
天候 天候

曇 曇

曇 曇

曇 曇

晴 曇

晴 曇

晴 曇

曇15:00 北東 0.4 23.5 67.0

0.5 24.0 68.0

65.0

14:00 南東 0.1 26.0 55.0 14:00 北北西

57.0 13:00 北西 0.8 24.5

12:00 北 0.6 24.0 64.0

13:00 西 0.7 25.0

0.3 24.0 64.0
12:00 北 0.4 25.0 61.0

64.0

11:00 北 1.1 24.0 68.0 11:00 北北西

74.0 10:00 北 0.1 24.0

9:30 北 0.7 22.5 75.0

10:00 西 0 22.5

風  m/sec. 気温℃ 湿度％

9/11 9:30 北東 0.2 23.5 71.0 9/12

 3,53.76 大会新

■グラウンドコンディション

日付 時刻 風  m/sec. 気温℃ 湿度％ 日付 時刻

9/12 女子4×400mR 決勝   3,53.09 

大鹿 愛和

佐伯 風帆

鈴木 天音

渡邊 陽乃

佐久長聖

大会新

9/12 女子400mH 決勝   1,02.87 大鹿 愛和 佐久長聖   1,02.91 大会新

学校名 従来の記録 備考

9/11 男子100m 決勝 10.77 落合 華七斗 佐久長聖 10.81

審判長 箕輪　健二

記録主任 中嶋　良太

■この大会で樹立された記録

月日 種目 ラウンド 記録 氏名(学年)

期日 令和3年9月11日(土)、12日(日)

会場 佐久総合運動公園陸上競技場（172060）

総務 春原　夕子　内堀　俊彦

令和3年度 第1７０回東信高等学校体育大会陸上競技大会(大会コード：21172009)

記  録  集

主催 東信陸上競技協会・東信高等学校体育連盟

主管 東信高等学校体育連盟陸上競技専門部



第170回　東信高等学校体育大会　陸上競技大会                                     

決勝記録一覧表
(GR:大会記録) 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
09/11 女子  +0.7佐伯 風帆(1) 12.72 荻原 希乃愛(2) 12.74 橋本 春花(1) 13.13 関澤 きらり(1) 13.34 富山 萌衣(2) 13.52 菅沼 花菜(2) 13.63 雫田 陽向(1) 13.76 山本 紗帆(1) 14.11

１００ｍ 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･上田染谷丘 高校･野沢南 高校･上田東 高校･野沢北
09/12  +1.5佐伯 風帆(1) 26.07 鈴木 天音(2) 26.41 吉田 七海(2) 28.15 関澤 きらり(1) 28.19 中澤 雪乃(1) 28.58 村山 苺香(1) 28.75 善治 奈々(2) 33.23

２００ｍ 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･野沢南 高校･岩村田 高校･上田千曲
09/11 渡邊 陽乃(2) 57.36 大鹿 愛和(2) 57.67 市川 笑花(2) 59.50 工藤 涼風(2) 1,05.02 中澤 雪乃(1) 1,05.83 村山 苺香(1) 1,06.07 井龍 翠(1) 1,06.28 齋藤 蒔富羽(1) 1,08.87

４００ｍ 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘 高校･野沢南 高校･岩村田 高校･野沢北 高校･上田染谷丘
09/12 市川 笑花(2) 2,15.77 渡邊 陽乃(2) 2,18.79 桑原 実世(1) 2,27.13 工藤 涼風(2) 2,30.93 下島 佳純(2) 2,38.74 宮原 和音(2) 2,39.98 玉井 南帆(2) 2,41.03 竹花 明姫(1) 2,46.29

８００ｍ 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘 高校･上田 高校･野沢北 高校･上田 高校･上田千曲
09/11 市川 笑花(2) 5,07.22 桑原 実世(1) 5,10.07 渡邊 陽乃(2) 5,29.70 中島 優菜(2) 5,36.63 竹花 明姫(1) 5,38.01 玉井 南帆(2) 5,39.83 鈴木 菜生(2) 5,40.99 工藤 涼風(2) 5,45.02

１５００ｍ 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･野沢南 高校･上田千曲 高校･上田 高校･上田 高校･上田染谷丘
09/12 桑原 実世(1) 11,27.98 齋藤 蒔富羽(1) 12,03.62 中島 優菜(2) 12,19.68 竹花 明姫(1) 12,19.82 鈴木 菜生(2) 12,28.54

３０００ｍ 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘 高校･野沢南 高校･上田千曲 高校･上田
09/11  +0.8佐伯 風帆(1) 14.94 大森 里香(2) 15.12 唐澤 さくら(1) 15.76 山本 紗帆(1) 17.49 田中 朱音(1) 18.89 太田 このみ(2) 19.22 横林 萌香(2) 21.17

１００ｍＨ 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･野沢北 高校･上田染谷丘 高校･上田西 高校･上田染谷丘
09/12 大鹿 愛和(2) 1,02.87 柏木 萌(2) 1,10.51 細田 怜奈(2) 1,17.99 田中 朱音(1) 1,22.34

４００ｍＨ 高校･佐久長聖 GR 高校･佐久長聖 高校･上田千曲 高校･上田染谷丘
09/12 佐藤 美和(2) 34,43.89

５０００ｍＷ 高校･野沢北
09/11 大森 里香(2) 1.45 行田 優空(2) 1.40 宮原 和音(2) 1.25 小林 優芽乃(2) 高校･野沢北 1.20

