ｸﾛｷ ｱｲｶ 真田ｸﾗﾌﾞ小 ﾀｶﾊｼ ｻｸﾗ 大日向小

 6 江刈内 めい(4) 小学生     18.50  6 簾田 ふうか(4) 小学生     18.37 
ｴｶﾘﾅｲ ﾒｲ 中込小 ﾐｽﾀﾞ ﾌｳｶ 望月AC

 7 藤巻 夏菜(4) 小学生     18.53  7 津田 曉(4) 小学生     18.37 
ﾌｼﾞﾏｷ ﾅﾂﾅ 軽井沢西部小 ﾂﾀﾞ ｱﾂｷ 軽井沢西部小

 8 清水 咲良(4) 小学生     18.55  8 臼田 和葉(4) 小学生     19.03 
ｼﾐｽﾞ ｻﾗ 東御市陸上教室 ｳｽﾀﾞ ｶｽﾞﾊ 泉小

 9 菊池 舞雪(4) 小学生     19.93 佐藤 梨温(4) 小学生
ｷｸﾁ ﾏﾕｷ 南牧北小 ｻﾄｳ ﾘｵ 東御市陸上教室

[ 3組] 風速 -3.4 [ 4組] 風速 -0.6

 1 林 かなえ(4) 小学生     16.98  1 磯貝 璃椛(4) 小学生     16.39 
ﾊﾔｼ ｶﾅｴ 軽井沢A&AC ｲｿｶﾞｲ  ﾘﾉ T&F佐久平

 2 成澤 沙喜(4) 小学生     17.75  2 面川 愛(4) 小学生     17.11 
ﾅﾙｻﾜ ｻｷ 真田ｸﾗﾌﾞ小 ｵﾓｶﾜ ｱｲ 小諸東小

 3 村上 絆奈(4) 小学生     17.87  3 大久保 明凛(4) 小学生     17.17 
ﾑﾗｶﾐ ﾊﾝﾅ 大日向小 ｵｵｸﾎﾞ ｱｶﾘ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 髙見澤 優衣(4) 小学生     18.28  4 須江 ひかり(4) 小学生     17.38 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾕｲ 南牧北小 ｽｴ ﾋｶﾘ 岩村田小

 5 山宮 里実(4) 小学生     18.48  5 篠原 陽向花(4) 小学生     17.62 
ﾔﾏﾐﾔ ｻﾄﾐ 真田陸上教室 ｼﾉﾊﾗ ﾋﾏﾘ 小海小

 6 菅沼 杏菜(4) 小学生     18.52  6 原 茉々花(4) 小学生     17.75 
ｽｶﾞﾇﾏ ｱﾝﾅ 望月AC ﾊﾗ ﾉﾉｶ 中佐都小

 7 三昌 美咲(4) 小学生     18.60  7 木内 小夏(4) 小学生     18.17 
ｻﾝｼｮｳ ﾐｻｷ 御代田南小 ｷｳﾁ ｺﾅﾂ あさまねSC
木藤 ソフィー(4)小学生  8 内藤 あおい(4) 小学生     18.33 
ｷﾄﾞｳ ｿﾌｨｰ あさまねSC ﾅｲﾄｳ ｱｵｲ 中込小
長島 そよ香(4) 小学生  9 植松 実依子(4) 小学生     18.80 
ﾅｶﾞｼﾏ ｿﾖｶ 東御市陸上教室 ｳｴﾏﾂ ﾐｲｺ 大日向小

[ 5組] 風速 +0.2

 1 髙橋 彩葉(4) 小学生     15.80 
ﾀｶﾊｼ ｲﾛﾊ 望月AC

 2 小山 詩絵(4) 小学生     16.34 
ｺﾔﾏ ｼｴ 御代田南小

 3 松本 実倖(4) 小学生     16.58 
ﾏﾂﾓﾄ  ﾐｻﾁ T&F佐久平

 4 三木 秋彩(5) 小学生     17.17 
ﾐｷ ｱｲﾛ 水明小

 5 座光寺 あかり(4)小学生     17.22 
ｻﾞｺｳｼﾞ ｱｶﾘ 岩村田小

 6 丸山 優奈(4) 小学生     17.22 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾅ 浅科小

 7 宮﨑 愛菜(4) 小学生     17.24 
ﾐﾔｻﾞｷ ｱｲﾅ 佐久穂小

 8 栁澤 春(4) 小学生     17.49 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾙ 中込小

