
：

後小路　正人
上原　羊二

： 中嶋　良太

グラウンドコンディション

この大会で樹立された記録

野沢中(3)小学共通 女子 100mH 決勝 14.23

小学共通 女子 4×100m 決勝 54.75 軽井沢A&AC

荻原 推(6)
小野澤 比奈矢(6)

荻原 怜愛(6)
中嶋 優佳(6)

小学共通 女子 80mH 決勝 12.88 中嶋 優佳

佐久長聖(2)
岩村田高(3)

並木 彩華

軽井沢A&AC(6)

一般男子 男子 砲丸投 決勝 12.34 小山 翔平
一般男子 男子 円盤投 決勝 36.00 羽場 太陽

一般男子 男子 1500m 決勝 4'03"97 市川 和英 上田西(3)
小5 男子

チーム名
走幅跳 決勝 4.58(+0.5) 佐藤 秀瑚

氏　名 所　属(学年)
氏　名(学年)
佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(5)

◆

クラス 男女 種　目 ラウンド 記　録

  14:00 晴れ 北北西    0.8    33.5  56.0

  12:00 晴れ 北北東    0.1    32.5  55.0

  13:00 晴れ 北北西    2.2    33.5  56.0

  10:00 晴れ 北北東    0.8    31.0  60.0

  11:00 晴れ 北北西    0.9    32.5  55.0

7/31(日)
時刻 天候 風向 風速 m/s 気温 ℃ 湿度 ％

  09:00 晴れ 北北西    0.6    30.0  59.0

( 競技場コード 172060 ) 記録・情報主任
主　催 佐久陸上競技協会

東信地区陸上競技協会

◆

大会コード 22170556

第51回佐久地区陸上競技選手権大会
公式記録集

期　日 令和4年7月21日(日) 総　務
会　場 佐久総合運動公園陸上競技場 審判長



ﾄﾗｯｸ審判長 上原　羊二

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31日 記録主任 中嶋　良太

【主催団体】 佐久陸上競技協会 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子 【競技場】 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

 7/31 小4女子 山口 葵生(4) 15.59 樫山 美鈴(4) 15.92 篠原 夕華(4) 16.25 虻川 こころ(4) あさまねSC 16.49 ｱﾚﾝ ﾅﾀ(4) あさまねSC 16.91 塩川 菫麗(4) 16.93

100m 軽井沢A&AC 御代田南小 佐久穂小 中嶋 笑莉(4) 田口小 中村 優月(4) 御代田南小 あさまねSC

 7/31 小5女子  +0.4 林 かなえ(5) 15.12 木藤 ｿﾌｨｰ(5) 15.20 篠原 陽向花(5) 15.40 大久保 明凛(5) 15.42 髙見澤 優衣(5) 17.09 諸山 結心(5) 17.10 今井 杏梨(5) 17.64 菊池 舞雪(5) 19.70

100m 軽井沢A&AC あさまねSC 小海(小) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 南牧北小 小諸東小 川上第一 南牧北小

 7/31 長谷川 栞(5) 3.57(+0.6) 髙橋 彩葉(5) 3.53(+1.2) 松本 実倖(5) 3.02(+0.5) 菅沼 杏菜(5) 2.97(+0.5) 簾田 ふうか(5) 2.58(-0.3)

走幅跳 望月AC 望月AC T&F佐久平 望月AC 望月AC

 7/31 小6女子  +0.0 荒井 結愛(6) 14.35 石井 愛奈(6) 15.99 矢島 璃子(6) 19.19

100m 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ T&F佐久平 御代田南小

 7/31 矢島 羽花(6) 4.15(+0.8) 小野澤 比奈矢(6) 4.06(+0.9) 小松 乙都(6) 3.83(+0.7) 柳澤 璃音(6) 3.31(+0.2)

走幅跳 望月AC 軽井沢A&AC 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 望月AC

 7/31 小学共通女子 平島 唯那(5) 3:38.23 磯貝 璃椛(5) 3:38.52 小林 奈七実(6) 3:40.59 木内 小夏(5) 3:46.44 小田切 心結(5) 3:51.29 吉澤 心美(4) 4:03.16 宮﨑 愛菜(5) 4:05.13 佐々木 彩音(6) 4:05.15

1000m T&F佐久平 T&F佐久平 小諸東小 あさまねSC あさまねSC 川上第一 佐久穂小 軽井沢A&AC

 7/31 中嶋 優佳(6) 12.88 荻原 怜愛(6) 13.81 清水 梨乃(6) 14.17 荻原 推(6) 14.18 栁澤 妃菜(5) 14.51 柳澤 有唯(6) 15.07 小林 結乃(6) 16.45 栁澤 杏南(4) 17.77

80mH 軽井沢A&AC GR 軽井沢A&AC T&F佐久平 軽井沢A&AC 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ T&F佐久平 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 軽井沢A&AC

 7/31 軽井沢A&AC       54.75 望月AC       59.85 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     1:00.72 T&F佐久平(B)     1:01.49
4×100m 荻原 推(6) GR 矢島 羽花(6) 栁澤 妃菜(5) 石井 愛奈(6)

小野澤 比奈矢(6) 髙橋 彩葉(5) 小林 結乃(6) 松本 実倖(5)

荻原 怜愛(6) 長谷川 栞(5) 小松 乙都(6) 柳澤 有唯(6)

中嶋 優佳(6) 柳澤 璃音(6) 荒井 結愛(6) 清水 梨乃(6)

 7/31 中学女子  +1.6 篠原 百々香(3) 13.04 鎌倉 梨々華(2) 13.50 横山 心(2) 13.62 名越 美緒(2) 13.70 宮島 蒼(3) 13.85 田中 杏(1) 浅間中 13.94 荻原 藍(3) 14.03

100m ｱｽﾘﾃｨｱTC ｱｽﾘﾃｨｱTC 中込中 御代田 ｱｽﾘﾃｨｱTC 櫻井 玲未(2) T&F佐久平 浅間中

 7/31 風巻 里奈(3) 26.96 由井 海吏(2) 28.26 荻原 藍(3) 28.58 名越 美緒(2) 28.60 向井 美央(2) 29.82 由井 心埜(2) 30.76 角地 萌音(2) 31.82 佐藤 千夏(1) 32.55