走高跳 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘 高校･野沢北 及川 葉月(2) 高校･岩村田
09/11 岡田 莉歩(1) 3.40 鈴木 天音(2) 3.10

棒高跳 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖
09/11 宮下 留花(2) 5.18(+1.1) 富山 萌衣(2) 5.16(+1.4) 有賀 明子(2) 4.87(+1.5) 岡田 莉歩(1) 4.87(+1.8) 菅沼 花菜(2) 4.84(+1.3) 梅原 小梅(1) 4.71(+2.5) 細田 怜奈(2) 4.68(+1.9) 関口 蒔琉(1) 4.53(+1.7)

走幅跳 高校･上田 高校･上田染谷丘 高校･上田 高校･佐久長聖 高校･野沢南 高校･上田染谷丘 高校･上田千曲 高校･野沢北
09/12 富山 萌衣(2)10.79(+0.4) 荻原 希乃愛(2)10.49(+0.7) 古越 茉帆(2)10.31(+1.6) 有賀 明子(2)10.31(+0.6) 関口 蒔琉(1)10.27(+1.2) 宮下 留花(2)10.21(+0.9) 菅沼 花菜(2) 9.93(+0.6) 寺澤 恵美(1) 9.68(+1.1)

三段跳 高校･上田染谷丘 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･上田 高校･野沢北 高校･上田 高校･野沢南 高校･野沢北
09/12 秋穂 真理(2) 9.30 山下 唯華(1) 6.11 梅原 小梅(1) 5.32 善治 奈々(2) 4.81

砲丸投 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･上田染谷丘 高校･上田千曲
09/11 神林杏花(2) 26.39 栁橋 美輝(2) 23.91 秋穂 真理(2) 17.77 平林 紘果(2) 17.27 横林 萌香(2) 15.58

円盤投 高校･上田 高校･丸子修学館 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘 高校･上田染谷丘
09/11 神林杏花(2) 35.50 栁橋 美輝(2) 30.40 行田 優空(2) 16.34 平林 紘果(2) 14.47 齋藤 蒔富羽(1) 8.83

ﾊﾝﾏｰ投 高校･上田 高校･丸子修学館 高校･上田染谷丘 高校･上田染谷丘 高校･上田染谷丘
09/12 栁橋 美輝(2) 35.71 山下 唯華(1) 25.74 田中 朱音(1) 23.96 小林 優芽乃(2) 22.00 磯部 遥歌(2) 15.51 佐々木 涙璃(1) 14.12 梅原 小梅(1) 13.46 村上 沙那(1) 11.41

やり投 高校･丸子修学館 高校･岩村田 高校･上田染谷丘 高校･野沢北 高校･野沢北 高校･野沢北 高校･上田染谷丘 高校･上田東
09/11 佐久長聖       48.57 上田       52.41 上田染谷丘       53.34 野沢北       54.42 野沢南       55.41 上田千曲       59.22 上田東     1,01.16

４×１００ｍＲ 荻原 希乃愛(2) 有賀 明子(2) 富山 萌衣(2) 井龍 翠(1) 菅沼 花菜(2) 松木 紗良(1) 村上 沙那(1)
佐伯 風帆(1) 宮下 留花(2) 行田 優空(2) 山本 紗帆(1) 中澤 雪乃(1) 細田 怜奈(2) 雫田 陽向(1)
大森 里香(2) 神林杏花(2) 平林 紘果(2) 関口 蒔琉(1) 土屋 凜奈(1) 善治 奈々(2) 三輪 あかり(1)
鈴木 天音(2) 小林 響(1) 田中 朱音(1) 磯部 遥歌(2) 中島 優菜(2) 竹花 明姫(1) 小林 愛花(1)

09/12 佐久長聖     3,53.09 上田染谷丘     4,26.26 野沢北     4,31.02 上田     4,39.13 野沢南     4,41.31 岩村田     4,42.35 上田千曲     5,13.48
４×４００ｍＲ 大鹿 愛和(2) GR 富山 萌衣(2) 関口 蒔琉(1) 宮下 留花(2) 菅沼 花菜(2) 及川 葉月(2) 細田 怜奈(2)

佐伯 風帆(1) 工藤 涼風(2) 井龍 翠(1) 玉井 南帆(2) 中澤 雪乃(1) 村山 苺香(1) 竹花 明姫(1)
鈴木 天音(2) 行田 優空(2) 磯部 遥歌(2) 矢嶋 佑希(1) 土屋 凜奈(1) 山下 唯華(1) 松木 紗良(1)
渡邊 陽乃(2) 横林 萌香(2) 宮原 和音(2) 下島 佳純(2) 中島 優菜(2) 近藤 桜(2) 善治 奈々(2)

09/12 大森 里香(2) 4285 荻原 希乃愛(2) 3647
七種競技 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖

佐久長聖 上田染谷丘 上田 野沢北 野沢南 上田千曲 岩村田 丸子修学館
学校対抗得点 235 110 65 58.5 36 30 27.5 22



予選 9月11日 10:30
決勝 9月11日 13:20

県高記録(KR)        11.88
大会記録(GR)        12.22

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 +0.4

 1 佐伯 風帆(1) 高校     12.83 Q  1 橋本 春花(1) 高校     13.08 Q
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 佐久長聖 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ 佐久長聖

 2 荻原 希乃愛(2) 高校     12.88 Q  2 関澤 きらり(1) 高校     13.42 Q
ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 佐久長聖 ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 上田西

