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          大会コード ２１１７４００１ 
主 催  東信地区中学校体育連盟 
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審判長   細田 和生(トラック) 内堀 俊彦(フィールド) 由井 正巳(混成競技) 
記録主任   加藤 順之 
 
大 会 新 記 録 等一 覧 

 種 目 予・準・決 記 録 氏 名 所 属 学年 年 月 日 

大会新 共通女子 100mH 決勝 14”22 並木 彩華 野沢 2 2021.6.6 

大会ﾀｲ 共通男子 110mH 決勝 14”81 山本 祐弥   小諸東 3 〃 

大会新  共通四種 決勝 2491点 竹内 睦喜 野沢 3 〃 

 

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 北     1.5m/sec.  22.0 ℃  47.0 %  
14:00 晴 北西     1.3m/sec.  23.5 ℃  40.0 %  

 



第60回県中総体夏季大会陸上競技東信地区大会
主催：東信地区中学校体育連盟                                                    
　　　東信地区陸上競技協会                                                      
　　　東信地区各市町村教育委員会                                                

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 1年  -1.7由井 海吏(1) 14.00 竹内 瑞喜(1) 14.16 櫻井 玲未(1) 14.50 名越 美緒(1) 14.86 渡辺 夢彩(1) 14.93 青木 里紗(1) 14.98 中山 里恋(1) 15.13 羽田 雪乃(1) 15.33

100m 川上 野沢 佐久穂 御代田 浅間 上田第一 上田第四 立科
06/06 2年 篠原 百々香(2) 13.91 中山 きづな(2) 14.07 片山 美知葉(2) 14.21 風巻 里奈(2) 14.27 宮島 蒼(2) 14.37 小山 遥佳(2) 14.61 加藤 紅葉(2) 14.69 内堀 紗衣(2) 14.98

100m 佐久長聖 臼田 東御東部 小諸東 芦原 丸子北 中込 小諸東
06/06 3年  -1.6田中 雪乃(3) 13.18 神津 沙夏(3) 13.43 松橋 弥玖(3) 13.46 森角 優菜(3) 13.72 坂口 瑠唯(3) 14.00 櫻井 美和(3) 14.22 小山 留実(3) 14.27 内藤 真帆(3) 15.17

100m 上田第二 御代田 浅間 浅間 上田第五 丸子北 丸子北 東御東部
06/06 小林 ひより(3) 27.57 吉澤 諒子(3) 27.65 向井 美来(3) 27.87 齋藤 優羽(3) 28.12 佐藤 アーシャ(3 28.40 髙橋 みう(3) 29.20 井出 優奈(3) 29.68 関 栞那(3) 29.93

200m 東御東部 浅間 浅間 御代田 東御東部 小諸東 野沢 東御東部
06/06 津田 燈(3) 2,31.62 北原 和(1) 2,34.76 東海林 優心花(3 2,35.75 田中 莉緒(1) 2,36.83 北原 彩羽(3) 2,39.64 髙橋 彩花(2) 2,40.36 春原 史佳(3) 2,40.79 南正覚 鈴(3) 2,41.87

800m 軽井沢 上田第三 野沢 上田第四 上田第四 上田第三 上田第五 上田第四
06/06 杉山 恵奈(3) 5,02.01 中村 羽来(2) 5,04.00 田畑 香奈(1) 5,04.62 成澤 あん里(1) 5,07.45 菊地 遥奈(2) 5,23.56 角地 萌音(1) 5,27.90 小林 粋佳(3) 5,31.67 武井 一桜(1) 5,52.89

1500m 浅間 丸子 上田第四 丸子 東御東部 浅科 小諸東 小海
06/06  -1.1並木 彩華(2) 14.22 川上 珠実(3) 16.13 山邊 栞那(3) 16.30 今野 夢香(2) 19.76 望月 彬(3) 19.79 中村 春花(2) 19.96 手塚 華(2) 20.18

100mH 野沢 野沢 上田第一 軽井沢 東御東部 上田第五 小諸東
06/06 1・2年 野沢       56.38 東御東部       56.43 浅間       56.61 上田第四       57.64 上田第五       59.32 上田第一     1,00.90 丸子北     1,01.03

4x100mR 大井 杏樹(2) 菊原 千聖(1) 渡辺 夢彩(1) 中山 里恋(1) 中村 春花(2) 山浦 瑠楠(1) 北澤 里帆(1)
須江 陽香(2) 塩入 心遥(2) 荻原 藍(2) 堀内 あのん(2) 井出 奈那(1) 青木 里紗(1) 清野 ひより(1)
林 菜々子(1) 德田 心結(2) 市村 花菜(1) 中澤 萌果(2) 坂口 優芽(1) 清水 悠凪(1) 宮坂 晴海(1)
竹内 瑞喜(1) 飯高 明花里(1) 髙安 万絢(2) 七尾 結心(1) 山本 こなみ(2) 丸山 幸華(1) 小山 恋以奈(1)

06/06 野沢       51.32 浅間       51.40 東御東部       53.32 御代田       53.69 軽井沢       54.13 上田第五       54.68 小諸東       54.93 丸子北       56.02
4x100mR 川上 珠実(3) 吉澤 諒子(3) 宮本 和花奈(3) 小山 知華(3) 津田 燈(3) 春原 史佳(3) 内堀 紗衣(2) 小山 留実(3)

並木 彩華(2) 向井 美来(3) 小林 ひより(3) 齋藤 優羽(3) 宇都宮 新奈(3) 坂口 瑠唯(3) 風巻 里奈(2) 滝澤 唯(3)
中嶋 杏佳(2) 森角 優菜(3) 清水 藤子(3) 市川 麻奈(3) 小島 羽な花(2) 林 美緒(3) 横須賀 さくら(3) 松木 美優(3)
吉田 彩葉(3) 松橋 弥玖(3) 飯高 愛莉(3) 神津 沙夏(3) 星野 紗菜(2) 高見澤 茉那(3) 髙橋 みう(3) 櫻井 美和(3)