200m 小諸東中 川上 浅間中 御代田 浅間中 川上 T&F佐久平 小諸東中

 7/31 荻原 ゆず(1) 2:31.16 角地 萌音(2) 2:33.24 油井 ひなの(2) 2:43.59 由井 心埜(2) 2:48.97 齋藤 璃音(2) 2:56.96 森田 真央(2) 2:58.23 熊谷 理来(1) 2:58.47 春原 歩和(1) 3:17.03

800m 軽井沢中 T&F佐久平 浅間中 川上 浅間中 浅間中 浅間中 軽井沢中

 7/31 並木 彩華(3) 14.23 大森 玲花(3) 14.84 山口 莉央(3) 15.18 中嶋 杏佳(3) 15.19 櫻井 玲未(2) 16.51 後小路 結月(2) 16.84 栁澤 茉莉花(1) 16.89 林 菜々子(2) 17.33

100mH(0.762-8.0m) 野沢中 GR 軽井沢A&AC 軽井沢A&AC 野沢中 T&F佐久平 野沢中 御代田 野沢中

 7/31 大森 玲花(3) 1.55 林 菜々子(2) 1.35 田中 杏(1) 1.30 後小路 結月(2) 1.30 佐々木 小夏(3) 1.30 原 楓(2) 1.15 春原 歩和(1) 軽井沢中 1.10

走高跳 軽井沢A&AC 野沢中 浅間中 野沢中 小諸東中 軽井沢中 山田 梨乃(1) 小諸東中

 7/31 横山 心(2) 4.85(+1.4) 手塚 華(3) 3.97(+1.5) 西村 奏(2) 3.97(+1.0) 金澤 咲乃(1) 3.74(+2.6) 松澤 怜(1) 3.52(+2.0) 樋口 七海(1) 3.43(-0.5) 加藤 夕楓(1) 3.22(+1.4) 小林 実央(1) 3.07(-0.2)

走幅跳 中込中 小諸東中 T&F佐久平 浅間中 浅間中 御代田 軽井沢中 小諸東中

 7/31 中嶋 美代(2) 9.32 小関 朱音(1) 8.01 森角 桃湖(2) 8.00 西村 奏(2) 6.33 相沢 可菜実(2) 5.82

砲丸投(2.721kg) 野沢中 御代田 野沢中 T&F佐久平 小諸東中

 7/31 一般女子  +1.7 松橋 弥玖(1) 13.00 神津 沙夏(1) 13.00 中澤 雪乃(2) 13.13 村山 苺香(2) 13.31 向井 美来(1) 13.63 高見澤 茉那(1) 13.96 飯高 愛莉(1) 14.25 青木 江里 14.63

100m 野沢北高 佐久長聖高 野沢南高 岩村田高 野沢北高 佐久長聖高 佐久長聖高 佐久ﾏｽﾀｰｽﾞ

 7/31 村山 苺香(2) 1:01.24 中澤 雪乃(2) 1:02.04 神津 沙夏(1) 1:06.74 川上 珠実(1) 1:10.02 井出 優奈(1) 1:12.11

400m 岩村田高 野沢南高 佐久長聖高 野沢北高 佐久平総合高

 7/31 齋藤 蒔富羽(2) 2:46.36

800m 上田染谷丘

 7/31  -0.3 山本 紗帆(2) 16.78

100mH(0.838m) 野沢北高

 7/31 中沢 麗葉(2) 1.45 宇都宮 新奈(1) 1.35 東海林 優心花(1 野沢南高 1.30

走高跳 佐久平総合高 小諸高 後小路 葉月(1) 野沢北高

 7/31 関口 蒔琉(2) 4.89(+0.2) 川上 珠実(1) 4.62(-0.4) 菅沼 花菜(3) 4.60(-1.3) 寺澤 恵美(2) 4.50(+0.5) 富松 南帆(2) 4.41(-0.6) 高見澤 茉那(1) 4.36(-0.1) 飯高 愛莉(1) 3.89(-0.8) 高塚 弘美 3.50(+0.8)

走幅跳 野沢北高 野沢北高 望月AC 野沢北高 佐久平総合高 佐久長聖高 佐久長聖高 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ

 7/31 栁澤 歩乃(1) 9.17 村上 沙那(2) 6.16

砲丸投(4.000kg) 佐久長聖高 上田東高

 7/31 栁澤 歩乃(1) 23.05 土屋 凜奈(2) 21.04 若杉 未来(1) 19.25 村上 沙那(2) 17.16

円盤投(1.000kg) 佐久長聖高 野沢南高 佐久平総合高 上田東高

 7/31 中沢 麗葉(2) 25.85 土屋 凜奈(2) 24.94 関口 蒔琉(2) 21.47

やり投(600g) 佐久平総合高 野沢南高 野沢北高



決勝 7月31日 11:45

大会記録(GR)                    15.26 

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 +0.0

 1 塩川 菫麗(4)     16.93  1 山口 葵生(4)     15.59 
ｼｵｶﾜ ｽﾐﾚ あさまねSC ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｲ 軽井沢A&AC

 2 勝田 小鈴(4)     16.98  2 樫山 美鈴(4)     15.92 
ｶﾂﾀ ｺｽｽﾞ 御代田南小 ｶｼﾔﾏ ﾐｽｽﾞ 御代田南小

 3 甘利 蘭奈(4)     18.15  3 篠原 夕華(4)     16.25 
ｱﾏﾘ ﾗﾅ あさまねSC ｼﾉﾊﾗ ﾕｳｶ 佐久穂小

 4 内山 怜音(4)     18.75  4 虻川 こころ(4)     16.49 
ｳﾁﾔﾏ ﾚﾉﾝ 御代田南小 ｱﾌﾞｶﾜ ｺｺﾛ あさまねSC

 5 楜澤 希羽(4)     19.74  5 中嶋 笑莉(4)     16.49 
ｸﾙﾐｻﾜ ﾉﾉﾊ 御代田南小 ﾅｶｼﾞﾏ ｴﾐﾘ 田口小

 6 油井 ほのか(4)     19.75  6 ｱﾚﾝ ﾅﾀ(4)     16.91 
ﾕｲ ﾎﾉｶ T&F佐久平 ｱﾚﾝ ﾅﾀ あさまねSC

  井出 桜花(4)       7 中村 優月(4)     16.91 
ｲﾃﾞ ｵｳｶ 南牧北小 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ 御代田南小