 9 小池 愛実(4) 小学生     17.76 
ｺｲｹ ﾏﾅﾐ 大日向小

4   228

3   147

7   232

8    50

1   211

5    17

9   190

2   287

6    93

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   254 1   224
欠場

1    32 5   235
欠場

6    95 6    31

7   299 3   250

3   181 2   153

8   276 4    49

2   222 9   118

9   163 8   154

5    52 7    28
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   279 9   261
欠場

8   258 4   202

6    65 8    66

3   241 7   289

4   166 5   229

7    86 2   238

1   295 3   215

9     4 6   107

記録／備考
2   136 1    44

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

小学4年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



   1 髙橋 彩葉(4) 小学生 望月AC     15.80 (+0.2)   5   1
   2 角田 桜子(4) 小学生 佐久平浅間小     15.83 (-1.2)   1   1
   3 小山 詩絵(4) 小学生 御代田南小     16.34 (+0.2)   5   2
   4 磯貝 璃椛(4) 小学生 T&F佐久平     16.39 (-0.6)   4   1
   5 平島 唯那(4) 小学生 T&F佐久平     16.52 (-1.2)   1   2
   6 依田 菜々緒(4) 小学生 あさまねSC     16.57 (-1.0)   2   1
   7 松本 実倖(4) 小学生 T&F佐久平     16.58 (+0.2)   5   3
   8 長谷川 栞(4) 小学生 望月AC     16.71 (-1.2)   1   3
   9 栁澤 妃菜(4) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.75 (-1.0)   2   2
  10 林 かなえ(4) 小学生 軽井沢A&AC     16.98 (-3.4)   3   1
  11 面川 愛(4) 小学生 小諸東小     17.11 (-0.6)   4   2
  12 大久保 明凛(4) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     17.17 (-0.6)   4   3
  12 三木 秋彩(5) 小学生 水明小     17.17 (+0.2)   5   4
  14 座光寺 あかり(4) 小学生 岩村田小     17.22 (+0.2)   5   5
  14 丸山 優奈(4) 小学生 浅科小     17.22 (+0.2)   5   6
  16 宮﨑 愛菜(4) 小学生 佐久穂小     17.24 (+0.2)   5   7
  17 須江 ひかり(4) 小学生 岩村田小     17.38 (-0.6)   4   4
  18 伊藤 心乃(4) 小学生 浅科小     17.41 (-1.0)   2   3
  19 栁澤 春(4) 小学生 中込小     17.49 (+0.2)   5   8
  20 坂下 結理(4) 小学生 中込小     17.53 (-1.0)   2   4
  21 行田 美莉(4) 小学生 軽井沢東部小     17.62 (-1.2)   1   4
  21 篠原 陽向花(4) 小学生 小海小     17.62 (-0.6)   4   5
  23 黒木 愛叶(4) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ小     17.71 (-1.2)   1   5
  24 成澤 沙喜(4) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ小     17.75 (-3.4)   3   2
  24 原 茉々花(4) 小学生 中佐都小     17.75 (-0.6)   4   6
  26 小池 愛実(4) 小学生 大日向小     17.76 (+0.2)   5   9
  27 村上 絆奈(4) 小学生 大日向小     17.87 (-3.4)   3   3
  28 高橋 咲楽(4) 小学生 大日向小     17.91 (-1.0)   2   5
  29 木内 小夏(4) 小学生 あさまねSC     18.17 (-0.6)   4   7
  30 髙見澤 優衣(4) 小学生 南牧北小     18.28 (-3.4)   3   4
  31 内藤 あおい(4) 小学生 中込小     18.33 (-0.6)   4   8
  32 簾田 ふうか(4) 小学生 望月AC     18.37 (-1.0)   2   6
  32 津田 曉(4) 小学生 軽井沢西部小     18.37 (-1.0)   2   7
  34 山宮 里実(4) 小学生 真田陸上教室     18.48 (-3.4)   3   5
  35 江刈内 めい(4) 小学生 中込小     18.50 (-1.2)   1   6
  36 菅沼 杏菜(4) 小学生 望月AC     18.52 (-3.4)   3   6
  37 藤巻 夏菜(4) 小学生 軽井沢西部小     18.53 (-1.2)   1   7
  38 清水 咲良(4) 小学生 東御市陸上教室     18.55 (-1.2)   1   8
  39 三昌 美咲(4) 小学生 御代田南小     18.60 (-3.4)   3   7
  40 植松 実依子(4) 小学生 大日向小     18.80 (-0.6)   4   9
  41 臼田 和葉(4) 小学生 泉小     19.03 (-1.0)   2   8
  42 菊池 舞雪(4) 小学生 南牧北小     19.93 (-1.2)   1   9