06/06 星野 紗菜(2) 1.45 宇都宮 新奈(3) 1.40 橋本 莉奈(3) 1.35 松﨑 あんな(3) 1.30 木内 結優(3) 1.25 小島 羽な花(2) 軽井沢 1.25 安藤 りほ(2) 1.20
走高跳 軽井沢 軽井沢 東御東部 野沢 野沢 佐々木 小夏(2) 小諸東 上田第四

荻原 麻友(3)
東御東部

06/06 高見澤 茉那(3) 2.40 飯高 愛莉(3) 2.20 大井 杏樹(2) 2.20 宮本 和花奈(3) 2.10 山本 こなみ(2) 2.00 鷹野 花恋(2) 2.00 竹内 陽菜(2) 2.00 堀内 あのん(2) 2.00
棒高跳 上田第五 東御東部 野沢 東御東部 上田第五 野沢 上田第五 上田第四

06/06 1年 林 菜々子(1) 3.92(+0.6) 後小路 結月(1)3.68(+1.1) 小林 由奈(1) 3.68(+0.7) 田中 詩季(1) 3.44(+0.4) 清水 悠凪(1) 3.36(+0.6) 小泉 穂歌(1) 3.33(+1.7) 金井 彩希(1) 2.47(+0.8)
走幅跳 野沢 野沢 真田 上田第五 上田第一 浅間 丸子北

06/06 2・3年 清水 藤子(3) 4.88(+1.6) 吉田 心美(3) 4.77(+2.6) 土屋 夢萌(2) 4.37(+2.1) 鈴木 花梨(3) 4.31(+1.9) 小林 のあ(3) 4.30(+1.1) 佐藤 イルシャ(3)4.29(+1.8) 田中 優羽(3) 4.17(+0.8) 横尾 翠(3) 4.06(+0.7)
走幅跳 東御東部 中込 小諸東 浅間 中込 東御東部 浅間 御代田

06/06 栁澤 歩乃(3) 10.51 石塚 夏姫(3) 10.21 横須賀 さくら(3 9.47 小関 そら(3) 7.51 中嶋 美代(1) 6.81 林 美緒(3) 6.70 渡辺 みゆ(3) 6.65 川井 莉央那(3) 6.60
砲丸投 御代田 浅間 小諸東 御代田 野沢 上田第五 中込 御代田

06/06 大森 玲花(2) 2635 中嶋 杏佳(2) 2301 吉田 彩葉(3) 2272 田口 朱音(3) 1640 後小路 葉月(3) 1613 北村 愛莉(2) 1532
四種競技 芦原 野沢 野沢 芦原 野沢 上田第一



予選 6月6日  9:15
決勝 6月6日 11:30

中学新              12.05
大会新              12.9 

[ 1組] 風速 -1.2 [ 2組] 風速 -1.1

 1 青木 里紗(1)     14.87 q  1 由井 海吏(1)     13.99 q
ｱｵｷ ﾘｻ 上田第一 ﾕｲ ｶｲﾘ 川上

 2 渡辺 夢彩(1)     14.89 q  2 櫻井 玲未(1)     14.43 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｱ 浅間 ｻｸﾗｲ ﾚﾐ 佐久穂

 3 羽田 雪乃(1)     14.97 q  3 市村 花菜(1)     15.09 
ﾊﾀ ﾕｷﾉ 立科 ｲﾁﾑﾗ ﾊﾅ 浅間

 4 横山 心(1)     15.23  4 高橋 汐来(1)     15.47 
ﾖｺﾔﾏ ｺｺﾛ 中込 ﾀｶﾊｼ ｾﾗ 野沢

 5 七尾 結心(1)     15.36  5 丸山 幸華(1)     15.92 
ﾅﾅｵ ﾕﾉ 上田第四 ﾏﾙﾔﾏ ｻﾁｶ 上田第一

 6 小山 恋以奈(1)     15.37  6 佐々木 那優亜(1)     16.45 
ｺﾔﾏ ﾚｲﾅ 丸子北 ｻｻｷ ﾅﾕｱ 上田第五

 7 原 楓(1)     17.73 
ﾊﾗ ｶｴﾃﾞ 軽井沢

[ 3組] 風速 -1.0

 1 竹内 瑞喜(1)     14.21 q
ﾀｹｳﾁ ﾐｽﾞｷ 野沢

 2 名越 美緒(1)     14.82 q
ﾅｺﾞｼ ﾐｵ 御代田

 3 中山 里恋(1)     15.08 q
ﾅｶﾔﾏ ﾘｺ 上田第四

 4 翠川 奈々花(1)     15.20 
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾅﾅｶ 立科

 5 北澤 里帆(1)     15.58 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾎ 丸子北

 6 井出 奈那(1)     16.20 
ｲﾃﾞ ﾅﾅ 上田第五

風速 -1.7

 1 由井 海吏(1)     14.00 
ﾕｲ ｶｲﾘ 川上

 2 竹内 瑞喜(1)     14.16 
ﾀｹｳﾁ ﾐｽﾞｷ 野沢

 3 櫻井 玲未(1)     14.50 
ｻｸﾗｲ ﾚﾐ 佐久穂

 4 名越 美緒(1)     14.86 
ﾅｺﾞｼ ﾐｵ 御代田

 5 渡辺 夢彩(1)     14.93 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｱ 浅間

 6 青木 里紗(1)     14.98 
ｱｵｷ ﾘｻ 上田第一

 7 中山 里恋(1)     15.13 
ﾅｶﾔﾏ ﾘｺ 上田第四

 8 羽田 雪乃(1)     15.33 
ﾊﾀ ﾕｷﾉ 立科

2  4653

3  4331

9  4158

8  8818

7  4047

5  4259

記録／備考
6  4005

4  4070

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4  4503

6  4693

3  4653

2  4332

5  4070

7  4259

6  4211

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  4505 5  4695

8  4644 2  8817

3  4117 3  4071

2  4331 6  4157

5  4158 4  4047

7  8818 7  4005

中学1年女子

100m                

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考記録／備考 順No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ



決勝 6月6日 11:40

中学新              12.05
大会新              12.66

[ 1組] 風速 -1.9 [ 2組] 風速 -1.8

 1 篠原 百々香(2)     13.91  1 中山 きづな(2)     14.07 
ｼﾉﾊﾗ ﾓﾓｶ 佐久長聖 ﾅｶﾔﾏ ｷﾂﾞﾅ 臼田

 2 小山 遥佳(2)     14.61  2 片山 美知葉(2)     14.21 
ｺﾔﾏ  ﾊﾙｶ 丸子北 ｶﾀﾔﾏ ﾐﾁﾊ 東御東部

 3 加藤 紅葉(2)     14.69  3 風巻 里奈(2)     14.27 
ｶﾄｳ ｸﾚﾊ 中込 ｶｻﾞﾏｷ ﾘﾅ 小諸東

 4 内堀 紗衣(2)     14.98  4 宮島 蒼(2)     14.37 
ｳﾁﾎﾞﾘ ｻｴ 小諸東 ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｵ 芦原

 5 髙見澤 優花(2)     15.21  5 井出 奏葉(2)     15.13 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾕｳｶ 川上 ｲﾃﾞ ｶﾅﾊ 川上

 6 髙安 万絢(2)     15.25 江元 香乃(2)
ﾀｶﾔｽ ﾏｱﾔ 浅間 ｴﾓﾄ ｶﾉ 中込

 7 荻原 雪乃(2)     16.67 吉村 茉凛(2)
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｷﾉ 御代田 ﾖｼﾑﾗ ﾏﾘﾝ 浅間

   1 篠原 百々香(2) 佐久長聖     13.91 (-1.9)   1   1
   2 中山 きづな(2) 臼田     14.07 (-1.8)   2   1
   3 片山 美知葉(2) 東御東部     14.21 (-1.8)   2   2
   4 風巻 里奈(2) 小諸東     14.27 (-1.8)   2   3
   5 宮島 蒼(2) 芦原     14.37 (-1.8)   2   4
   6 小山 遥佳(2) 丸子北     14.61 (-1.9)   1   2
   7 加藤 紅葉(2) 中込     14.69 (-1.9)   1   3
   8 内堀 紗衣(2) 小諸東     14.98 (-1.9)   1   4
   9 井出 奏葉(2) 川上     15.13 (-1.8)   2   5
  10 髙見澤 優花(2) 川上     15.21 (-1.9)   1   5
  11 髙安 万絢(2) 浅間     15.25 (-1.9)   1   6
  12 荻原 雪乃(2) 御代田     16.67 (-1.9)   1   7

 4002
 4151
 4260

 4398
 4289
 4317
 4517
 4125
 4287

備考 組 順位
 4375
 4068

 4000

欠場

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

欠場
7  4260 7  4152

8  4151 6  4124

2  4002 8  4000

3  4287 5  4317

5  4125 2  4289

4  4517 3  4398

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  4375 4  4068

中学2年女子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 6月6日 11:55

中学新              12.05
大会新              12.46

風速 -1.6

 1 田中 雪乃(3)     13.18 
ﾀﾅｶ ﾕｷﾉ 上田第二

 2 神津 沙夏(3)     13.43 
ｺｳﾂﾞ ｻﾅ 御代田

 3 松橋 弥玖(3)     13.46 
ﾏﾂﾊｼ ﾐｸ 浅間

 4 森角 優菜(3)     13.72 
ﾓﾘｶｸ ﾕﾅ 浅間

 5 坂口 瑠唯(3)     14.00 
ｻｶｸﾞﾁ ﾙｲ 上田第五

 6 櫻井 美和(3)     14.22 
ｻｸﾗｲ  ﾐﾜ 丸子北

 7 小山 留実(3)     14.27 
ｺﾔﾏ  ﾙﾐ 丸子北

 8 内藤 真帆(3)     15.17 
ﾅｲﾄｳ ﾏﾎ 東御東部

 9 藤林 夢奈(3)     15.86 
ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 東御東部

中学3年女子   

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  4602

1  4256

4  4138

6  4149

8  4681

5  4516

7  4390

9  4515

3  4394



決勝 6月6日  9:55

中学新              24.88

[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速 +0.4

 1 吉澤 諒子(3)     27.65  1 小林 ひより(3)     27.57 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｺ 浅間 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 東御東部

 2 齋藤 優羽(3)     28.12  2 向井 美来(3)     27.87 
ｻｲﾄｳ ﾕｳ 御代田 ﾑｶｲ ﾐｸ 浅間

 3 佐藤 アーシャ(3)     28.40  3 髙橋 みう(3)     29.20 
ｻﾄｳ ｱｰｼｬ 東御東部 ﾀｶﾊｼ ﾐｳ 小諸東

 4 井出 優奈(3)     29.68  4 関 栞那(3)     29.93 
ｲﾃﾞ ﾕﾅ 野沢 ｾｷ ｶﾝﾅ 東御東部

 5 滝澤 唯(3)     31.81  5 南澤 穂佳(3)     30.07 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｲ 丸子北 ﾐﾅﾐｻﾜ ﾎﾉｶ 上田第四

 6 箱山 夏未(3)     32.57  6 小山 知華(3)     30.97 
ﾊｺﾔﾏ ﾅﾂﾐ 上田第四 ｺﾔﾏ ﾁｶ 御代田

 7 勝野 葵(1)     34.85  7 松木 美優(3)     31.36 
ｶﾂﾉ  ｱｵｲ 丸子北 ﾏﾂｷ ﾐﾕ 丸子北

   1 小林 ひより(3) 東御東部     27.57 (+0.4)   2   1
   2 吉澤 諒子(3) 浅間     27.65 (+1.2)   1   1
   3 向井 美来(3) 浅間     27.87 (+0.4)   2   2
   4 齋藤 優羽(3) 御代田     28.12 (+1.2)   1   2
   5 佐藤 アーシャ(3) 東御東部     28.40 (+1.2)   1   3
   6 髙橋 みう(3) 小諸東     29.20 (+0.4)   2   3
   7 井出 優奈(3) 野沢     29.68 (+1.2)   1   4
   8 関 栞那(3) 東御東部     29.93 (+0.4)   2   4
   9 南澤 穂佳(3) 上田第四     30.07 (+0.4)   2   5
  10 小山 知華(3) 御代田     30.97 (+0.4)   2   6
  11 松木 美優(3) 丸子北     31.36 (+0.4)   2   7
  12 滝澤 唯(3) 丸子北     31.81 (+1.2)   1   5
  13 箱山 夏未(3) 上田第四     32.57 (+1.2)   1   6
  14 勝野 葵(1) 丸子北     34.85 (+1.2)   1   7