  神子澤 凛(4)       8 大塚 怜南(4)     16.94 
ｶﾐｺｻﾞﾜ ﾘﾝ 川上第一 ｵｵﾂｶ ﾚﾅ あさまねSC

         栁澤 いろは(4)      
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｲﾛﾊ 御代田南小

小4女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 所属名 記録／備考
6  9027 3  9046

ﾚｰﾝ No. 氏  名

5  9059 4  9056

4  9028 5  9094

7  9062 7  9026

3  9065 8  9114

8  9024 1  9025

1  9115 2  9061
DNS

2  9106 9  9033
DNS

9 6  9066
DNS



   1 山口 葵生(4) 軽井沢A&AC     15.59 (+0.0)   2   1
   2 樫山 美鈴(4) 御代田南小     15.92 (+0.0)   2   2
   3 篠原 夕華(4) 佐久穂小     16.25 (+0.0)   2   3
   4 虻川 こころ(4) あさまねSC     16.49 (+0.0)   2   4
   4 中嶋 笑莉(4) 田口小     16.49 (+0.0)   2   5
   6 ｱﾚﾝ ﾅﾀ(4) あさまねSC     16.91 (+0.0)   2   6
   6 中村 優月(4) 御代田南小     16.91 (+0.0)   2   7
   8 塩川 菫麗(4) あさまねSC     16.93 (+0.3)   1   1
   9 大塚 怜南(4) あさまねSC     16.94 (+0.0)   2   8
  10 勝田 小鈴(4) 御代田南小     16.98 (+0.3)   1   2
  11 甘利 蘭奈(4) あさまねSC     18.15 (+0.3)   1   3
  12 内山 怜音(4) 御代田南小     18.75 (+0.3)   1   4
  13 楜澤 希羽(4) 御代田南小     19.74 (+0.3)   1   5
  14 油井 ほのか(4) T&F佐久平     19.75 (+0.3)   1   6
    井出 桜花(4) 南牧北小          (+0.3)DNS   1    
    神子澤 凛(4) 川上第一          (+0.3)DNS   1    
    栁澤 いろは(4) 御代田南小          (+0.0)DNS   2    
             (+0.3)   1    

小4女子

100m
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
 9046
 9056
 9094
 9026
 9114
 9025
 9061
 9027
 9033
 9059
 9028

 9066
     

 9062
 9065
 9024
 9115
 9106



決勝 7月31日 11:50

大会記録(GR)               14.6  
大会記録(GR)               14.66 

風速 +0.4

 1 林 かなえ(5)     15.12 
ﾊﾔｼ ｶﾅｴ 軽井沢A&AC

 2 木藤 ｿﾌｨｰ(5)     15.20 
ｷﾄﾞｳ ｿﾌｨｰ あさまねSC

 3 篠原 陽向花(5)     15.40 
ｼﾉﾊﾗ ﾋﾏﾘ 小海(小)

 4 大久保 明凛(5)     15.42 
ｵｵｸﾎﾞ ｱｶﾘ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 5 髙見澤 優衣(5)     17.09 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾕｲ 南牧北小

 6 諸山 結心(5)     17.10 
ﾓﾛﾔﾏ ﾕﾅ 小諸東小

 7 今井 杏梨(5)     17.64 
ｲﾏｲ ｱﾝﾘ 川上第一

 8 菊池 舞雪(5)     19.70 
ｷｸﾁ ﾏﾕｷ 南牧北小

決勝 7月31日 11:55

大会記録(GR)                13.9  
大会記録(GR)                14.11 

風速 +0.0

 1 荒井 結愛(6)     14.35 
ｱﾗｲ ﾕｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 石井 愛奈(6)     15.99 
ｲｼｲ ｱｲﾅ T&F佐久平

 3 矢島 璃子(6)     19.19 
ﾔｼﾞﾏ ﾘｺ 御代田南小

  小林 優希(6)      
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ T&F佐久平 DNS

4  9064

5  9009

2  9068

小6女子

100m

決勝

順

3  9015

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  9105

9  9119

2  9128

8  9101

4  9098

3  9079

5  9054

6  9040

小5女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 7月31日 10:55
決勝 7月31日 13:05

大会記録(GR)                    12.6  
大会記録(GR)                    12.81 

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 -0.3

 1 荻原 藍(3)     13.87 q  1 鎌倉 梨々華(2)     13.69 q
ｵｷﾞﾊﾗ ｱｲ 浅間中 ｶﾏｸﾗ ﾘﾘｶ ｱｽﾘﾃｨｱTC

 2 宮島 蒼(3)     13.88 q  2 横山 心(2)     13.79 q
ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｵ ｱｽﾘﾃｨｱTC ﾖｺﾔﾏ ｺｺﾛ 中込中

 3 栗林 耶結(1)     14.78  3 市村 花菜(2)     14.59 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾔﾕ 浅間中 ｲﾁﾑﾗ ﾊﾅ 浅間中

 4 吉村 茉凜(3)     15.08  4 高安 万絢(3)     15.29 
ﾖｽﾑﾗ ﾏﾘﾝ 浅間中 ﾀｶﾔｽ ﾏｱﾔ 浅間中

 5 川野 名月(1)     15.49  5 簾田 あいら(1)     15.67 
ｶﾜﾉ ﾅﾂｷ 中込中 ﾐｽﾀﾞ ｱｲﾗ 望月AC

 6 渡邉 真緒(1)     16.19  6 饗場 羽南(1)     16.13 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ 小諸東中 ｱｲﾊﾞ ﾊﾅ 小諸東中

  由井 海吏(2)        長岡 沙樹(1)      
ﾕｲ ｶｲﾘ 川上 ﾅｶﾞｵｶ ｻｷ 軽井沢中

[ 3組] 風速 +1.8 [ 4組] 風速 +1.2

 1 名越 美緒(2)     13.75 q  1 篠原 百々香(3)     13.08 q
ﾅｺﾞｼ ﾐｵ 御代田 ｼﾉﾊﾗ ﾓﾓｶ ｱｽﾘﾃｨｱTC

 2 田中 杏(1)     14.01 q  2 櫻井 玲未(2)     13.89 q
ﾀﾅｶ ｱﾝ 浅間中 ｻｸﾗｲ ﾚﾐ T&F佐久平

 3 向井 美央(2)     14.38  3 渡辺 夢彩(2)     14.12 
ﾑｶｲ ﾐｵ 浅間中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｱ 浅間中