 3 山本 紗帆(1) 高校     13.97 Q  3 富山 萌衣(2) 高校     13.58 Q
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾎ 野沢北 ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ 上田染谷丘

 4 太田 このみ(2) 高校     13.97  4 菅沼 花菜(2) 高校     13.63 q
ｵｵﾀ ｺﾉﾐ 上田西 ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ 野沢南

 5 土屋 凜奈(1) 高校     14.83  5 雫田 陽向(1) 高校     13.69 q
ﾂﾁﾔ ﾘﾝﾅ 野沢南 ｼｽﾞｸﾀﾞ ﾋﾅﾀ 上田東

 6 松木 紗良(1) 高校     15.18  6 磯部 遥歌(2) 高校     14.41 
ﾏﾂｷ ｻﾗ 上田千曲 ｲｿﾍﾞ ﾊﾙｶ 野沢北

 7 村上 沙那(1) 高校     16.45  7 平林 紘果(2) 高校     14.81 
ﾑﾗｶﾐ ｻﾅ 上田東 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｶ 上田染谷丘
横林 萌香(2) 高校  8 佐々木 涙璃(1) 高校     15.51 
ﾖｺﾊﾞﾔｼ ﾓｶ 上田染谷丘 ｻｻｷ ﾙｲﾘ 野沢北

風速 +0.7

 1 佐伯 風帆(1) 高校     12.72 
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 佐久長聖

 2 荻原 希乃愛(2) 高校     12.74 
ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 佐久長聖

 3 橋本 春花(1) 高校     13.13 
ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ 佐久長聖

 4 関澤 きらり(1) 高校     13.34 
ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 上田西

 5 富山 萌衣(2) 高校     13.52 
ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ 上田染谷丘

 6 菅沼 花菜(2) 高校     13.63 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ 野沢南

 7 雫田 陽向(1) 高校     13.76 
ｼｽﾞｸﾀﾞ ﾋﾅﾀ 上田東

 8 山本 紗帆(1) 高校     14.11 
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾎ 野沢北

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
4  1300

6  1303

女子

１００ｍ

予選 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ

 1497

3  1232

7  1532

2  1443

9  1463

8  1259

5

No. 氏  名 所属名記録／備考 記録／備考
3  1302

4  1536

6  1460

8  1249

7  1441

9  1229

2  1464

5  1233

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

5  1300

7  1303

6  1302

4  1536

8  1460

3  1249

2  1441

9  1232



決勝 9月12日 13:10

県高記録(KR)        24.44
大会記録(GR)        24.53

風速 +1.5

 1 佐伯 風帆(1) 高校     26.07 
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 佐久長聖

 2 鈴木 天音(2) 高校     26.41 
ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ 佐久長聖

 3 吉田 七海(2) 高校     28.15 
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ 佐久長聖

 4 関澤 きらり(1) 高校     28.19 
ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 上田西

 5 中澤 雪乃(1) 高校     28.58 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 野沢南

 6 村山 苺香(1) 高校     28.75 
ﾑﾗﾔﾏ ﾏｲｶ 岩村田

 7 善治 奈々(2) 高校     33.23 
ｾﾞﾝｼﾞ ﾅﾅ 上田千曲

決勝 9月11日 12:00

県高記録(KR)        55.42
大会記録(GR)        57.18

 1 渡邊 陽乃(2) 高校     57.36 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾉ 佐久長聖

 2 大鹿 愛和(2) 高校     57.67 
ｵｵｼｶ ﾏﾅ 佐久長聖

 3 市川 笑花(2) 高校     59.50 
ｲﾁｶﾜ ｴﾐｶ 佐久長聖

 4 工藤 涼風(2) 高校   1,05.02 
ｸﾄﾞｳ ｽｽﾞｶ 上田染谷丘

 5 中澤 雪乃(1) 高校   1,05.83 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 野沢南

 6 村山 苺香(1) 高校   1,06.07 
ﾑﾗﾔﾏ ﾏｲｶ 岩村田

 7 井龍 翠(1) 高校   1,06.28 
ｲﾘｭｳ ﾐﾄﾞﾘ 野沢北

 8 齋藤 蒔富羽(1) 高校   1,08.87 
ｻｲﾄｳ ﾏﾄﾊ 上田染谷丘

 9 下島 佳純(2) 高校   1,08.96 
ｼﾓｼﾞﾏ ｶｽﾐ 上田

6  1411

2  1235

1  1471

7  1258

9  1275

4  1306

8  1461

3  1305

5  2266

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

9  1499

女子

４００ｍ

決勝

8  1258

6  1275

4  2265

7  1536

5  1300

3  2263

女子

２００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月12日 12:45

県高記録(KR)      2,05.78
大会記録(GR)      2,12.43

 1 市川 笑花(2) 高校   2,15.77 
ｲﾁｶﾜ ｴﾐｶ 佐久長聖

 2 渡邊 陽乃(2) 高校   2,18.79 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾉ 佐久長聖

 3 桑原 実世(1) 高校   2,27.13 
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾖ 佐久長聖

 4 工藤 涼風(2) 高校   2,30.93 
ｸﾄﾞｳ ｽｽﾞｶ 上田染谷丘

 5 下島 佳純(2) 高校   2,38.74 
ｼﾓｼﾞﾏ ｶｽﾐ 上田

 6 宮原 和音(2) 高校   2,39.98 
ﾐﾔﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾈ 野沢北

 7 玉井 南帆(2) 高校   2,41.03 
ﾀﾏｲ ﾐﾅﾎ 上田

 8 竹花 明姫(1) 高校   2,46.29 
ﾀｹﾊﾅ ｱｷ 上田千曲

 9 矢嶋 佑希(1) 高校   2,55.11 
ﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷ 上田

