
： 2021年５月３日(月) 
： 佐久総合運動公園陸上競技場（競技場コード 172060）
：

： 東信地区陸上競技協会　
： 跡部　定一
： 細田　和生 (トラック)内堀　俊彦 (フィールド)由井　正巳（混成競技）　
： 中嶋　良太

■グラウンドコンディション
5月3日(金)

■失格の略号の説明 ■フィールド競技における記号の説明
不正スタート (R162-7) 成功・有効試技  (走高跳・棒高跳)
他の競技者を妨害した (R163-2) 失敗・無効試技
他のレーンに入った (R163-3a) パス
縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った (R163-3b) 試合放棄
ブレイクライン手前でレーンを離れ内側に入った (R163-5)
競技者がトラックから勝手に離脱した (R163-6)
ハードルを越えなかった (R168-7)
足又は脚がハードルをはみ出してバーの高さより低い位置を通った (R168-7a)
故意にハードルを倒した (R168-7b)
ﾛｽﾄ･ｵﾌﾞ･ｺﾝﾀｸﾄ で3名以上がレッドカードを出した (R230-7a)
ﾍﾞﾝﾄ･ﾆｰ で3名以上がレッドカードを出した (R230-7a)
ﾛｽﾄ･ｵﾌﾞ･ｺﾝﾀｸﾄとﾍﾞﾝﾄ･ﾆｰ で3名以上がレッドカードを出した (R230-7a)
ﾛｽﾄ･ｵﾌﾞ･ｺﾝﾀｸﾄ で競歩主任が単独で失格にした (R230-4a)
ﾍﾞﾝﾄ･ﾆｰ で競歩主任が単独で失格にした (R230-4a)
リレーでテイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった (R170-7)
()内は区間を表す　 (1-2) :1走→2走  (2-3) :2走→3走  (3-4): 3走→4走
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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

主 管
総 務
審 判 長

大会コード 21170755

2021東信地区ジュニア・ユース陸上競技春季記録会
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2021年度東信地区ジュニア・ユース陸上競技春季記録会
　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

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】172060  佐久総合運動公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
05/03 中学女子 矢島 柚那(2) 12.85 向井 美来(3) 13.14 吉澤 諒子(3) 13.26 神津 沙夏(3) 13.30 田中 雪乃(3) 13.37 小林 ひより(3) 13.39 松橋 弥玖(3) 13.43 宇都宮 新奈(3) 13.55

100m 中学生･長峰中 中学生･浅間中 中学生･浅間中 中学生･御代田中 中学生･上田第二中 中学生･東御東部 中学生･浅間中 中学生･軽井沢中
05/03 小林 ひより(3) 27.54 向井 美来(3) 27.73 齋藤 優羽(3) 28.34 風巻 里奈(2) 28.94 髙橋 みう(3) 29.21 篠原 百々香(2) 29.25 土屋 夢萌(2) 29.33 小山 遥佳(2) 29.65

200m 中学生･東御東部 中学生･浅間中 中学生･御代田中 中学生･小諸東中 中学生･小諸東中 中学生･ｱｽﾘﾃｨｱTC 中学生･小諸東中 中学生･丸子北中
05/03 中村 羽来(2) 2,34.50 田畑 香奈(1) 2,38.08 津田 燈(3) 2,38.42 杉山 恵奈(3) 2,40.48 菊地 遥奈(2) 2,40.63 北原 和(1) 2,41.07 東海林 優心花(3 2,42.60 成沢 あん里(1) 2,43.79

800m 中学生･丸子中 中学生･上田四中 中学生･軽井沢中 中学生･浅間中 中学生･東御東部 中学生･真田ｸﾗﾌﾞ 中学生･野沢中 中学生･丸子中
05/03 並木 彩華(2) 14.04 大森 玲花(2) 14.89 山口 莉央(2) 15.06 矢島 柚那(2) 15.10 吉田 彩葉(3) 15.18 中嶋 杏佳(2) 15.59 山邊 栞那(3) 16.62 川上 珠実(3) 16.86

100mH 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･長峰中 中学生･野沢中 中学生･野沢中 中学生･上田第一中 中学生･野沢中
05/03 星野 紗菜(2) 1.40 橋本 莉奈(3) 1.40 宇都宮 新奈(3) 1.30 佐々木 小夏(2) 1.25 荻原 麻友(3) 1.25 松崎 あんな(3) 1.20 小池 陽葵(2) 中学生･長峰中 1.20

走高跳 中学生･軽井沢中 中学生･東御東部 中学生･軽井沢中 中学生･小諸東中 中学生･東御東部 中学生･野沢中 東海林 優心花(3中学生･野沢中
05/03 飯高 愛莉(3) 2.40 高見澤 茉那(3) 2.30 赤羽 柚香(2) 2.20 大井 杏樹(2) 2.00 鷹野 花恋(2) 1.90 山本 こなみ(2) 1.90 太田 星愛(3) 1.60

棒高跳 中学生･東御東部 中学生･上田五中 中学生･長峰中 中学生･野沢中 中学生･野沢中 中学生･上田五中 中学生･上田第一中
05/03 清水 藤子(3) 4.90(+4.8) 吉田 心美(3) 4.83(+2.8) 小林 のあ(3) 4.36(+5.7) 田中 優羽(3) 4.15(+3.8) 土屋 夢萌(2) 4.13(+2.4) 佐藤 ｲﾙｼｬ(3) 4.08(+4.5) 鈴木 花梨(3) 4.03(+4.2) 宮本 和花奈(3)4.02(+3.0)

走幅跳 中学生･東御東部 中学生･中込中 中学生･中込中 中学生･浅間中 中学生･小諸東中 中学生･東御東部 中学生･浅間中 中学生･東御東部
05/03 栁澤 歩乃(3) 9.88 石塚 夏姫(3) 9.27 横須賀 さくら(3 8.74 小関 そら(3) 7.29 田中 優羽(3) 7.20 渡辺 みゆ(3) 6.79 宮嶋 愛佳(3) 6.47 林 美緒(3) 6.47

砲丸投 中学生･御代田中 中学生･浅間中 中学生･小諸東中 中学生･御代田中 中学生･浅間中 中学生･中込中 中学生･中込中 中学生･上田五中
05/03 野沢中       51.54 浅間中       53.65 東御東部       54.03 御代田中       56.05 上田五中       56.15 小諸東中       56.26 軽井沢中       56.27 中込中(A)       56.90

4x100mR 川上 珠実(3) 吉澤 諒子(3) 関 栞那(3) 山越 美和(2) 春原 史佳(3) 内堀 紗衣(2) 津田 燈(3) 吉田 心美(3)
並木 彩華(2) 向井 美来(3) 小林 ひより(3) 齋藤 優羽(3) 坂口 瑠唯(3) 風巻 里奈(2) 宇都宮 新奈(3) 渡辺 みゆ(3)
中嶋 杏佳(2) 森角 優菜(3) 清水 藤子(3) 市川 麻奈(3) 林 美緒(3) 横須賀 さくら(3) 今野 夢香(2) 宮嶋 愛佳(3)
吉田 彩葉(3) 北山 花夏(3) 飯高 愛莉(3) 神津 沙夏(3) 高見澤 茉那(3) 髙橋 みう(3) 星野 紗菜(2) 小林 のあ(3)

05/03 並木 彩華(2) 2531 大森 玲花(2) 2422 中嶋 杏佳(2) 2241 吉田 彩葉(3) 2137 山口 莉央(2) 2112 山邊 栞那(3) 1856 川上 珠実(3) 1712 中山 桃(1) 1652
四種競技 中学生･野沢中 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･上田第一中 中学生･野沢中 中学生･諏訪市陸協

05/03 小学女子 山口 葵生(3) 9.95 梅垣 果鈴(3) 10.33 吉田 詩苑(3) 10.48 山口 紗和(3) 10.50 進藤 優花(3) 10.55 小山 乃愛(3) 11.02 菊原 唯月(2) 11.26 小山 凜花(1) 11.90
60m 小学生･軽井沢A&AC 小学生･諏訪FA 小学生･あさまねSC 小学生･真田陸上教室 小学生･諏訪FA 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･腰越JSC

05/03 林 かれん(6) 13.73 中嶋 優佳(5) 13.95 川元 唯楓(6) 14.58 小野澤 比奈矢(5 14.59 荻原 推(5) 14.84 小林 優奈(5) 14.97 角田 恋音(6) 15.00 高野 寧々(6) 15.05
100m 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 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･T&F佐久平 小学生･東御市陸上教室 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

05/03 北原 亜純(6) 3,32.94 黒沢 燈(6) 3,34.71 竹花 ひまり(5) 3,41.34 林 美慧(6) 3,43.67 帯刀 晶(5) 3,47.64 小山 柊花(4) 3,50.70 成澤 沙喜(4) 3,52.51 黒木 愛叶(4) 3,52.54
1000m 小学生･真田ｸﾗﾌﾞ小 小学生･腰越JSC 小学生･腰越JSC 小学生･腰越JSC 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･真田ｸﾗﾌﾞ小

05/03 中嶋 優佳(5) 2048 柳澤 茉莉花(6) 1769 荻原 怜愛(5) 1646 小林 優奈(5) 1607 荻原 推(5) 1567 高野 寧々(6) 1333 梅垣 咲希(5) 1253 塩谷 葵音(6) 1064
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･軽井沢A&AC 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･諏訪FA 小学生･T&F佐久平

05/03 川元 唯楓(6) 1317 小野澤 比奈矢(5 1249 佐藤 一帆(6) 1225 伊東 ほの香(5) 1219 矢島 羽花(5) 1199 石井 華蓮(6) 969 竹内 千尋(6) 845 石井 愛奈(5) 840
ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 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･真田陸上教室 小学生･望月AC 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･T&F佐久平 小学生･T&F佐久平

05/03 栁澤 妃菜(4) 11.34 山口 葵生(3) 11.35 林 かなえ(4) 11.56 梅垣 果鈴(3) 12.66 柳澤 杏南(3) 13.51 進藤 優花(3) 13.61
60mH 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 小学生･諏訪FA 小学生･軽井沢A&AC 小学生･諏訪FA

05/03 高校女子 佐伯 風帆(1) 12.46 小林 千紘(3) 12.63 北原 小遥(3) 12.75 堤 ヒトミ(3) 12.79 鈴木 天音(2) 12.89 宮下 留花(2) 12.93 池内 里菜子(2) 13.02 橋本 春香(1) 13.10
100m 高校生･佐久長聖高 高校生･諏訪二葉高 高校生･諏訪二葉高 高校生･丸子修学館 高校生･佐久長聖高 高校生･上田高 高校生･上田西高 高校生･佐久長聖高

05/03 渡邉 陽乃(2) 59.71 大鹿 愛和(2) 1,00.79 市川 笑花(2) 1,01.66 柳澤 風花(3) 1,03.01 佐伯 三葉(3) 1,04.30 柏木 萌(2) 1,04.75 田中 咲(3) 1,05.54 今井 菜々子(3) 1,08.46
400m 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･小諸高 高校生･小諸高 高校生･佐久長聖高 高校生･丸子修学館 高校生･野沢南高

05/03 髙野 夏来(3) 5,03.73 齊藤 結花(3) 5,09.21 牧内 愛華(3) 5,15.46 桑原 実世(1) 5,21.93 古旗 葵(3) 5,26.79 中島 優菜(2) 5,27.61 滝澤 桜叶(3) 5,27.66 工藤 涼風(2) 5,29.93
1500m 高校生･諏訪二葉高 高校生･上田高 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･野沢南高 高校生･上田千曲高 高校生･上田染谷丘

05/03  +4.9佐伯 風帆(1) 14.47 土屋 ほのか(3) 14.58 大森 里香(2) 14.66 髙尾 玲良(3) 14.89 竹内 里桜(3) 15.18 唐澤 さくら(1) 15.39 荻原 希乃愛(2) 16.24 山本 紗帆(1) 17.44
100mH 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･上田染谷丘 高校生･諏訪二葉高 高校生･佐久長聖高 高校生･佐久長聖高 高校生･野沢北高

05/03 大森 里香(2) 1.56 関谷 和香(3) 1.45 行田 優空(2) 1.45 荻原 希乃愛(2) 1.40 岡田 莉歩(1) 1.40 上村 文寧(1) 1.35 碓氷 和叶(3) 1.35 及川 葉月(2) 1.35
走高跳 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･佐久長聖高 高校生･佐久長聖高 高校生･諏訪二葉高 高校生･小諸高 高校生･岩村田高

05/03 岡田 莉歩(1) 3.30 岩下 栞(3) 2.90 鈴木 天音(2) 2.90
棒高跳 高校生･佐久長聖高 高校生･佐久長聖高 高校生･佐久長聖高

05/03 小林 千紘(3) 5.66(+3.1) 土屋 ほのか(3)5.40(+4.6) 宮下 留花(2) 5.23(+4.6) 富山 萌衣(2) 5.00(+4.3) 北原 小遥(3) 4.90(+4.2) 有賀 明子(2) 4.81(+4.6) 細田 怜奈(2) 4.71(+7.7) 菅沼 花菜(2) 4.65(+4.2)
走幅跳 高校生･諏訪二葉高 高校生･佐久長聖高 高校生･上田高 高校生･上田染谷丘 高校生･諏訪二葉高 高校生･上田高 高校生･上田千曲高 高校生･野沢南高