中学女子

200m

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  4132 4  8773

3  4267 8  4147

7  8774 5  4283

5  4102 6  8778

4  4511 7  4641

6  4649 2  4269

2  4501 3  4514

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

 4641

備考 組 順位
 8773
 4132
 4147

 4269
 4514
 4511
 4649
 4501

 4267
 8774
 4283
 4102
 8778



決勝 6月6日 10:35

中学新            2,13.56

[ 1組] [ 2組]

 1 山浦 瑠楠(1)   2,48.58  1 北原 和(1)   2,34.76 
ﾔﾏｳﾗ ﾙﾅ 上田第一 ｷﾀﾊﾗ ﾅｺﾞﾐ 上田第三

 2 古澤 カンナ(1)   2,58.13  2 田中 莉緒(1)   2,36.83 
ﾌﾙｻﾜ ｶﾝﾅ 上田第三 ﾀﾅｶ ﾘｵ 上田第四

 3 横田 希空(1)   3,01.72  3 北原 彩羽(3)   2,39.64 
ﾖｺﾀ ﾉｱ 丸子北 ｷﾀﾊﾗ ｲﾛﾊ 上田第四

 4 坂口 優芽(1)   3,03.30  4 南正覚 鈴(3)   2,41.87 
ｻｶｸﾞﾁ ﾕﾒ 上田第五 ﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｸ ﾘﾝ 上田第四

 5 水出 花香　(2)   3,07.12  5 田中 莉奈(3)   2,42.77 
ﾐｽﾞｲﾃﾞ ﾊﾅｶ 上田第六 ﾀﾅｶ ﾘﾅ 小諸東

 6 今井 優希(1)   3,18.39  6 吉澤 友楽(2)   2,54.29 
ｲﾏｲ ﾕｳｷ 佐久穂 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕﾗ 佐久東

 7 曽根原 璃子(1)   3,19.57  7 北山 花夏(3)   3,04.68 
ｿﾈﾊﾗ ﾘｺ 丸子北 ｷﾀﾔﾏ ﾊﾅ 浅間

[ 3組]

 1 津田 燈(3)   2,31.62 
ﾂﾀﾞ ｱｶﾘ 軽井沢

 2 東海林 優心花(3)   2,35.75 
ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾕﾐｶ 野沢

 3 髙橋 彩花(2)   2,40.36 
ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ 上田第三

 4 春原 史佳(3)   2,40.79 
ｽﾉﾊﾗ ﾌﾐｶ 上田第五

 5 塚田 理歩(3)   2,43.49 
ﾂｶﾀﾞ ﾘﾎ 丸子北

 6 柳田 緋奈(3)   2,47.18 
ﾔﾅｲﾀﾞ ﾋﾅ 東御東部
宮下 奏海(3)
ﾐﾔｼﾀ ｶﾅﾐ 東御東部

   1 津田 燈(3) 軽井沢     2,31.62   3   1
   2 北原 和(1) 上田第三     2,34.76   2   1
   3 東海林 優心花(3) 野沢     2,35.75   3   2
   4 田中 莉緒(1) 上田第四     2,36.83   2   2
   5 北原 彩羽(3) 上田第四     2,39.64   2   3
   6 髙橋 彩花(2) 上田第三     2,40.36   3   3
   7 春原 史佳(3) 上田第五     2,40.79   3   4
   8 南正覚 鈴(3) 上田第四     2,41.87   2   4
   9 田中 莉奈(3) 小諸東     2,42.77   2   5
  10 塚田 理歩(3) 丸子北     2,43.49   3   5
  11 柳田 緋奈(3) 東御東部     2,47.18   3   6
  12 山浦 瑠楠(1) 上田第一     2,48.58   1   1
  13 吉澤 友楽(2) 佐久東     2,54.29   2   6
  14 古澤 カンナ(1) 上田第三     2,58.13   1   2
  15 横田 希空(1) 丸子北     3,01.72   1   3
  16 坂口 優芽(1) 上田第五     3,03.30   1   4
  17 北山 花夏(3) 浅間     3,04.68   2   7
  18 水出 花香　(2) 上田第六     3,07.12   1   5
  19 今井 優希(1) 佐久穂     3,18.39   1   6
  20 曽根原 璃子(1) 丸子北     3,19.57   1   7

 4703
 4034
 4506

備考

 8816
 4168
 4633
 4508
 4694
 4131

 4630
 4682
 4642
 4286
 4512
 8776

組 順位
 4249
 4632
 4107
 4663

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録

 4640

6  8775
欠場

タイムレース

2  4512

8  8776

4  4630

7  4682

5  4249

3  4107

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  4506 8  4131

7  4034 3  4168

8  4703 5  4286

2  4694 2  4642

4  4508 4  4640

5  4633 6  4663

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  8816 7  4632

中学女子

800m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 6月6日 12:10

中学新            4,28.36

 1 杉山 恵奈(3)   5,02.01 
ｽｷﾞﾔﾏ ｴﾅ 浅間

 2 中村 羽来(2)   5,04.00 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ 丸子

 3 田畑 香奈(1)   5,04.62 
ﾀﾊﾞﾀ ｶﾅ 上田第四

 4 成澤 あん里(1)   5,07.45 
ﾅﾙｻﾜ ｱﾝﾘ 丸子

 5 菊地 遥奈(2)   5,23.56 
ｷｸﾁ ﾊﾙﾅ 東御東部

 6 角地 萌音(1)   5,27.90 
ｶｸﾁ ﾓﾈ 浅科

 7 小林 粋佳(3)   5,31.67 
ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖｶ 小諸東

