
大会コード 22170706

： 2022年9月4日(日)
： 菅平高原スポーツランド陸上競技場（コード173080 ） 
： 上田市　上田市教育委員会

(一財）上田市スポーツ協会　　上田市陸上競技協会
上田市陸上競技協会

： 杉崎　憲雄
： 小林　高茂　　　細田　和生
： 細田　和生　
： 横沢　和樹

■この大会で樹立された記録

ジャベリックボール投  小野澤 比奈矢 軽井沢A&AC 

■グラウンドコンディション

■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 
他の競技者を妨害した (R163-2) (走高跳・棒高跳)
他のレーンに入った (R163-3a) 失敗・無効試技
縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った (R163-3b) パス
ブレイクライン手前でレーンを離れ内側に入った (R163-5) 試合放棄
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)
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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12:00 晴れ 南南東 0.9 22.3 72.3
11:00 晴れ 南 1.7 20.9 77.6

14:00 晴れ 南南東 1.5 23.7 69.010:00 晴れ 南南東 1.2 21.5 77.3
13:00 晴れ 南東 1.3 22.4 70.909:30 晴れ 東南東 1.5 19.7 83.5
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9/04 決勝 50.15 県小新女  49.71 
日付 男女 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 記録 氏名(学年) 所属 従来の記録 備考



第28回上田陸上カーニバル ﾄﾗｯｸ審判長 細田　和生

跳躍審判長 細田　和生
投てき審判長 細田　和生

【開催日】 2022年9月4日 記録主任 横沢　和樹

【主催団体】 上田市　上田市教育委員会　上田市スポーツ協会　 決勝記録一覧表
女  子 【競技場】 菅平高原スポーツランド

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

 9/ 4 小学女子1年  +3.6 櫻井 芽依(1) 14.11

60m 真田陸上教室
 9/ 4 小学女子2年  +1.7 荻原 明香里(2) 11.96 松尾 華歩(2) 11.96 横沢 こはる(2) 12.29 柳澤 美琴(2) 12.47 柳沢 花心(2) 12.90

60m 真田陸上教室 真田陸上教室 真田陸上教室 真田陸上教室 真田陸上教室
 9/ 4 小学女子3年  +1.6 土屋 紗英(3) 10.14 樋口 琴美(3) 11.76

60m 軽井沢A&AC 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
 9/ 4 小学女子4年  +2.0 神子澤 凛(4) 16.20 片山 美恭乃(4) 16.93 小池 芽衣(4) 17.00 佐藤 心陽(4) 17.79 若林 虹心(4) 18.43

100m 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 東御市陸上教室 東御市陸上教室 真田陸上教室 真田陸上教室
 9/ 4 小学女子5年 角田 桜子(5) 13.69 篠原 陽向花(5) 14.87 長谷川 栞(5) 15.23 大久保 明凛(5) 15.36 栁澤 妃菜(5) 15.55 成澤 沙喜(5) 16.36 小山 知紗(5) 16.65 両角 美琴(5) 16.84

100m 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小海小 望月AC 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 真田ｸﾗﾌﾞ 真田ｸﾗﾌﾞ 真田陸上教室
 9/ 4 小学女子6年 中嶋 優佳(6) 13.60 荻原 怜愛(6) 14.33 荒井 結愛(6) 14.57 荒井 こころ(6) 15.18 矢島 羽花(6) 15.20 戸兵 心瞳(6) 15.55 碓氷 桐榎(6) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 15.56

100m 軽井沢A&AC 軽井沢A&AC 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 真田陸上教室 望月AC 真田陸上教室 小松 乙都(6) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
 9/ 4 小学女子低学 成澤 里乃(3) 3:58.61 小山 凛花(2) 4:00.86 菊原 唯月(3) 4:07.43 春原 彩那(3) 4:10.06 齊藤 星月(1) 4:25.90 池田 桃子(2) 4:39.84 山口 優那(2) 4:41.39 深澤 明日泉(3) 4:44.78

1000m 真田ｸﾗﾌﾞ 腰越JSC 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 軽井沢A&AC 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 真田ｸﾗﾌﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 真田ｸﾗﾌﾞ
 9/ 4 小学女子高学 帯刀 晶(6) 3:19.36 成澤 沙喜(5) 3:44.26 黒木 愛叶(5) 3:47.52 竹花 ひまり(6) 3:48.56 小山 柊花(5) 3:56.56 関 紘沙(5) 4:20.02 山宮 里実(5) 4:22.82

