
大会コード 22170011

： 2022年7月9日(土)
： 菅平高原ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ陸上競技場（競技場コード173080）  
： 上田市・上田市教育委員会・(財)上田市体育協会

長野県教育委員会・一般財団法人長野陸上競技協会　
： 上田陸上競技協会
： 杉崎　憲男
： 細田　和生(トラック)　

内堀　俊彦(フィールド)　

： 横沢　和樹

■この大会で樹立された記録

髙橋 勇翔(3)
越山 遥斗(3)
越山 遥斗(3)
田中 朗真(3)
小松 理紗(2)
川元 唯楓(1)
並木 彩華(3)
竹内 瑞喜(2)
中嶋 杏佳(3)

■グラウンドコンディション
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第74回全信州陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 細田　和生

主催：上田市　上田市教育委員会　上田市体育協会　 跳躍審判長 内堀　俊彦
投てき審判長 内堀　俊彦

【開催日】 2022年7月9日 記録主任 横沢　和樹

【主催団体】 上田市　上田市教育委員会　上田市体育協会　 決勝記録一覧表
(CR:大会新) 女  子 【競技場】 菅平高原スポーツランド陸上競技場　　コード173080

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

 7/ 9 女子  -0.2 小松 理紗(2) 12.74 箱田 真奈美(2) 13.23 佐野 涼楓(2) 13.27 春原 菜々子(2) 13.31 関澤きらり(2) 13.32 山田 聖来(1) 13.60 岩下 優奈(2) 13.83
100m 松本国際高 CR 諏訪二葉高 市立長野高 長野西高 上田西高 諏訪二葉高 長野西高

 7/ 9  -1.9 中澤 雪乃(2) 27.46 関澤きらり(2) 28.08 征矢 珠々(2) 28.18 山田 聖来(1) 28.76 向井 美来(1) 29.04 大久保 佑南(1) 29.19 海川 怜(1) 29.97 一志 琉月(2) 31.52
200m 野沢南高 上田西高 松本国際高 諏訪二葉高 野沢北高 長野西高 大町岳陽高 松本国際高

 7/ 9 花岡 和奏(2) 2:39.43 竹川 明希(2) 2:52.02
800m 大町岳陽高 松本国際高

 7/ 9  -1.4 小松 理紗(2) 15.36 山本 紗帆(2) 16.61 西村 渉(1) 17.52 髙橋 咲紀(1) 19.62
100mH(0.838m) 松本国際高 野沢北高 松本国際高 市立長野高

 7/ 9 降旗 菜央(1) 1.50 丸山 星花里(1) 1.45 岩間 穂乃香(1) 1.45 山下 心花(1) 1.45 中沢 麗葉(2) 1.45 東海林 優心花(1) 1.30
走高跳 松本国際高 市立長野高 松本国際高 諏訪二葉高 佐久平総合高 野沢南高

 7/ 9 深尾 美希(2) 2.80 小嶋 楓來(3) 2.40
棒高跳 長野工業高 松本国際高

 7/ 9 能瀬 澄麗(1) 5.03(+0.1) 箱田 真奈美(2) 4.93(0.0) 征矢 珠々(2) 4.75(-0.7) 藤岡 まそら 4.49(-1.2) 富松 南帆(2) 4.23(-0.8)
走幅跳 市立長野高 諏訪二葉高 松本国際高 いｰやま 佐久平総合高

 7/ 9 藤岡 まそら 10.51(+1.4) 富松 南帆(2) 10.09(+1.2) 上村 文寧(2) 9.88(+1.2)
三段跳 いｰやま 佐久平総合高 諏訪二葉高

 7/ 9 溝口 陽菜(1) 6.81
砲丸投(4.000kg) 諏訪二葉高

 7/ 9 五十嵐 千陽(2) 18.94 篠田 奈生(2) 18.57 一志 琉月(2) 17.30 土屋 凜奈(2) 16.59
円盤投(1.000kg) 松本美須々ヶ丘 長野西高 松本国際高 野沢南高

 7/ 9 増澤 美優(3) 42.68 中沢 麗葉(2) 28.77 福浦 涼音(2) 25.92 土屋 凜奈(2) 25.32 佐野 涼楓(2) 19.70 渡辺 彩那(2) 18.73
やり投(600g) 松本国際高 CR 佐久平総合高 松本国際高 野沢南高 市立長野高 市立長野高

 7/ 9 松本国際高(A)       50.52 上田西高       55.98 佐久平総合高       56.38
4×100m 原 美月(3) 太田このみ(3) 中沢 麗葉(2)

伊藤 沙優香(3) 関澤きらり(2) 富松 南帆(2)
麻和 楓花(3) 川上野々花(2) 井出 優奈(1)
小松 理紗(2) 宮尾一花(1) 若杉 未来(1)

 7/ 9 中学女子  -0.4 並木 彩華(3) 13.07 山本 萌華(3) 13.27 山口 莉央(3) 13.61 塩入 心遥(3) 14.01 曽根原 花(1) 14.07 堀内 あのん(3) 14.14 片山 美知葉(3) 14.28 菊地 遥奈(3) 14.58
100m 野沢中 飯山城南中 裾花中 東御東部中 北安松川中 上田四中 東御東部中 東御東部中

 7/ 9 田畑 香奈(2) 2:24.30 菊地 遥奈(3) 2:27.18 荻原 ゆず(1) 2:28.30 角地 萌音(2) 2:29.38 和田 亜依(2) 2:34.79 佐藤 心梛(3) 2:44.29 小野澤 二葉(1) 2:44.74 山浦 瑠楠(2) 2:46.18
800m 上田四中 東御東部中 軽井沢中 T&F佐久平 木島平中 飯山城南中 木島平中 上田第一中