 8 武井 一桜(1)   5,52.89 
ﾀｹｲ ｲｵ 小海

 9 新井 こころ(3)   5,53.43 
ｱﾗｲ ｺｺﾛ 丸子北

10 油井 ひなの(1)   6,02.45 
ﾕｲ ﾋﾅﾉ 浅間

11 清野 ひより(1)   6,04.15 
ｷﾖﾉ ﾋﾖﾘ 丸子北

12 吉田 純子(3)   6,06.07 
ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 御代田

13 井出 凜愛(2)   6,11.87 
ｲﾃﾞ ﾘﾘｱ 中込
寺島 凛(3)
ﾃﾗｼﾏ ﾘﾝ 浅間

14  4127

12  4137
欠場

3  4504

13  4270

5  4510

6  4156

2  4284

8  4024

11  4393

4  4201

9  4651

1  4464

10  4134

7  4467

中学女子

1500m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 6月6日 11:25

中学新              14.05
大会新              14.31

風速 -1.1

 1 並木 彩華(2)     14.22 
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 野沢

 2 川上 珠実(3)     16.13 
ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ 野沢

 3 山邊 栞那(3)     16.30 
ﾔﾏﾍﾞ ｶﾝﾅ 上田第一

 4 今野 夢香(2)     19.76 
ｺﾝﾉ ﾕｳｶ 軽井沢

 5 望月 彬(3)     19.79 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｷ 東御東部

 6 中村 春花(2)     19.96 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ 上田第五

 7 手塚 華(2)     20.18 
ﾃﾂﾞｶ ﾊﾅ 小諸東
須江 陽香(2)
ｽｴ ﾊﾙｶ 野沢

中学女子

100mH               

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  4087

大会新
2  4104

8  4593

3  4240

7  4392

9  4671

5  4291

6  4083
失格



決勝 6月6日 12:40

中学新              51.04
大会新              53.74

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 野沢  4081 大井 杏樹(2)     56.38 

ﾉｻﾞﾜ ｵｵｲ ｱﾝｼﾞｭ
 4083 須江 陽香(2)

ｽｴ ﾊﾙｶ
 4075 林 菜々子(1)

ﾊﾔｼ ﾅﾅｺ
 4070 竹内 瑞喜(1)

ﾀｹｳﾁ ﾐｽﾞｷ
 2   8 東御東部  4405 菊原 千聖(1)     56.43 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ｷｸﾊﾗ ﾁｻﾄ
 4395 塩入 心遥(2)

ｼｵｲﾘ ｺﾊﾙ
 4397 德田 心結(2)

ﾄｸﾀﾞ ﾐﾕ
 4404 飯高 明花里(1)

ｲｲﾀｶ ｱｶﾘ
 3   7 浅間  4158 渡辺 夢彩(1)     56.61 

ｱｻﾏ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｱ
 4150 荻原 藍(2)

ｵｷﾞﾊﾗ ｱｲ
 4157 市村 花菜(1)

ｲﾁﾑﾗ ﾊﾅ
 4151 髙安 万絢(2)

ﾀｶﾔｽ ﾏｱﾔ
 4   4 上田第四  4653 中山 里恋(1)     57.64 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝ ﾅｶﾔﾏ ﾘｺ
 4647 堀内 あのん(2)

ﾎﾘｳﾁ ｱﾉﾝ
 4648 中澤 萌果(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾓｶ
 4644 七尾 結心(1)

ﾅﾅｵ ﾕﾉ
 5   3 上田第五  4671 中村 春花(2)     59.32 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ
 4693 井出 奈那(1)

ｲﾃﾞ ﾅﾅ
 4694 坂口 優芽(1)

ｻｶｸﾞﾁ ﾕﾒ
 4672 山本 こなみ(2)

ﾔﾏﾓﾄ ｺﾅﾐ
 6   5 上田第一  8816 山浦 瑠楠(1)   1,00.90 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｲﾁ ﾔﾏｳﾗ ﾙﾅ
 8818 青木 里紗(1)

ｱｵｷ ﾘｻ
 8819 清水 悠凪(1)

ｼﾐｽﾞ ﾕﾅ
 8817 丸山 幸華(1)

ﾏﾙﾔﾏ ｻﾁｶ
 7   9 丸子北  4503 北澤 里帆(1)   1,01.03 

ﾏﾙｺｷﾀ ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾎ
 4504 清野 ひより(1)

ｷﾖﾉ ﾋﾖﾘ
 4507 宮坂 晴海(1)

ﾐﾔｻｶ ﾊﾙﾐ
 4505 小山 恋以奈(1)

ｺﾔﾏ ﾚｲﾅ

中学1・2年女子

4x100mR             

決勝



決勝 6月6日 12:50

中学新              48.17
大会新              50.46

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 小諸東  4287 内堀 紗衣(2)     54.93  1   6 野沢  4104 川上 珠実(3)     51.32 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ｳﾁﾎﾞﾘ ｻｴ ﾉｻﾞﾜ ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ
 4289 風巻 里奈(2)  4087 並木 彩華(2)

ｶｻﾞﾏｷ ﾘﾅ ﾅﾐｷ ｱﾔｶ
 4285 横須賀 さくら(3)  4086 中嶋 杏佳(2)

ﾖｺｽｶ ｻｸﾗ ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ
 4283 髙橋 みう(3)  4109 吉田 彩葉(3)

ﾀｶﾊｼ ﾐｳ ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ
 2   4 丸子北  4515 小山 留実(3)     56.02  2   8 浅間  4132 吉澤 諒子(3)     51.40 