 4 小泉 穂歌(2)     14.88  4 茂木 優心(1)     14.63 
ｺｲｽﾞﾐ ﾎﾉｶ 浅間中 ﾓﾃｷ ｺｺﾛ 浅間中

 5 上田 里歩子(1)     14.94  5 中嶋 優奈(1)     15.59 
ｳｴﾀﾞ ﾘﾎｺ 中込中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾅ 浅間中

 6 佐藤 美優(1)     16.29  6 田中 柚伎(1)     15.78 
ｻﾄｳ ﾐﾕ 小諸東中 ﾀﾅｶ ﾕｽﾞｷ 小諸東中

  内堀 紗衣(3)       7 樋口 七海(1)     15.92 
ｳﾁﾎﾞﾘ ｻｴ 小諸東中 ﾋｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 御代田

風速 +1.6

 1 篠原 百々香(3)     13.04 
ｼﾉﾊﾗ ﾓﾓｶ ｱｽﾘﾃｨｱTC

 2 鎌倉 梨々華(2)     13.50 
ｶﾏｸﾗ ﾘﾘｶ ｱｽﾘﾃｨｱTC

 3 横山 心(2)     13.62 
ﾖｺﾔﾏ ｺｺﾛ 中込中

 4 名越 美緒(2)     13.70 
ﾅｺﾞｼ ﾐｵ 御代田

 5 宮島 蒼(3)     13.85 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｵ ｱｽﾘﾃｨｱTC

 6 田中 杏(1)     13.94 
ﾀﾅｶ ｱﾝ 浅間中

 6 櫻井 玲未(2)     13.94 
ｻｸﾗｲ ﾚﾐ T&F佐久平

 8 荻原 藍(3)     14.03 
ｵｷﾞﾊﾗ ｱｲ 浅間中

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

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  4152 8  4151

順
2  4150 7  4353

順

5  4317 3  4117

4  4135 4  4157

DNS DNS

順 ﾚｰﾝ

7  4119 5  4185

6  4294 2  4295

3  4005 6  4245

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  4259 3  4375

8  4137 4  4047

2  4155 2  4158

6  4159 6  4136

3  4118 8  4133

7  4299 5  4297

5  4287 7  4271
DNS

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  4375

7  4353

6  4117

4  4259

9  4150

8  4317

2  4137

3  4047



決勝 7月31日 13:15

大会記録(GR)                    12.00 

風速 +1.7

 1 松橋 弥玖(1)     13.00 
ﾏﾂﾊｼ ﾐｸ 野沢北高

 2 神津 沙夏(1)     13.00 
ｺｳﾂﾞ ｻﾅ 佐久長聖高

 3 中澤 雪乃(2)     13.13 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 野沢南高

 4 村山 苺香(2)     13.31 
ﾑﾗﾔﾏ ﾏｲｶ 岩村田高

 5 向井 美来(1)     13.63 
ﾑｶｲ ﾐｸ 野沢北高

 6 高見澤 茉那(1)     13.96 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾏﾅ 佐久長聖高

 7 飯高 愛莉(1)     14.25 
ｲｲﾀｶ ｱｲﾘ 佐久長聖高

 8 青木 江里     14.63 
ｱｵｷ ｴﾘ 佐久ﾏｽﾀｰｽﾞ

  高塚 弘美      
ﾀｶﾂｶ ﾋﾛﾐ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ

2  9140
DNS

7  1297

9  9141

4  1221

1  2251

3  1258

6  1275

5  2253

一般女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  1237



決勝 7月31日 14:10

大会記録(GR)                    26.20 

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 +2.2

 1 向井 美央(2)     29.82  1 風巻 里奈(3)     26.96 
ﾑｶｲ ﾐｵ 浅間中 ｶｻﾞﾏｷ ﾘﾅ 小諸東中

 2 角地 萌音(2)     31.82  2 由井 海吏(2)     28.26 
ｶｸﾁ ﾓﾈ T&F佐久平 ﾕｲ ｶｲﾘ 川上

 3 佐藤 千夏(1)     32.55  3 荻原 藍(3)     28.58 
ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ 小諸東中 ｵｷﾞﾊﾗ ｱｲ 浅間中

  川元 唯楓(1)       4 名越 美緒(2)     28.60 
ｶﾜﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 野沢中 ﾅｺﾞｼ ﾐｵ 御代田

  宮島 蒼(3)       5 由井 心埜(2)     30.76 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｵ ｱｽﾘﾃｨｱTC ﾕｲ ﾐﾔ 川上

  鎌倉 梨々華(2)      
ｶﾏｸﾗ ﾘﾘｶ ｱｽﾘﾃｨｱTC

中学女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 所属名 記録／備考
3  4155 4  4289

ﾚｰﾝ No. 氏  名

4  4201 7  4005

2  4296 6  4150

5  4090 2  4259
DNS

6  4317 5  4006
DNS

3  4353
DNS



   1 風巻 里奈(3) 小諸東中     26.96 (+2.2)   2   1
   2 由井 海吏(2) 川上     28.26 (+2.2)   2   2
   3 荻原 藍(3) 浅間中     28.58 (+2.2)   2   3
   4 名越 美緒(2) 御代田     28.60 (+2.2)   2   4
   5 向井 美央(2) 浅間中     29.82 (+1.0)   1   1
   6 由井 心埜(2) 川上     30.76 (+2.2)   2   5
   7 角地 萌音(2) T&F佐久平     31.82 (+1.0)   1   2
   8 佐藤 千夏(1) 小諸東中     32.55 (+1.0)   1   3
    川元 唯楓(1) 野沢中          (+1.0)DNS   1    
    宮島 蒼(3) ｱｽﾘﾃｨｱTC          (+1.0)DNS   1    
    鎌倉 梨々華(2) ｱｽﾘﾃｨｱTC          (+2.2)DNS   2    