 7/ 9  -1.2 並木 彩華(3) 14.42 山口 莉央(3) 14.93 中嶋 杏佳(3) 15.54 青木 里紗(2) 16.27 梨子田 茜(3) 17.39 栁澤 茉莉花(1) 17.50 北村 愛莉(3) 17.64
100mH(0.762-8.0m) 野沢中 裾花中 野沢中 上田第一中 飯山城南中 軽井沢A&AC 上田第一中

 7/ 9 中嶋 杏佳(3) 1.43 礒部 ひより(2) 1.40 真山 世凪(1) 1.15 春原 歩和(1) 1.10
走高跳 野沢中 野沢中 軽井沢中 軽井沢中

 7/ 9 赤羽 柚香(3) 2.60 堀内 あのん(3) 2.20 山本 こなみ(3) 2.20 清水 悠凪(2) 2.00
棒高跳 長峰中 上田四中 上田第五中 上田第一中

 7/ 9 半田 夏帆(3) 4.72(+2.0) 德田 心結(3) 4.44(+1.6) 中澤 萌果(3) 4.35(+1.1) 川元 唯楓(1) 4.18(0.0) 大久保 祐茉(2) 4.10(+1.8) 田中 詩季(2) 3.98(+1.4) 川上 瑞詠(1) 3.96(+1.7) 西村 奏(2) 3.81(+0.5)
走幅跳 真田ｸﾗﾌﾞ 東御東部中 上田四中 野沢中 東御東部中 上田第五中 野沢中 T&F佐久平

 7/ 9 中嶋 美代(2) 9.85 西澤 琴音(3) 9.13 森角 桃湖(2) 7.93 佐々木 智奈美(3) 7.50 北村 愛莉(3) 7.44 丸山 結衣花(2) 7.22
砲丸投(2.721kg) 野沢中 若穂中 野沢中 若穂中 上田第一中 北安松川中

 7/ 9 佐々木 智奈美(3) 15.99
円盤投(1.000kg) 若穂中

 7/ 9 石澤 萌桜(3) 25.88 小林 由奈(2) 22.88 佐藤 心梛(3) 21.86 杉山 陽乃(1) 16.45
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 飯山城南中 真田中 飯山城南中 真田中

 7/ 9 野沢中       51.61 東御東部中       54.20 若穂中       58.14 軽井沢中       59.12 小諸東中     1:00.77 上田第一中     1:01.62 上田第五中     1:01.96
4×100m 川元 唯楓(1) CR 片山 美知葉(3) 松沢 星愛来(1) 荻原 ゆず(1) 饗場 羽南(1) 山浦 瑠楠(2) 佐々木 那優亜(2)

並木 彩華(3) 塩入 心遥(3) 佐々木 智奈美(3) 長岡 沙樹(1) 佐藤 千夏(1) 青木 里紗(2) 大内 咲穂(1)
竹内 瑞喜(2) 德田 心結(3) 山嵜 夏鈴(2) 春原 歩和(1) 山田 梨乃(1) 清水 悠凪(2) 永井 夕鈴(1)
中嶋 杏佳(3) 菊地 遥奈(3) 原田 未羽(2) 真山 世凪(1) 田中 柚伎(1) 丸山 幸華(2) 田中 詩季(2)



予選 7月9日 12:20
決勝 7月9日 14:35

大会記録(CR)                12.6  山内 範子                    穂高商業高       1974        

[ 1組] 風速 -1.6 [ 2組] 風速 -2.0

 1 宮川 瑠彩(1)     13.22 q  1 小松 理紗(2)     13.00 q
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾙｲ 長野西高 ｺﾏﾂ ﾘｻ 松本国際高

 2 関澤きらり(2)     13.38 q  2 箱田 真奈美(2)     13.55 q
ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 上田西高 ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ 諏訪二葉高

 3 岩下 優奈(2)     14.01  3 春原 菜々子(2)     13.55 q
ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾅ 長野西高 ｽﾉﾊﾗ ﾅﾅｺ 長野西高

 3 向井 美来(1)     14.01  4 佐野 涼楓(2)     13.60 q
ﾑｶｲ ﾐｸ 野沢北高 ｻﾉ ｽｽﾞｶ 市立長野高

 5 大久保 佑南(1)     14.05  5 山田 聖来(1)     13.79 q
ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾅ 長野西高 ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ 諏訪二葉高

 6 太田このみ(3)     14.33  6 阿部 紗和(1)     14.56 
ｵｵﾀ ｺﾉﾐ 上田西高 ｱﾍﾞ ｻﾜ 長野西高

  山邊 栞那(1)        太田 美緒(2)      
ﾔﾏﾍﾞ ｶﾝﾅ 上田東 ｵｵﾀ ﾐｵ 長野西高

  宮尾一花(1)        野村 あずさ      
ﾐﾔｵ ｲﾁｶ 上田西高 ﾉﾑﾗ ｱｽﾞｻ 大北陸協

風速 -0.2

 1 小松 理紗(2)     12.74 
ｺﾏﾂ ﾘｻ 松本国際高

 2 箱田 真奈美(2)     13.23 
ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ 諏訪二葉高

 3 佐野 涼楓(2)     13.27 
ｻﾉ ｽｽﾞｶ 市立長野高

 4 春原 菜々子(2)     13.31 
ｽﾉﾊﾗ ﾅﾅｺ 長野西高

 5 関澤きらり(2)     13.32 
ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 上田西高

 6 山田 聖来(1)     13.60 
ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ 諏訪二葉高

 7 岩下 優奈(2)     13.83 
ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾅ 長野西高

  宮川 瑠彩(1)      
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾙｲ 長野西高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

女子

100m

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者  qR：救済による通過者

13.542

記録／備考
5   793 5  1978

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2  1536 2   107

3   801 7   802
13.547

4  1221 8   919

7   796 6   112

8  1532 1   794

DNS

1  1448 3   800
DNS DNS

6  1535 4   102
DNS

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 記録／備考
4  1978

大会新
5   107

所属名

8   919

7   802

6  1536

2   112

DQ(FS)