05/03 秋穂 真理(2) 9.03
砲丸投 高校生･佐久長聖高



2021年度東信地区ジュニア・ユース陸上競技春季記録会
　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

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】172060  佐久総合運動公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
05/03 神林 杏花 28.04 出澤 愛子(3) 27.27 栁橋 美輝(2) 23.51

円盤投 高校生･上田高 高校生･岩村田高 高校生･丸子修学館
05/03 清水 風(3) 34.48 内堀 心陽(3) 26.64 小林 凛(3) 25.63

やり投 高校生･上田千曲高 高校生･小諸高 高校生･上田千曲高
05/03 佐久長聖高(A)      50.92 佐久長聖高(B)      51.23 諏訪二葉高       52.39 上田高       53.30 上田染谷丘       53.40 野沢南高       55.42 野沢北高       55.93 岩村田高       56.57

4x100mR 大森 里香(2) 荻原 希乃愛(2) 竹内 里桜(3) 市川 七海 富山 萌衣(2) 菅沼 花菜(2) 寺澤 恵美(1) 出澤 愛子(3)
佐伯 風帆(1) 鈴木 天音(2) 小林 千紘(3) 宮下 留花(2) 行田 優空(2) 今井 菜々子(3) 山本 紗帆(1) 及川 葉月(2)
橋本 春花(1) 吉田 七海(3) 北原 小遥(3) 神林 杏花 山田 萌花(3) 土屋 凜奈(1) 関口 蒔琉(1) 近藤 桜(2)
唐澤 さくら(1) 土屋 ほのか(3) 藤森 紗理奈(1) 有賀 明子(2) 髙尾 玲良(3) 中澤 雪乃(1) 磯部 遥歌(2) 村山  苺香(1)

05/03 小学混合 軽井沢A&AC       56.81 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ       59.29 望月AC(A)     1,00.40 あさまねSC(A)    1,01.29 真田陸上教室(A)    1,03.11 真田ｸﾗﾌﾞ小     1,03.23 ｱｽﾘﾃｨｱTC     1,03.79 望月AC(B)     1,03.92
4x100mR 荻原 推(5) 佐藤 一帆(6) 柳澤 雄飛(6) 鈴木 碧(5) 山口 柊(5) 北原 亜純(6) 小平 結彩(6) 清野 兼宥(6)

中嶋 優佳(5) 高野 寧々(6) 髙橋 侑悟(6) 小山 陽菜乃(5) 斉藤 あおば(6) 黒木 玲雄(6) 齋藤 優空(6) 神津 逞(6)
大森 俊太朗(5) 赤尾 遙斗(6) 矢島 羽花(5) 中島 那瑠(5) 朝倉 こと子(5) 塩入 心寧(5) 田中 崇春(6) 簾田 あいら(6)
米田 太一(6) 山浦 英純(6) 長坂 咲良(6) 関 幹太(5) 山宮 圭貴(6) 横沢 岳弥(6) 中 勇人(6) 松原 美柚(6)



決勝 5月3日 13:20

[ 1組] 風速 +7.9 [ 2組] 風速 +9.6

 1 細田 怜奈(2) 高校生     13.55  1 鈴木 天音(2) 高校生     12.89 
ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ 上田千曲高 ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ 佐久長聖高

 2 細田 音衣(3) 高校生     13.60  2 宮下 留花(2) 高校生     12.93 
ﾎｿﾀﾞ ｵﾄｲ 上田高 ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ 上田高

 3 平林 紘果(2) 高校生     14.22  3 有賀 明子(2) 高校生     13.33 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｶ 上田染谷丘 ｱﾙｶﾞ ｱｷｺ 上田高

 4 土屋 凜奈(1) 高校生     14.51  4 山本 紗帆(1) 高校生     13.66 
ﾂﾁﾔ ﾘﾝﾅ 野沢南高 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾎ 野沢北高

 5 田中 朱音(1) 高校生     14.73  5 沼野 藍(3) 高校生     13.72 
ﾀﾅｶ ｱｶﾈ 上田染谷丘 ﾇﾏﾉ ｱｲ 佐久長聖高

 6 井龍 翠(1) 高校生     14.74  6 太田 このみ(2) 高校生     13.97 
ｲﾘｭｳ ﾐﾄﾞﾘ 野沢北高 ｵｵﾀ ｺﾉﾐ 上田西高

 7 山下  唯華(1) 高校生     15.68  7 下島 佳純(2) 高校生     14.12 
ﾔﾏｼﾀ ﾕｲｶ 岩村田高 ｼﾓｼﾞﾏ ｶｽﾐ 上田高

 8 佐々木 涙璃(1) 高校生     15.83  8 村山  苺香(1) 高校生     14.33 
ｻｻｷ ﾙｲﾘ 野沢北高 ﾑﾗﾔﾏ ﾏｲｶ 岩村田高

[ 3組] 風速 +8.4 [ 4組] 風速 +7.3

 1 北原 小遥(3) 高校生     12.75  1 佐伯 風帆(1) 高校生     12.46 
ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 諏訪二葉高 ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 佐久長聖高

 2 池内 里菜子(2) 高校生     13.02  2 小林 千紘(3) 高校生     12.63 
ｲｹｳﾁ ﾘﾅｺ 上田西高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 諏訪二葉高

 3 竹内 里桜(3) 高校生     13.13  3 堤 ヒトミ(3) 高校生     12.79 
ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 諏訪二葉高 ﾂﾂﾐ ﾋﾄﾐ 丸子修学館

 4 今井 菜々子(3) 高校生     13.19  4 橋本 春香(1) 高校生     13.10 
ｲﾏｲ ﾅﾅｺ 野沢南高 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ 佐久長聖高

 5 関澤 きらり(1) 高校生     13.87  5 吉田 七海(3) 高校生     13.35 
ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 上田西高 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ 佐久長聖高

 6 中澤 雪乃(1) 高校生     14.00  6 岩下 栞(3) 高校生     13.50 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 野沢南高 ｲﾜｼﾀ ｼｵﾘ 佐久長聖高

 7 藤森 紗理奈(1) 高校生     14.05  7 関口 蒔琉(1) 高校生     14.51 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾘﾅ 諏訪二葉高 ｾｷｸﾞﾁ ﾏｸﾙ 野沢北高
野村 夏月(2) 高校生
ﾉﾑﾗ ｶﾂﾞｷ 諏訪二葉高

   1 佐伯 風帆(1) 高校生 佐久長聖高     12.46 (+7.3)   4   1
   2 小林 千紘(3) 高校生 諏訪二葉高     12.63 (+7.3)   4   2
   3 北原 小遥(3) 高校生 諏訪二葉高     12.75 (+8.4)   3   1
   4 堤 ヒトミ(3) 高校生 丸子修学館     12.79 (+7.3)   4   3
   5 鈴木 天音(2) 高校生 佐久長聖高     12.89 (+9.6)   2   1
   6 宮下 留花(2) 高校生 上田高     12.93 (+9.6)   2   2
   7 池内 里菜子(2) 高校生 上田西高     13.02 (+8.4)   3   2
   8 橋本 春香(1) 高校生 佐久長聖高     13.10 (+7.3)   4   4
   9 竹内 里桜(3) 高校生 諏訪二葉高     13.13 (+8.4)   3   3
  10 今井 菜々子(3) 高校生 野沢南高     13.19 (+8.4)   3   4
  11 有賀 明子(2) 高校生 上田高     13.33 (+9.6)   2   3
  12 吉田 七海(3) 高校生 佐久長聖高     13.35 (+7.3)   4   5
  13 岩下 栞(3) 高校生 佐久長聖高     13.50 (+7.3)   4   6
  14 細田 怜奈(2) 高校生 上田千曲高     13.55 (+7.9)   1   1
  15 細田 音衣(3) 高校生 上田高     13.60 (+7.9)   1   2
  16 山本 紗帆(1) 高校生 野沢北高     13.66 (+9.6)   2   4
  17 沼野 藍(3) 高校生 佐久長聖高     13.72 (+9.6)   2   5
  18 関澤 きらり(1) 高校生 上田西高     13.87 (+8.4)   3   5
  19 太田 このみ(2) 高校生 上田西高     13.97 (+9.6)   2   6
  20 中澤 雪乃(1) 高校生 野沢南高     14.00 (+8.4)   3   6
  21 藤森 紗理奈(1) 高校生 諏訪二葉高     14.05 (+8.4)   3   7
  22 下島 佳純(2) 高校生 上田高     14.12 (+9.6)   2   7
  23 平林 紘果(2) 高校生 上田染谷丘     14.22 (+7.9)   1   3
  24 村山  苺香(1) 高校生 岩村田高     14.33 (+9.6)   2   8
  25 土屋 凜奈(1) 高校生 野沢南高     14.51 (+7.9)   1   4
  25 関口 蒔琉(1) 高校生 野沢北高     14.51 (+7.3)   4   7
  27 田中 朱音(1) 高校生 上田染谷丘     14.73 (+7.9)   1   5
  28 井龍 翠(1) 高校生 野沢北高     14.74 (+7.9)   1   6
  29 山下  唯華(1) 高校生 岩村田高     15.68 (+7.9)   1   7
  30 佐々木 涙璃(1) 高校生 野沢北高     15.83 (+7.9)   1   8

高校女子

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
6  1490 7  2263

3  1428 6  1415

8  1464 2  1412

2  1259 8  1232

4  1470 5  2255

7  1235 9  1532

5  1274 4  1411

9  1233 3  1275

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
6   102 6  1300

9  1533 3   103

4   101 7  1385

5  1256 2  1302

3  1536 8  2265

7  1258 4  2251

8   109 5  1224

2   106
欠場

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
 1300
  103
  102
 1385
 2263
 1415
 1533
 1302
  101
 1256
 1412
 2265
 2251
 1490
 1428
 1232
 2255
 1536
 1532
 1258

 1470
 1235
 1274
 1233

  109
 1411
 1464
 1275
 1259
 1224



決勝 5月3日 14:50

高校新              55.42

[ 1組] [ 2組]

 1 下島 佳純(2) 高校生   1,10.36  1 佐伯 三葉(3) 高校生   1,04.30 
ｼﾓｼﾞﾏ ｶｽﾐ 上田高 ｻｴｷ ﾐﾂﾊﾞ 小諸高

 2 市川 七海 高校生   1,10.45  2 柏木 萌(2) 高校生   1,04.75 
ｲﾁｶﾜ ﾅﾅﾐ 上田高 ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ 佐久長聖高

 3 井龍 翠(1) 高校生   1,12.02  3 今井 菜々子(3) 高校生   1,08.46 
ｲﾘｭｳ ﾐﾄﾞﾘ 野沢北高 ｲﾏｲ ﾅﾅｺ 野沢南高

 4 玉井 南帆(2) 高校生   1,12.50  4 齊藤 結花(3) 高校生   1,09.25 
ﾀﾏｲ ﾐﾅﾎ 上田高 ｻｲﾄｳ ﾕｲｶ 上田高

 5 佐々木 涙璃(1) 高校生   1,21.60  5 渡邉 美祐(3) 高校生   1,09.40 
ｻｻｷ ﾙｲﾘ 野沢北高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｳ 小諸高
平島 葵(3) 高校生  6 山田 萌花(3) 高校生   1,11.45 
ﾋﾗｼﾞﾏ ｱｵｲ 上田東高 ﾔﾏﾀﾞ ﾓｶ 上田染谷丘
細田 音衣(3) 高校生  7 中澤 雪乃(1) 高校生   1,11.60 
ﾎｿﾀﾞ ｵﾄｲ 上田高 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 野沢南高

[ 3組]

 1 渡邉 陽乃(2) 高校生     59.71 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾉ 佐久長聖高

 2 大鹿 愛和(2) 高校生   1,00.79 
ｵｵｼｶ ﾏﾅ 佐久長聖高

 3 市川 笑花(2) 高校生   1,01.66 
ｲﾁｶﾜ ｴﾐｶ 佐久長聖高

 4 柳澤 風花(3) 高校生   1,03.01 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ 小諸高

 5 田中 咲(3) 高校生   1,05.54 
ﾀﾅｶ ｻｷ 丸子修学館

 6 池内 里菜子(2) 高校生   1,12.92 
ｲｹｳﾁ ﾘﾅｺ 上田西高

   1 渡邉 陽乃(2) 高校生 佐久長聖高       59.71   3   1
   2 大鹿 愛和(2) 高校生 佐久長聖高     1,00.79   3   2
   3 市川 笑花(2) 高校生 佐久長聖高     1,01.66   3   3
   4 柳澤 風花(3) 高校生 小諸高     1,03.01   3   4
   5 佐伯 三葉(3) 高校生 小諸高     1,04.30   2   1
   6 柏木 萌(2) 高校生 佐久長聖高     1,04.75   2   2
   7 田中 咲(3) 高校生 丸子修学館     1,05.54   3   5
   8 今井 菜々子(3) 高校生 野沢南高     1,08.46   2   3
   9 齊藤 結花(3) 高校生 上田高     1,09.25   2   4
  10 渡邉 美祐(3) 高校生 小諸高     1,09.40   2   5
  11 下島 佳純(2) 高校生 上田高     1,10.36   1   1
  12 市川 七海 高校生 上田高     1,10.45   1   2
  13 山田 萌花(3) 高校生 上田染谷丘     1,11.45   2   6
  14 中澤 雪乃(1) 高校生 野沢南高     1,11.60   2   7
  15 井龍 翠(1) 高校生 野沢北高     1,12.02   1   3
  16 玉井 南帆(2) 高校生 上田高     1,12.50   1   4
  17 池内 里菜子(2) 高校生 上田西高     1,12.92   3   6
  18 佐々木 涙璃(1) 高校生 野沢北高     1,21.60   1   5