  224
  202
  279

  181
  241
  299
   65
  258
   95

  229
   31
  276
  235
  289
   66

  153
  166
  163
  250
  228
  222

  147
   49
  215
  232
  238
   86

   52
  154
  118
  190
   50
  211

   28
    4
   44
   17
  295
  107

備考 組 順位
  287
  136
   93

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

タイムレース

小学4年女子

100m



決勝 6月6日 15:40

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 -1.6

 1 小山 陽菜乃(5) 小学生     15.97  1 荒井 結愛(5) 小学生     16.10 
ｺﾔﾏ ﾋﾅﾉ あさまねSC ｱﾗｲ ﾕｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 小松 乙都(5) 小学生     16.38  2 伊藤 あず(5) 小学生     17.14 
ｺﾏﾂ ｵﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｲﾄｳ ｱｽﾞ 川上第二小

 3 佐藤 みなみ(5) 小学生     16.53  3 藤極 麻央(5) 小学生     17.66 
ｻﾄｳ ﾐﾅﾐ 中佐都小 ﾌｼﾞｷﾞﾜ ﾏｵ 真田ｸﾗﾌﾞ小

 4 木内 蒼来乃(5) 小学生     16.84  4 清水 爽姫(5) 小学生     17.68 
ｷｳﾁ ｿﾗﾉ 佐久穂小 ｼﾐｽﾞｿｳｷ 田口小

 5 金田 耀花(5) 小学生     16.84  5 小林 結乃(5) 小学生     18.43 
ｶﾈﾀﾞ ﾖｳｶ 真田陸上教室 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 6 片川 優里香(5) 小学生     17.65  6 池田 実生(5) 小学生     18.45 
ｶﾀｶﾜ ﾕﾘｶ 北相木小 ｲｹﾀﾞ ﾐｵ あさまねSC

 7 鈴木 明咲(5) 小学生     18.09 
ｽｽﾞｷ  ﾒｲｻ 軽井沢東部小

 8 原野 優莉(5) 小学生     19.52 
ﾊﾗﾉ ﾕｳﾘ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

[ 3組] 風速 -0.7

 1 中島 那瑠(5) 小学生     15.79 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾙ あさまねSC

 2 戸兵 心瞳(5) 小学生     16.05 
ﾄﾋｮｳ ｺｺﾐ 真田陸上教室

 3 荒井 こころ(5) 小学生     16.20 
ｱﾗｲ ｺｺﾛ 上田北小

 4 吉田 楓花(5) 小学生     16.67 
ﾖｼﾀﾞ ﾌｳｶ 佐久穂小

 5 須江 寧(5) 小学生     16.89 
ｽｴ ｼｽﾞｶ 岩村田小

 6 神岡 弥怜(5) 小学生     18.10 
ｶﾐｵｶ ﾐｻﾄ 中佐都小

 7 山浦 彩葉(5) 小学生     18.14 
ﾔﾏｳﾗ ｲﾛﾊ 佐久城山小

   1 中島 那瑠(5) 小学生 あさまねSC     15.79 (-0.7)   3   1
   2 小山 陽菜乃(5) 小学生 あさまねSC     15.97 (-0.3)   1   1
   3 戸兵 心瞳(5) 小学生 真田陸上教室     16.05 (-0.7)   3   2
   4 荒井 結愛(5) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.10 (-1.6)   2   1
   5 荒井 こころ(5) 小学生 上田北小     16.20 (-0.7)   3   3
   6 小松 乙都(5) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.38 (-0.3)   1   2
   7 佐藤 みなみ(5) 小学生 中佐都小     16.53 (-0.3)   1   3
   8 吉田 楓花(5) 小学生 佐久穂小     16.67 (-0.7)   3   4
   9 木内 蒼来乃(5) 小学生 佐久穂小     16.84 (-0.3)   1   4
   9 金田 耀花(5) 小学生 真田陸上教室     16.84 (-0.3)   1   5
  11 須江 寧(5) 小学生 岩村田小     16.89 (-0.7)   3   5
  12 伊藤 あず(5) 小学生 川上第二小     17.14 (-1.6)   2   2
  13 片川 優里香(5) 小学生 北相木小     17.65 (-0.3)   1   6
  14 藤極 麻央(5) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ小     17.66 (-1.6)   2   3
  15 清水 爽姫(5) 小学生 田口小     17.68 (-1.6)   2   4
  16 鈴木 明咲(5) 小学生 軽井沢東部小     18.09 (-0.3)   1   7
  17 神岡 弥怜(5) 小学生 中佐都小     18.10 (-0.7)   3   6
  18 山浦 彩葉(5) 小学生 佐久城山小     18.14 (-0.7)   3   7
  19 小林 結乃(5) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     18.43 (-1.6)   2   5
  20 池田 実生(5) 小学生 あさまねSC     18.45 (-1.6)   2   6
  21 原野 優莉(5) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     19.52 (-0.3)   1   8
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決勝 6月6日 16:05