1000m 真田ｸﾗﾌﾞ 真田ｸﾗﾌﾞ 真田ｸﾗﾌﾞ 腰越JSC 腰越JSC 真田ｸﾗﾌﾞ 真田陸上教室
 9/ 4 中嶋 優佳(6) 4.68(+0.8) 小野澤 比奈矢(6) 4.41(+0.4) 荒井 結愛(6) 4.17(+1.7) 荒井 こころ(6) 4.10(+0.9) 伊東 ほの香(6) 3.91(+3.5) 矢島 羽花(6) 3.82(+0.7) 小松 乙都(6) 3.75(+1.7) 長谷川 栞(5) 3.55(+2.2)

走幅跳 軽井沢A&AC 軽井沢A&AC 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 真田陸上教室 真田陸上教室 望月AC 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 望月AC
 9/ 4 小野澤 比奈矢(6) 50.15 伊東 ほの香(6) 43.34 荻原 怜愛(6) 21.65 山口 紗和(4) 20.64 両角 美琴(5) 20.46 杉山 咲和(4) 20.24 佐藤 心陽(4) 19.47 宮入 祥香(4) 10.55

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 軽井沢A&AC 真田陸上教室 軽井沢A&AC 真田陸上教室 真田陸上教室 真田陸上教室 真田陸上教室 真田陸上教室
 9/ 4 中学女子 竹内 瑞喜(2) 13.45 倉島 佳音(1) 13.97 青木 里紗(2) 14.12 大澤 都葵子(2) 14.16 菊地 遥奈(3) 14.23 中山 里恋(2) 14.32 向井 美央(2) 14.43 井出 奈那(2) 14.52

100m 野沢中 東御東部中 上田第一中 野沢中 真田ｸﾗﾌﾞ 上田四中 浅間中 上田第五中
 9/ 4 北原 和(2) 4:55.95 田畑 香奈(2) 5:01.18 菊地 遥奈(3) 5:17.94 成澤 あん里(2) 5:19.77 山浦 瑠楠(2) 5:52.81 久保田 那月(1) 5:53.96 降幡 葵彩(2) 6:06.03 杉山 陽乃(1) 6:29.73

1500m 真田ｸﾗﾌﾞ 真田ｸﾗﾌﾞ 真田ｸﾗﾌﾞ 真田ｸﾗﾌﾞ 上田第一中 上田第五中 上田第五中 真田中
 9/ 4 大森 玲花(3) 5.06(+1.4) 後小路 結月(2) 4.37(+1.4) 林 菜々子(2) 4.21(+1.5) 清水 悠凪(2) 4.11(+2.3) 川元 唯楓(1) 4.05(+1.9) 田中 詩季(2) 3.99(+1.8) 小林 由奈(2) 3.92(+1.7) 川上 瑞詠(1) 3.91(+1.8)

走幅跳 軽井沢A&AC 野沢中 野沢中 上田第一中 野沢中 上田第五中 真田中 野沢中
 9/ 4 森角 桃湖(2) 8.10 武田 倖奈(1) 7.40 加藤 夕楓(1) 6.77 丸山 幸華(2) 5.35 春原 歩和(1) 4.81

砲丸投(2.721kg) 野沢中 野沢中 軽井沢中 上田第一中 軽井沢中
 9/ 4 野沢中(A)       55.24 野沢中(B)       57.64 上田第一中       58.14 真田ｸﾗﾌﾞ(A)       58.73 軽井沢中       59.50

4×100m 川元 唯楓(1) 高橋 汐来(2) 山浦 瑠楠(2) 田畑 香奈(2) 加藤 夕楓(1)
竹内 瑞喜(2) 川上 瑞詠(1) 青木 里紗(2) 菊地 遥奈(3) 長岡 沙樹(1)
林 菜々子(2) 大澤 都葵子(2) 清水 悠凪(2) 成澤 あん里(2) 春原 歩和(1)
後小路 結月(2) 礒部 ひより(2) 丸山 幸華(2) 北原 和(2) 真山 世凪(1)