高校女子

400m

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
8  1411 7  1347

4  1429 6  1307

5  1235 4  1256

2  1413 3  1423

7  1233 5  1346

3  1438 8  1456
欠場

6  1428 2  1258
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  1305

5  2266

7  1306

2  1345

4  1384

6  1533

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
 2266
 1306
 1345
 1347
 1307
 1384
 1256
 1423
 1346

 1533
 1233

 1411
 1429
 1456
 1258
 1235
 1413



決勝 5月3日 10:35

高校新            4,17.77

 1 髙野 夏来(3) 高校生   5,03.73 
ﾀｶﾉ ﾅﾂｷ 諏訪二葉高

 2 齊藤 結花(3) 高校生   5,09.21 
ｻｲﾄｳ ﾕｲｶ 上田高

 3 牧内 愛華(3) 高校生   5,15.46 
ﾏｷｳﾁ ﾏﾅｶ 佐久長聖高

 4 桑原 実世(1) 高校生   5,21.93 
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾖ 佐久長聖高

 5 古旗 葵(3) 高校生   5,26.79 
ﾌﾙﾊﾀ ｱｵｲ 上田東高

 6 中島 優菜(2) 高校生   5,27.61 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾅ 野沢南高

 7 滝澤 桜叶(3) 高校生   5,27.66 
ﾀｷｻﾞﾜ ｵｳｶ 上田千曲高

 8 工藤 涼風(2) 高校生   5,29.93 
ｸﾄﾞｳ ｽｽﾞｶ 上田染谷丘

 9 竹花  明姫(1) 高校生   5,30.75 
ﾀｹﾊﾅ  ｱｷ 上田千曲高

10 冨沢 花(3) 高校生   5,32.75 
ﾄﾐｻﾞﾜ ﾊﾅ 野沢南高

11 久保田 詩乃(3) 高校生   5,40.76 
ｸﾎﾞﾀ ｳﾀﾉ 上田高

12 森角 くるみ(3) 高校生   5,54.32 
ﾓﾘｶｸ ｸﾙﾐ 小諸高

13 鈴木 菜生(2) 高校生   5,55.28 
ｽｽﾞｷ ﾅｵ 上田高

14 小池 嶺花(3) 高校生   6,01.79 
ｺｲｹ ﾚｲｶ 諏訪二葉高

15 下村 真由(3) 高校生   6,04.59 
ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕ 佐久長聖高

16 成田 香穂(3) 高校生   6,20.80 
ﾅﾘﾀ ｶﾎ 上田染谷丘

17 寺澤 恵美(1) 高校生   6,44.37 
ﾃﾗｻﾜ ﾒｸﾞﾐ 野沢北高

18 中條 玲南(3) 高校生   7,11.34 
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾚｲﾅ 岩村田高
齋藤 蒔富羽(1) 高校生
ｻｲﾄｳ ﾏﾄﾊ 上田染谷丘
横林 萌香(2) 高校生
ﾖｺﾊﾞﾔｼ ﾓｶ 上田染谷丘

高校女子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
14   104

1  1423

17  2254

11  1296

16  1434

19  1250

10  1493

6  1461

2  1496

5  1255

15  1426

12  1343

7  1414

4   105

13  2252

18  1457

9  1234

3  1269

8  1471
欠場

20  1463
欠場



決勝 5月3日 10:30

高校新              13.84

風速 +4.9

 1 佐伯 風帆(1) 高校生     14.47 
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 佐久長聖高

 2 土屋 ほのか(3) 高校生     14.58 
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 佐久長聖高

 3 大森 里香(2) 高校生     14.66 
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 佐久長聖高

 4 髙尾 玲良(3) 高校生     14.89 
ﾀｶｵ ﾚｲﾗ 上田染谷丘

 5 竹内 里桜(3) 高校生     15.18 
ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 諏訪二葉高

 6 唐澤 さくら(1) 高校生     15.39 
ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 佐久長聖高

 7 荻原 希乃愛(2) 高校生     16.24 
ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 佐久長聖高

 8 山本 紗帆(1) 高校生     17.44 
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾎ 野沢北高

高校女子

100mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  1300

5  2253

4  1301

9  1453

3   101

8  1304

2  1303

7  1232



決勝 5月3日  9:15

[ 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 佐久長聖高(A)  1301 大森 里香(2)     50.92  1   4 佐久長聖高(B)  1303 荻原 希乃愛(2)     51.23 

ｻｸﾁｮｳｾｲA ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ ｻｸﾁｮｳｾｲB ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ
 1300 佐伯 風帆(1)  2263 鈴木 天音(2)

ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ
 1302 橋本 春花(1)  2265 吉田 七海(3)

ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙﾊ ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ
 1304 唐澤 さくら(1)  2253 土屋 ほのか(3)

ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ
 2   3 諏訪二葉高   101 竹内 里桜(3)     52.39  2   3 上田染谷丘  1460 富山 萌衣(2)     53.40 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ﾀｹｳﾁ ﾘｵ ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ
  103 小林 千紘(3)  1462 行田 優空(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ ｷﾞｮｳﾀﾞ ｿﾗ
  102 北原 小遥(3)  1456 山田 萌花(3)

ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ ﾔﾏﾀﾞ ﾓｶ
  109 藤森 紗理奈(1)  1453 髙尾 玲良(3)

ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾘﾅ ﾀｶｵ ﾚｲﾗ
 3   4 上田高  1429 市川 七海     53.30  3   5 野沢北高  1234 寺澤 恵美(1)     55.93 

ｳｴﾀﾞｺｳ ｲﾁｶﾜ ﾅﾅﾐ ﾉｻﾞﾜｷﾀｺｳ ﾃﾗｻﾜ ﾒｸﾞﾐ
 1415 宮下 留花(2)  1232 山本 紗帆(1)

ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ ﾔﾏﾓﾄ ｻﾎ
 1416 神林 杏花  1224 関口 蒔琉(1)

ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ ｾｷｸﾞﾁ ﾏｸﾙ
 1412 有賀 明子(2)  1229 磯部 遥歌(2)

ｱﾙｶﾞ ｱｷｺ ｲｿﾍﾞ ﾊﾙｶ
 4   5 野沢南高  1249 菅沼 花菜(2)     55.42  4   6 上田西高  1536 関澤 きらり(1)     56.68 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ
 1256 今井 菜々子(3)  1533 池内 里菜子(2)

ｲﾏｲ ﾅﾅｺ ｲｹｳﾁ ﾘﾅｺ
 1259 土屋 凜奈(1)  1532 太田 このみ(2)

ﾂﾁﾔ ﾘﾝﾅ ｵｵﾀ ｺﾉﾐ
 1258 中澤 雪乃(1)  1539 神林 愛乃

ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾉ
 5   7 岩村田高  1268 出澤 愛子(3)     56.57   2 小諸高(A)  1347 佐伯 三葉(3)

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ｲﾃﾞｻﾞﾜ ｱｲｺ ｺﾓﾛｺｳA ｻｴｷ ﾐﾂﾊﾞ 失格
 1270 及川 葉月(2)  1331 比田井 凛(3)

ｵｲｶﾜ ﾊﾂﾞｷ ﾋﾀﾞｲ ﾘﾝ
 1271 近藤 桜(2)  1345 柳澤 風花(3)

ｺﾝﾄﾞｳ ｻｸﾗ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ
 1275 村山  苺香(1)  1349 内堀 心陽(3)

ﾑﾗﾔﾏ ﾏｲｶ ｳﾁﾎﾞﾘ ｺｺｱ
 6   2 上田千曲高  1490 細田 怜奈(2)     57.65 

ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ
 1488 清水 風(3)

ｼﾐｽﾞ ｳﾀ
 1497 松木  紗良(1)

ﾏﾂｷ  ｻﾗ
 1494 小林 凛(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ

   1 佐久長聖高(A)     50.92 大森 里香(2) 佐伯 風帆(1) 橋本 春花(1) 唐澤 さくら(1)  1   1
   2 佐久長聖高(B)     51.23 荻原 希乃愛(2)鈴木 天音(2) 吉田 七海(3) 土屋 ほのか(3)  2   1
   3 諏訪二葉高     52.39 竹内 里桜(3) 小林 千紘(3) 北原 小遥(3) 藤森 紗理奈(1)  1   2
   4 上田高     53.30 市川 七海 宮下 留花(2) 神林 杏花 有賀 明子(2)   1   3
   5 上田染谷丘     53.40 富山 萌衣(2) 行田 優空(2) 山田 萌花(3) 髙尾 玲良(3)   2   2
   6 野沢南高     55.42 菅沼 花菜(2) 今井 菜々子(3)土屋 凜奈(1) 中澤 雪乃(1)   1   4
   7 野沢北高     55.93 寺澤 恵美(1) 山本 紗帆(1) 関口 蒔琉(1) 磯部 遥歌(2)   2   3
   8 岩村田高     56.57 出澤 愛子(3) 及川 葉月(2) 近藤 桜(2) 村山  苺香(1)   1   5
   9 上田西高     56.68 関澤 きらり(1)池内 里菜子(2)太田 このみ(2)神林 愛乃   2   4
  10 上田千曲高     57.65 細田 怜奈(2) 清水 風(3) 松木  紗良(1) 小林 凛(3)   1   6

高校女子

4x100mR

決勝

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考 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



決勝 5月3日 10:50

高校新               1.77

1m60
大森 里香(2) 高校生 - - - - - O XXO O O XO
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 佐久長聖高 XXX
関谷 和香(3) 高校生 - - - - O XO O XXX
ｾｷﾔ ﾉﾄﾞｶ 上田東高
行田 優空(2) 高校生 - - - - - O XXO XXX
ｷﾞｮｳﾀﾞ ｿﾗ 上田染谷丘
荻原 希乃愛(2) 高校生 - - - - - O XXX
ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 佐久長聖高
岡田 莉歩(1) 高校生 - - - O O XO XXX
ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 佐久長聖高
上村 文寧(1) 高校生 - - O O O XXX
ｶﾐﾑﾗ ｱﾔﾈ 諏訪二葉高
碓氷 和叶(3) 高校生 - - O XO XO XXX
ｳｽｲ ﾜｶﾅ 小諸高
及川 葉月(2) 高校生 O XO O XXO XXO XXX
ｵｲｶﾜ ﾊﾂﾞｷ 岩村田高
漆原 衣咲(1) 高校生 欠場
ｳﾙｼﾊﾞﾗ  ｲｻｷ 佐久長聖高

1m15 1m20 1m35 1m40 1m45 1m50

高校女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m53 1m56

記録 備考

1 9  1301
 1.56

1m25 1m30

2 3  1433
 1.45

3 4  1462
 1.45

4 6  1303
 1.40

5 5  1298
 1.40

6 7   108
 1.35

7 2  1348
 1.35

8 1  1270
 1.35

8  1310



決勝 5月3日  9:55

高校新               3.65

岡田 莉歩(1) 高校生
ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 佐久長聖高
岩下 栞(3) 高校生
ｲﾜｼﾀ ｼｵﾘ 佐久長聖高
鈴木 天音(2) 高校生
ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ 佐久長聖高

高校女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 2m60 2m70 2m80 2m90 3m00 3m10 3m20 3m30 3m40 記録 備考
1 3  1298

- - - - XO X- - XO XXX  3.30

2 2  2251
- - O O XXX  2.90

3 1  2263
O O XXO  2.90O XXX



決勝 5月3日 11:30

高校新               6.06

小林 千紘(3) 高校生    X    X   5.66    5.66 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 諏訪二葉高   +3.1    +3.1
土屋 ほのか(3) 高校生   5.38   5.40    X    5.40 
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 佐久長聖高   +3.3   +4.6    +4.6
宮下 留花(2) 高校生   5.16   5.04   5.23    5.23 
ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ 上田高   +3.3   +1.8   +4.6    +4.6
富山 萌衣(2) 高校生    X    X   5.00    5.00 
ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ 上田染谷丘   +4.3    +4.3
北原 小遥(3) 高校生    X   4.90    X    4.90 
ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 諏訪二葉高   +4.2    +4.2
有賀 明子(2) 高校生   4.81   4.67   4.72    4.81 
ｱﾙｶﾞ ｱｷｺ 上田高   +4.6   +2.9   +4.0    +4.6
細田 怜奈(2) 高校生   4.71    X   4.69    4.71 
ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ 上田千曲高   +7.7   +4.2    +7.7
菅沼 花菜(2) 高校生   4.52   4.58   4.65    4.65 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ 野沢南高   +4.7   +4.3   +4.2    +4.2
梅原 小梅(1) 高校生   4.58   4.16   4.25    4.58 
ｳﾒﾊﾗ ｺｳﾒ 上田染谷丘   +3.8   +3.8   +3.7    +3.8
古越 茉帆(2) 高校生    X   4.54   4.19    4.54 
ﾌﾙｺｼ ﾏﾎ 佐久長聖高   +4.1   +4.2    +4.1
行田 優空(2) 高校生   4.38   4.51    -    4.51 
ｷﾞｮｳﾀﾞ ｿﾗ 上田染谷丘   +4.4   +6.8    +6.8
関口 蒔琉(1) 高校生   4.49   4.41    X    4.49 
ｾｷｸﾞﾁ ﾏｸﾙ 野沢北高   +3.9   +5.0    +3.9
寺澤 恵美(1) 高校生   4.07   4.16   3.99    4.16 
ﾃﾗｻﾜ ﾒｸﾞﾐ 野沢北高   +3.5   +4.9   +6.0    +4.9
小泉 陽菜(1) 高校生   4.12   3.69   2.24    4.12 
ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾅ 上田染谷丘   +4.2   +4.4   +5.6    +4.2
土屋 凜奈(1) 高校生   3.95   4.10   3.97    4.10 
ﾂﾁﾔ ﾘﾝﾅ 野沢南高   +5.7   +3.6   +4.2    +3.6
綱島 乙葉(3) 高校生   4.06   3.99    -    4.06 
ﾂﾅｼﾏ ｵﾄﾊ 上田東高   +5.9   +4.4    +5.9
近藤 桜(2) 高校生 欠場
ｺﾝﾄﾞｳ ｻｸﾗ 岩村田高
佐伯 三葉(3) 高校生 欠場
ｻｴｷ ﾐﾂﾊﾞ 小諸高