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 -1.4

 1 佐藤 七海(6) 小学生     14.54  1 茂木 優心(6) 小学生     15.26 
ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ 浅科小 ﾓﾃｷ ｺｺﾛ あさまねSC

 2 倉島 佳音(6) 小学生     15.46  2 荻原 佐緒里(6) 小学生     15.31 
ｸﾗｼﾏ ｶﾉﾝ 東御市陸上教室 ｵｷﾞﾊﾗ ｻｵﾘ 御代田南小

 3 土屋 結芽愛(6) 小学生     15.94  3 佐藤 美羽(6) 小学生     15.33 
ﾂﾁﾔ ﾕﾒｱ 御代田南小 ｻﾄｳ ﾐｳ 浅科小

 4 伴野 優香菜(6) 小学生     16.61  4 小澤 美晴(6) 小学生     15.71 
ﾄﾓﾉ ﾕｶﾅ 中込小 ｵｻﾞﾜ ﾐﾊﾙ 佐久穂小

 5 土屋 琴菜(6) 小学生     17.12  5 角田 恋音(6) 小学生     15.71 
ﾂﾁﾔ ｺﾄﾅ 浅科小 ﾂﾉﾀﾞ ﾚﾉﾝ 東御市陸上教室

 6 荻原 莉子(6) 小学生     17.37  6 菊池 那乃羽(6) 小学生     16.71 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｺ あさまねSC ｷｸﾁ ﾅﾉﾊ 南牧北小

 7 輿石 つばき(6) 小学生     17.85  7 清水 優里(6) 小学生     16.75 
ｺｼｲｼ ﾂﾊﾞｷ 南牧北小 ｼﾐｽﾞ ﾕﾘ 野岸小

 8 小平 美海(6) 小学生     17.90  8 高橋 美遥(6) 小学生     17.90 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾐｳ 水明小 ﾀｶﾊｼ ﾐﾊﾙ 中込小

[ 3組] 風速 -0.7

 1 神林 桃子(6) 小学生     15.08 
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｺ 佐久城山小

 2 鷹野 結(6) 小学生     15.41 
ﾀｶﾉ ﾕｲ 浅科小

 3 高橋 来実(6) 小学生     15.57 
ﾀｶﾊｼ ｸﾙﾐ 中込小

 4 高野 寧々(6) 小学生     15.72 
ﾀｶﾉ ﾈﾈ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 5 三木 玲音(6) 小学生     16.32 
ﾐｷ ﾚﾉﾝ 水明小

 6 春原 歩和(6) 小学生     16.69 
ﾊﾙﾊﾗ  ｱﾕﾅ 軽井沢東部小

 7 中村 美海(6) 小学生     17.03 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｳ 御代田南小

 8 渡邉 真緒(6) 小学生     17.11 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ 野岸小