1   801

3   793



予選 7月9日 11:35
決勝 7月9日 14:25

大会記録(CR)                 12.8 中野 麻由美                  御代田中         1978        

[ 1組] 風速 -2.7 [ 2組] 風速 -1.4

 1 高良 ｱｲﾐ(3)     14.96  1 中澤 萌果(3)     14.59 
ﾀｶﾗ ｱｲﾐ 上田第一中 ﾅｶｻﾞﾜ ﾓｶ 上田四中

 2 中島 杏(1)     15.23  2 竹鄭 真緒(1)     14.67 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾝ 東御東部中 ﾀｹﾍﾞ ﾏｵ 木島平中

 3 田畑 香奈(2)     15.24  3 原田 未羽(2)     14.98 
ﾀﾊﾞﾀ ｶﾅ 上田四中 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｳ 若穂中

 4 塩野 芽梨(1)     15.52  4 中村 春花(3)     14.99 
ｼｵﾉ ﾒﾘ 軽井沢中 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ 上田第五中

 5 柴田 響華(3)     15.99  5 小林 由奈(2)     15.31 
ｼﾊﾞﾀ ﾋﾋﾞｶ 上田第一中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 真田中

 6 佐々木 那優亜(2)     16.19  6 田中 詩季(2)     15.81 
ｻｻｷ ﾅﾕｱ 上田第五中 ﾀﾅｶ ｼｷ 上田第五中

 7 堀之内 琴莉(1)     16.25  7 永井 夕鈴(1)     16.67 
ﾎﾘﾉｳﾁ ｺﾄﾘ 上田第五中 ﾅｶﾞｲ ﾕｽﾞ 上田第五中

 8 大内 咲穂(1)     16.66   隠岐 あいる(1)      
ｵｵｳﾁ ｻﾎ 上田第五中 ｵｷ ｱｲﾙ 上田四中

[ 3組] 風速 -0.7 [ 4組] 風速 -1.4

 1 曽根原 花(1)     13.97 q  1 並木 彩華(3)     13.17 q
ｿﾈﾊﾗ ﾊﾅ 北安松川中 ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 野沢中

 2 堀内 あのん(3)     14.07 q  2 山本 萌華(3)     13.36 q
ﾎﾘｳﾁ ｱﾉﾝ 上田四中 ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ 飯山城南中

 3 中山 里恋(2)     14.53  3 山口 莉央(3)     13.54 q
ﾅｶﾔﾏ ﾘｺ 上田四中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 裾花中

 4 向井 美央(2)     14.58  4 塩入 心遥(3)     14.22 q
ﾑｶｲ ﾐｵ 浅間中 ｼｵｲﾘ ｺﾊﾙ 東御東部中

 5 堀川 陽咲(1)     14.70  5 片山 美知葉(3)     14.43 q
ﾎﾘｶﾜ ﾋﾅﾀ 東御東部中 ｶﾀﾔﾏ ﾐﾁﾊ 東御東部中

 6 山嵜 夏鈴(2)     14.87  6 菊地 遥奈(3)     14.52 q
ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾘﾝ 若穂中 ｷｸﾁ ﾊﾙﾅ 東御東部中

 7 長岡 沙樹(1)     15.04   半田 夏帆(3)      
ﾅｶﾞｵｶ ｻｷ 軽井沢中 ﾊﾝﾀﾞ ｶﾎ 真田ｸﾗﾌﾞ

風速 -0.4

 1 並木 彩華(3)     13.07 
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 野沢中

 2 山本 萌華(3)     13.27 
ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ 飯山城南中

 3 山口 莉央(3)     13.61 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 裾花中

 4 塩入 心遥(3)     14.01 
ｼｵｲﾘ ｺﾊﾙ 東御東部中

 5 曽根原 花(1)     14.07 
ｿﾈﾊﾗ ﾊﾅ 北安松川中

 6 堀内 あのん(3)     14.14 
ﾎﾘｳﾁ ｱﾉﾝ 上田四中

 7 片山 美知葉(3)     14.28 
ｶﾀﾔﾏ ﾐﾁﾊ 東御東部中

 8 菊地 遥奈(3)     14.58 
ｷｸﾁ ﾊﾙﾅ 東御東部中

中学女子

100m

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者  qR：救済による通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

7  8772 1  5042

記録／備考
1  4597 6  4648

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3  4247 5  4671

2  4651 8  5928

8  4695 3  4696

5  4596 2  4420

 4650
DNS

6  4676 7  4690

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  4688 4

5  6787 4  4087
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  4653 6  5766

7  4647 2  5331

6  8771 1  4398

4  4155 3  4395

 4570
DNS

2  5929 7  4393

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

1  4245 5

4  5766

7  4395

記録／備考
3  4087

6  5331

2  4398

1  4393

5  6787

8  4647



予選 7月9日 11:20
決勝 7月9日 13:35

大会記録(CR)    25.5  山内 範子                    穂高商業高       1976        

[ 1組] 風速 -1.1 [ 2組] 風速 -1.8

 1 向井 美来(1)     28.86 q  1 中澤 雪乃(2)     27.65 q
ﾑｶｲ ﾐｸ 野沢北高 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 野沢南高

 2 大久保 佑南(1)     28.98 q  2 関澤きらり(2)     27.73 q
ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾅ 長野西高 ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 上田西高

 3 海川 怜(1)     29.76 q  3 征矢 珠々(2)     28.04 q
ｳﾐｶﾜ ﾚｲ 大町岳陽高 ｿﾔ ｽｽﾞ 松本国際高

 4 一志 琉月(2)     30.56 q  4 山田 聖来(1)     28.51 q
ｲｯｼ ﾙﾅ 松本国際高 ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ 諏訪二葉高