10 大村 雅(1) 高校   3,01.45 
ｵｵﾑﾗ ﾐﾔﾋﾞ 上田東
緑川 美咲(2) 高校
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾐｻｷ 小諸

決勝 9月11日 12:25

県高記録(KR)      4,17.77
大会記録(GR)      4,45.75

 1 市川 笑花(2) 高校   5,07.22 
ｲﾁｶﾜ ｴﾐｶ 佐久長聖

 2 桑原 実世(1) 高校   5,10.07 
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾖ 佐久長聖

 3 渡邊 陽乃(2) 高校   5,29.70 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾉ 佐久長聖

 4 中島 優菜(2) 高校   5,36.63 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾅ 野沢南

 5 竹花 明姫(1) 高校   5,38.01 
ﾀｹﾊﾅ ｱｷ 上田千曲

 6 玉井 南帆(2) 高校   5,39.83 
ﾀﾏｲ ﾐﾅﾎ 上田

 7 鈴木 菜生(2) 高校   5,40.99 
ｽｽﾞｷ ﾅｵ 上田

 8 工藤 涼風(2) 高校   5,45.02 
ｸﾄﾞｳ ｽｽﾞｶ 上田染谷丘

 9 滝澤 舞(1) 高校   5,50.98 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｲ 上田

決勝 9月12日 14:00

県高記録(KR)      9,01.36
大会記録(GR)     10,15.71

 1 桑原 実世(1) 高校  11,27.98 
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾖ 佐久長聖

 2 齋藤 蒔富羽(1) 高校  12,03.62 
ｻｲﾄｳ ﾏﾄﾊ 上田染谷丘

 3 中島 優菜(2) 高校  12,19.68 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾅ 野沢南

 4 竹花 明姫(1) 高校  12,19.82 
ﾀｹﾊﾅ ｱｷ 上田千曲

 5 鈴木 菜生(2) 高校  12,28.54 
ｽｽﾞｷ ﾅｵ 上田

女子

８００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  1306

6  1305

1  1296

4  1461

5  1411

10  1230

9  1413

8  1496

7  1334
欠場

2  1419

11  1440

女子

３０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1296

3  1471

1  1414

2  1250

4  1496

9  1421

5  1414

1  1461

3  1496

7  1413

8  1305

4  1250

2  1306

6  1296

女子

１５００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月11日 11:20

県高記録(KR)        13.81
大会記録(GR)        14.23

風速 +0.8

 1 佐伯 風帆(1) 高校     14.94 
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 佐久長聖

 2 大森 里香(2) 高校     15.12 
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 佐久長聖

 3 唐澤 さくら(1) 高校     15.76 
ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 佐久長聖

 4 山本 紗帆(1) 高校     17.49 
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾎ 野沢北

 5 田中 朱音(1) 高校     18.89 
ﾀﾅｶ ｱｶﾈ 上田染谷丘

 6 太田 このみ(2) 高校     19.22 
ｵｵﾀ ｺﾉﾐ 上田西

 7 横林 萌香(2) 高校     21.17 
ﾖｺﾊﾞﾔｼ ﾓｶ 上田染谷丘

決勝 9月12日 11:35

県高記録(KR)        58.27
大会記録(GR)      1,02.91

 1 大鹿 愛和(2) 高校   1,02.87 
ｵｵｼｶ ﾏﾅ 佐久長聖

 2 柏木 萌(2) 高校   1,10.51 
ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ 佐久長聖

 3 細田 怜奈(2) 高校   1,17.99 
ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ 上田千曲

 4 田中 朱音(1) 高校   1,22.34 
ﾀﾅｶ ｱｶﾈ 上田染谷丘

決勝 9月12日 10:46

県高記録(KR)     23,10.04
大会記録(GR)     26,06.82

 1 佐藤 美和(2) 高校  34,43.89 
ｻﾄｳ ﾐﾜ 野沢北

所属名 記録／備考
8  1231

女子

５０００ｍＷ

決勝

順 No. 氏  名

女子

４００ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  2266

大会記録
3  1307

5  1490

2  1470

2  1463

7  1470

8  1532

6  1304

5  1232

3  1300

4  1301

女子

１００ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月11日 14:20

県高記録(KR)        46.86
大会記録(GR)        47.66

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 佐久長聖  1303 荻原 希乃愛(2)     48.57 

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ
 1300 佐伯 風帆(1)

ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ
 1301 大森 里香(2)

ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ
 2263 鈴木 天音(2)

ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ
 2   6 上田  1412 有賀 明子(2)     52.41 

ｳｴﾀﾞ ｱﾙｶﾞ ｱｷｺ
 1415 宮下 留花(2)

ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ
 1416 神林杏花(2)

ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ
 1422 小林 響(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｵﾄ
 3   7 上田染谷丘  1460 富山 萌衣(2)     53.34 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ
 1462 行田 優空(2)

ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾕﾗ
 1464 平林 紘果(2)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｶ
 1470 田中 朱音(1)

ﾀﾅｶ ｱｶﾈ
 4   8 野沢北  1235 井龍 翠(1)     54.42 

ﾉｻﾞﾜｷﾀ ｲﾘｭｳ ﾐﾄﾞﾘ
 1232 山本 紗帆(1)

ﾔﾏﾓﾄ ｻﾎ
 1224 関口 蒔琉(1)

ｾｷｸﾞﾁ ﾏｸﾙ
 1229 磯部 遥歌(2)