   1 佐藤 七海(6) 小学生 浅科小     14.54 (-0.6)   1   1
   2 神林 桃子(6) 小学生 佐久城山小     15.08 (-0.7)   3   1
   3 茂木 優心(6) 小学生 あさまねSC     15.26 (-1.4)   2   1
   4 荻原 佐緒里(6) 小学生 御代田南小     15.31 (-1.4)   2   2
   5 佐藤 美羽(6) 小学生 浅科小     15.33 (-1.4)   2   3
   6 鷹野 結(6) 小学生 浅科小     15.41 (-0.7)   3   2
   7 倉島 佳音(6) 小学生 東御市陸上教室     15.46 (-0.6)   1   2
   8 高橋 来実(6) 小学生 中込小     15.57 (-0.7)   3   3
   9 小澤 美晴(6) 小学生 佐久穂小     15.71 (-1.4)   2   4
   9 角田 恋音(6) 小学生 東御市陸上教室     15.71 (-1.4)   2   5
  11 高野 寧々(6) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.72 (-0.7)   3   4
  12 土屋 結芽愛(6) 小学生 御代田南小     15.94 (-0.6)   1   3
  13 三木 玲音(6) 小学生 水明小     16.32 (-0.7)   3   5
  14 伴野 優香菜(6) 小学生 中込小     16.61 (-0.6)   1   4
  15 春原 歩和(6) 小学生 軽井沢東部小     16.69 (-0.7)   3   6
  16 菊池 那乃羽(6) 小学生 南牧北小     16.71 (-1.4)   2   6
  17 清水 優里(6) 小学生 野岸小     16.75 (-1.4)   2   7
  18 中村 美海(6) 小学生 御代田南小     17.03 (-0.7)   3   7
  19 渡邉 真緒(6) 小学生 野岸小     17.11 (-0.7)   3   8
  20 土屋 琴菜(6) 小学生 浅科小     17.12 (-0.6)   1   5
  21 荻原 莉子(6) 小学生 あさまねSC     17.37 (-0.6)   1   6
  22 輿石 つばき(6) 小学生 南牧北小     17.85 (-0.6)   1   7
  23 小平 美海(6) 小学生 水明小     17.90 (-0.6)   1   8
  23 高橋 美遥(6) 小学生 中込小     17.90 (-1.4)   2   8
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決勝 6月6日 14:40

風速 -2.0

 1 長坂 咲良(6) 小学生     16.10 
ﾅｶﾞｻｶ ｻｸﾗ 望月AC

 2 大井 南(6) 小学生     17.11 
ｵｵｲ  ﾐﾅﾐ T&F佐久平

 3 石井 愛奈(5) 小学生     17.16 
ｲｼｲ  ｱｲﾅ T&F佐久平

 4 松原 美柚(6) 小学生     18.08 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾕ 望月AC

5    12

2   301

3   296

4     9

小学女子ＯＰ

100m
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決勝 6月6日 13:30

 1 北原 亜純(6) 小学生   3,24.06 
ｷﾀﾊﾗ ｱｽﾞﾐ 真田ｸﾗﾌﾞ小

 2 黒沢 燈(6) 小学生   3,30.54 
ｸﾛｻﾜ ｱｶﾘ 腰越JSC

 3 帯刀 晶(5) 小学生   3,31.84 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱｷ 真田ｸﾗﾌﾞ小

 4 栗山 京子(6) 小学生   3,32.94 
ｸﾘﾔﾏ ｷｮｳｺ 平根小

 5 神津 和葉(5) 小学生   3,38.93 
ｺｳﾂﾞ ｶｽﾞﾊ 中佐都小

 6 竹花 ひまり(5) 小学生   3,42.43 
ﾀｹﾊﾅ ﾋﾏﾘ 腰越JSC

 7 橋詰 紗友奈(6) 小学生   3,44.66 
ﾊｼｽﾞﾒ ｻﾕﾅ 真田ｸﾗﾌﾞ小

 8 小林 奈七実(5) 小学生   3,49.81 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 小諸東小

 9 斎藤 唯結(5) 小学生   3,53.60 
ｻｲﾄｳ ﾕﾕｲ 真田ｸﾗﾌﾞ小

10 塩入 心寧(5) 小学生   3,57.56 
ｼｵｲﾘ ｺｺﾈ 真田ｸﾗﾌﾞ小

11 市川 梅花(5) 小学生   4,06.65 
ｲﾁｶﾜ ｳﾒｶ 御代田南小

12 岳藤 あんず(5) 小学生   4,10.47 
ﾀｹﾌｼﾞ ｱﾝｽﾞ 浅科小

13 小原 咲桜(6) 小学生   4,10.58 
ｺﾊﾗ ｻｻ 川上第二小
林 美慧(6) 小学生
ﾊﾔｼ ﾐｻﾄ 腰越JSC
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決勝 6月6日 16:35

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 望月AC(A)   292 柳澤 雄飛(6)     58.74 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰA ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ
  286 髙橋 侑悟(6)

ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺﾞ
  293 矢島 羽花(5)

ﾔｼﾞﾏ ﾊﾅ
  290 簾田 あいら(6)

ﾐｽﾀﾞ ｱｲﾗ
 2   7 軽井沢中部小(B   80 加藤 夕楓(6)   1,01.20 

ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳB ｶﾄｳ ﾕｳｶ
   73 真山 世凪(6)