 5 井出 優奈(1)     31.19 
ｲﾃﾞ  ﾕﾅ 佐久平総合高

風速 -1.9

 1 中澤 雪乃(2)     27.46 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 野沢南高

 2 関澤きらり(2)     28.08 
ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 上田西高

 3 征矢 珠々(2)     28.18 
ｿﾔ ｽｽﾞ 松本国際高

 4 山田 聖来(1)     28.76 
ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ 諏訪二葉高

 5 向井 美来(1)     29.04 
ﾑｶｲ ﾐｸ 野沢北高

 6 大久保 佑南(1)     29.19 
ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾅ 長野西高

 7 海川 怜(1)     29.97 
ｳﾐｶﾜ ﾚｲ 大町岳陽高

 8 一志 琉月(2)     31.52 
ｲｯｼ ﾙﾅ 松本国際高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

女子

200m

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者  qR：救済による通過者

記録／備考
4  1221 3  1258

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2   796 4  1536

3  1700 2  1979

6  1977 5   112

5  1202

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  1258

6  1536

4  1979

5   112

7  1221

8   796

2  1700

1  1977



決勝 7月9日 13:15

大会記録(CR)      2.16 山浦 千恵子                  長野ｽｽﾞｷ         1973        

 1 花岡 和奏(2)   2:39.43 
ﾊﾅｵｶ ﾜｶﾅ 大町岳陽高

 2 竹川 明希(2)   2:52.02 
ﾀｹｶﾜ ｱｷ 松本国際高

  中谷 春香(2)      
ﾅｶﾔ ﾊﾙｶ 松本国際高

  小林 みさと(2)      
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻﾄ 諏訪二葉高

決勝 7月9日 13:00

大会記録(CR)                  2:23.73 牧内 大華                    丸子北中         2019        

[ 1組] [ 2組]

 1 田畑 香奈(2)   2:24.30  1 小野澤 二葉(1)   2:44.74 
ﾀﾊﾞﾀ ｶﾅ 上田四中 ｵﾉｻﾞﾜ ﾌﾀﾊﾞ 木島平中

 2 菊地 遥奈(3)   2:27.18  2 油井 ひなの(2)   2:47.97 
ｷｸﾁ ﾊﾙﾅ 東御東部中 ﾕｲ ﾋﾅﾉ 浅間中

 3 荻原 ゆず(1)   2:28.30  3 塩野 芽梨(1)   2:54.84 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｽﾞ 軽井沢中 ｼｵﾉ ﾒﾘ 軽井沢中

 4 角地 萌音(2)   2:29.38  4 降幡 葵彩(2)   2:55.78 
ｶｸﾁ  ﾓﾈ T&F佐久平 ﾌﾙﾊﾀ ｱｵｲ 上田第五中

 5 和田 亜依(2)   2:34.79  5 長井 そよか(1)   2:56.49 
ﾜﾀﾞ ｱｲ 木島平中 ﾅｶﾞｲ ｿﾖｶ 飯山城南中

 6 佐藤 心梛(3)   2:44.29  6 大平 恵愛(1)   3:06.28 
ｻﾄｳ ｺｺﾅ 飯山城南中 ｵｵﾋﾗ ﾒｲ 飯山城南中

 7 山浦 瑠楠(2)   2:46.18  7 坂口 優芽(2)   3:07.62 
ﾔﾏｳﾗ ﾙﾅ 上田第一中 ｻｶｸﾞﾁ ﾕﾒ 上田第五中

  阿部 結奈(2)       8 春原 歩和(1)   3:23.16 
ｱﾍﾞ ﾕｲﾅ 木島平中 ﾊﾙﾊﾗ ｱﾕﾅ 軽井沢中

   1 田畑 香奈(2) 上田四中     2:24.30   1   1
   2 菊地 遥奈(3) 東御東部中     2:27.18   1   2
   3 荻原 ゆず(1) 軽井沢中     2:28.30   1   3
   4 角地 萌音(2) T&F佐久平     2:29.38   1   4
   5 和田 亜依(2) 木島平中     2:34.79   1   5
   6 佐藤 心梛(3) 飯山城南中     2:44.29   1   6
   7 小野澤 二葉(1) 木島平中     2:44.74   2   1
   8 山浦 瑠楠(2) 上田第一中     2:46.18   1   7
   9 油井 ひなの(2) 浅間中     2:47.97   2   2
  10 塩野 芽梨(1) 軽井沢中     2:54.84   2   3
  11 降幡 葵彩(2) 上田第五中     2:55.78   2   4
  12 長井 そよか(1) 飯山城南中     2:56.49   2   5
  13 大平 恵愛(1) 飯山城南中     3:06.28   2   6
  14 坂口 優芽(2) 上田第五中     3:07.62   2   7
  15 春原 歩和(1) 軽井沢中     3:23.16   2   8
    阿部 結奈(2) 木島平中 DNS   1    

女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1  1980
DNS

2   110
DNS

4  1695

3  1982

中学女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

8  4393 8  4156

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  4651 4  5031

4  4201 2  4698

5  4210 7  4247

2  5324 5  5298

3  5028 1  5301

1  5037 3  4212

7  8816 6  4694

備考 組 順位
 4651
 4393
 4210

DNS

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録

 5037

 4247
 4698
 5301
 5298
 4694
 4212

 4201
 5028
 5324
 5031
 8816
 4156



決勝 7月9日 13:45

大会記録(CR)          14.9  清水 幸                      野沢南高         1988        

風速 -1.4

 1 小松 理紗(2)     15.36 
ｺﾏﾂ ﾘｻ 松本国際高

 2 山本 紗帆(2)     16.61 
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾎ 野沢北高