ｲｿﾍﾞ ﾊﾙｶ
 5   4 野沢南  1249 菅沼 花菜(2)     55.41 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ
 1258 中澤 雪乃(1)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ
 1259 土屋 凜奈(1)

ﾂﾁﾔ ﾘﾝﾅ
 1250 中島 優菜(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾅ
 6   3 上田千曲  1497 松木 紗良(1)     59.22 

ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ﾏﾂｷ ｻﾗ
 1490 細田 怜奈(2)

ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ
 1499 善治 奈々(2)

ｾﾞﾝｼﾞ ﾅﾅ
 1496 竹花 明姫(1)

ﾀｹﾊﾅ ｱｷ
 7   2 上田東  1443 村上 沙那(1)   1,01.16 

ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼ ﾑﾗｶﾐ ｻﾅ
 1441 雫田 陽向(1)

ｼｽﾞｸﾀﾞ ﾋﾅﾀ
 1442 三輪 あかり(1)

ﾐﾜ ｱｶﾘ
 1444 小林 愛花(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲｶ
  9 岩村田  1271 近藤 桜(2)

ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ｺﾝﾄﾞｳ ｻｸﾗ 失格
 1270 及川 葉月(2)

ｵｲﾜ ﾊﾂﾞｷ
 1274 山下 唯華(1)

ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ
 1275 村山 苺香(1)

ﾑﾗﾔﾏ ﾏｲｶ

女子

４×１００ｍＲ

決勝



決勝 9月12日 14:50

県高記録(KR)      3,46.50
大会記録(GR)      3,53.76

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 佐久長聖  2266 大鹿 愛和(2)   3,53.09 

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ｵｵｼｶ ﾏﾅ 大会記録
 1300 佐伯 風帆(1)

ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ
 2263 鈴木 天音(2)

ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ
 1305 渡邊 陽乃(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾉ
 2   4 上田染谷丘  1460 富山 萌衣(2)   4,26.26 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ
 1461 工藤 涼風(2)

ｸﾄﾞｳ ｽｽﾞｶ
 1462 行田 優空(2)

ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾕﾗ
 1463 横林 萌香(2)

ﾖｺﾊﾞﾔｼ ﾓｶ
 3   8 野沢北  1224 関口 蒔琉(1)   4,31.02 

ﾉｻﾞﾜｷﾀ ｾｷｸﾞﾁ ﾏｸﾙ
 1235 井龍 翠(1)

ｲﾘｭｳ ﾐﾄﾞﾘ
 1229 磯部 遥歌(2)

ｲｿﾍﾞ ﾊﾙｶ
 1230 宮原 和音(2)

ﾐﾔﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾈ
 4   7 上田  1415 宮下 留花(2)   4,39.13 

ｳｴﾀﾞ ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ
 1413 玉井 南帆(2)

ﾀﾏｲ ﾐﾅﾎ
 1419 矢嶋 佑希(1)

ﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷ
 1411 下島 佳純(2)

ｼﾓｼﾞﾏ ｶｽﾐ
 5   6 野沢南  1249 菅沼 花菜(2)   4,41.31 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ
 1258 中澤 雪乃(1)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ
 1259 土屋 凜奈(1)

ﾂﾁﾔ ﾘﾝﾅ
 1250 中島 優菜(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾅ
 6   2 岩村田  1270 及川 葉月(2)   4,42.35 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ｵｲﾜ ﾊﾂﾞｷ
 1275 村山 苺香(1)

ﾑﾗﾔﾏ ﾏｲｶ
 1274 山下 唯華(1)

ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ
 1271 近藤 桜(2)

ｺﾝﾄﾞｳ ｻｸﾗ
 7   3 上田千曲  1490 細田 怜奈(2)   5,13.48 

ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ
 1496 竹花 明姫(1)

ﾀｹﾊﾅ ｱｷ
 1497 松木 紗良(1)

ﾏﾂｷ ｻﾗ
 1499 善治 奈々(2)

ｾﾞﾝｼﾞ ﾅﾅ

女子

４×４００ｍＲ

決勝



決勝 9月11日  9:30

県高記録(KR)         1.77
大会記録(GR)         1.65

大森 里香(2) 高校
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 佐久長聖
行田 優空(2) 高校
ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾕﾗ 上田染谷丘
宮原 和音(2) 高校
ﾐﾔﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾈ 野沢北
小林 優芽乃(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒﾉ 野沢北
及川 葉月(2) 高校
ｵｲﾜ ﾊﾂﾞｷ 岩村田

決勝 9月11日 12:01

県高記録(KR)         3.65
大会記録(GR)         3.60

岡田 莉歩(1) 高校
ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 佐久長聖
鈴木 天音(2) 高校
ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ 佐久長聖