ｻﾉﾔﾏ ｾﾅ
   77 市村 凌久(6)

ｲﾁﾑﾗ ﾘｸ
   75 小林 駿之介(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾉｽｹ
 3   3 軽井沢中部小(A   79 戸澤 泰己(6)   1,01.48 

ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳA ﾄｻﾞﾜ ﾀｲｷ
   74 松平 実和(6)

ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾐﾜ
   81 荻原 ゆず(6)

ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｽﾞ
   70 櫻井 浬(6)

ｻｸﾗｲ ｶｲﾘ
 4   9 真田陸上教室   180 山口 柊(5)   1,01.49 

ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳ
  178 斉藤 あおば(6)

ｻｲﾄｳ ｱｵﾊﾞ
  174 朝倉 こと子(5)

ｱｻｸﾗ ｺﾄｺ
  182 山宮 圭貴(6)

ﾔﾏﾐﾔ ｷﾖﾀｶ
 5   4 T&F佐久平(A)     3 柳原 琉良(6)   1,01.77 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ ｻｸﾀﾞｲﾗ ﾔﾅｷﾞﾊﾗ  ﾙｲ
   27 塩谷 葵音(6)

ｼｵﾔ ｱｵﾈ
    7 竹内 千尋(6)

ﾀｹｳﾁ  ﾁﾋﾛ
   22 山口 穂高(6)

ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾎﾀｶ
 6   8 T&F佐久平(B)    23 江川 璃勇斗(5)   1,02.19 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ ｻｸﾀﾞｲﾗ ｴｶﾞﾜ  ﾘｵﾄ
   13 清水 梨乃(5)

ｼﾐｽﾞ  ﾘﾉ
    2 柳澤 有唯(5)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ｱﾘｲ
    5 内堀 聡太朗(5)

ｳﾁﾎﾞﾘ  ｿｳﾀﾛｳ
 7   1 大日向小(A)   218 堀江 花音(6)   1,04.43 

ｵｵﾋﾅﾀｼｮｳA ﾎﾘｴ ｶﾉﾝ
  216 澤井 ひいろ(6)

ｻﾜｲ ﾋｲﾛ
  223 植松 昊仁(6)

ｳｴﾏﾂ ｱｷﾄ
  220 島田 麟太郎(5)

ｼﾏﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ
 8   2 望月AC(B)   297 西村 健(5)   1,05.30 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰB ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾙ
  294 武重 航(5)

ﾀｹｼｹﾞ ﾜﾀﾙ
  291 柳澤 璃音(5)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘﾉﾝ
  288 櫻井 結月(5)

ｻｸﾗｲ ﾕﾂﾞｷ
 9   5 大日向小(B)   221 天田 佑樹(6)   1,10.68 

ｵｵﾋﾅﾀｼｮｳB ｱﾏﾀﾞ ﾕｳｷ
  227 小野沢 真宙(5)

ｵﾉｻﾞﾜ ﾏﾋﾛ
  231 マクドナルド 英蓮(6)

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ ｴﾚﾝ
  225 上野 瀧子(5)

ｳｴﾉ ﾀｷｺ

小学混合

4x100mR

決勝



決勝 6月6日 14:00

[ 1組] 風速 -1.9 [ 2組] 風速 -2.0

 1 荻原 怜愛(5) 小学生 15.79(643)  1 中嶋 優佳(5) 小学生 13.26(1076)
ｵｷﾞﾊﾗ ﾚﾅ 軽井沢A&AC ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ 軽井沢A&AC

 2 佐々木 彩音(5) 小学生 17.77(305)  2 柳澤 茉莉花(6) 小学生 14.38(884)
ｻｻｷ ｱﾔﾈ 軽井沢A&AC ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏﾘｶ 軽井沢A&AC

 3 髙見澤 颯花(6) 小学生 18.42( 93)  3 荻原 推(5) 小学生 14.78(816)
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾊﾔｶ 南牧北小 ｵｷﾞﾜﾗ ｽｲ 軽井沢A&AC

 4 有坂 美月姫(6) 小学生 18.45(188)  4 田中 杏(6) 小学生 14.79(814)
ｱﾘｻｶ ﾐﾂﾞｷ 南牧北小 ﾀﾅｶ ｱﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 5 今井 蘭(5) 小学生 20.14(100)  5 小林 優奈(5) 小学生 15.48(696)
ｲﾏｲ ﾗﾝ 南牧北小 ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｳﾅ T&F佐久平