 3 西村 渉(1)     17.52 
ﾆｼﾑﾗ ｱﾕﾐ 松本国際高

 4 髙橋 咲紀(1)     19.62 
ﾀｶﾊｼ ｻｷ 市立長野高

  山邊 栞那(1)      
ﾔﾏﾍﾞ ｶﾝﾅ 上田東

予選 7月9日 10:00
決勝 7月9日 13:55

大会記録(CR)                14.15 大森 里香                    軽井沢A＆AC      2019        

[ 1組] 風速 -1.5 [ 2組] 風速 -2.3

 1 中村 春花(3)     18.28  1 北村 愛莉(3)     17.06 q
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ 上田第五中 ｷﾀﾑﾗ ｱｲﾘ 上田第一中

 2 丸山 幸華(2)     19.49  2 栁澤 茉莉花(1)     17.56 q
ﾏﾙﾔﾏ ｻﾁｶ 上田第一中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏﾘｶ 軽井沢A&AC

 3 髙木 咲良(2)     20.70  3 梨子田 茜(3)     17.71 q
ﾀｶｷﾞ ｻｸﾗ 東御東部中 ﾅｼﾀﾞ ｱｶﾈ 飯山城南中

 4 中島 杏(1)     21.18  4 後小路 結月(2)     17.95 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾝ 東御東部中 ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾕﾂﾞｷ 野沢中

 5 松沢 星愛来(1)     22.07  5 竹内 瑞喜(2)     18.73 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｾｱﾗ 若穂中 ﾀｹｳﾁ ﾐｽﾞｷ 野沢中

  高橋 汐来(2)       6 大澤 都葵子(2)     18.88 
ﾀｶﾊｼ ｾﾗ 野沢中 ｵｵｻﾜ ﾄﾜｺ 野沢中

[ 3組] 風速 -1.7

 1 並木 彩華(3)     14.28 q
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 野沢中

 2 山口 莉央(3)     15.06 q
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 裾花中

 3 中嶋 杏佳(3)     15.64 q
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 野沢中

 4 青木 里紗(2)     16.37 q
ｱｵｷ ﾘｻ 上田第一中

 5 櫻井 玲未(2)     17.61 q
サクライ　レミ T&F佐久平

風速 -1.2

 1 並木 彩華(3)     14.42 
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 野沢中

 2 山口 莉央(3)     14.93 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 裾花中

 3 中嶋 杏佳(3)     15.54 
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 野沢中

 4 青木 里紗(2)     16.27 
ｱｵｷ ﾘｻ 上田第一中

 5 梨子田 茜(3)     17.39 
ﾅｼﾀﾞ ｱｶﾈ 飯山城南中

 6 栁澤 茉莉花(1)     17.50 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏﾘｶ 軽井沢A&AC

 7 北村 愛莉(3)     17.64 
ｷﾀﾑﾗ ｱｲﾘ 上田第一中

  櫻井 玲未(2)      
サクライ　レミ T&F佐久平

6  1978

5  1232

女子

100mH(0.838m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  1448
DNS

中学女子

100mH(0.762-8.0m)

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  qR：救済による通過者

4  1988

3   928

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

4  8817 2  4274

7  4671 4  4595

3  8772 3  4072

5  4406 6  5323

 4078
DQ(FS)

6  5899 5  4070

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  4071 7

4  4086

5  8818

2  4087

6  5766

3  4047

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  4086

5  8818

4  4087

3  5766

8  4595

2  4047
DNS

1  5323

7  4274



決勝 7月9日 15:50

大会記録(CR)                    47.61                              市立長野高       2019        
                                      （河田・綿貫・唐澤・田村）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 松本国際高(A)  1976 原 美月(3)     50.52 

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲｺｳ ﾊﾗ ﾐﾂﾞｷ
 2497 伊藤 沙優香(3)

ｲﾄｳ ｻﾔｶ
 2496 麻和 楓花(3)

ｱｻﾜ ﾌｳｶ
 1978 小松 理紗(2)

ｺﾏﾂ ﾘｻ
 2   4 上田西高  1532 太田このみ(3)     55.98 

ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ｵｵﾀ ｺﾉﾐ
 1536 関澤きらり(2)

ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ
 1531 川上野々花(2)

ｶﾜｶﾐﾉﾉｶ
 1535 宮尾一花(1)

ﾐﾔｵ ｲﾁｶ
 3   2 佐久平総合高  1201 中沢 麗葉(2)     56.38 

ｻｸﾀﾞｲﾗｿｳｺﾞｳｺｳ ﾅｶｻﾞﾜ  ｳﾙﾊ
 1204 富松 南帆(2)

ﾄﾐﾏﾂ  ﾅﾎ
 1202 井出 優奈(1)

ｲﾃﾞ  ﾕﾅ
 1203 若杉 未来(1)

ﾜｶｽｷﾞ  ﾐｸ

女子

4×100m

決勝



決勝 7月9日 15:30

大会記録(CR)               52.27                              東御東部中       1980        
                                      （荒井・小柳・細田・三輪）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 野沢中  4090 川元 唯楓(1)     51.61 

ﾉｻﾞﾜﾁｭｳ ｶﾜﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 大会新
 4087 並木 彩華(3)

ﾅﾐｷ ｱﾔｶ
 4070 竹内 瑞喜(2)

ﾀｹｳﾁ ﾐｽﾞｷ
 4086 中嶋 杏佳(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ
 2   3 東御東部中  4398 片山 美知葉(3)     54.20 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｶﾀﾔﾏ ﾐﾁﾊ
 4395 塩入 心遥(3)

ｼｵｲﾘ ｺﾊﾙ
 4397 德田 心結(3)

ﾄｸﾀﾞ ﾐﾕ
 4393 菊地 遥奈(3)

ｷｸﾁ ﾊﾙﾅ
 3   6 若穂中  5988 松沢 星愛来(1)     58.14 

ﾜｶﾎﾁｭｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ｾｱﾗ
 5925 佐々木 智奈美(3)

ｻｻｷ ﾁﾅﾐ
 5929 山嵜 夏鈴(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾘﾝ
 5928 原田 未羽(2)