ﾏﾙｺｷﾀ ｺﾔﾏ  ﾙﾐ ｱｻﾏ ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｺ
 4511 滝澤 唯(3)  4147 向井 美来(3)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｲ ﾑｶｲ ﾐｸ
 4514 松木 美優(3)  4149 森角 優菜(3)

ﾏﾂｷ ﾐﾕ ﾓﾘｶｸ ﾕﾅ
 4516 櫻井 美和(3)  4138 松橋 弥玖(3)

ｻｸﾗｲ  ﾐﾜ ﾏﾂﾊｼ ﾐｸ
 3   6 中込  4110 吉田 心美(3)     56.18  3   7 東御東部  4391 宮本 和花奈(3)     53.32 

ﾅｶｺﾞﾐ ﾖｼﾀﾞ ｺｺﾐ ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ﾐﾔﾓﾄ ﾜｶﾅ
 4111 渡辺 みゆ(3)  8773 小林 ひより(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ
 4114 宮嶋 愛佳(3)  8779 清水 藤子(3)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｲｶ ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺ
 4113 小林 のあ(3)  8777 飯高 愛莉(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｱ ｲｲﾀｶ ｱｲﾘ
 4   8 上田第一  4594 太田 星愛(3)     56.90  4   4 御代田  4269 小山 知華(3)     53.69 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｲﾁ ｵｵﾀ ｾｲﾅ ﾐﾖﾀ ｺﾔﾏ ﾁｶ
 4593 山邊 栞那(3)  4267 齋藤 優羽(3)

ﾔﾏﾍﾞ ｶﾝﾅ ｻｲﾄｳ ﾕｳ
 4596 柴田 響華(2)  4266 市川 麻奈(3)

ｼﾊﾞﾀ ﾋﾋﾞｶ ｲﾁｶﾜ ﾏﾅ
 4595 北村 愛莉(2)  4256 神津 沙夏(3)

ｷﾀﾑﾗ ｱｲﾘ ｺｳﾂﾞ ｻﾅ
 5   7 上田第四  4641 南澤 穂佳(3)     57.06  5   5 軽井沢  4249 津田 燈(3)     54.13 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝ ﾐﾅﾐｻﾜ ﾎﾉｶ ｶﾙｲｻﾞﾜ ﾂﾀﾞ ｱｶﾘ
 4642 南正覚 鈴(3)  4247 宇都宮 新奈(3)

ﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｸ ﾘﾝ ｳﾂﾉﾐﾔ ﾆﾅ
 4649 箱山 夏未(3)  4246 小島 羽な花(2)

ﾊｺﾔﾏ ﾅﾂﾐ ｺｼﾞﾏ ﾊﾅｶ
 4640 北原 彩羽(3)  4241 星野 紗菜(2)

ｷﾀﾊﾗ ｲﾛﾊ ﾎｼﾉ ｻﾅ
 6   3 川上  4002 髙見澤 優花(2)     57.75  6   3 上田第五  4682 春原 史佳(3)     54.68 

ｶﾜｶﾐ ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾕｳｶ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞ ｽﾉﾊﾗ ﾌﾐｶ
 4005 由井 海吏(1)  4681 坂口 瑠唯(3)

ﾕｲ ｶｲﾘ ｻｶｸﾞﾁ ﾙｲ
 4000 井出 奏葉(2)  4684 林 美緒(3)

ｲﾃﾞ ｶﾅﾊ ﾊﾔｼ ﾐｵ
 4001 今井 鮎理(2)  4683 高見澤 茉那(3)

ｲﾏｲ ｱﾕﾘ ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾏﾅ

   1 野沢     51.32 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     51.40 吉澤 諒子(3) 向井 美来(3) 森角 優菜(3) 松橋 弥玖(3)   2   2
   3 東御東部     53.32 宮本 和花奈(3)小林 ひより(3)清水 藤子(3) 飯高 愛莉(3)   2   3
   4 御代田     53.69 小山 知華(3) 齋藤 優羽(3) 市川 麻奈(3) 神津 沙夏(3)   2   4
   5 軽井沢     54.13 津田 燈(3) 宇都宮 新奈(3)小島 羽な花(2)星野 紗菜(2)   2   5
   6 上田第五     54.68 春原 史佳(3) 坂口 瑠唯(3) 林 美緒(3) 高見澤 茉那(3)  2   6
   7 小諸東     54.93 内堀 紗衣(2) 風巻 里奈(2) 横須賀 さくら(髙橋 みう(3)   1   1
   8 丸子北     56.02 小山 留実(3) 滝澤 唯(3) 松木 美優(3) 櫻井 美和(3)   1   2
   9 中込     56.18 吉田 心美(3) 渡辺 みゆ(3) 宮嶋 愛佳(3) 小林 のあ(3)   1   3
  10 上田第一     56.90 太田 星愛(3) 山邊 栞那(3) 柴田 響華(2) 北村 愛莉(2)   1   4
  11 上田第四     57.06 南澤 穂佳(3) 南正覚 鈴(3) 箱山 夏未(3) 北原 彩羽(3)   1   5
  12 川上     57.75 髙見澤 優花(2)由井 海吏(1) 井出 奏葉(2) 今井 鮎理(2)   1   6

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

中学女子

4x100mR             

決勝

タイムレース

ｵｰﾀﾞｰ2



決勝 6月6日 10:00

中学新               1.75
大会新               1.58

星野 紗菜(2)
ﾎｼﾉ ｻﾅ 軽井沢
宇都宮 新奈(3)
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾆﾅ 軽井沢
橋本 莉奈(3)
ﾊｼﾓﾄ ﾘﾅ 東御東部
松﨑 あんな(3)
ﾏﾂｻﾞｷ ｱﾝﾅ 野沢
木内 結優(3)
ｷｳﾁ ﾕｳ 野沢
小島 羽な花(2)
ｺｼﾞﾏ ﾊﾅｶ 軽井沢
佐々木 小夏(2)
ｻｻｷ ｺﾅﾂ 小諸東
安藤 りほ(2)
ｱﾝﾄﾞｳ ﾘﾎ 上田第四
荻原 麻友(3)
ｵｷﾞﾜﾗ ﾏﾕ 東御東部
山岸 杏香(3)
ﾔﾏｷﾞｼ ﾓﾓｶ 御代田
磯部 ひより(1)
ｲｿﾍﾞ ﾋﾖﾘ 野沢
中澤 萌果(2)
ﾅｶｻﾞﾜ ﾓｶ 上田第四
宮坂 晴海(1)
ﾐﾔｻｶ ﾊﾙﾐ 丸子北
市川 麻奈(3)
ｲﾁｶﾜ ﾏﾅ 御代田