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 17   103

2 16  2253

3 14  1415

4 13  1460

5 15   102

6 7  1412

7 11  1490

8 9  1249

9 12  1468

10 8  2267

11 5  1462

12 18  1224

13 6  1234

14 3  1469

15 4  1259

16 2  1431

1  1271

10  1347



決勝 5月3日 13:30

高校新              13.65

秋穂 真理(2) 高校生
ｱｷﾎ ﾏﾘ 佐久長聖高

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

  9.03 
1 1  1308

 8.72  9.03  8.53



決勝 5月3日 10:00

高校新              44.69

神林 杏花 高校生
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ 上田高
出澤 愛子(3) 高校生
ｲﾃﾞｻﾞﾜ ｱｲｺ 岩村田高
栁橋 美輝(2) 高校生
ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ ﾐｷ 丸子修学館
前島 遥(3) 高校生 欠場
ﾏｴｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 上田東高

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 3  1416

26.46 27.85 28.04  28.04 

2 4  1268
25.10 27.27 25.93  27.27 

3 1  1387
23.41 21.90 23.51

2  1439

 23.51 



決勝 5月3日 12:30

高校新              50.93

清水 風(3) 高校生
ｼﾐｽﾞ ｳﾀ 上田千曲高
内堀 心陽(3) 高校生
ｳﾁﾎﾞﾘ ｺｺｱ 小諸高
小林 凛(3) 高校生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ 上田千曲高
市川 夏雅里(3) 高校生 欠場
ｲﾁｶﾜ ｶｶﾞﾘ 上田東高

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 4  1488

32.37 33.57 34.48  34.48 

2 3  1349
26.64 26.21 25.11  26.64 

3 1  1494
24.77 25.63 23.92

2  1432

 25.63 



決勝 5月3日 12:30

[ 1組] 風速 +3.9 [ 2組] 風速 +5.4

 1 菊地 遥奈(2) 中学生     14.87  1 小山留実(3) 中学生     14.26 
ｷｸﾁ ﾊﾙﾅ 東御東部 ｺﾔﾏ ﾙﾐ 丸子北中

 2 松木美優(3) 中学生     15.08  2 中村 春花 中学生     14.72 
ﾏﾂｷ ﾐﾕ 丸子北中 ﾅｶﾑﾗ  ﾊﾙｶ 上田五中

 3 中山 里恋(1) 中学生     15.18  3 内藤 真帆(3) 中学生     14.78 
ﾅｶﾔﾏ ﾘｺ 上田四中 ﾅｲﾄｳ ﾏﾎ 東御東部

 4 髙安 万絢(2) 中学生     15.25  4 滝澤 唯(3) 中学生     14.82 
ﾀｶﾔｽ ﾏｱﾔ 浅間中 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｲ 丸子北中

 5 吉村 茉凜(2) 中学生     15.38  5 箱山 夏未(3) 中学生     15.44 
ﾖｼﾑﾗ ﾏﾘﾝ 浅間中 ﾊｺﾔﾏ ﾅﾂﾐ 上田四中

 6 藤林 夢奈(3) 中学生     15.38  6 後小路 結月(1) 中学生     15.63 
ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 東御東部 ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾕﾂﾞｷ 野沢中

 7 高橋 汐来(1) 中学生     15.87  7 手塚 華(2) 中学生     15.75 
ﾀｶﾊｼ ｾﾗ 野沢中 ﾃﾂﾞｶ ﾊﾅ 小諸東中

 8 森角 桃子(1) 中学生     17.21  8 磯部 ひより(1) 中学生     15.92 
ﾓﾘｶｸ ﾓﾓｺ 野沢中 ｲｿﾍﾞ ﾋﾖﾘ 野沢中
中澤 萌果(2) 中学生  9 中嶋 美代(1) 中学生     16.36 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾓｶ 上田四中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾖ 野沢中

[ 3組] 風速 +5.9 [ 4組] 風速 +6.5

 1 片山 美知葉(2) 中学生     13.68  1 松橋 弥玖(3) 中学生     13.43 
ｶﾀﾔﾏ ﾐﾁﾊ 東御東部 ﾏﾂﾊｼ ﾐｸ 浅間中

 2 森角 優菜(3) 中学生     13.77  2 宇都宮 新奈(3) 中学生     13.55 
ﾓﾘｶｸ ﾕﾅ 浅間中 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾆﾅ 軽井沢中

 3 荻原 藍(2) 中学生     13.93  3 中山 きづな(2) 中学生     13.64 
ｵｷﾞﾊﾗ ｱｲ 浅間中 ﾅｶﾔﾏ ｷﾂﾞﾅ 軽井沢A&AC

 4 塩入 心遥(2) 中学生     14.19  4 宮島 蒼(2) 中学生     13.86 
ｼｵｲﾘ ｺﾊﾙ 東御東部 ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｵ ｱｽﾘﾃｨｱTC

 5 津田 燈(3) 中学生     14.24  5 小山 遥佳(2) 中学生     13.91 
ﾂﾀﾞ ｱｶﾘ 軽井沢中 ｺﾔﾏ ﾊﾙｶ 丸子北中

 6 堀内 あのん(2) 中学生     14.33  6 飯高 愛莉(3) 中学生     13.97 
ﾎﾘｳﾁ ｱﾉﾝ 上田四中 ｲｲﾀｶ ｱｲﾘ 東御東部

 7 竹内 瑞喜(1) 中学生     14.36  7 加藤 紅葉(2) 中学生     14.28 
ﾀｹｳﾁ ﾐｽﾞｷ 野沢中 ｶﾄｳ ｸﾚﾊ 中込中

 8 櫻井 玲未(1) 中学生     14.42  8 江元 香乃(2) 中学生     14.58 
ｻｸﾗｲ  ﾚﾐ T&F佐久平 ｴﾓﾄ ｶﾉ 中込中

 9 内堀 紗衣(2) 中学生     14.64 宮本 和花奈(3) 中学生
ｳﾁﾎﾞﾘ ｻｴ 小諸東中 ﾐﾔﾓﾄ ﾜｶﾅ 東御東部

[ 5組] 風速 +6.1

 1 矢島 柚那(2) 中学生     12.85 
ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ 長峰中

 2 向井 美来(3) 中学生     13.14 
ﾑｶｲ ﾐｸ 浅間中

 3 吉澤 諒子(3) 中学生     13.26 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｺ 浅間中

 4 神津 沙夏(3) 中学生     13.30 
ｺｳﾂﾞ ｻﾅ 御代田中

 5 田中 雪乃(3) 中学生     13.37 
ﾀﾅｶ ﾕｷﾉ 上田第二中

 6 小林 ひより(3) 中学生     13.39 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 東御東部

 7 風巻 里奈(2) 中学生     13.65 
ｶｻﾞﾏｷ ﾘﾅ 小諸東中

 8 篠原 百々香(2) 中学生     13.80 
ｼﾉﾊﾗ ﾓﾓｶ ｱｽﾘﾃｨｱTC
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4  4125

6  4124

2  4517

5  8777

3    51

9    34

氏  名 所属名 記録／備考
8  4138

2  4287

順 ﾚｰﾝ No.

1  4247

9  4070

4    19

7  4249

5  4647

8  4150

1  4395

3  4398

6  4149

9  4074

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  4291

1  4073

7  4649

5  4072

6  4394

8  4511

所属名 記録／備考
4  4515

2  4671

8  4648
欠場

順 ﾚｰﾝ No.
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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 氏  名



   1 矢島 柚那(2) 中学生 長峰中     12.85 (+6.1)   5   1
   2 向井 美来(3) 中学生 浅間中     13.14 (+6.1)   5   2
   3 吉澤 諒子(3) 中学生 浅間中     13.26 (+6.1)   5   3
   4 神津 沙夏(3) 中学生 御代田中     13.30 (+6.1)   5   4
   5 田中 雪乃(3) 中学生 上田第二中     13.37 (+6.1)   5   5
   6 小林 ひより(3) 中学生 東御東部     13.39 (+6.1)   5   6
   7 松橋 弥玖(3) 中学生 浅間中     13.43 (+6.5)   4   1
   8 宇都宮 新奈(3) 中学生 軽井沢中     13.55 (+6.5)   4   2
   9 中山 きづな(2) 中学生 軽井沢A&AC     13.64 (+6.5)   4   3
  10 風巻 里奈(2) 中学生 小諸東中     13.65 (+6.1)   5   7
  11 片山 美知葉(2) 中学生 東御東部     13.68 (+5.9)   3   1
  12 森角 優菜(3) 中学生 浅間中     13.77 (+5.9)   3   2
  13 篠原 百々香(2) 中学生 ｱｽﾘﾃｨｱTC     13.80 (+6.1)   5   8
  14 宮島 蒼(2) 中学生 ｱｽﾘﾃｨｱTC     13.86 (+6.5)   4   4
  15 小山 遥佳(2) 中学生 丸子北中     13.91 (+6.5)   4   5
  16 荻原 藍(2) 中学生 浅間中     13.93 (+5.9)   3   3
  17 飯高 愛莉(3) 中学生 東御東部     13.97 (+6.5)   4   6
  18 塩入 心遥(2) 中学生 東御東部     14.19 (+5.9)   3   4
  19 津田 燈(3) 中学生 軽井沢中     14.24 (+5.9)   3   5
  20 小山留実(3) 中学生 丸子北中     14.26 (+5.4)   2   1
  21 加藤 紅葉(2) 中学生 中込中     14.28 (+6.5)   4   7
  22 堀内 あのん(2) 中学生 上田四中     14.33 (+5.9)   3   6
  23 竹内 瑞喜(1) 中学生 野沢中     14.36 (+5.9)   3   7
  24 櫻井 玲未(1) 中学生 T&F佐久平     14.42 (+5.9)   3   8
  25 江元 香乃(2) 中学生 中込中     14.58 (+6.5)   4   8
  26 内堀 紗衣(2) 中学生 小諸東中     14.64 (+5.9)   3   9
  27 中村 春花 中学生 上田五中     14.72 (+5.4)   2   2
  28 内藤 真帆(3) 中学生 東御東部     14.78 (+5.4)   2   3
  29 滝澤 唯(3) 中学生 丸子北中     14.82 (+5.4)   2   4
  30 菊地 遥奈(2) 中学生 東御東部     14.87 (+3.9)   1   1
  31 松木美優(3) 中学生 丸子北中     15.08 (+3.9)   1   2
  32 中山 里恋(1) 中学生 上田四中     15.18 (+3.9)   1   3
  33 髙安 万絢(2) 中学生 浅間中     15.25 (+3.9)   1   4
  34 吉村 茉凜(2) 中学生 浅間中     15.38 (+3.9)   1   5
  34 藤林 夢奈(3) 中学生 東御東部     15.38 (+3.9)   1   6
  36 箱山 夏未(3) 中学生 上田四中     15.44 (+5.4)   2   5
  37 後小路 結月(1) 中学生 野沢中     15.63 (+5.4)   2   6
  38 手塚 華(2) 中学生 小諸東中     15.75 (+5.4)   2   7
  39 高橋 汐来(1) 中学生 野沢中     15.87 (+3.9)   1   7
  40 磯部 ひより(1) 中学生 野沢中     15.92 (+5.4)   2   8
  41 中嶋 美代(1) 中学生 野沢中     16.36 (+5.4)   2   9
  42 森角 桃子(1) 中学生 野沢中     17.21 (+3.9)   1   8
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決勝 5月3日 15:35

[ 1組] 風速 +7.0 [ 2組] 風速 +7.4

 1 篠原 百々香(2) 中学生     29.25  1 小林 ひより(3) 中学生     27.54 
ｼﾉﾊﾗ ﾓﾓｶ ｱｽﾘﾃｨｱTC ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 東御東部

 2 小山 遥佳(2) 中学生     29.65  2 向井 美来(3) 中学生     27.73 
ｺﾔﾏ ﾊﾙｶ 丸子北中 ﾑｶｲ ﾐｸ 浅間中

 3 関 栞那(3) 中学生     30.29  3 齋藤 優羽(3) 中学生     28.34 
ｾｷ ｶﾝﾅ 東御東部 ｻｲﾄｳ ﾕｳ 御代田中

 4 宮島 蒼(2) 中学生     30.32  4 風巻 里奈(2) 中学生     28.94 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｵ ｱｽﾘﾃｨｱTC ｶｻﾞﾏｷ ﾘﾅ 小諸東中