ﾊﾗﾀﾞ ﾐｳ
 4   7 軽井沢中  4210 荻原 ゆず(1)     59.12 

ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳ ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｽﾞ
 4245 長岡 沙樹(1)

ﾅｶﾞｵｶ ｻｷ
 4212 春原 歩和(1)

ﾊﾙﾊﾗ ｱﾕﾅ
 4243 真山 世凪(1)

ｻﾉﾔﾏ ｾﾅ
 5   2 小諸東中  4295 饗場 羽南(1)   1:00.77 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｱｲﾊﾞ ﾊﾅ
 4296 佐藤 千夏(1)

ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ
 4293 山田 梨乃(1)

ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾉ
 4297 田中 柚伎(1)

ﾀﾅｶ ﾕｽﾞｷ
 6   5 上田第一中  8816 山浦 瑠楠(2)   1:01.62 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳ ﾔﾏｳﾗ ﾙﾅ
 8818 青木 里紗(2)

ｱｵｷ ﾘｻ
 8819 清水 悠凪(2)

ｼﾐｽﾞ ﾕﾅ
 8817 丸山 幸華(2)

ﾏﾙﾔﾏ ｻﾁｶ
 7   8 上田第五中  4695 佐々木 那優亜(2)   1:01.96 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳ ｻｻｷ ﾅﾕｱ
 4688 大内 咲穂(1)

ｵｵｳﾁ ｻﾎ
 4690 永井 夕鈴(1)

ﾅｶﾞｲ ﾕｽﾞ
 4696 田中 詩季(2)

ﾀﾅｶ ｼｷ
    1 飯山城南中      

ｲｲﾔﾏｼﾞｮｳﾅﾝﾁｭｳ DNS

中学女子

4×100m

決勝



決勝 7月9日 10:00

降旗 菜央(1)
ﾌﾘﾊﾀ ﾅｵ 松本国際高
丸山 星花里(1)
ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ 市立長野高
岩間 穂乃香(1)
ｲﾜﾏ ﾎﾉｶ 松本国際高
山下 心花(1)
ﾔﾏｼﾀ ﾐﾅﾊ 諏訪二葉高
中沢 麗葉(2)
ﾅｶｻﾞﾜ  ｳﾙﾊ 佐久平総合高
東海林 優心花(1)
ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾕﾐｶ 野沢南高
太田 美緒(2) DNS
ｵｵﾀ ﾐｵ 長野西高

決勝 7月9日 10:00

中嶋 杏佳(3)
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 野沢中
礒部 ひより(2)
ｲｿﾍﾞ ﾋﾖﾘ 野沢中
真山 世凪(1)
ｻﾉﾔﾏ ｾﾅ 軽井沢中
春原 歩和(1)
ﾊﾙﾊﾗ ｱﾕﾅ 軽井沢中
安本 桃音(2) DNS
ﾔｽﾓﾄ ﾓﾓﾈ 東御東部中

中嶋 杏佳(3)
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 野沢中
礒部 ひより(2)
ｲｿﾍﾞ ﾋﾖﾘ 野沢中

NM

 1.43

2 4  4073 x x

記録 備考
1 5  4086 x o

     

順位決定戦

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m45 1m43

3  4401

 1.10

 1.15

4 1  4212 xo xxx

3 2  4243 o o xxx

o xo xxx  1.40

 1.40

2 4  4073 - - o o o

- o o xo xxx1 5  4086 - - -

記録 備考1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35

     

中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

2   800

1m40 1m45

 1.30

 1.45

6 1  1260 o o o xxx

o xo xxo xxx5 4  1201 - - -

xxo xxx  1.45

 1.45

4 5   111 - - - o o

o xo o xxx3 7  1985 - - -

o xxx  1.45

 1.50

2 3   926 - - - o o

o o o xxo xxx

記録 備考
1 6  1986 - - -

1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m20 1m25



決勝 7月9日 10:30

大会記録(CR)                  3.20 小林　奏                     佐久長聖高       2012        

深尾 美希(2)
ﾌｶｵ ﾐｷ 長野工業高
小嶋 楓來(3)
ｺｼﾞﾏ ｶｴﾗ 松本国際高
宮入 香澄(1) DNS
ﾐﾔｲﾘ ｶｽﾐ 長野工業高

決勝 7月9日 10:30

大会記録(CR)                 3.10 岡田 莉歩                    軽井沢中         2019        

赤羽 柚香(3)
ｱｶﾊﾈ ﾕｽﾞｶ 長峰中
堀内 あのん(3)
ﾎﾘｳﾁ ｱﾉﾝ 上田四中
山本 こなみ(3)
ﾔﾏﾓﾄ ｺﾅﾐ 上田第五中
清水 悠凪(2)
ｼﾐｽﾞ ﾕﾅ 上田第一中
山岸 永奈(2) NM
ﾔﾏｷﾞｼ ｴﾅ 野沢中

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m80 2m00 記録 備考
1 3   862 - - -

2m20 2m40 2m60 2m80 3m00

xxx  2.40

 2.80

2 2  2498 - - o xxo -

- - o xxx

     