決勝 9月11日 11:30

県高記録(KR)         6.06
大会記録(GR)         5.56

宮下 留花(2) 高校   5.18   5.08   5.17   5.15   4.90   5.04    5.18 
ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ 上田   +1.1   +0.6   +1.4   +0.8   -0.8   +1.5    +1.1
富山 萌衣(2) 高校    X   5.00   5.00    X    X   5.16    5.16 
ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ 上田染谷丘   +0.9   +0.9   +2.4   +0.7   -0.5   +1.4    +1.4
有賀 明子(2) 高校   4.50   4.63   4.55   4.87   4.63   4.78    4.87 
ｱﾙｶﾞ ｱｷｺ 上田   +0.9   +1.0   +2.1   +1.5   -0.1   -0.8    +1.5
岡田 莉歩(1) 高校    X   4.52   4.87   4.73   4.69    -    4.87 
ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 佐久長聖   +1.1   +0.2   +1.8   +0.9   -1.1    +1.8
菅沼 花菜(2) 高校    X   4.84    X    X    X   4.49    4.84 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ 野沢南   +0.8   +1.3   +1.4   +1.6   -0.5   +2.0    +1.3
梅原 小梅(1) 高校   4.64   4.70   4.71   4.50   4.57   4.53    4.71 
ｳﾒﾊﾗ ｺｳﾒ 上田染谷丘   +1.4   +2.4   +2.5   +2.7   -0.6   -0.4    +2.5
細田 怜奈(2) 高校   4.62   4.68   4.59    X   4.37   4.40    4.68 
ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ 上田千曲   +1.3   +1.9   +2.5   +1.9   -0.3    0.0    +1.9
関口 蒔琉(1) 高校   4.53   4.45   4.43   4.50   4.38   4.37    4.53 
ｾｷｸﾞﾁ ﾏｸﾙ 野沢北   +1.7   +1.1   +1.1   +1.4   +0.2   -0.6    +1.7
寺澤 恵美(1) 高校   4.44   4.49    X    4.49 
ﾃﾗｻﾜ ﾒｸﾞﾐ 野沢北   +1.2   +1.1   +1.1    +1.1
古越 茉帆(2) 高校   4.46   4.29   4.37    4.46 
ﾌﾙｺｼ ﾏﾎ 佐久長聖   +1.5   +0.3   +1.6    +1.5
小林 響(1) 高校   4.46    X   4.37    4.46 
ｺﾊﾞﾔｼ ｵﾄ 上田   +1.7   +1.8   +0.9    +1.7
土屋 凜奈(1) 高校   4.16   4.26   4.38    4.38 
ﾂﾁﾔ ﾘﾝﾅ 野沢南   +2.1   +2.0   +1.5    +1.5
近藤 桜(2) 高校   4.04    X   3.98    4.04 
ｺﾝﾄﾞｳ ｻｸﾗ 岩村田   +1.5   +2.5   +0.4    +1.5
善治 奈々(2) 高校    X   3.37   3.32    3.37 
ｾﾞﾝｼﾞ ﾅﾅ 上田千曲   +1.9   +2.2   +0.1    +2.2
小泉 陽菜(1) 高校 欠場
ｺｳｽﾞﾐ ﾊﾙﾅ 上田染谷丘

5  1469

13 2  1271

14 1  1499

11 7  1422

12 3  1259

9 6  1234

10 8  2267

7 11  1490

8 4  1224

5 10  1249

6 13  1468

3 12  1412

4 9  1298

1 15  1415
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2 14  1460
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XXX4 1  1228 O O O

 1.25

 1.40

3 2  1230 O O O XO XXX

- - O XO XXX2 4  1462 O - -

- - O - -  1.45

1m50 1m60
1 5  1301 - - - - -

記録1m20 1m25 備考1m10 1m15 1m30 1m35 1m40 1m45

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 9月12日 10:30

県高記録(KR)        12.40
大会記録(GR)        10.86

富山 萌衣(2) 高校  10.79    X  10.39    X  10.29  10.62   10.79 
ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ 上田染谷丘   +0.4   +1.7   +0.9   +1.5    +0.4
荻原 希乃愛(2) 高校  10.22  10.45   9.84   9.65  10.49  10.21   10.49 
ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 佐久長聖   +0.6   +1.0   +1.0   +0.8   +0.7   +0.5    +0.7
古越 茉帆(2) 高校  10.09    X  10.31   9.92  10.03   9.84   10.31 
ﾌﾙｺｼ ﾏﾎ 佐久長聖   +1.6   +1.6   +1.2    0.0   +0.8    +1.6
有賀 明子(2) 高校  10.31   9.98   9.85  10.07   9.94   8.48   10.31 
ｱﾙｶﾞ ｱｷｺ 上田   +0.6   +1.2   +1.5   +0.4   +0.5   +1.2    +0.6
関口 蒔琉(1) 高校  10.16  10.25   9.73   9.62   9.76  10.27   10.27 
ｾｷｸﾞﾁ ﾏｸﾙ 野沢北   +1.3   +1.3   +1.3   +0.4   +0.1   +1.2    +1.2
宮下 留花(2) 高校  10.14   9.96    X   9.42   9.82  10.21   10.21 
ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ 上田   +0.6   +0.2   +0.3   +0.8   +0.9    +0.9
菅沼 花菜(2) 高校   9.76   9.93   9.70   9.57   8.32    X    9.93 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ 野沢南   +1.7   +0.6   +0.8   +0.9   +0.7    +0.6
寺澤 恵美(1) 高校   9.68    X   9.47   9.31   9.55   9.47    9.68 
ﾃﾗｻﾜ ﾒｸﾞﾐ 野沢北   +1.1   +0.2   +1.0   +0.7   +1.1    +1.1
行田 優空(2) 高校   9.41   9.15   9.43    9.43 
ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾕﾗ 上田染谷丘   +0.3   +1.6   +0.8    +0.8
近藤 桜(2) 高校   9.32   9.34   9.20    9.34 
ｺﾝﾄﾞｳ ｻｸﾗ 岩村田   +1.2   +1.0   +1.0    +1.0
及川 葉月(2) 高校   9.34   9.28   9.23    9.34 
ｵｲﾜ ﾊﾂﾞｷ 岩村田   +1.5   +0.8   +1.2    +1.5
小泉 陽菜(1) 高校 欠場
ｺｳｽﾞﾐ ﾊﾙﾅ 上田染谷丘
細田 怜奈(2) 高校 欠場
ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ 上田千曲