 1.15

 1.15

14 9  4266
- XO XXX

12 2  4507
O O XXX

 1.15

 1.20

12 1  4648
O O XXX

XXX
11 5  4073

O XO XXO

 1.20

 1.20

10 6  4271
O O XO XXX

XXX
8 10  4396

- O O

 1.20

 1.25

8 4  4645
O O O XXX

XXO XXX
6 8  4288

O O O

 1.25

 1.25

6 7  4246
O O O XXO XXX

O XXX
5 12  4105

- O O

XXX  1.30

 1.35

4 3  4106
- O O O O

- O O XXX
3 14  8772

- - -

O XO XXX  1.40

 1.45

2 11  4247
- - O O O

O O XO XO XXO XXX

1m48 記録 備考
1 13  4241

- - O

1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45

中学女子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m10 1m15



決勝 6月6日  9:30

中学新               3.45
大会新               2.90

高見澤 茉那(3)
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾏﾅ 上田第五
飯高 愛莉(3)
ｲｲﾀｶ ｱｲﾘ 東御東部
大井 杏樹(2)
ｵｵｲ ｱﾝｼﾞｭ 野沢
宮本 和花奈(3)
ﾐﾔﾓﾄ ﾜｶﾅ 東御東部
山本 こなみ(2)
ﾔﾏﾓﾄ ｺﾅﾐ 上田第五
鷹野 花恋(2)
ﾀｶﾉ ｶﾚﾝ 野沢
竹内 陽菜(2)
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾅ 上田第五
堀内 あのん(2)
ﾎﾘｳﾁ ｱﾉﾝ 上田第四
比田井 悠乃葉(2)
ﾋﾀﾞｲ ﾕﾉﾊ 野沢
荒井 向日葵(1)
ｱﾗｲ ﾋﾏﾜﾘ 上田第三
太田 星愛(3)
ｵｵﾀ ｾｲﾅ 上田第一

中学女子

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m60 1m70 1m80 1m90 2m00 2m10 2m20 2m30 2m40 2m50 記録 備考
1 10  4683

- - - O O O O O O XXX  2.40

2 11  8777
- - - - - O O XXX  2.20

3 8  4081
- O O O O XXO XXO XXX  2.20

4 3  4391
O O O XO XXO XXO XXX  2.10

5 7  4672
O O XO O O XXX  2.00

6 5  4085
- O O O XO X/  2.00

7 4  4670
O O XO XO XO XXX  2.00

8 2  4647
O O O O XXO XXX  2.00

9 1  4088
XO O O O XXX  1.90

10 9  4631
XXO O O XXX  1.80

11 6  4594
O XO XXX  1.70

0



決勝 6月6日  9:00

大会新               5.24

林 菜々子(1)   3.92   3.61   3.71    3.92 
ﾊﾔｼ ﾅﾅｺ 野沢   +0.6   +0.7   +0.9    +0.6
後小路 結月(1)   3.68   3.47   3.66    3.68 
ｳｼﾛｺｼﾞ ﾕﾂﾞｷ 野沢   +1.1   +1.7   +0.8    +1.1
小林 由奈(1)   3.27   3.56   3.68    3.68 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 真田   +0.5   +0.8   +0.7    +0.7
田中 詩季(1)   3.44   3.36   3.39    3.44 
ﾀﾅｶ ｼｷ 上田第五   +0.4   +1.3   +0.7    +0.4
清水 悠凪(1)   3.29   3.32   3.36    3.36 
ｼﾐｽﾞ ﾕﾅ 上田第一   +0.7   +1.3   +0.6    +0.6
小泉 穂歌(1)    X   3.33   2.94    3.33 
ｺｲｽﾞﾐ ﾎﾉｶ 浅間   +1.7   +0.7    +1.7
金井 彩希(1)    X   2.31   2.47    2.47 
ｶﾅｲ ｻｷ 丸子北   +1.0   +0.8    +0.8
相沢 可菜実(1) 欠場
ｱｲｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 小諸東

7 1  4502

4  4292

5 2  8819

6 5  4159

3 7  4420

4 3  4696

1 8  4075

2 6  4072

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学1年女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 6月6日 11:00

中学新               5.74
大会新               5.27

清水 藤子(3)   4.65    X   4.88    4.88 
ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺ 東御東部   +0.8   +1.6    +1.6
吉田 心美(3)   4.54   4.76   4.77    4.77 
ﾖｼﾀﾞ ｺｺﾐ 中込   +1.1   +1.5   +2.6    +2.6
土屋 夢萌(2)   3.83   4.31   4.37    4.37 
ﾂﾁﾔ ﾕﾒ 小諸東   +1.0   +0.6   +2.1    +2.1
鈴木 花梨(3)    X   4.18   4.31    4.31 
ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 浅間   +1.0   +1.9    +1.9
小林 のあ(3)    X   4.30    X    4.30 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｱ 中込   +1.1    +1.1
佐藤 イルシャ(3)   4.06   4.05   4.29    4.29 
ｻﾄｳ ｲﾙｼｬ 東御東部   +0.7   +1.2   +1.8    +1.8
田中 優羽(3)   3.80   4.17   3.97    4.17 
ﾀﾅｶ ﾕｳ 浅間   +1.0   +0.8   +1.2    +0.8
横尾 翠(3)   3.86   4.06   3.95    4.06 
ﾖｺｵ ｱｷﾗ 御代田   +0.4   +0.7   +1.2    +0.7
関口 歩希(2)   3.85   3.89   3.91    3.91 
ｾｷｸﾞﾁ ﾎﾏﾚ 佐久東   +0.9   +1.0   +2.5    +2.5
山越 美和(2)    X   3.62    X    3.62 
ﾔﾏｺｼ ﾐﾜ 御代田   +0.6    +0.6
中澤 更紗(2)   3.24   3.42   3.50    3.50 
ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾗｻ 軽井沢   -0.1   +1.4   +1.1    +1.1
柴田 響華(2)   3.33    X   3.38    3.38 
ｼﾊﾞﾀ ﾋﾋﾞｶ 上田第一   +1.0   +0.9    +0.9
中村 茅優(3)   3.33   3.24   3.34    3.34 
ﾅｶﾑﾗ ﾁﾋﾛ 丸子北   +0.5   +0.3   +2.8    +2.8