中学女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

1   863

記録 備考1m80 2m00 2m20 2m40 2m60 2m80

 2.20

 2.60

2 3  4647 o xo xo - r

xo xo xxx1 5  7840 - o o

 4672 o o xxo

 2.00

 2.20

4 2  8819 o o xxx

xxx3 4

     1  4077 xxx



決勝 7月9日 10:00

CR     5.58 赤羽 みほ子                  ニッセイ         1971        

 ３回の
 最高記録

能瀬 澄麗(1)   4.90   5.03   4.87    5.03   4.90   4.97   4.84    5.03 
ﾉｾ ｽﾐﾚ 市立長野高   -0.1   +0.1   +0.6    +0.1   -0.2   -1.5   +0.6    +0.1
箱田 真奈美(2)   4.68   4.75    x    4.75    x   4.46   4.93    4.93 
ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ 諏訪二葉高   -1.4   -0.7          -0.7         -0.8    0.0     0.0
征矢 珠々(2)   4.75   4.75    x    4.75   4.61    -    -    4.75 
ｿﾔ ｽｽﾞ 松本国際高   -0.7   -0.1          -0.7   -0.9                -0.7
藤岡 まそら    x    x    x        x    x   4.49    4.49 
ﾌｼﾞｵｶ ﾏｿﾗ いｰやま                                        -1.2    -1.2
富松 南帆(2)   3.82   3.74   3.73    3.82   4.23   4.13   3.88    4.23 
ﾄﾐﾏﾂ  ﾅﾎ 佐久平総合高   -0.8    0.0   -0.6    -0.8   -0.8   -1.5   -0.8    -0.8
宮原 凛成(3)    x    x    x        x    x    x      NM
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ 市立長野高                                                   
簾田 たまみ(1)                            DNS
ﾐｽﾀﾞ ﾀﾏﾐ 松本国際高                                                   

備考

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

1 5   927

2 7   107

3 4  1979

4 3   101

2  1990

5 1  1204

6   913



決勝 7月9日 12:00

大会記録(CR)                 5.09 小林 睦美                    丸子北中         2008        

 ３回の
 最高記録

半田 夏帆(3)    x   4.55   4.72    4.72   4.65   4.69    x    4.72 
ﾊﾝﾀﾞ ｶﾎ 真田ｸﾗﾌﾞ          0.0   +2.0    +2.0   +2.5   +2.0          +2.0
德田 心結(3)   4.10   3.94   4.24    4.24   4.44    x   4.42    4.44 
ﾄｸﾀﾞ ﾐﾕ 東御東部中   +1.0   +0.7   +0.5    +0.5   +1.6         +2.2    +1.6
中澤 萌果(3)   4.27   4.11   4.13    4.27   4.35   4.06   4.29    4.35 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾓｶ 上田四中   +2.5   +2.0   +2.3    +2.5   +1.1   +1.1   +2.6    +1.1
川元 唯楓(1)   3.87   4.18   4.00    4.18   3.94   4.12   4.11    4.18 
ｶﾜﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 野沢中   +2.6    0.0   +0.5     0.0   +2.0   +1.5   +2.4     0.0
大久保 祐茉(2)   3.70   3.83   3.97    3.97    x   4.10   4.06    4.10 
ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾏ 東御東部中   +3.3   +0.8   +1.1    +1.1         +1.8   +1.5    +1.8
田中 詩季(2)   3.56   3.97   3.98    3.98   3.68   3.79    x    3.98 
ﾀﾅｶ ｼｷ 上田第五中   +0.8   +2.2   +1.4    +1.4   +1.6   +2.2          +1.4
川上 瑞詠(1)   3.96   3.92   3.69    3.96   3.90   3.92    x    3.96 
ｶﾜｶﾐ ﾐｽﾞｴ 野沢中   +1.7   +1.5   -0.6    +1.7   +1.2   +1.4          +1.7
西村 奏(2)   3.66   3.63   3.81    3.81   3.43   3.65   3.80    3.81 
ﾆｼﾑﾗ  ｶﾅﾃﾞ T&F佐久平   +1.8   +0.4   +0.5    +0.5   +2.3   +1.1   +1.1    +0.5
栁澤 茉莉花(1)    x   3.76   3.48    3.76             3.76 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏﾘｶ 軽井沢A&AC         +2.1   +0.3    +2.1                      +2.1
白石 寧々(2)    x   3.67    x    3.67             3.67 
ｼﾗｲｼ ﾈﾈ 東御東部中         +1.6          +1.6                      +1.6
竹内 美里(2)   3.65   3.65   3.62    3.65             3.65 
ﾀｹｳﾁ ﾐｻﾄ 木島平中   +0.3   +1.4   +2.1    +0.3                      +0.3
安藤 りほ(3)   3.40   3.33   3.65    3.65             3.65 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾘﾎ 上田四中   +2.3   +1.0   +0.5    +0.5                      +0.5
佐々木 那優亜(2)    x   3.39   3.40    3.40             3.40 
ｻｻｷ ﾅﾕｱ 上田第五中         +1.1   +0.9    +0.9                      +0.9
杉山 陽乃(1)   3.27   3.17   3.23    3.27             3.27 
ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾉ 真田中   +1.7   +1.5   +0.7    +1.7                      +1.7
加藤 夕楓(1)                            DNS
ｶﾄｳ ﾕｳｶ 軽井沢中                                                   

備考

中学女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録

1 15  4570

2 10  4397

3 12  4648

4 14  4090

5 7  4407

6 9  4696

7 11  4093

8 13  4039

9 5  4274

10 4  4400

11 8  5029

12 6  4645

1  4244

13 2  4695

14 3  4422



決勝 7月9日 14:30

大会記録(CR)              10.78 宮澤 香音                    下伊那農高       2019        

 ３回の
 最高記録

藤岡 まそら    x    x   9.95    9.95   8.97  10.38  10.51   10.51 
ﾌｼﾞｵｶ ﾏｿﾗ いｰやま               +0.8    +0.8   +0.9   +0.5   +1.4    +1.4
富松 南帆(2)  10.09   9.95   9.73   10.09   8.48   9.94   9.61   10.09 
ﾄﾐﾏﾂ  ﾅﾎ 佐久平総合高   +1.2   +1.5    0.0    +1.2   +0.3   +2.1   +1.9    +1.2
上村 文寧(2)   9.58   9.88   9.61    9.88   9.56   9.46   9.61    9.88 
ｶﾐﾑﾗ ｱﾔﾈ 諏訪二葉高   +0.4   +1.2   +0.3    +1.2   +0.6    0.0   +1.3    +1.2
若杉 未来(1)                            DNS
ﾜｶｽｷﾞ  ﾐｸ 佐久平総合高                                                   
箱田 真奈美(2)                            DNS
ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ 諏訪二葉高                                                   