中学女子

200m
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
 4289
 4005
 4150

 4090
 4317
 4353

 4259
 4155
 4006
 4201
 4296



決勝 7月31日 14:35

大会記録(GR)                    58.54 

 1 村山 苺香(2)   1:01.24 
ﾑﾗﾔﾏ ﾏｲｶ 岩村田高

 2 中澤 雪乃(2)   1:02.04 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 野沢南高

 3 神津 沙夏(1)   1:06.74 
ｺｳﾂﾞ ｻﾅ 佐久長聖高

 4 川上 珠実(1)   1:10.02 
ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ 野沢北高

 5 井出 優奈(1)   1:12.11 
ｲﾃﾞ ﾕﾅ 佐久平総合高

  鈴木 花梨(1)      
ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 岩村田高

  井龍 翠(2)      
ｲﾘｭｳ ﾐﾄﾞﾘ 野沢北高

  向井 美来(1)      
ﾑｶｲ ﾐｸ 野沢北高

決勝 7月31日 13:40

大会記録(GR)                  2:25.95 

 1 荻原 ゆず(1)   2:31.16 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｽﾞ 軽井沢中

 2 角地 萌音(2)   2:33.24 
ｶｸﾁ ﾓﾈ T&F佐久平

 3 油井 ひなの(2)   2:43.59 
ﾕｲ ﾋﾅﾉ 浅間中

 4 由井 心埜(2)   2:48.97 
ﾕｲ ﾐﾔ 川上

 5 齋藤 璃音(2)   2:56.96 
ｻｲﾄｳ ﾘｵ 浅間中

 6 森田 真央(2)   2:58.23 
ﾓﾘﾀ ﾏｵ 浅間中

 7 熊谷 理来(1)   2:58.47 
ｶﾏｶﾞｲ ﾘｺ 浅間中

 8 春原 歩和(1)   3:17.03 
ﾊﾙﾊﾗ ｱﾕﾅ 軽井沢中

決勝 7月31日 13:40

大会記録(GR)                  2:25.5  
大会記録(GR)                  2:26.61 

 1 齋藤 蒔富羽(2)   2:46.36 
ｻｲﾄｳ ﾏﾄﾊ 上田染谷丘

DNS

DNS
7  1235

DNS
9  1221

8  1202

2  1277

5  2253

3  1239

一般女子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

 4154

中学女子

800m

6  1275

4  1258

2  4212

1  4130

7

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 記録／備考
4  4210

所属名 記録／備考

所属名

5  4156

8  4006

6  4201

3  4132

一般女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
9  1471



決勝 7月31日 12:25

大会記録(GR)                  3:21.54 

 1 平島 唯那(5)   3:38.23 
ﾋﾗｼﾏ ﾕｲﾅ T&F佐久平

 2 磯貝 璃椛(5)   3:38.52 
ｲｿｶﾞｲ ﾘﾉ T&F佐久平

 3 小林 奈々実(6)   3:40.59 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 小諸東小

 4 木内 小夏(5)   3:46.44 
ｷｳﾁ ｺﾅﾂ あさまねSC

 5 小田切 心結(5)   3:51.29 
ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾐﾕｳ あさまねSC

 6 吉澤 心美(4)   4:03.16 
ﾖｼｻﾞﾜ ｺｺﾐ 川上第一

 7 宮﨑 愛菜(5)   4:05.13 
ﾐﾔｻﾞｷ ｱｲﾅ 佐久穂小

 8 佐々木 彩音(6)   4:05.15 
ｻｻｷ ｱﾔﾈ 軽井沢A&AC

 9 鷹野 愛梨(5)   4:26.32 
ﾀｶﾉ ｱｲﾘ あさまねSC

  井出 梅香(4)      
ｲﾃﾞ ｳﾒｶ 南牧北小

  井出 陽彩(4)      
ｲﾃﾞ ﾋｲﾛ 南牧北小

1  9001

小学共通女子

1000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  9022

9  9102

7  9041

5  9032

10  9104

3  9090

2  9045

DNS
6  9118

DNS

11  9035

4  9116



決勝 7月31日  9:55

大会記録(GR)                    13.54 

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速 +0.0

 1 清水 梨乃(6)     14.17  1 中嶋 優佳(6)     12.88 
ｼﾐｽﾞ ﾘﾉ T&F佐久平 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ 軽井沢A&AC

 2 栁澤 妃菜(5)     14.51  2 荻原 怜愛(6)     13.81 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｵｷﾞﾊﾗ ﾚﾅ 軽井沢A&AC

 3 小林 結乃(6)     16.45  3 荻原 推(6)     14.18 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｵｷﾞﾜﾗ ｽｲ 軽井沢A&AC

 4 栁澤 杏南(4)     17.77  4 柳澤 有唯(6)     15.07 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾝﾅ 軽井沢A&AC ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾘｲ T&F佐久平

  今井 蘭(6)        小林 優奈(6)      
ｲﾏｲ ﾗﾝ 南牧北小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾅ T&F佐久平

小学共通女子

80mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 所属名 記録／備考
4  9014 4  9052

ﾚｰﾝ No. 氏  名

大会新
2  9086 6  9044

6  9075 2  9043

5  9055 5  9023

3  9121 3  9010
DNS DNS



   1 中嶋 優佳(6) 軽井沢A&AC     12.88 (+0.0)大会新   2   1
   2 荻原 怜愛(6) 軽井沢A&AC     13.81 (+0.0)   2   2
   3 清水 梨乃(6) T&F佐久平     14.17 (-0.1)   1   1
   4 荻原 推(6) 軽井沢A&AC     14.18 (+0.0)   2   3
   5 栁澤 妃菜(5) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     14.51 (-0.1)   1   2
   6 柳澤 有唯(6) T&F佐久平     15.07 (+0.0)   2   4
   7 小林 結乃(6) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.45 (-0.1)   1   3
   8 栁澤 杏南(4) 軽井沢A&AC     17.77 (-0.1)   1   4
    今井 蘭(6) 南牧北小          (-0.1)DNS   1    
    小林 優奈(6) T&F佐久平          (+0.0)DNS   2    

小学共通女子

80mH
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
 9052

 9075
 9055
 9121
 9010

 9044
 9014
 9043
 9086
 9023



決勝 7月31日 10:10

大会記録(GR)                    14.39 

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 +1.2

 1 後小路 結月(2)     16.84  1 並木 彩華(3)     14.23 
ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾕﾂﾞｷ 野沢中 ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 野沢中

 2 林 菜々子(2)     17.33  2 大森 玲花(3)     14.84 
ﾊﾔｼ ﾅﾅｺ 野沢中 ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC

 3 高橋 汐来(2)     17.44  3 山口 莉央(3)     15.18 
ﾀｶﾊｼ ｾﾗ 野沢中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 軽井沢A&AC

 4 大澤 都葵子(2)     17.92  4 中嶋 杏佳(3)     15.19 
ｵｵｻﾜ ﾄﾜｺ 野沢中 ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 野沢中

 5 礒部 ひより(2)     18.91  5 櫻井 玲未(2)     16.51 
ｲｿﾍﾞ ﾋﾖﾘ 野沢中 ｻｸﾗｲ ﾚﾐ T&F佐久平

 6 川上 瑞詠(1)     19.44  6 栁澤 茉莉花(1)     16.89 
ｶﾜｶﾐ ﾐｽﾞｴ 野沢中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏﾘｶ 御代田

 7 大井 南(1)     20.79  7 竹内 瑞喜(2)     17.88 
ｵｵｲ ﾐﾅﾐ T&F佐久平 ﾀｹｳﾁ ﾐｽﾞｷ 野沢中

 8 武田 倖奈(1)     20.93   土屋 夢萌(3)      
ﾀｹﾀﾞ ﾕｷﾅ 野沢中 ﾂﾁﾕ ﾕﾒ 小諸東中 DNS

 4290

8  9016 3  4070

2  4092 8

9  4093 9  4274

3  4073 2  4047

6  4078 7  4086

5  4071 6  9047

大会新
7  4075 4  9051

所属名 記録／備考
4  4072 5  4087

ﾚｰﾝ No. 氏  名

中学女子

100mH(0.762-8.0m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 並木 彩華(3) 野沢中     14.23 (+1.2)大会新   2   1
   2 大森 玲花(3) 軽井沢A&AC     14.84 (+1.2)   2   2
   3 山口 莉央(3) 軽井沢A&AC     15.18 (+1.2)   2   3
   4 中嶋 杏佳(3) 野沢中     15.19 (+1.2)   2   4
   5 櫻井 玲未(2) T&F佐久平     16.51 (+1.2)   2   5
   6 後小路 結月(2) 野沢中     16.84 (+0.9)   1   1
   7 栁澤 茉莉花(1) 御代田     16.89 (+1.2)   2   6
   8 林 菜々子(2) 野沢中     17.33 (+0.9)   1   2
   9 高橋 汐来(2) 野沢中     17.44 (+0.9)   1   3
  10 竹内 瑞喜(2) 野沢中     17.88 (+1.2)   2   7
  11 大澤 都葵子(2) 野沢中     17.92 (+0.9)   1   4
  12 礒部 ひより(2) 野沢中     18.91 (+0.9)   1   5
  13 川上 瑞詠(1) 野沢中     19.44 (+0.9)   1   6
  14 大井 南(1) T&F佐久平     20.79 (+0.9)   1   7
  15 武田 倖奈(1) 野沢中     20.93 (+0.9)   1   8
    土屋 夢萌(3) 小諸東中          DNS   2    

 4274
 4075
 4071
 4070
 4078
 4073
 4093
 9016
 4092
 4290

 9051
 9047
 4086
 4047
 4072

備考 組 順位
 4087

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

中学女子

100mH(0.762-8.0m)
タイムレース



決勝 7月31日 10:25

大会記録(GR)          15.28 

風速 -0.3

 1 山本 紗帆(2)     16.78 
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾎ 野沢北高

2  1232

一般女子

100mH(0.838m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 7月31日 12:45

大会記録(GR)                    56.27 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 軽井沢A&AC  9043 荻原 推(6)     54.75 

ｶﾙｲｻﾞﾜA&AC ｵｷﾞﾜﾗ ｽｲ 大会新
 9048 小野澤 比奈矢(6)

ｵﾉｻﾞﾜ ｼｪﾅｰﾔ
 9044 荻原 怜愛(6)

ｵｷﾞﾊﾗ ﾚﾅ
 9052 中嶋 優佳(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ
 2   4 望月AC  9134 矢島 羽花(6)     59.85 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ ﾔｼﾞﾏ ﾊﾅ
 9137 髙橋 彩葉(5)

ﾀｶﾊｼ ｲﾛﾊ
 9132 長谷川 栞(5)

ﾊｾｶﾞﾜ ｼｵﾘ
 9135 柳澤 璃音(6)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘﾉﾝ
 3   6 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ  9086 栁澤 妃菜(5)   1:00.72 

ｻｸﾄﾞﾘｰﾑ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾅ
 9075 小林 結乃(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ
 9073 小松 乙都(6)

ｺﾏﾂ ｵﾄ
 9068 荒井 結愛(6)

ｱﾗｲ ﾕｱ
 4   5 T&F佐久平(B)  9015 石井 愛奈(6)   1:01.49 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ ｻｸﾀﾞｲﾗ ｲｼｲ ｱｲﾅ
 9011 松本 実倖(5)

ﾏﾂﾓﾄ ﾐｻﾁ
 9023 柳澤 有唯(6)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾘｲ
 9014 清水 梨乃(6)

ｼﾐｽﾞ ﾘﾉ
    3 T&F佐久平(A)      

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ ｻｸﾀﾞｲﾗ DNS

小学共通女子

4×100m

決勝



決勝 7月31日 10:00

大会記録(GR)                     1.58 

1m55 1m58
大森 玲花(3) - - - - - o o o xo o
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC xxo xxx
林 菜々子(2) - - - o o o o xxx
ﾊﾔｼ ﾅﾅｺ 野沢中
田中 杏(1) o o o o xxo o xxx
ﾀﾅｶ ｱﾝ 浅間中
後小路 結月(2) - - - o o xo xxx
ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾕﾂﾞｷ 野沢中
佐々木 小夏(3) - - - o o xxo xxx
ｻｻｷ ｺﾅﾂ 小諸東中
原 楓(2) o o xxo xxx
ﾊﾗ ｶｴﾃﾞ 軽井沢中
春原 歩和(1) o o xxx
ﾊﾙﾊﾗ ｱﾕﾅ 軽井沢中
山田 梨乃(1) o o xxx
ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾉ 小諸東中
塩野 芽梨(1) xo xo xxx
ｼｵﾉ ﾒﾘ 軽井沢中
栁澤 茉莉花(1) - - xxx NM
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏﾘｶ 御代田