   1 中嶋 優佳(5) 小学生 軽井沢A&AC     13.26 (-2.0)   2   1
   2 柳澤 茉莉花(6) 小学生 軽井沢A&AC     14.38 (-2.0)   2   2
   3 荻原 推(5) 小学生 軽井沢A&AC     14.78 (-2.0)   2   3
   4 田中 杏(6) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     14.79 (-2.0)   2   4
   5 小林 優奈(5) 小学生 T&F佐久平     15.48 (-2.0)   2   5
   6 荻原 怜愛(5) 小学生 軽井沢A&AC     15.79 (-1.9)   1   1
   7 佐々木 彩音(5) 小学生 軽井沢A&AC     17.77 (-1.9)   1   2
   8 髙見澤 颯花(6) 小学生 南牧北小     18.42 (-1.9)   1   3
   9 有坂 美月姫(6) 小学生 南牧北小     18.45 (-1.9)   1   4
  10 今井 蘭(5) 小学生 南牧北小     20.14 (-1.9)   1   5  274

   62
  113
   18
   61
   60
  275

備考 組 順位
   55
   53

  268

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

4   274 3    18

6   268 5   113

2   275 2    62

5    60 4    53

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    61 6    55

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 順



決勝 6月6日 15:00

田中 杏(6) 小学生
ﾀﾅｶ ｱﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ (976)
中嶋 優佳(5) 小学生
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ 軽井沢A&AC (976)
荻原 怜愛(5) 小学生
ｵｷﾞﾊﾗ ﾚﾅ 軽井沢A&AC (919)
荻原 推(5) 小学生
ｵｷﾞﾜﾗ ｽｲ 軽井沢A&AC (919)
小林 優奈(5) 小学生
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｳﾅ T&F佐久平 (919)
柳澤 茉莉花(6) 小学生
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏﾘｶ 軽井沢A&AC (919)
今井 蘭(5) 小学生
ｲﾏｲ ﾗﾝ 南牧北小 (746)
髙見澤 颯花(6) 小学生
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾊﾔｶ 南牧北小 (630)
佐々木 彩音(5) 小学生
ｻｻｷ ｱﾔﾈ 軽井沢A&AC (630)
有坂 美月姫(6) 小学生
ｱﾘｻｶ ﾐﾂﾞｷ 南牧北小 (630)

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 m90 m95 1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 記録 備考
1 9   113

- - - O O O O O XX  1.25

1 10    55
- - - - O O O O XX  1.25

3 2    61
O O O O O O XO XX  1.20

3 6    62
- O O O O O O XX  1.20

3 7    18
- O O O O O O XX  1.20

3 8    53
- - O O O O O XX  1.20

7 3   274
O O XO O XX  1.05

8 1   275
O XO XX  0.95

8 4    60
XO O XX  0.95

8 5   268
O O XX  0.95



決勝 6月6日 14:00

中嶋 優佳(5) 小学生
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ 軽井沢A&AC
柳澤 茉莉花(6) 小学生
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏﾘｶ 軽井沢A&AC
田中 杏(6) 小学生
ﾀﾅｶ ｱﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
荻原 推(5) 小学生
ｵｷﾞﾜﾗ ｽｲ 軽井沢A&AC
小林 優奈(5) 小学生
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｳﾅ T&F佐久平
荻原 怜愛(5) 小学生
ｵｷﾞﾊﾗ ﾚﾅ 軽井沢A&AC
佐々木 彩音(5) 小学生
ｻｻｷ ｱﾔﾈ 軽井沢A&AC
今井 蘭(5) 小学生
ｲﾏｲ ﾗﾝ 南牧北小
髙見澤 颯花(6) 小学生
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾊﾔｶ 南牧北小
有坂 美月姫(6) 小学生
ｱﾘｻｶ ﾐﾂﾞｷ 南牧北小