 5 南澤 穂佳(3) 中学生     31.30  5 髙橋 みう(3) 中学生     29.21 
ﾐﾅﾐｻﾜ ﾎﾉｶ 上田四中 ﾀｶﾊｼ ﾐｳ 小諸東中

 6 箱山 夏未(3) 中学生     33.69  6 土屋 夢萌(2) 中学生     29.33 
ﾊｺﾔﾏ ﾅﾂﾐ 上田四中 ﾂﾁﾔ ﾕﾒ 小諸東中
佐藤 アーシャ(3)中学生  7 中山 きづな(2) 中学生     29.88 
ｻﾄｳ ｱｰｼｬ 東御東部 ﾅｶﾔﾏ ｷﾂﾞﾅ 軽井沢A&AC

 8 井出 優奈(3) 中学生     30.03 
ｲﾃﾞ ﾕﾅ 野沢中

   1 小林 ひより(3) 中学生 東御東部     27.54 (+7.4)   2   1
   2 向井 美来(3) 中学生 浅間中     27.73 (+7.4)   2   2
   3 齋藤 優羽(3) 中学生 御代田中     28.34 (+7.4)   2   3
   4 風巻 里奈(2) 中学生 小諸東中     28.94 (+7.4)   2   4
   5 髙橋 みう(3) 中学生 小諸東中     29.21 (+7.4)   2   5
   6 篠原 百々香(2) 中学生 ｱｽﾘﾃｨｱTC     29.25 (+7.0)   1   1
   7 土屋 夢萌(2) 中学生 小諸東中     29.33 (+7.4)   2   6
   8 小山 遥佳(2) 中学生 丸子北中     29.65 (+7.0)   1   2
   9 中山 きづな(2) 中学生 軽井沢A&AC     29.88 (+7.4)   2   7
  10 井出 優奈(3) 中学生 野沢中     30.03 (+7.4)   2   8
  11 関 栞那(3) 中学生 東御東部     30.29 (+7.0)   1   3
  12 宮島 蒼(2) 中学生 ｱｽﾘﾃｨｱTC     30.32 (+7.0)   1   4
  13 南澤 穂佳(3) 中学生 上田四中     31.30 (+7.0)   1   5
  14 箱山 夏未(3) 中学生 上田四中     33.69 (+7.0)   1   6

中学女子
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決勝 5月3日 14:15

中学新            2,13.56

[ 1組] [ 2組]

 1 中村 羽来(2) 中学生   2,34.50  1 菊地 遥奈(2) 中学生   2,40.63 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ 丸子中 ｷｸﾁ ﾊﾙﾅ 東御東部

 2 田畑 香奈(1) 中学生   2,38.08  2 東海林 優心花(3)中学生   2,42.60 
ﾀﾊﾞﾀ ｶﾅ 上田四中 ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾕﾐｶ 野沢中

 3 津田 燈(3) 中学生   2,38.42  3 春原 史佳(3) 中学生   2,50.41 
ﾂﾀﾞ ｱｶﾘ 軽井沢中 ｽﾉﾊﾗ  ﾌﾐｶ 上田五中

 4 杉山 恵奈(3) 中学生   2,40.48  4 小林 粋佳(3) 中学生   2,52.06 
ｽｷﾞﾔﾏ ｴﾅ 浅間中 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖｶ 小諸東中

 5 北原 和(1) 中学生   2,41.07  5 南正覚 鈴(3) 中学生   2,52.40 
ｷﾀﾊﾗ ﾅｺﾞﾐ 真田ｸﾗﾌﾞ ﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｸ ﾘﾝ 上田四中

 6 成沢 あん里(1) 中学生   2,43.79  6 柳田 緋奈(3) 中学生   2,59.47 
ﾅﾙｻﾜ ｱﾝﾘ 丸子中 ﾔﾅｲﾀﾞ ﾋﾅ 東御東部

 7 櫻井美和(3) 中学生   2,48.18  7 塚田 理歩(3) 中学生   3,01.28 
ｻｸﾗｲ ﾐﾜ 丸子北中 ﾂｶﾀﾞ ﾘﾎ 丸子北中

 8 北山 花夏(3) 中学生   3,09.24 
ｷﾀﾔﾏ ﾊﾅ 浅間中

[ 3組]

 1 北原 彩羽(3) 中学生   2,48.80 
ｷﾀﾊﾗ ｲﾛﾊ 上田四中

 2 田中 莉奈(3) 中学生   2,50.40 
ﾀﾅｶ ﾘﾅ 小諸東中

 3 吉田 純子(3) 中学生   3,00.35 
ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 御代田中

 4 佐々木 小夏(2) 中学生   3,01.34 
ｻｻｷ ｺﾅﾂ 小諸東中

 5 吉澤 友楽(2) 中学生   3,02.88 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾕﾗ 佐久東

 6 古澤 カンナ(1) 中学生   3,05.29 
ﾌﾙｻﾜ ｶﾝﾅ 真田ｸﾗﾌﾞ
寺島 凛(3) 中学生
ﾃﾗｼﾏ ﾘﾝ 浅間中

   1 中村 羽来(2) 中学生 丸子中     2,34.50   1   1
   2 田畑 香奈(1) 中学生 上田四中     2,38.08   1   2
   3 津田 燈(3) 中学生 軽井沢中     2,38.42   1   3
   4 杉山 恵奈(3) 中学生 浅間中     2,40.48   1   4
   5 菊地 遥奈(2) 中学生 東御東部     2,40.63   2   1
   6 北原 和(1) 中学生 真田ｸﾗﾌﾞ     2,41.07   1   5
   7 東海林 優心花(3) 中学生 野沢中     2,42.60   2   2
   8 成沢 あん里(1) 中学生 丸子中     2,43.79   1   6
   9 櫻井美和(3) 中学生 丸子北中     2,48.18   1   7
  10 北原 彩羽(3) 中学生 上田四中     2,48.80   3   1
  11 田中 莉奈(3) 中学生 小諸東中     2,50.40   3   2
  12 春原 史佳(3) 中学生 上田五中     2,50.41   2   3
  13 小林 粋佳(3) 中学生 小諸東中     2,52.06   2   4
  14 南正覚 鈴(3) 中学生 上田四中     2,52.40   2   5
  15 柳田 緋奈(3) 中学生 東御東部     2,59.47   2   6
  16 吉田 純子(3) 中学生 御代田中     3,00.35   3   3
  17 塚田 理歩(3) 中学生 丸子北中     3,01.28   2   7
  18 佐々木 小夏(2) 中学生 小諸東中     3,01.34   3   4
  19 吉澤 友楽(2) 中学生 佐久東     3,02.88   3   5
  20 古澤 カンナ(1) 中学生 真田ｸﾗﾌﾞ     3,05.29   3   6
  21 北山 花夏(3) 中学生 浅間中     3,09.24   1   8

中学女子
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決勝 5月3日 10:15

中学新              14.05

[ 1組] 風速 +5.0 [ 2組] 風速 +4.9

 1 山邊 栞那(3) 中学生     16.62  1 並木 彩華(2) 中学生     14.04 
ﾔﾏﾍﾞ ｶﾝﾅ 上田第一中 ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 野沢中

 2 後小路 葉月(3) 中学生     17.46  2 大森 玲花(2) 中学生     14.89 
ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾊﾂﾞｷ 野沢中 ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC

 3 井出 優奈(3) 中学生     17.58  3 山口 莉央(2) 中学生     15.06 
ｲﾃﾞ ﾕﾅ 野沢中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 軽井沢A&AC

 4 北村 愛莉(2) 中学生     19.08  4 矢島 柚那(2) 中学生     15.10 
ｷﾀﾑﾗ ｱｲﾘ 上田第一中 ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ 長峰中

 5 中村 春花 中学生     19.44  5 吉田 彩葉(3) 中学生     15.18 
ﾅｶﾑﾗ  ﾊﾙｶ 上田五中 ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 野沢中

 6 今野 夢香(2) 中学生     20.76  6 中嶋 杏佳(2) 中学生     15.59 
ｺﾝﾉ ﾕｳｶ 軽井沢中 ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 野沢中

 7 川上 珠実(3) 中学生     16.86 
ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ 野沢中

   1 並木 彩華(2) 中学生 野沢中     14.04 (+4.9)   2   1
   2 大森 玲花(2) 中学生 軽井沢A&AC     14.89 (+4.9)   2   2
   3 山口 莉央(2) 中学生 軽井沢A&AC     15.06 (+4.9)   2   3
   4 矢島 柚那(2) 中学生 長峰中     15.10 (+4.9)   2   4
   5 吉田 彩葉(3) 中学生 野沢中     15.18 (+4.9)   2   5
   6 中嶋 杏佳(2) 中学生 野沢中     15.59 (+4.9)   2   6
   7 山邊 栞那(3) 中学生 上田第一中     16.62 (+5.0)   1   1
   8 川上 珠実(3) 中学生 野沢中     16.86 (+4.9)   2   7
   9 後小路 葉月(3) 中学生 野沢中     17.46 (+5.0)   1   2
  10 井出 優奈(3) 中学生 野沢中     17.58 (+5.0)   1   3
  11 北村 愛莉(2) 中学生 上田第一中     19.08 (+5.0)   1   4
  12 中村 春花 中学生 上田五中     19.44 (+5.0)   1   5
  13 今野 夢香(2) 中学生 軽井沢中     20.76 (+5.0)   1   6

中学女子

100mH

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
1  4593 3  4087

4  4103 4    50

2  4102 2    46

5  4595 7  7850

6  4671 5  4109

3  4240 1  4086

6  4104

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

 4104

記録（風） 備考 組 順位
 4087
   50

 4103
 4102
 4595
 4671
 4240

   46
 7850
 4109
 4086
 4593



決勝 5月3日  8:45

[ 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 浅間中  4132 吉澤 諒子(3)     53.65  1   6 野沢中  4104 川上 珠実(3)     51.54 

ｱｻﾏﾁｭｳ ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｺ ﾉｻﾞﾜ ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ
 4147 向井 美来(3)  4087 並木 彩華(2)

ﾑｶｲ ﾐｸ ﾅﾐｷ ｱﾔｶ
 4149 森角 優菜(3)  4086 中嶋 杏佳(2)

ﾓﾘｶｸ ﾕﾅ ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ
 4131 北山 花夏(3)  4109 吉田 彩葉(3)

ｷﾀﾔﾏ ﾊﾅ ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ
 2   6 上田五中  4682 春原 史佳(3)     56.15  2   2 東御東部  8778 関 栞那(3)     54.03 

ｳｴﾀﾞｺﾞﾁｭｳ ｽﾉﾊﾗ  ﾌﾐｶ ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ｾｷ ｶﾝﾅ
 4681 坂口 瑠唯(3)  8773 小林 ひより(3)

ｻｶｸﾞﾁ  ﾙｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ
 4684 林 美緒(3)  8779 清水 藤子(3)

ﾊﾔｼ  ﾐｵ ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺ
 4683 高見澤 茉那(3)  8777 飯高 愛莉(3)

ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ﾏﾅ ｲｲﾀｶ ｱｲﾘ
 3   5 小諸東中  4287 内堀 紗衣(2)     56.26  3   5 御代田中  4257 山越 美和(2)     56.05 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｳﾁﾎﾞﾘ ｻｴ ﾐﾖﾀﾁｭｳ ﾔﾏｺｼ ﾐﾜ
 4289 風巻 里奈(2)  4267 齋藤 優羽(3)

ｶｻﾞﾏｷ ﾘﾅ ｻｲﾄｳ ﾕｳ
 4285 横須賀 さくら(3)  4266 市川 麻奈(3)

ﾖｺｽｶ ｻｸﾗ ｲﾁｶﾜ ﾏﾅ
 4283 髙橋 みう(3)  4256 神津 沙夏(3)

ﾀｶﾊｼ ﾐｳ ｺｳﾂﾞ ｻﾅ
 4   4 上田第一中 4594 太田 星愛(3)     57.69  4   4 軽井沢中  4249 津田 燈(3)     56.27 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｲﾁ ｵｵﾀ ｾｲﾅ ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳ ﾂﾀﾞ ｱｶﾘ
 4593 山邊 栞那(3)  4247 宇都宮 新奈(3)

ﾔﾏﾍﾞ ｶﾝﾅ ｳﾂﾉﾐﾔ ﾆﾅ
 4596 柴田 響華(2)  4240 今野 夢香(2)

ｼﾊﾞﾀ ﾋﾋﾞｶ ｺﾝﾉ ﾕｳｶ
 4595 北村 愛莉(2)  4241 星野 紗菜(2)

ｷﾀﾑﾗ ｱｲﾘ ﾎｼﾉ ｻﾅ
 5   2 中込中(B)  4124 江元 香乃(2)     57.70  5   3 中込中(A)  4110 吉田 心美(3)     56.90 

ﾅｶｺﾞﾐﾁｭｳB ｴﾓﾄ ｶﾉ ﾅｶｺﾞﾐﾁｭｳA ﾖｼﾀﾞ ｺｺﾐ
 4126 市村 藍優名(2)  4111 渡辺 みゆ(3)

ｲﾁﾑﾗ ｱﾕﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ
 4127 井出 凜愛(2)  4114 宮嶋 愛佳(3)

ｲﾃﾞ ﾘﾘｱ ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｲｶ
 4125 加藤 紅葉(2)  4113 小林 のあ(3)