決勝 7月31日 10:00

大会記録(GR)                     1.58 

中沢 麗葉(2)
ﾅｶｻﾞﾜ ｳﾙﾊ 佐久平総合高
宇都宮 新奈(1)
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾆﾅ 小諸高
東海林 優心花(1)
ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾕﾐｶ 野沢南高
後小路 葉月(1)
ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾊﾂﾞｷ 野沢北高
小林 愛実(2) DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾐ 佐久平総合高

備考
1m10 1m15 1m20 1m25 1m50

中学女子

走高跳

決勝

順位 試技
1m30 1m35 1m40 1m45

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m05

記録

2 9  4075
 1.35

3 7  4137
 1.30

1 10  9051
 1.55

6 1  4211
 1.15

7 2  4212
 1.10

4 6  4072
 1.30

5 8  4288
 1.30

     

7 5  4293
 1.10

9 4  4247
 1.10

一般女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

3  4274

備考
1 5  1201

- - - - - o

所属名 1m05 1m10

 1.45

1m30 1m35 1m40 1m45 1m501m15 1m20 1m25

2 4  2271
- -

記録

xo o xxo xxx

xxx  1.35

xxx

- - - o o

- - xo o
3 1  1260

- -  1.30xxx

3  1205

3 2  1236
- -

     

- xo o-  1.30



決勝 7月31日  9:20

大会記録(GR)                     4.21 

 ３回の
 最高記録

長谷川 栞(5)   3.57  3.32  3.24   3.57             3.57 
ﾊｾｶﾞﾜ ｼｵﾘ 望月AC   +0.6   0.0  -0.9   +0.6                      +0.6
髙橋 彩葉(5)   3.53  3.19  3.49   3.53             3.53 
ﾀｶﾊｼ ｲﾛﾊ 望月AC   +1.2  -0.1  -0.6   +1.2                      +1.2
松本 実倖(5)   3.02  2.30  2.68   3.02             3.02 
ﾏﾂﾓﾄ ﾐｻﾁ T&F佐久平   +0.5  +0.7  -0.7   +0.5                      +0.5
菅沼 杏菜(5)   2.91  2.97  2.81   2.97             2.97 
ｽｶﾞﾇﾏ ｱﾝﾅ 望月AC   +0.4  +0.5  -0.1   +0.5                      +0.5
簾田 ふうか(5)   2.05   x   2.58   2.58             2.58 
ﾐｽﾀﾞ ﾌｳｶ 望月AC   +0.7        -0.3   -0.3                      -0.3

決勝 7月31日  9:20

大会記録(GR)                     3.78 

 ３回の
 最高記録

矢島 羽花(6)   4.15  3.92  3.82   4.15             4.15 
ﾔｼﾞﾏ ﾊﾅ 望月AC   +0.8  +1.2   0.0   +0.8                      +0.8
小野澤 比奈矢(6)   3.90  4.06   x    4.06             4.06 
ｵﾉｻﾞﾜ ｼｪﾅｰﾔ 軽井沢A&AC   +0.8  +0.9         +0.9                      +0.9
小松 乙都(6)   3.70  3.83  3.62   3.83             3.83 
ｺﾏﾂ ｵﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +0.2  +0.7  -0.7   +0.7                      +0.7
柳澤 璃音(6)   3.31  3.13  3.10   3.31             3.31 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘﾉﾝ 望月AC   +0.2  +0.3  +0.3   +0.2                      +0.2

3 2  9073

4 1  9135

1 3  9134

2 4  9048

-5- -6- 記録 備考

小6女子

走幅跳

決勝

順位 試技 所属名 -1- -2- -3- -4-

5 2  9136

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

3 1  9011

4 3  9130

1 4  9132

2 5  9137

備考

小5女子

走幅跳

決勝

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



決勝 7月31日 12:00

大会記録(GR)                     5.13 

 ３回の
 最高記録

横山 心(2)   4.40  4.61  4.35   4.61   4.41  4.85  4.54   4.85 
ﾖｺﾔﾏ ｺｺﾛ 中込中   +1.6  +1.8  +1.8   +1.8   +0.6  +1.4  +0.3   +1.4
手塚 華(3)   3.77  3.89  3.97   3.97   3.77  3.80  3.62   3.97 
ﾃﾂﾞｶ ﾊﾅ 小諸東中   +2.0  +0.3  +1.5   +1.5   -0.6  +1.6  +1.8   +1.5
西村 奏(2)    x   3.32  3.97   3.97   3.71  3.78  3.79   3.97 
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅﾃﾞ T&F佐久平         +0.8  +1.0   +1.0   +0.4  +3.1  +2.2   +1.0
金澤 咲乃(1)   3.74  3.07   x    3.74   3.07  3.12  3.45   3.74 
ｶﾅｻﾞﾜ ｻｷﾉ 浅間中   +2.6  +0.4         +2.6   +1.2  +2.1  +3.1   +2.6
松澤 怜(1)   2.57  3.52  3.40   3.52   3.24  2.65  3.22   3.52 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾚｲ 浅間中   +1.6  +2.0  +1.9   +2.0   +1.0  +2.1  +2.2   +2.0
樋口 七海(1)   2.80  3.02  3.43   3.43   3.20  3.15  3.18   3.43 
ﾋｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 御代田   +0.9  +1.6  -0.5   -0.5   +1.6  +1.5  +2.5   -0.5
加藤 夕楓(1)   3.20  3.22  3.00   3.22   3.00  3.08  3.11   3.22 
ｶﾄｳ ﾕｳｶ 軽井沢中   +0.7  +1.4  -0.2   +1.4   +2.3  +2.2  +2.3   +1.4
小林 実央(1)   3.04  2.93  3.07   3.07   2.87  3.04  2.90   3.07 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｵ 小諸東中   +1.1  +0.6  -0.2   -0.2   +1.9  +0.5  +1.3   -0.2
簾田 あいら(1)    x   3.05  3.02   3.05             3.05 
ﾐｽﾀﾞ ｱｲﾗ 望月AC         +1.6  +1.0   +1.6                      +1.6
小山 真央(1)    x   2.46  2.51   2.51             2.51 
ｺﾔﾏ ﾏｵ 御代田         +1.8   0.0    0.0                       0.0
長岡 沙樹(1)                            DNS
ﾅｶﾞｵｶ ｻｷ 軽井沢中                                                   