決勝 9月12日 11:30

県高記録(KR)        13.65
大会記録(GR)        13.65

秋穂 真理(2) 高校
ｱｷﾎ ﾏﾘ 佐久長聖
山下 唯華(1) 高校
ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ 岩村田
梅原 小梅(1) 高校
ｳﾒﾊﾗ ｺｳﾒ 上田染谷丘
善治 奈々(2) 高校
ｾﾞﾝｼﾞ ﾅﾅ 上田千曲

決勝 9月11日  9:31

県高記録(KR)        44.69
大会記録(GR)        43.41

神林杏花(2) 高校
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ 上田
栁橋 美輝(2) 高校
ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ ﾐｷ 丸子修学館
秋穂 真理(2) 高校
ｱｷﾎ ﾏﾘ 佐久長聖
平林 紘果(2) 高校
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｶ 上田染谷丘
横林 萌香(2) 高校
ﾖｺﾊﾞﾔｼ ﾓｶ 上田染谷丘
小泉 陽菜(1) 高校 欠場
ｺｳｽﾞﾐ ﾊﾙﾅ 上田染谷丘

女子

円盤投(1.000kg)

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 6  1416 22.39   X 25.78   X 26.39 25.25  26.39 

2 5  1387 21.74 23.91 23.30 21.80 21.90   X  23.91 

3 4  1308   X 16.54 13.71 15.58 17.77 17.25  17.77 

4 3  1464   X 13.08 17.27   X   -   -  17.27 

5 1  1463 15.27   X 15.58

2  1469

  X 14.37 14.03  15.58 

女子

砲丸投(4.000kg)

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  1308  8.87  9.30  9.23  8.70  9.17  9.26   9.30 

2 3  1274  5.55  5.93  5.83  5.85  6.05  6.11   6.11 

3 1  1468  4.86  5.17  5.32   5.32 

4 2  1499  4.77  3.75   X

4  1490

  4.81  3.90  4.81  4.69

 5.14  4.58  4.49

11 5  1270

3  1469

9 7  1462

10 6  1271

7 2  1249

8 1  1234

5 9  1224

6 11  1415

3 10  2267

4 12  1412

1 13  1460
-5-

2 8  1303

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

女子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 9月11日 12:41

県高記録(KR)        47.97
大会記録(GR)        42.32

神林杏花(2) 高校
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ 上田
栁橋 美輝(2) 高校
ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ ﾐｷ 丸子修学館
行田 優空(2) 高校
ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾕﾗ 上田染谷丘
平林 紘果(2) 高校
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｶ 上田染谷丘
齋藤 蒔富羽(1) 高校
ｻｲﾄｳ ﾏﾄﾊ 上田染谷丘

決勝 9月12日  9:30

県高記録(KR)        51.80
大会記録(GR)        44.88

栁橋 美輝(2) 高校
ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ ﾐｷ 丸子修学館
山下 唯華(1) 高校
ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ 岩村田
田中 朱音(1) 高校
ﾀﾅｶ ｱｶﾈ 上田染谷丘
小林 優芽乃(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒﾉ 野沢北
磯部 遥歌(2) 高校
ｲｿﾍﾞ ﾊﾙｶ 野沢北
佐々木 涙璃(1) 高校
ｻｻｷ ﾙｲﾘ 野沢北
梅原 小梅(1) 高校
ｳﾒﾊﾗ ｺｳﾒ 上田染谷丘
村上 沙那(1) 高校
ﾑﾗｶﾐ ｻﾅ 上田東

 7.49  8.04  8.83   8.83 

14.24   X   -  14.47 

5 1  1471   X  7.56   X

10.86 16.34   -  16.34 

4 3  1464 13.62 14.47 13.95

  X   X   X  30.40 

3 2  1462 10.58 12.48   X

  X 34.28 33.76  35.50 

2 4  1387 29.47   X 30.40

-5- -6- 記録 備考
1 5  1416 33.10 35.50 35.32

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4-

 11.41   X 11.41   X

女子

ハンマー投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

13.46  7.54 11.15  13.46 

8 1  1443 11.10 10.24 11.33

13.08   X   X  14.12 

7 4  1468 12.05   X   X

15.51 12.90   X  15.51 

6 3  1233   X 13.00 14.12

19.03   X 22.00  22.00 

5 2  1229  9.85 13.14 15.14

17.97 23.96   X  23.96 

4 6  1228   X 15.95   X

24.12 25.74 22.75  25.74 

3 5  1470   X 22.11 22.49

33.04   X 35.71  35.71 

2 7  1274 21.18 22.49 24.02

1 8  1387 34.88   X 33.13

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

やり投(0.600kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



Ｐ　

コード

コード

～

15"07 832 16"39 667

１.0 832 1.0 667

1m51 632 1m45 566

1464 1233

8m50 432 8m33 421

1896 1654

26"74 734 26"89 721

2.5 2630 2.5 2375

第　１　日

得　点　計

順　　　位

5m14 598 4m92 538

1.1 3228 1.5 2913

29m18 461 21m23 312

3689 3225

2´37"98 596 2´54"06 422

4285 3647

第　２　日

得　点　計

総　得　点

順　　　位

1301

大森 里香

佐久長聖 

1303

荻原 希乃愛

佐久長聖 

　　　　　　走幅跳の最高記録の風速が４ｍを超えた場合、セカンド記録以下に４ｍ以内のものがあればそれを付記してください。

1655

4285

1 2

1272

2375

3647

走幅跳

やり投

８００ｍ

2630

1 2

陸協名    長野陸上競技協会

　備考　　左の欄は記録、右の欄の上は得点、下は合計得点、風向･風速を必要とする種目には必ず追・向の別と風速を記録欄に記入のこと。

１００ｍＨ

走高跳

２００ｍ

砲丸投

令和３年9月11日(土曜日) 令和３年9月12日(日曜日)