ｶﾄｳ ｸﾚﾊ ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｱ

   1 野沢中     51.54 川上 珠実(3) 並木 彩華(2) 中嶋 杏佳(2) 吉田 彩葉(3)   2   1
   2 浅間中     53.65 吉澤 諒子(3) 向井 美来(3) 森角 優菜(3) 北山 花夏(3)   1   1
   3 東御東部     54.03 関 栞那(3) 小林 ひより(3)清水 藤子(3) 飯高 愛莉(3)   2   2
   4 御代田中     56.05 山越 美和(2) 齋藤 優羽(3) 市川 麻奈(3) 神津 沙夏(3)   2   3
   5 上田五中     56.15 春原 史佳(3) 坂口 瑠唯(3) 林 美緒(3) 高見澤 茉那(3)  1   2
   6 小諸東中     56.26 内堀 紗衣(2) 風巻 里奈(2) 横須賀 さくら(髙橋 みう(3)   1   3
   7 軽井沢中     56.27 津田 燈(3) 宇都宮 新奈(3)今野 夢香(2) 星野 紗菜(2)   2   4
   8 中込中(A)     56.90 吉田 心美(3) 渡辺 みゆ(3) 宮嶋 愛佳(3) 小林 のあ(3)   2   5
   9 上田第一中     57.69 太田 星愛(3) 山邊 栞那(3) 柴田 響華(2) 北村 愛莉(2)   1   4
  10 中込中(B)     57.70 江元 香乃(2) 市村 藍優名(2)井出 凜愛(2) 加藤 紅葉(2)   1   5

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 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



決勝 5月3日 10:50

中学新               1.75

星野 紗菜(2) 中学生
ﾎｼﾉ ｻﾅ 軽井沢中
橋本 莉奈(3) 中学生
ﾊｼﾓﾄ ﾘﾅ 東御東部
宇都宮 新奈(3) 中学生
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾆﾅ 軽井沢中
佐々木 小夏(2) 中学生
ｻｻｷ ｺﾅﾂ 小諸東中
荻原 麻友(3) 中学生
ｵｷﾞﾜﾗ ﾏﾕ 東御東部
松崎 あんな(3) 中学生
ﾏﾂｻﾞｷ ｱﾝﾅ 野沢中
小池 陽葵(2) 中学生
ｺｲｹ ﾋﾏﾘ 長峰中
東海林 優心花(3) 中学生
ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾕﾐｶ 野沢中
櫻井 玲未(1) 中学生
ｻｸﾗｲ  ﾚﾐ T&F佐久平
木内 結優(3) 中学生
ｷｳﾁ ﾕｳ 野沢中
市川 麻奈(3) 中学生
ｲﾁｶﾜ ﾏﾅ 御代田中

中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 記録 備考
1 5  4241

- - - O O O O O XXO XXX  1.40

2 11  8772
- - - - - O XO O XXO XXX  1.40

3 7  4247
- - - O O O O XXX  1.30

4 3  4288
- - XXO XO XO O XXX  1.25

5 4  4396
- - - O O XO XXX  1.25

6 8  4106
- - O O O XXX  1.20

7 6  7842
- - O XO O XXX  1.20

7 9  4107
- - O XO O XXX  1.20

9 1    19
O O O O XXX  1.15

10 10  4105
- - XO O XXX  1.15

11 2  4266
- - O  1.10XXX



決勝 5月3日  9:55

中学新               3.35

2m60
飯高 愛莉(3) 中学生 - - O O O XO O O XO XXX
ｲｲﾀｶ ｱｲﾘ 東御東部
高見澤 茉那(3) 中学生 - - O O XO O O XO XXX
ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ﾏﾅ 上田五中
赤羽 柚香(2) 中学生 - - - - O XO XO XXX
ｱｶﾊﾈ ﾕｽﾞｶ 長峰中
大井 杏樹(2) 中学生 - O O O O XXX
ｵｵｲ ｱﾝｼﾞｭ 野沢中
鷹野 花恋(2) 中学生 - XXO XXO O XXX
ﾀｶﾉ ｶﾚﾝ 野沢中
山本 こなみ(2) 中学生 O O XO XXO XXX
ﾔﾏﾓﾄ  ｺﾅﾐ 上田五中
太田 星愛(3) 中学生 O XXX
ｵｵﾀ ｾｲﾅ 上田第一中
竹内 陽菜 中学生 欠場
ﾀｹｳﾁ  ﾊﾙﾅ 上田五中

1m60 1m70 2m00 2m10 2m20 2m30

中学女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
2m40 2m50

記録 備考

1 5  8777
 2.40

1m80 1m90

2 4  4683
 2.30

3 6  7840
 2.20

4594
 1.60

4 8  4081
 2.00

5 7  4085
 1.90

1  4670

6 2  4672
 1.90

7 3



決勝 5月3日  9:25

中学新               5.74

清水 藤子(3) 中学生    X   4.90   4.83    4.90 
ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺ 東御東部   +4.8   +6.1    +4.8
吉田 心美(3) 中学生    X    X   4.83    4.83 
ﾖｼﾀﾞ ｺｺﾐ 中込中   +2.8    +2.8
小林 のあ(3) 中学生    X   4.36   3.98    4.36 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｱ 中込中   +5.7   +2.6    +5.7
田中 優羽(3) 中学生   4.15    X   3.79    4.15 
ﾀﾅｶ ﾕｳ 浅間中   +3.8   +2.6    +3.8
土屋 夢萌(2) 中学生    X    X   4.13    4.13 
ﾂﾁﾔ ﾕﾒ 小諸東中   +2.4    +2.4
佐藤 イルシャ(3) 中学生    X   4.08    X    4.08 
ｻﾄｳ ｲﾙｼｬ 東御東部   +4.5    +4.5
鈴木 花梨(3) 中学生    X   3.97   4.03    4.03 
ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 浅間中   +6.0   +4.2    +4.2
宮本 和花奈(3) 中学生   2.94   3.94   4.02    4.02 
ﾐﾔﾓﾄ ﾜｶﾅ 東御東部   +4.5   +4.6   +3.0    +3.0
関口 歩希(2) 中学生   3.90   3.88   3.80    3.90 
ｾｷｸﾞﾁ ﾎﾏﾚ 佐久東   +2.9   +3.8   +3.1    +2.9
德田 心結(2) 中学生   3.58   3.67   3.39    3.67 
ﾄｸﾀﾞ ﾐﾕ 東御東部   +5.2   +4.4   +2.4    +4.4
市村 藍優名(2) 中学生   3.56   3.63   3.60    3.63 
ｲﾁﾑﾗ ｱﾕﾅ 中込中   +1.7   +4.0   +2.5    +4.0
林 菜々子(1) 中学生   3.51    X   3.59    3.59 
ﾊﾔｼ ﾅﾅｺ 野沢中   +2.5   +4.7    +4.7
中村 茅優(3) 中学生   3.59   3.21   2.94    3.59 
ﾅｶﾑﾗ ﾁﾋﾛ 丸子北中   +3.8   +5.4   +3.4    +3.8
安藤 りほ(2) 中学生   3.25   3.35    X    3.35 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾘﾎ 上田四中   +2.7   +3.8    +3.8
中澤 更紗(2) 中学生   3.30   3.18   3.09    3.30 
ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾗｻ 軽井沢中   +3.1   +4.9   +2.2    +3.1
井出 凜愛(2) 中学生   3.11   3.19   2.80    3.19 
ｲﾃﾞ ﾘﾘｱ 中込中   +3.7   +3.3   +3.9    +3.3
山越 美和(2) 中学生   3.16    X   3.13    3.16 
ﾔﾏｺｼ ﾐﾜ 御代田中   +2.3   +3.5    +2.3
柴田 響華(2) 中学生   3.02   2.95   2.99    3.02 
ｼﾊﾞﾀ ﾋﾋﾞｶ 上田第一中   +3.6   +3.7   +5.1    +3.6
横尾 翠(3) 中学生 欠場
ﾖｺｵ ｱｷﾗ 御代田中

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 17  8779

2 18  4110

3 13  4113

4 11  4145

5 16  4290

6 14  8771

7 12  4135

8 15  4391

9 9  4167

10 10  4397

11 7  4126

12 19  4075

13 3  4513

14 5  4645

15 2  4248

16 4  4127

6  4268

17 8  4257

18 1  4596



決勝 5月3日 13:30

中学新              13.70

栁澤 歩乃(3) 中学生
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾎﾉ 御代田中
石塚 夏姫(3) 中学生
ｲｼﾂﾞｶ ﾅﾂｷ 浅間中
横須賀 さくら(3) 中学生
ﾖｺｽｶ ｻｸﾗ 小諸東中
小関 そら(3) 中学生
ｺｾｷ ｿﾗ 御代田中
田中 優羽(3) 中学生
ﾀﾅｶ ﾕｳ 浅間中
渡辺 みゆ(3) 中学生
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 中込中
宮嶋 愛佳(3) 中学生
ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｲｶ 中込中
林 美緒(3) 中学生
ﾊﾔｼ  ﾐｵ 上田五中

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 7  4255

 9.88  9.19  9.78   9.88 

2 8  4148
  X  9.27  8.72   9.27 

3 6  4285
 8.74  7.33  8.59   8.74 

4 4  4251
 7.29  7.13  7.11   7.29 

5 5  4145
 6.48  6.95  7.20   7.20 

6 3  4111
 6.79  5.85  5.38   6.79 

7 1  4114
 6.47  6.28  5.82

8 2  4684
 6.47  6.15  6.22   6.47 

  6.47 



決勝 5月3日  9:40

中学新               2999

並木 彩華(2) 中学生
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 野沢中
大森 玲花(2) 中学生
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC
中嶋 杏佳(2) 中学生
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 野沢中
吉田 彩葉(3) 中学生
ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 野沢中
山口 莉央(2) 中学生
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 軽井沢A&AC
山邊 栞那(3) 中学生
ﾔﾏﾍﾞ ｶﾝﾅ 上田第一中
川上 珠実(3) 中学生
ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ 野沢中
中山 桃(1) 中学生
ﾅｶﾔﾏ ﾓﾓ 諏訪市陸協
後小路 葉月(3) 中学生
ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾊﾂﾞｷ 野沢中
田口 朱音(3) 中学生
ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 軽井沢A&AC
山下 恋花(1) 中学生
ﾔﾏｼﾀ ｺﾊﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

中学女子

四種競技

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考
1  4087

  2531

2    50
  2422

3  4086
  2241

4  4109
  2137

5    46
  2112

6  4593
  1856

7  4104
  1712

8   107
  1652

11    41
  1470

9  4103
  1589

10    53
  1541



決勝 5月3日 14:05

[ 1組] 風速 +7.9 [ 2組] 風速 +7.9

 1 山口 葵生(3) 小学生      9.95  1 小山 乃愛(3) 小学生     11.02 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｲ 軽井沢A&AC ｺﾔﾏ ﾉｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 梅垣 果鈴(3) 小学生     10.33  2 小山 凜花(1) 小学生     11.90 
ｳﾒｶﾞｷ ｶﾘﾝ 諏訪FA ｺﾔﾏ ﾘﾝｶ 腰越JSC

 3 吉田 詩苑(3) 小学生     10.48  3 樋口 琴美(2) 小学生     11.95 
ﾖｼﾀﾞ ｼｵﾝ あさまねSC ﾋｸﾞﾁ ｺﾄﾐ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 山口 紗和(3) 小学生     10.50  4 成澤 里乃(2) 小学生     11.98 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾜ 真田陸上教室 ﾅﾙｻﾜ ﾘﾉ 真田ｸﾗﾌﾞ小

 5 進藤 優花(3) 小学生     10.55  5 近藤 麻優子(2) 小学生     15.60 
ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ 諏訪FA ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾕｺ 真田ｸﾗﾌﾞ小

 6 菊原 唯月(2) 小学生     11.26  6 柳澤 杏南(3) 小学生     15.61 
ｷｸﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾝﾅ 軽井沢A&AC

   1 山口 葵生(3) 小学生 軽井沢A&AC      9.95 (+7.9)   1   1
   2 梅垣 果鈴(3) 小学生 諏訪FA     10.33 (+7.9)   1   2
   3 吉田 詩苑(3) 小学生 あさまねSC     10.48 (+7.9)   1   3
   4 山口 紗和(3) 小学生 真田陸上教室     10.50 (+7.9)   1   4
   5 進藤 優花(3) 小学生 諏訪FA     10.55 (+7.9)   1   5
   6 小山 乃愛(3) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     11.02 (+7.9)   2   1
   7 菊原 唯月(2) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     11.26 (+7.9)   1   6
   8 小山 凜花(1) 小学生 腰越JSC     11.90 (+7.9)   2   2
   9 樋口 琴美(2) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     11.95 (+7.9)   2   3
  10 成澤 里乃(2) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ小     11.98 (+7.9)   2   4
  11 近藤 麻優子(2) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ小     15.60 (+7.9)   2   5
  12 柳澤 杏南(3) 小学生 軽井沢A&AC     15.61 (+7.9)   2   6

小学女子

60m

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
3    45 2    69
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タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
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決勝 5月3日 11:45

[ 1組] 風速 +6.4 [ 2組] 風速 +3.9

 1 林 かれん(6) 小学生     13.73  1 川元 唯楓(6) 小学生     14.58 
ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｶﾜﾓﾄ  ｲﾌﾞｷ T&F佐久平

 2 中嶋 優佳(5) 小学生     13.95  2 小野澤 比奈矢(5)小学生     14.59 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ 軽井沢A&AC ｵﾉｻﾞﾜ ｼｬﾅｰﾔ 軽井沢A&AC