 9/ 4 女子  +1.9 向井 美来(1) 13.52 松木  紗良(2) 14.70
100m 野沢北高 上田千曲高

 9/ 4 竹花  明姫(2) 5:47.21
1500m 上田千曲高

 9/ 4 松木  紗良(2) 4.92 徳竹 華歩(2) 4.42
砲丸投(4.000kg) 上田千曲高 上田千曲高

県小学生新



決勝 9月4日 13:50

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 野沢中(A)  4090 川元 唯楓(1)     55.24 

ﾉｻﾞﾜﾁｭｳ ｶﾜﾓﾄ ｲﾌﾞｷ
 4070 竹内 瑞喜(2)

ﾀｹｳﾁ ﾐｽﾞｷ
 4075 林 菜々子(2)

ﾊﾔｼ ﾅﾅｺ
 4072 後小路 結月(2)

ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾕﾂﾞｷ
 2   7 野沢中(B)  4071 高橋 汐来(2)     57.64 

ﾉｻﾞﾜﾁｭｳ ﾀｶﾊｼ ｾﾗ
 4093 川上 瑞詠(1)

ｶﾜｶﾐ ﾐｽﾞｴ
 4078 大澤 都葵子(2)

ｵｵｻﾜ ﾄﾜｺ
 4073 礒部 ひより(2)

ｲｿﾍﾞ ﾋﾖﾘ
 3   2 上田第一中  8816 山浦 瑠楠(2)     58.14 

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
 4   5 真田ｸﾗﾌﾞ(A)  4651 田畑 香奈(2)     58.73 

ｻﾅﾀﾞｸﾗﾌﾞ ﾀﾊﾞﾀ ｶﾅ
 4393 菊地 遥奈(3)

ｷｸﾁﾊﾙﾅ
 4464 成澤 あん里(2)

ﾅﾙｻﾜ ｱﾝﾘ
 4632 北原 和(2)

ｷﾀﾊﾗ ﾅｺﾞﾐ
 5   4 軽井沢中  4244 加藤 夕楓(1)     59.50 

ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳ ｶﾄｳ ﾕｳｶ
 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
    6 上田第五中  4699 渡邉 心結(2)      

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ DNS
 4693 井出 奈那(2)

ｲﾃﾞ ﾅﾅ
 4696 田中 詩季(2)

ﾀﾅｶ ｼｷ
 4674 佐藤 柚希(1)

ｻﾄｳ ﾕｽﾞｷ

中学女子

4×100m

決勝



決勝 9月4日 11:00

 ３回の
 最高記録

森角 桃湖(2)
ﾓﾘｶｸ ﾓﾓｺ 野沢中
武田 倖奈(1)
ﾀｹﾀﾞ ﾕｷﾅ 野沢中
加藤 夕楓(1)
ｶﾄｳ ﾕｳｶ 軽井沢中
丸山 幸華(2)
ﾏﾙﾔﾏ ｻﾁｶ 上田第一中
春原 歩和(1)
ﾊﾙﾊﾗ ｱﾕﾅ 軽井沢中

-5- -6- 記録 備考-4-

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- -3-

1 5  4076
  7.44   7.32

  7.40 

  8.10    8.10          

   