備考

女子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録

1 4   101

2 2  1204

5   107

3 3   108

1  1203



決勝 7月9日 11:30

CR          13.02 鷹野 絹子                    上田三中教       2016        

 ３回の
 最高記録

溝口 陽菜(1)
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ 諏訪二葉高
村上 沙那(2) DNS
ﾑﾗｶﾐ ｻﾅ 上田東

決勝 7月9日 11:30

大会記録(CR)                    12.35 清水 訓子                    髙綱中           1969        

 ３回の
 最高記録

中嶋 美代(2)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾖ 野沢中
西澤 琴音(3)
ﾆｼｻﾞﾜ ｺﾄﾈ 若穂中
森角 桃湖(2)
ﾓﾘｶｸ ﾓﾓｺ 野沢中
佐々木 智奈美(3)
ｻｻｷ ﾁﾅﾐ 若穂中
北村 愛莉(3)
ｷﾀﾑﾗ ｱｲﾘ 上田第一中
丸山 結衣花(2)
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲｶ 北安松川中

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-

2  1443       

1 1   114   6.37  6.46

                    

   6.81   6.52  6.27  6.76  6.81   6.81

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学女子

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

2 3  5922   8.64  8.46

1 6  4074   8.44  9.50

  8.64    8.64   8.73  8.72  9.13   9.13 

   9.81   9.44  9.85  8.93   9.85   9.81

4 5  5925   7.28  7.33

3 4  4076   7.93  7.42

  7.50    7.50   7.00  5.87  6.83   7.50 

   7.93   7.51  7.68  7.77   7.93   7.32

6 1  6776   6.81  6.56

5 2  4595   6.58  6.92

  5.99    6.81   7.03  7.22  6.98   7.22 

   7.18   7.44  7.25  7.00   7.44   7.18



決勝 7月9日 14:30

大会記録(CR)              42.21 犬飼 楓                      小諸高           2019        

 ３回の
 最高記録

増澤 美優(3) 大会新
ﾏｽｻﾞﾜ ﾐﾕｳ 松本国際高
中沢 麗葉(2)
ﾅｶｻﾞﾜ  ｳﾙﾊ 佐久平総合高
福浦 涼音(2)
ﾌｸｳﾗ ｽｽﾞﾈ 松本国際高
土屋 凜奈(2)
ﾂﾁﾔﾘﾝﾅ 野沢南高
佐野 涼楓(2)
ｻﾉ ｽｽﾞｶ 市立長野高
渡辺 彩那(2)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ 市立長野高

記録 備考

女子

やり投(600g)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

 39.98

-3- -4- -5- -6-

1 6  2499  40.47 36.50

2 1  1201  22.50 25.25    x  28.77 

  40.47  42.09 42.68 37.21 42.68 

 22.49

   x   25.25    x  28.77

3 5  1983  24.68 23.31

4 4  1259  25.32 20.85    x  25.32 

  24.68  25.92 22.71 25.82 25.92 

 18.64

   x   25.32  22.26   x

5 3   919  19.70   x

6 2   921  15.03 18.15  18.73 

  19.70    x    x  15.05 19.70 

 18.73  18.73  18.00   x    x



決勝 7月9日 13:00

大会記録(CR)                  43.31 増澤 美優                    両小野中         2019        

 ３回の
 最高記録

石澤 萌桜(3)
ｲｼｻﾞﾜ ﾓｴｶ 飯山城南中
小林 由奈(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 真田中
佐藤 心梛(3)
ｻﾄｳ ｺｺﾅ 飯山城南中
杉山 陽乃(1)
ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾉ 真田中

記録 備考

中学女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

 20.92

-3- -4- -5- -6-

1 2  5332
 25.88  19.08

2 4  4420
 17.81  18.81  16.16  22.88 

  25.88  17.78  21.12  19.40  25.88 

 21.86

 18.35   18.81  22.88  14.87

3 3  5324
 18.29  20.59

4 1  4422
 14.95  16.45  16.45 

  21.86  20.40  19.95  20.39  21.86 

 15.68   16.45  13.92  16.22  15.66



P. 18

第74回全信州陸上競技大会
主催：上田市　上田市教育委員会　上田市体育協会　

招集所審判長
投てき審判長 内堀　俊彦
記録主任 横沢　和樹

五十嵐 千陽(2) 松本美須々ヶ丘
ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾊﾙ ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶ
篠田 奈生(2) 長野西高
ｼﾉﾀﾞ ﾅｵ ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ
一志 琉月(2) 松本国際高
ｲｯｼ ﾙﾅ ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲｺｳ
土屋 凜奈(2) 野沢南高
ﾂﾁﾔﾘﾝﾅ ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ
村上 沙那(2) 上田東 DNS
ﾑﾗｶﾐ ｻﾅ ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼ

招集所審判長
投てき審判長 内堀　俊彦
記録主任 横沢　和樹

佐々木 智奈美(3) 若穂中
ｻｻｷ ﾁﾅﾐ ﾜｶﾎﾁｭｳ

-６- 記録 備考

1 1 5925
 14.82  15.57  15.23  15.13  14.48  15.99  15.99

-１- -２- -３- -４- -５-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

競技結果        中学女子        円盤投(1.000kg) 決勝      
2022/07/09 11:03

               
2 1443

      

 16.41  14.94  15.93    x  16.59
4 4 1259

   x  16.59

 14.92  15.83  17.30  16.66  17.30
3 5 1977

   x  15.98

 14.51  17.29  16.42  18.57  18.57
2 3  803

 17.95    x

-６- 記録 備考

1 1 1852
 18.94  18.45    x    x  17.17  17.80  18.94

-１- -２- -３- -４- -５-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

2022/07/09 11:03

競技結果        女子         円盤投(1.000kg) 決勝      

_______________________________________________________________________________________________________________________
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