決勝 7月31日 10:20

大会記録(GR)               5.13 

 ３回の
 最高記録

関口 蒔琉(2)    x   4.62  4.72   4.72   4.42  4.61  4.89   4.89 
ｾｷｸﾞﾁ ﾏｸﾙ 野沢北高         -0.1  +0.9   +0.9   +0.2  -0.5  +0.2   +0.2
川上 珠実(1)   4.49  4.54  4.48   4.54   4.61  4.62  4.60   4.62 
ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ 野沢北高   +0.5  -0.9  -0.1   -0.9   +1.3  -0.4  +0.8   -0.4
菅沼 花菜(3)    x   4.43  4.42   4.43   4.38  4.38  4.60   4.60 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ 望月AC         +0.4  -0.1   +0.4   +1.2  +0.5  -1.3   -1.3
寺澤 恵美(2)   4.43  4.17  4.25   4.43   4.30  4.50  4.27   4.50 
ﾃﾗｻﾜ ﾒｸﾞﾐ 野沢北高   -0.1  -0.5   0.0   -0.1   +0.3  +0.5  -1.3   +0.5
富松 南帆(2)   4.20  4.28   x    4.28   4.41  4.37  4.17   4.41 
ﾄﾐﾏﾂ ﾅﾎ 佐久平総合高   -1.3  -0.9         -0.9   -0.6  +0.4  -1.2   -0.6
高見澤 茉那(1)    x   3.89  4.36   4.36   3.76   x   3.72   4.36 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾏﾅ 佐久長聖高         -0.7  -0.1   -0.1   +0.6        -1.1   -0.1
飯高 愛莉(1)    x   3.89  3.89   3.89   3.84  3.43  3.71   3.89 
ｲｲﾀｶ ｱｲﾘ 佐久長聖高         -0.8  +1.0   -0.8   -0.3  -0.5  -0.3   -0.8
高塚 弘美   3.48   x   3.50   3.50   3.42  3.44   x    3.50 
ﾀｶﾂｶ ﾋﾛﾐ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ   +0.4        +0.8   +0.8   -0.6  -0.5         +0.8
鈴木 花梨(1)                            DNS
ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 岩村田高                                                   

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 10  4117

2 8  4291

3 11  4039

4 7  4134

5 9  4131

6 3  4271

7 2  4244

8 5  4298

4  4245

9 6  4185

10 1  4275

一般女子

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 8  1224

2 4  1239

3 9  1249

4 6  1234

5 7  1204

6 1  2251

5  1277

7 3  1297

8 2  9140



決勝 7月31日  9:30

大会記録(GR)                    12.87 

 ３回の
 最高記録

中嶋 美代(2)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾖ 野沢中
小関 朱音(1)
ｺｾｷ ｱｶﾈ 御代田
森角 桃湖(2)
ﾓﾘｶｸ ﾓﾓｺ 野沢中
西村 奏(2)
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅﾃﾞ T&F佐久平
相沢 可菜実(2)
ｱｲｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 小諸東中

決勝 7月31日  9:30

大会記録(GR)                    11.08 

 ３回の
 最高記録

栁澤 歩乃(1)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾎﾉ 佐久長聖高
村上 沙那(2)
ﾑﾗｶﾐ ｻﾅ 上田東高

備考

中学女子

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

1 5  4074
  8.88  8.85

-3- -5- -6--4-氏  名 所属名 -1- -2-

  8.01 

  9.29   9.29   9.32  8.88

記録

  9.32 

2 4  4273
  7.42

  8.96

  8.01  7.38   8.01   7.76  7.82  7.52

  8.00 

4 1  4039
  5.95  6.17  5.95   6.17   6.07  6.00  6.33  6.33 

  7.46   7.54   8.00  7.68  7.52
3 3  4076

  7.41  7.54

記録 備考

一般女子

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技

  5.82   5.77   5.82   5.40  4.84  5.79
5 2  4292

  5.47  5.82

-4-氏  名 所属名 -1- -2-

  6.16

ﾅﾝﾊﾞｰ

1 2  2254
  9.17  8.96

-3- -5- -6-

2 1  1443
  6.02  5.65  5.83   6.16 

  9.10   9.17   9.09  8.95  9.02  9.17 

   6.02   5.82  5.20



決勝 7月31日 13:00
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 ３回の
 最高記録

中沢 麗葉(2)
ﾅｶｻﾞﾜ ｳﾙﾊ 佐久平総合高
土屋 凜奈(2)
ﾂﾁﾔ ﾘﾝﾅ 野沢南高
関口 蒔琉(2)
ｾｷｸﾞﾁ ﾏｸﾙ 野沢北高

決勝 7月31日 10:15

大会記録(GR)                    38.32 

 ３回の
 最高記録

栁澤 歩乃(1)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾎﾉ 佐久長聖高
土屋 凜奈(2)
ﾂﾁﾔ ﾘﾝﾅ 野沢南高
若杉 未来(1)
ﾜｶｽｷﾞ ﾐｸ 佐久平総合高
村上 沙那(2)
ﾑﾗｶﾐ ｻﾅ 上田東高

 18.63

3 1  1224
 18.64   x

 25.85 

2 3  1259
 23.76

 21.47    x   18.64  21.47   x    x

一般女子

やり投(600g)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

1 2  1201
   x  22.90

氏  名 所属名 -1- -2-

 24.31  24.31

-3-

-3- -5- -6- 記録 備考

一般女子

円盤投(1.000kg)

決勝

順位

-5- -6- 記録 備考-4-

 24.94 

 25.85 25.26 25.37

 23.59 21.38  23.76    x  24.94

-4-氏  名 所属名 -1- -2-試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

1 3  2254
 23.05  23.05 

2 4  1259
 15.42 21.04   x   21.04    x  19.71   x  21.04 

 20.80  23.05  22.33 20.25 22.38 22.33

 16.41  16.41  19.25 19.20 17.67 19.25 

  17.16  17.14

3 1  1203
 16.08   x

 15.90
4 2  1443

 17.16 16.17 15.40  15.66 17.16 


	表紙
	決勝記録一覧表
	4-100
	56-100
	中100
	100
	200
	400・800
	1000
	80h
	100h (2)
	100h
	4継
	高
	小幅
	幅
	砲丸
	やり・円盤