 3 荻原 推(5) 小学生     14.84  3 矢島 羽花(5) 小学生     15.92 
ｵｷﾞﾜﾗ ｽｲ 軽井沢A&AC ﾔｼﾞﾏ ﾊﾅ 望月AC

 4 小林 優奈(5) 小学生     14.97  4 木藤 ソフィー(4)小学生     16.32 
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｳﾅ T&F佐久平 ｷﾄｳ ｿﾌｨｰ あさまねSC

 5 高野 寧々(6) 小学生     15.05  5 小平 結彩(6) 小学生     16.47 
ﾀｶﾉ ﾈﾈ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｱ ｱｽﾘﾃｨｱTC

 6 柳澤 茉莉花(6) 小学生     15.34  6 齋藤 優空(6) 小学生     17.01 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏﾘｶ 軽井沢A&AC ｻｲﾄｳ ﾕｱ ｱｽﾘﾃｨｱTC

 7 荻原 怜愛(5) 小学生     15.35  7 木内 小夏(4) 小学生     18.15 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾚﾅ 軽井沢A&AC ｷｳﾁ ｺﾅﾂ あさまねSC

 8 中島 那瑠(5) 小学生     15.43  8 池田 実生(5) 小学生     18.15 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾙ あさまねSC ｲｹﾀﾞ ﾐｵ あさまねSC

[ 3組] 風速 +6.1 [ 4組] 風速 +4.6

 1 茂木 優心(6) 小学生     15.36  1 清水 梨乃(5) 小学生     15.71 
ﾓﾃｷ ｺｺﾛ あさまねSC ｼﾐｽﾞ  ﾘﾉ T&F佐久平

 2 三木 玲音(6) 小学生     15.52  2 髙橋 彩葉(4) 小学生     16.11 
ﾐｷ ﾚﾉﾝ 水明小 ﾀｶﾊｼ ｲﾛﾊ 望月AC

 3 斉藤 あおば(6) 小学生     15.63  3 松本 実倖(4) 小学生     16.37 
ｻｲﾄｳ ｱｵﾊﾞ 真田陸上教室 ﾏﾂﾓﾄ  ﾐｻﾁ T&F佐久平

 4 小山 陽菜乃(5) 小学生     15.68  4 朝倉 こと子(5) 小学生     16.40 
ｺﾔﾏ ﾋﾅﾉ あさまねSC ｱｻｸﾗ ｺﾄｺ 真田陸上教室

 5 長坂 咲良(6) 小学生     16.20  5 柳澤 璃音(5) 小学生     16.59 
ﾅｶﾞｻｶ ｻｸﾗ 望月AC ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘﾉﾝ 望月AC

 6 佐々木 彩音(5) 小学生     16.91  6 長谷川 栞(4) 小学生     16.61 
ｻｻｷ ｱﾔﾈ 軽井沢A&AC ﾊｾｶﾞﾜ ｼｵﾘ 望月AC

 7 小平 美海(6) 小学生     17.53  7 栁澤 妃菜(4) 小学生     16.62 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾐｳ 水明小 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
青地 亜実(6) 小学生 小田切 心結(4) 小学生
ｱｵﾁ ｱﾐ ｱｽﾘﾃｨｱTC ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾐﾕｳ あさまねSC

[ 5組] 風速 +4.5 [ 6組] 風速 +5.8

 1 佐藤 一帆(6) 小学生     15.96  1 角田 恋音(6) 小学生     15.00 
ｻﾄｳ ｶｽﾞﾎ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾂﾉﾀﾞ ﾚﾉﾝ 東御市陸上教室

 2 磯貝 璃椛(4) 小学生     16.06  2 林 かなえ(4) 小学生     15.98 
ｲｿｶﾞｲ  ﾘﾉ T&F佐久平 ﾊﾔｼ ｶﾅｴ 軽井沢A&AC

 3 平島 唯那(4) 小学生     16.08  3 橋詰 紗友奈(6) 小学生     16.27 
ﾋﾗｼﾏ  ﾕｲﾅ T&F佐久平 ﾊｼｽﾞﾒ ｻﾕﾅ 真田ｸﾗﾌﾞ小

 4 簾田 あいら(6) 小学生     16.09  4 金田 耀花(5) 小学生     16.87 
ﾐｽﾀﾞ ｱｲﾗ 望月AC ｶﾈﾀﾞ ﾖｳｶ 真田陸上教室

 5 川上 瑞詠(6) 小学生     16.09  5 石井 愛奈(5) 小学生     17.07 
ｶﾜｶﾐ  ﾐｽﾞｴ T&F佐久平 ｲｼｲ  ｱｲﾅ T&F佐久平

 6 荒井 結愛(5) 小学生     16.23  6 竹内 千尋(6) 小学生     17.25 
ｱﾗｲ ﾕｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾀｹｳﾁ  ﾁﾋﾛ T&F佐久平

 7 戸兵 心瞳(5) 小学生     16.26  7 松原 美柚(6) 小学生     18.31 
ﾄﾋｮｳ ｺｺﾐ 真田陸上教室 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾕ 望月AC

 8 三木 秋彩(4) 小学生     17.00 
ﾐｷ ｱｲﾛ 水明小

[ 7組] 風速 +7.0 [ 8組] 風速 +5.9

 1 北原 亜純(6) 小学生     15.75  1 成澤 沙喜(4) 小学生     16.92 
ｷﾀﾊﾗ ｱｽﾞﾐ 真田ｸﾗﾌﾞ小 ﾅﾙｻﾜ ｻｷ 真田ｸﾗﾌﾞ小

 2 小松 乙都(5) 小学生     16.85  2 長島 そよ香(4) 小学生     17.25 
ｺﾏﾂ ｵﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾅｶﾞｼﾏ ｿﾖｶ 東御市陸上教室

 3 石井 華蓮(6) 小学生     16.93  3 佐藤 莉温(4) 小学生     17.77 
ｲｼｲ ｶﾚﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｻﾄｳ ﾘｵﾝ 東御市陸上教室

 4 櫻井 結月(5) 小学生     17.20  4 菅沼 杏菜(4) 小学生     17.81 
ｻｸﾗｲ ﾕﾂﾞｷ 望月AC ｽｶﾞﾇﾏ ｱﾝﾅ 望月AC

 5 塩入 心寧(5) 小学生     17.59  5 山宮 里実(4) 小学生     18.16 
ｼｵｲﾘ ｺｺﾈ 真田ｸﾗﾌﾞ小 ﾔﾏﾐﾔ ｻﾄﾐ 真田陸上教室

 6 小林 結乃(5) 小学生     18.04  6 簾田 ふうか(4) 小学生     18.26 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾐｽﾀﾞ ﾌｳｶ 望月AC
佐藤 じゅり(4) 小学生  7 原野 優莉(5) 小学生     18.95 
ｻﾄｳ ｼﾞｭﾘ 東御市陸上教室 ﾊﾗﾉ ﾕｳﾘ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ欠場
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小学女子

100m
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 林 かれん(6) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     13.73 (+6.4)   1   1
   2 中嶋 優佳(5) 小学生 軽井沢A&AC     13.95 (+6.4)   1   2
   3 川元 唯楓(6) 小学生 T&F佐久平     14.58 (+3.9)   2   1
   4 小野澤 比奈矢(5) 小学生 軽井沢A&AC     14.59 (+3.9)   2   2
   5 荻原 推(5) 小学生 軽井沢A&AC     14.84 (+6.4)   1   3
   6 小林 優奈(5) 小学生 T&F佐久平     14.97 (+6.4)   1   4
   7 角田 恋音(6) 小学生 東御市陸上教室     15.00 (+5.8)   6   1
   8 高野 寧々(6) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.05 (+6.4)   1   5
   9 柳澤 茉莉花(6) 小学生 軽井沢A&AC     15.34 (+6.4)   1   6
  10 荻原 怜愛(5) 小学生 軽井沢A&AC     15.35 (+6.4)   1   7
  11 茂木 優心(6) 小学生 あさまねSC     15.36 (+6.1)   3   1
  12 中島 那瑠(5) 小学生 あさまねSC     15.43 (+6.4)   1   8
  13 三木 玲音(6) 小学生 水明小     15.52 (+6.1)   3   2
  14 斉藤 あおば(6) 小学生 真田陸上教室     15.63 (+6.1)   3   3
  15 小山 陽菜乃(5) 小学生 あさまねSC     15.68 (+6.1)   3   4
  16 清水 梨乃(5) 小学生 T&F佐久平     15.71 (+4.6)   4   1
  17 北原 亜純(6) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ小     15.75 (+7.0)   7   1
  18 矢島 羽花(5) 小学生 望月AC     15.92 (+3.9)   2   3
  19 佐藤 一帆(6) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.96 (+4.5)   5   1
  20 林 かなえ(4) 小学生 軽井沢A&AC     15.98 (+5.8)   6   2
  21 磯貝 璃椛(4) 小学生 T&F佐久平     16.06 (+4.5)   5   2
  22 平島 唯那(4) 小学生 T&F佐久平     16.08 (+4.5)   5   3
  23 簾田 あいら(6) 小学生 望月AC     16.09 (+4.5)   5   4
  23 川上 瑞詠(6) 小学生 T&F佐久平     16.09 (+4.5)   5   5
  25 髙橋 彩葉(4) 小学生 望月AC     16.11 (+4.6)   4   2
  26 長坂 咲良(6) 小学生 望月AC     16.20 (+6.1)   3   5
  27 荒井 結愛(5) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.23 (+4.5)   5   6
  28 戸兵 心瞳(5) 小学生 真田陸上教室     16.26 (+4.5)   5   7
  29 橋詰 紗友奈(6) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ小     16.27 (+5.8)   6   3
  30 木藤 ソフィー(4) 小学生 あさまねSC     16.32 (+3.9)   2   4
  31 松本 実倖(4) 小学生 T&F佐久平     16.37 (+4.6)   4   3
  32 朝倉 こと子(5) 小学生 真田陸上教室     16.40 (+4.6)   4   4
  33 小平 結彩(6) 小学生 ｱｽﾘﾃｨｱTC     16.47 (+3.9)   2   5
  34 柳澤 璃音(5) 小学生 望月AC     16.59 (+4.6)   4   5
  35 長谷川 栞(4) 小学生 望月AC     16.61 (+4.6)   4   6
  36 栁澤 妃菜(4) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.62 (+4.6)   4   7
  37 小松 乙都(5) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.85 (+7.0)   7   2
  38 金田 耀花(5) 小学生 真田陸上教室     16.87 (+5.8)   6   4
  39 佐々木 彩音(5) 小学生 軽井沢A&AC     16.91 (+6.1)   3   6
  40 成澤 沙喜(4) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ小     16.92 (+5.9)   8   1
  41 石井 華蓮(6) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.93 (+7.0)   7   3
  42 三木 秋彩(4) 小学生 水明小     17.00 (+4.5)   5   8
  43 齋藤 優空(6) 小学生 ｱｽﾘﾃｨｱTC     17.01 (+3.9)   2   6
  44 石井 愛奈(5) 小学生 T&F佐久平     17.07 (+5.8)   6   5
  45 櫻井 結月(5) 小学生 望月AC     17.20 (+7.0)   7   4
  46 長島 そよ香(4) 小学生 東御市陸上教室     17.25 (+5.9)   8   2
  46 竹内 千尋(6) 小学生 T&F佐久平     17.25 (+5.8)   6   6
  48 小平 美海(6) 小学生 水明小     17.53 (+6.1)   3   7
  49 塩入 心寧(5) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ小     17.59 (+7.0)   7   5
  50 佐藤 莉温(4) 小学生 東御市陸上教室     17.77 (+5.9)   8   3
  51 菅沼 杏菜(4) 小学生 望月AC     17.81 (+5.9)   8   4
  52 小林 結乃(5) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     18.04 (+7.0)   7   6
  53 木内 小夏(4) 小学生 あさまねSC     18.15 (+3.9)   2   7
  53 池田 実生(5) 小学生 あさまねSC     18.15 (+3.9)   2   8
  55 山宮 里実(4) 小学生 真田陸上教室     18.16 (+5.9)   8   5
  56 簾田 ふうか(4) 小学生 望月AC     18.26 (+5.9)   8   6
  57 松原 美柚(6) 小学生 望月AC     18.31 (+5.8)   6   7
  58 原野 優莉(5) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     18.95 (+5.9)   8   7
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順位 No. 氏  名 都道府県 所属名



決勝 5月3日 15:55

[ 1組] [ 2組]

 1 北原 亜純(6) 小学生   3,32.94  1 清水 梨乃(5) 小学生   3,56.69 
ｷﾀﾊﾗ ｱｽﾞﾐ 真田ｸﾗﾌﾞ小 ｼﾐｽﾞ  ﾘﾉ T&F佐久平

 2 黒沢 燈(6) 小学生   3,34.71  2 森本 葉菜(6) 小学生   3,58.93 
ｸﾛｻﾜ ｱｶﾘ 腰越JSC ﾓﾘﾓﾄ  ﾊﾅ T&F佐久平

 3 竹花 ひまり(5) 小学生   3,41.34  3 橋詰 紗友奈(6) 小学生   4,09.51 
ﾀｹﾊﾅ ﾋﾏﾘ 腰越JSC ﾊｼｽﾞﾒ ｻﾕﾅ 真田ｸﾗﾌﾞ小