審判長

記録主任

記録員

箕輪　健二

中嶋　良太

山辺　多喜男

競技会名   令和３年度 東信地区高等学校体育大会
陸上競技大会

主催団体　長野県高等学校体育連盟 競技場名　佐久総合運動公園　陸上競技場

種 目

都
道

府
県 ・ 所

属

競 技
者 名

ナ ンバ ー

混成競技(七種)記録得点表 （ 男 ・ 女 ）

２ ０

1 7 ２ ０ ６ ０

種目コー ２ ０ ２N １ 葉 １

2 1 1 7 2 0 0 9



県高記録(KR)         4782
大会記録(GR)         4600

大森 里香(2) 高校
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 佐久長聖
荻原 希乃愛(2) 高校
ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 佐久長聖

決勝 9月11日  9:30
県高記録(KR)        13.81

風速 +1.0

 1 大森 里香(2) 高校 15.07(832)
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 佐久長聖

 2 荻原 希乃愛(2) 高校 16.39(667)
ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 佐久長聖

決勝 9月11日 11:00
県高記録(KR)         1.77

大森 里香(2) 高校
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 佐久長聖 (632)
荻原 希乃愛(2) 高校
ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 佐久長聖 (566)

決勝 9月11日 12:10
県高記録(KR)        13.65

大森 里香(2) 高校
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 佐久長聖 (432)
荻原 希乃愛(2) 高校
ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 佐久長聖 (421)

決勝 9月11日 13:35
県高記録(KR)        24.44

風速 +2.5

 1 大森 里香(2) 高校 26.74(734)
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 佐久長聖

 2 荻原 希乃愛(2) 高校 26.89(721)
ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 佐久長聖

決勝 9月12日  9:30
県高記録(KR)         6.02

大森 里香(2) 高校   4.95   5.14   5.05    5.14 
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 佐久長聖   +1.2   +1.1   +0.9    +1.1 (598)
荻原 希乃愛(2) 高校   4.84    X   4.92    4.92 
ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 佐久長聖   +0.7   +2.0   +1.5    +1.5 (538)

決勝 9月12日 11:30
県高記録(KR)        51.80

大森 里香(2) 高校
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 佐久長聖
荻原 希乃愛(2) 高校
ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 佐久長聖

決勝 9月12日 13:30
県高記録(KR)      2,05.78

 1 大森 里香(2) 高校 2,37.98(596)
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 佐久長聖

 2 荻原 希乃愛(2) 高校 2,54.06(422)
ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 佐久長聖

混成女子

七種８００ｍ
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  1301

3  1303

混成女子

七種やり投

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -5- -6- 記録 備考
1 2  1301 27.54 29.18

2 1  1303 21.23   X

-4-

20.45  21.23 

27.51  29.18 

七種走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 2  1301

-5-

2 1  1303

3  1301

2  1303

七種２００ｍ

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

七種砲丸投
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 1  1301  8.50  7.95  8.22

2 2  1303  7.55  8.23  8.33   8.33 

  8.50 

七種走高跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m48 1m51 備考1m40 1m45 1m54

1 1  1301 O O O XO XXX  1.51

2 2  1303 O O XXX  1.45

2  1301

3  1303

七種１００ｍH

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

七種競技

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考
1  1301   4285

2  1303   3647



決勝 9月11日 10:31

県高記録(KR)        11.88

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 +0.4

 1 吉田 七海(2) 高校     13.69  1 岡田 莉歩(1) 高校     13.54 
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ 佐久長聖 ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 佐久長聖

決勝 9月12日 13:11

県高記録(KR)        24.67

風速 +1.5

 1 橋本 春花(1) 高校     27.26 
ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ 佐久長聖

 2 唐澤 さくら(1) 高校     28.15 
ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 佐久長聖

決勝 9月11日  9:55

県高記録            55.42

 1 柏木 萌(2) 高校   1,03.97 
ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ 佐久長聖

決勝 9月12日 12:46

県高記録(KR)      2,05.78

 1 滝澤 舞(1) 高校   2,51.43 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｲ 上田

決勝 9月12日  9:31

県高記録            50.93

井龍 翠(1) 高校
ｲﾘｭｳ ﾐﾄﾞﾘ 野沢北

２００ｍ

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

記録／備考

1  1302

2  1304

 1307
所属名 記録／備考

12  1421

ｵｰﾌﾟﾝ女子

８００ｍ

順 No. 氏  名 所属名

ｵｰﾌﾟﾝ女子

やり投(0.600kg)

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -6- 記録 備考
1 1  1235 11.61 12.29

1  2265
所属名

12.09  12.29 

-4- -5-

ｵｰﾌﾟﾝ女子

１００ｍ

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

氏  名

氏  名 所属名 記録／備考 記録／備考
1  1298

No.

ｵｰﾌﾟﾝ女子

1

順 ﾚｰﾝ

ｵｰﾌﾟﾝ女子

４００ｍ

順 ﾚｰﾝ No.
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