13 5  4513

11 1  4248

12 3  4596

9 7  4167

10 4  4257

7 8  4145

8 2  4268

5 9  4113

6 10  8771

3 12  4290

4 6  4135

1 13  8779

2 11  4110

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学2・3年女子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 6月6日 12:00

中学新              13.70
大会新              12.44

栁澤 歩乃(3)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾎﾉ 御代田
石塚 夏姫(3)
ｲｼﾂﾞｶ ﾅﾂｷ 浅間
横須賀 さくら(3)
ﾖｺｽｶ ｻｸﾗ 小諸東
小関 そら(3)
ｺｾｷ ｿﾗ 御代田
中嶋 美代(1)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾖ 野沢
林 美緒(3)
ﾊﾔｼ ﾐｵ 上田第五
渡辺 みゆ(3)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 中込
川井 莉央那(3)
ｶﾜｲ ﾘｵﾅ 御代田
宮嶋 愛佳(3)
ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｲｶ 中込
大澤 都葵子(1)
ｵｵｻﾜ ﾄｱｺ 野沢
市村 藍優名(2)
ｲﾁﾑﾗ ｱﾕﾅ 中込

  5.91 

  6.06 

11 1  4126
 5.91  5.20  5.33

  6.38 

10 4  4078
 5.83  6.04  6.06

  6.60 

9 5  4114
 6.37  6.21  6.38

  6.65 

8 6  4261
 5.72  6.60   X

  6.70 

7 7  4111
 6.61  6.48  6.65

  6.81 

6 3  4684
 6.15  6.47  6.70

  7.51 

5 2  4074
 6.81  6.08  6.58

  9.47 

4 8  4251
 7.51  7.11  7.23

 10.21 

3 9  4285
 9.33   X  9.47

 10.51 

2 11  4148
 9.18  9.81 10.21

1 10  4255
10.37 10.30 10.51

-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 6月6日  9:10

中学新               2999
大会新               2839

大森 玲花(2)
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 芦原
中嶋 杏佳(2)
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 野沢
吉田 彩葉(3)
ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 野沢
田口 朱音(3)
ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 芦原
後小路 葉月(3)
ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾊﾂﾞｷ 野沢
北村 愛莉(2)
ｷﾀﾑﾗ ｱｲﾘ 上田第一

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  4318

  2635

2  4086
  2301

3  4109
  2272

4  4328
  1640

5  4103
  1613

6  4595
  1532



P

期日令和3年6月6日(日曜) 審判長

陸協名　　長野
ｺｰﾄﾞ 2 0 2 1 1 7 4 0 0 1

記録主任

1 7 2 0 6 0
記録員

2 2 3 3 3 2

（陸連No.15）
注１： 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。 風向・風速を必要とする競技で＋4.0ｍを超えた場合、または平均が＋2.0ｍを超えた場合は、セカ
注2：(生年)は生まれた年(西暦)の下２桁を記入する。例)1989年生まれ→(89) ンド記録（＋4.0以下）で平均すると＋2.1m以下のものがあればそれを付記して下さい。
注３：学年は中高一貫校及びクラブチームの場合、高校生はＨ1~3(High school)、中学生はJ1~3(Junior high school)で記入する。

得　点　順

順　　位

第　１　日

第

１

日

種

目

都道府県・所属・学年

競技者名（生年）

ナンバー

順　　位 1 2 3 4 5 6

得　点　順 1 2 3 4 5 6

第　１　日 2,635 2,301 2,272 1,640 1,613 1,532

2,635 2,301 2,272 1,640 1,613 1,532

31.23 400 29.16 542
２００ｍ

27.55 667 27.92 637 27.59 664 30.86 424

9901,664 1,608 1,216 1,213
砲丸投

9.64 506 7.80 386 7.08 340 6.31 291 6.81 323 6.64 312

1,968

6781,462 1,278 1,268 925 890
走高跳

1.49 610 1.43 544 1.35 460 1.30 409 1.30 409 1.15 266

-0.9-0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9第

１

日

種

目

１００ｍＨ
14.92 852 15.84 734 15.26 808 17.74 516 18.07 481 18.77 412

都道府県・所属・学年 芦原 野沢 野沢 芦原 野沢 上田第一

競技者名（生年） 大森 玲花 中嶋 杏佳 吉田 彩葉 田口 朱音 後小路 葉月 北村 愛莉

ナンバー 4318 4086 4109 4328 4103 4595

加 藤 順 之

競 技 場 名
東信地区中学校体育連盟　東信地区陸上競技協会

主催団体名

混 成 競 技 記 録 得 点 表 （ 男 ・ 女 ）

種 目 共通四種競技

競 技 会 名
第60回県中総体夏季大会陸上競技東信地区予選会

佐久総合運動公園陸上競技場

由井　正巳


	決勝記録一覧表
	1年100
	2年100
	3年100
	200
	800
	1500
	100H
	1・2年ﾘﾚｰ
	ﾘﾚｰ
	高
	棒高
	1年幅
	2・3年幅
	砲丸
	四種
	
	中学女子混成得点表(1)

	中学女子
	決勝記録一覧表
	ﾘﾚｰ