 4 林 美慧(6) 小学生   3,43.67  4 金田 耀花(5) 小学生   4,11.20 
ﾊﾔｼ ﾐｻﾄ 腰越JSC ｶﾈﾀﾞ ﾖｳｶ 真田陸上教室

 5 帯刀 晶(5) 小学生   3,47.64  5 木内 小夏(4) 小学生   4,12.75 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱｷ 真田ｸﾗﾌﾞ小 ｷｳﾁ ｺﾅﾂ あさまねSC

 6 小山 柊花(4) 小学生   3,50.70  6 古澤 あき(4) 小学生   4,20.81 
ｺﾔﾏ ｼｭｳｶ 腰越JSC ﾌﾙｻﾜ ｱｷ 真田ｸﾗﾌﾞ小

 7 成澤 沙喜(4) 小学生   3,52.51  7 小林 結乃(5) 小学生   4,26.80 
ﾅﾙｻﾜ ｻｷ 真田ｸﾗﾌﾞ小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 8 黒木 愛叶(4) 小学生   3,52.54 美斉津 咲和(4) 小学生
ｸﾛｷ ｱｲｶ 真田ｸﾗﾌﾞ小 ﾐｻｲﾂﾞ ｻﾜ あさまねSC

 9 平島 唯那(4) 小学生   4,01.73 鷹野 愛梨(4) 小学生
ﾋﾗｼﾏ  ﾕｲﾅ T&F佐久平 ﾀｶﾉ ｱｲﾘ あさまねSC

10 木藤 ソフィー(4)小学生   4,24.32 小田切 心結(4) 小学生
ｷﾄｳ ｿﾌｨｰ あさまねSC ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾐﾕｳ あさまねSC
塩入 心寧(5) 小学生
ｼｵｲﾘ ｺｺﾈ 真田ｸﾗﾌﾞ小

   1 北原 亜純(6) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ小     3,32.94   1   1
   2 黒沢 燈(6) 小学生 腰越JSC     3,34.71   1   2
   3 竹花 ひまり(5) 小学生 腰越JSC     3,41.34   1   3
   4 林 美慧(6) 小学生 腰越JSC     3,43.67   1   4
   5 帯刀 晶(5) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ小     3,47.64   1   5
   6 小山 柊花(4) 小学生 腰越JSC     3,50.70   1   6
   7 成澤 沙喜(4) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ小     3,52.51   1   7
   8 黒木 愛叶(4) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ小     3,52.54   1   8
   9 清水 梨乃(5) 小学生 T&F佐久平     3,56.69   2   1
  10 森本 葉菜(6) 小学生 T&F佐久平     3,58.93   2   2
  11 平島 唯那(4) 小学生 T&F佐久平     4,01.73   1   9
  12 橋詰 紗友奈(6) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ小     4,09.51   2   3
  13 金田 耀花(5) 小学生 真田陸上教室     4,11.20   2   4
  14 木内 小夏(4) 小学生 あさまねSC     4,12.75   2   5
  15 古澤 あき(4) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ小     4,20.81   2   6
  16 木藤 ソフィー(4) 小学生 あさまねSC     4,24.32   1  10
  17 小林 結乃(5) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     4,26.80   2   7
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決勝 5月3日 11:30

[ 1組] 風速 +4.9 [ 2組] 風速 +5.2

 1 山口 葵生(3) 小学生     11.35  1 栁澤 妃菜(4) 小学生     11.34 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｲ 軽井沢A&AC ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 梅垣 果鈴(3) 小学生     12.66  2 林 かなえ(4) 小学生     11.56 
ｳﾒｶﾞｷ ｶﾘﾝ 諏訪FA ﾊﾔｼ ｶﾅｴ 軽井沢A&AC

 3 柳澤 杏南(3) 小学生     13.51 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾝﾅ 軽井沢A&AC

 4 進藤 優花(3) 小学生     13.61 
ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ 諏訪FA

   1 栁澤 妃菜(4) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     11.34 (+5.2)   2   1
   2 山口 葵生(3) 小学生 軽井沢A&AC     11.35 (+4.9)   1   1
   3 林 かなえ(4) 小学生 軽井沢A&AC     11.56 (+5.2)   2   2
   4 梅垣 果鈴(3) 小学生 諏訪FA     12.66 (+4.9)   1   2
   5 柳澤 杏南(3) 小学生 軽井沢A&AC     13.51 (+4.9)   1   3
   6 進藤 優花(3) 小学生 諏訪FA     13.61 (+4.9)   1   4
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決勝 5月3日 11:10

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
荻原 怜愛(5) 小学生
ｵｷﾞﾊﾗ ﾚﾅ 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 推(5) 小学生
ｵｷﾞﾜﾗ ｽｲ 軽井沢A&AC
高野 寧々(6) 小学生
ﾀｶﾉ ﾈﾈ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
梅垣 咲希(5) 小学生
ｳﾒｶﾞｷ ｻﾂｷ 諏訪FA
塩谷 葵音(6) 小学生
ｼｵﾔ  ｱｵﾈ T&F佐久平
佐々木 彩音(5) 小学生
ｻｻｷ ｱﾔﾈ 軽井沢A&AC
川上 瑞詠(6) 小学生
ｶﾜｶﾐ  ﾐｽﾞｴ T&F佐久平
柳澤 有唯(5) 小学生
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ｱﾘｲ T&F佐久平
樋口 琴美(2) 小学生 欠場
ﾋｸﾞﾁ ｺﾄﾐ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

小学女子
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決勝 5月3日 13:30

川元 唯楓(6) 小学生
ｶﾜﾓﾄ  ｲﾌﾞｷ T&F佐久平
小野澤 比奈矢(5) 小学生
ｵﾉｻﾞﾜ ｼｬﾅｰﾔ 軽井沢A&AC
佐藤 一帆(6) 小学生
ｻﾄｳ ｶｽﾞﾎ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
押森 謙(5) 小学生
ｵｼﾓﾘ ﾕｽﾞﾙ 真田陸上教室
柳澤 雄飛(6) 小学生
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ 望月AC
赤尾 遙斗(6) 小学生
ｱｶｵ ﾕｳﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
竹内 千尋(6) 小学生
ﾀｹｳﾁ  ﾁﾋﾛ T&F佐久平
石井 愛奈(5) 小学生
ｲｼｲ  ｱｲﾅ T&F佐久平
磯貝 璃椛(4) 小学生
ｲｿｶﾞｲ  ﾘﾉ T&F佐久平
松本 実倖(4) 小学生
ﾏﾂﾓﾄ  ﾐｻﾁ T&F佐久平
杉山 陽乃(6) 小学生
ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾉ 真田陸上教室
林 かれん(6) 小学生 欠場
ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

小学女子
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決勝 5月3日  9:05

[ 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 あさまねSC(A)    28 鈴木 碧(5)   1,01.29  1   4 軽井沢A&AC    42 荻原 推(5)     56.81 

ｱｻﾏﾈSCA ｽｽﾞｷ ｱｵｲ ｶﾙｲｻﾞﾜA&AC ｵｷﾞﾜﾗ ｽｲ
   22 小山 陽菜乃(5)    52 中嶋 優佳(5)

ｺﾔﾏ ﾋﾅﾉ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ
   27 中島 那瑠(5)    38 大森 俊太朗(5)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾙ ｵｵﾓﾘ ｼｭﾝﾀﾛｳ
   23 関 幹太(5)    39 米田 太一(6)

ｾｷ ｶﾝﾀ ﾏｲﾀ ﾀｲﾁ
 2   3 真田陸上教室(A   92 山口 柊(5)   1,03.11  2   5 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ    67 佐藤 一帆(6)     59.29 

ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂA ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳ ｻｸﾄﾞﾘｰﾑ ｻﾄｳ ｶｽﾞﾎ
 102 斉藤 あおば(6)    66 高野 寧々(6)

ｻｲﾄｳ ｱｵﾊﾞ ﾀｶﾉ ﾈﾈ
 103 朝倉 こと子(5)   73 赤尾 遙斗(6)

ｱｻｸﾗ ｺﾄｺ ｱｶｵ ﾊﾙﾄ
   91 山宮 圭貴(6)    68 山浦 英純(6)

ﾔﾏﾐﾔ ｷﾖﾀｶ ﾔﾏｳﾗ ｴｲｼﾞｭﾝ
 3   6 真田ｸﾗﾌﾞ小   91 北原 亜純(6)   1,03.23  3   2 望月AC(A)   113 柳澤 雄飛(6)   1,00.40 

ｻﾅﾀﾞｸﾗﾌﾞｼｮｳ ｷﾀﾊﾗ ｱｽﾞﾐ ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰA ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ
   81 黒木 玲雄(6)   114 髙橋 侑悟(6)

ｸﾛｷ ﾚｵ ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺﾞ
   81 塩入 心寧(5)   121 矢島 羽花(5)

ｼｵｲﾘ ｺｺﾈ ﾔｼﾞﾏ ﾊﾅ
   77 横沢 岳弥(6)   119 長坂 咲良(6)

ﾖｺｻﾜ ﾀｹﾔ ﾅｶﾞｻｶ ｻｸﾗ
 4   5 望月AC(B)   107 清野 兼宥(6)   1,03.92  4   6 ｱｽﾘﾃｨｱTC    36 小平 結彩(6)   1,03.79 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰB ｷﾖﾉ ｹﾝｳ ｱｽﾘﾃｨｱﾃｨｰｼｰ ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｱ
  106 神津 逞(6)    40 齋藤 優空(6)

ｺｳﾂﾞ ﾀｸﾏ ｻｲﾄｳ ﾕｱ
  124 簾田 あいら(6)    32 田中 崇春(6)

ﾐｽﾀﾞ ｱｲﾗ ﾀﾅｶ ﾀｶﾊﾙ
  115 松原 美柚(6)    31 中 勇人(6)

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾕ ﾅｶ ﾕｳﾄ
 5   7 T&F佐久平(B)     8 江川 璃勇斗(5)   1,04.64  5   7 あさまねSC(B)    27 風巻 諒(5)   1,05.02 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ｴｶﾞﾜ  ﾘｵﾄ ｱｻﾏﾈSCB ｶｻﾞﾏｷ ﾘｮｳ
   10 清水 梨乃(5)    30 茂木 優心(6)

ｼﾐｽﾞ  ﾘﾉ ﾓﾃｷ ｺｺﾛ
   18 柳澤 有唯(5)    25 池田 実生(5)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ｱﾘｲ ｲｹﾀﾞ ﾐｵ
   16 清水 小太郎(5)    26 池田 凌空(5)

ｼﾐｽﾞ  ｺﾀﾛｳ ｲｹﾀﾞ ﾘｸ
 6   2 真田陸上教室(B   88 押森 謙(5)   1,07.02  6   3 T&F佐久平(A)     8 森本 葉菜(6)   1,05.38 

ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂB ｵｼﾓﾘ ﾕｽﾞﾙ ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ﾓﾘﾓﾄ  ﾊﾅ
  95 戸兵 心瞳(5)     2 塩谷 葵音(6)

ﾄﾋｮｳ ｺｺﾐ ｼｵﾔ  ｱｵﾈ
   92 伊東 ほの香(5)     7 金子 哲大(6)

ｲﾄｳ ﾎﾉｶ ｶﾈｺ  ﾃﾂﾀ
   90 三井 莉玖(6)    14 森泉 翔太(6)

ﾐﾂｲ ﾘｸ ﾓﾘｲｽﾞﾐ  ｼｮｳﾀ

   1 軽井沢A&AC     56.81 荻原 推(5) 中嶋 優佳(5) 大森 俊太朗(5)米田 太一(6)   2   1
   2 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     59.29 佐藤 一帆(6) 高野 寧々(6) 赤尾 遙斗(6) 山浦 英純(6)   2   2
   3 望月AC(A)   1,00.40 柳澤 雄飛(6) 髙橋 侑悟(6) 矢島 羽花(5) 長坂 咲良(6)   2   3
   4 あさまねSC(A)   1,01.29 鈴木 碧(5) 小山 陽菜乃(5)中島 那瑠(5) 関 幹太(5)   1   1
   5 真田陸上教室(A)   1,03.11 山口 柊(5) 斉藤 あおば(6)朝倉 こと子(5)山宮 圭貴(6)   1   2
   6 真田ｸﾗﾌﾞ小   1,03.23 北原 亜純(6) 黒木 玲雄(6) 塩入 心寧(5) 横沢 岳弥(6)   1   3
   7 ｱｽﾘﾃｨｱTC   1,03.79 小平 結彩(6) 齋藤 優空(6) 田中 崇春(6) 中 勇人(6)   2   4
   8 望月AC(B)   1,03.92 清野 兼宥(6) 神津 逞(6) 簾田 あいら(6)松原 美柚(6)   1   4
   9 T&F佐久平(B)   1,04.64 江川 璃勇斗(5)清水 梨乃(5) 柳澤 有唯(5) 清水 小太郎(5)  1   5
  10 あさまねSC(B)   1,05.02 風巻 諒(5) 茂木 優心(6) 池田 実生(5) 池田 凌空(5)   2   5
  11 T&F佐久平(A)   1,05.38 森本 葉菜(6) 塩谷 葵音(6) 金子 哲大(6) 森泉 翔太(6)   2   6
  12 真田陸上教室(B)   1,07.02 押森 謙(5) 戸兵 心瞳(5) 伊東 ほの香(5)三井 莉玖(6)   1   6
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