小学女子

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考
1    55

  2052

2    53
  1803

3   113
  1790

4    62
  1735

5    18
  1615

6    61
  1562

7    60
   935

8   274
   846

9   275
   823

10   268
   818



決勝 6月6日 15:00

川元 唯楓(6) 小学生   3.93   4.15    4.15 
ｶﾜﾓﾄ  ｲﾌﾞｷ T&F佐久平   +1.2   +0.7    +0.7 (935)
小野澤 比奈矢(5) 小学生   4.02   4.06    4.06 
ｵﾉｻﾞﾜ ｼｪﾅｰﾔ 軽井沢A&AC   +1.0   -0.3    -0.3 (910)
川上 瑞詠(6) 小学生   3.65   3.56    3.65 
ｶﾜｶﾐ  ﾐｽﾞｴ T&F佐久平   +1.0   +2.9    +1.0 (795)
佐藤 一帆(6) 小学生   3.61   3.45    3.61 
ｻﾄｳ ｶｽﾞﾎ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +1.0   +0.4    +1.0 (784)
栁澤 芙羽(6) 小学生   3.36   3.42    3.42 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌﾜ 泉小   +1.7   -0.1    -0.1 (731)
杉山 陽乃(6) 小学生   3.01   3.06    3.06 
ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾉ 真田陸上教室   +0.8   +1.0    +1.0 (630)
伊東 ほの香(5) 小学生   2.84   3.00    3.00 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 真田陸上教室   +2.5   +1.1    +1.1 (613)
石井 華蓮(6) 小学生   2.34   2.62    2.62 
ｲｼｲ ｶﾚﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +3.7    0.0     0.0 (507)
林 采花(5) 小学生   2.27   2.28    2.28 
ﾊﾔｼ ｺﾄﾊ 川上第二小   +2.6   -0.3    -0.3 (412)
井出 芽生(6) 小学生    X    X 記録なし
ｲﾃﾞ  ﾒｵ 南牧北小 ( 50)

9 1   195

4   283

7 8   187

8 3   121

5 2   201

6 6   179

3 7    10

4 5   129

1 9    11

2 10    59

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



決勝 6月6日 14:00

伊東 ほの香(5) 小学生
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 真田陸上教室 (764)
小野澤 比奈矢(5) 小学生
ｵﾉｻﾞﾜ ｼｪﾅｰﾔ 軽井沢A&AC (692)
川上 瑞詠(6) 小学生
ｶﾜｶﾐ  ﾐｽﾞｴ T&F佐久平 (670)
川元 唯楓(6) 小学生
ｶﾜﾓﾄ  ｲﾌﾞｷ T&F佐久平 (661)
杉山 陽乃(6) 小学生
ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾉ 真田陸上教室 (603)
佐藤 一帆(6) 小学生
ｻﾄｳ ｶｽﾞﾎ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ (601)
林 采花(5) 小学生
ﾊﾔｼ ｺﾄﾊ 川上第二小 (549)
石井 華蓮(6) 小学生
ｲｼｲ ｶﾚﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ (548)
栁澤 芙羽(6) 小学生
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌﾜ 泉小 (462)
井出 芽生(6) 小学生
ｲﾃﾞ  ﾒｵ 南牧北小 (266)

 10.16 

 19.79 

10 4   283
  X 10.16

 24.02 

9 2   201
  X 19.79

 24.07 

8 3   121
24.02   X

 26.64 

7 1   195
  X 24.07

 26.71 

6 5   129
  X 26.64

 29.61 

5 6   179
26.71   X

 30.02 

4 9    11
  X 29.61

 31.09 

3 7    10
  X 30.02

 34.64 

2 10    59
  X 31.09

1 8   187
  X 34.64

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



決勝 6月6日 15:00

小野澤 比奈矢(5) 小学生
ｵﾉｻﾞﾜ ｼｪﾅｰﾔ 軽井沢A&AC
川元 唯楓(6) 小学生
ｶﾜﾓﾄ  ｲﾌﾞｷ T&F佐久平
川上 瑞詠(6) 小学生
ｶﾜｶﾐ  ﾐｽﾞｴ T&F佐久平
佐藤 一帆(6) 小学生
ｻﾄｳ ｶｽﾞﾎ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
伊東 ほの香(5) 小学生
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 真田陸上教室
杉山 陽乃(6) 小学生
ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾉ 真田陸上教室
栁澤 芙羽(6) 小学生
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌﾜ 泉小
石井 華蓮(6) 小学生
ｲｼｲ ｶﾚﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
林 采花(5) 小学生
ﾊﾔｼ ｺﾄﾊ 川上第二小
井出 芽生(6) 小学生
ｲﾃﾞ  ﾒｵ 南牧北小

小学女子

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考
1    59

  1602

2    11
  1596

3    10
  1465

4   129
  1385

5   187
  1377

6   179
  1233

7   201
  1193

8   121
  1055

9   195
   961

10   283
   316
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