  8.10 

  6.52   7.40    7.40       
2 3  4092

  6.82

  5.35 

  6.35    6.77          

  5.35   4.72    5.35          

5 1  4212
  4.67   4.81

  6.77 

4 2  8817
  4.76

3 4  4244
  6.10   6.77

  4.81   4.64    4.81          



決勝 9月4日 11:00

 ３回の
 最高記録

松木  紗良(2)
ﾏﾂｷ  ｻﾗ 上田千曲高
徳竹 華歩(2)
ﾄｸﾀｹ ｶﾎ 上田千曲高

2 1  1486
  4.34   4.42      4.42 

  4.55    4.92            4.92 

  3.26    4.42       

1 2  1497
  4.90   4.92

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- -5- -6- 記録 備考-4-



決勝 9月4日  9:30

 ３回の
 最高記録

小野澤 比奈矢(6) 県小学生新
ｵﾉｻﾞﾜ ｼｪﾅｰﾔ 軽井沢A&AC
伊東 ほの香(6)
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 真田陸上教室
荻原 怜愛(6)
ｵｷﾞﾊﾗ ﾚﾅ 軽井沢A&AC
山口 紗和(4)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾜ 真田陸上教室
両角 美琴(5)
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾐｺﾄ 真田陸上教室
杉山 咲和(4)
ｽｷﾞﾔﾏ ｻﾜ 真田陸上教室
佐藤 心陽(4)
ｻﾄｳ ｺﾊﾙ 真田陸上教室
宮入 祥香(4)
ﾐﾔｲﾘ ｻﾁｶ 真田陸上教室
宮沢 美玖(6) DNS
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｸ 神科小
北野 小春(6) DNS
ｷﾀﾉ ｺﾊﾙ 真田陸上教室
荻原 推(6) DNS
ｵｷﾞﾜﾗ ｽｲ 軽井沢A&AC

小学女子高学年

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -6- 備考

1 10     5
   o    o  50.15   50.15

   o   43.34       

-4- -5-

      

-1- -2- -3-

    50.15 

記録

    43.34 

 20.64 

5 4    76
 20.46    o

3 9     2
   o    o  21.65   21.65       

 20.24 

  19.47           19.47 

    21.65 

2 11    48
 43.34    o

       20.46 

4 7    59
   o    o  20.64   20.64    

  20.24       

   o   20.46    

      

   

   53
   o  10.55

6 6    65
 20.24    o    o

   o

8     1
                

7 5    56
 19.47    o    o

1    80
                

8 2

3    69
                          

  10.55       

          

    10.55 

          



決勝 9月4日 11:00

 ３回の
 最高記録

徳竹 華歩(2)                            DNS
ﾄｸﾀｹ ｶﾎ 上田千曲高                                                   

記録 備考

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -6-

1  1486

-4- -5--1- -2- -3-



決勝 9月4日  9:30

 ３回の
 最高記録

大森 玲花(3)    x   4.81   5.06    5.06             5.06 
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC         +1.5   +1.4    +1.4                      +1.4
後小路 結月(2)   4.13   4.17   4.37    4.37             4.37 
ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾕﾂﾞｷ 野沢中   +1.6   +2.1   +1.4    +1.4                      +1.4
林 菜々子(2)   4.21   3.94   3.81    4.21             4.21 
ﾊﾔｼ ﾅﾅｺ 野沢中   +1.5   +1.2   +1.3    +1.5                      +1.5
清水 悠凪(2)   3.98   4.11   4.03    4.11             4.11 
ｼﾐｽﾞ ﾕﾅ 上田第一中   +1.9   +2.3   +1.6    +2.3                      +2.3
川元 唯楓(1)   3.89    x   4.05    4.05             4.05 
ｶﾜﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 野沢中   +1.0         +1.9    +1.9                      +1.9
田中 詩季(2)   3.69   3.99   3.99    3.99             3.99 
ﾀﾅｶ ｼｷ 上田第五中   +0.6   +1.9   +1.8    +1.8                      +1.8
小林 由奈(2)   3.79   3.92   3.69    3.92             3.92 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 真田中   +1.6   +1.7   +2.0    +1.7                      +1.7
川上 瑞詠(1)   3.91   3.76   3.77    3.91             3.91 
ｶﾜｶﾐ ﾐｽﾞｴ 野沢中   +1.8   +1.7   +1.7    +1.8                      +1.8
宮原 春乃(1)    x   3.72   3.71    3.72             3.72 
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾊﾙﾉ 上田第五中         +1.2   +2.4    +1.2                      +1.2
杉山 陽乃(1)   3.41   3.22   3.40    3.41             3.41 
ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾉ 真田中   +2.0   +2.9    0.0    +2.0                      +2.0
石井 華蓮(1)   3.14   3.32   3.39    3.39             3.39 
ｲｼｲ ｶﾚﾝ 野沢中   +1.8   +1.3   +1.3    +1.3                      +1.3
永井 夕鈴(1)   3.32   3.28   3.16    3.32             3.32 
ﾅｶﾞｲ ﾕｽﾞ 上田第五中   +1.6   +0.8   +1.5    +1.6                      +1.6

11 3  4091

12 1  4690

9 4  4691

10 2  4422

7 7  4420

8 8  4093

5 10  4090

6 5  4696

3 9  4075

4 6  8819

1 12     6

2 11  4072

備考

中学女子

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 9月4日 12:00

 ３回の
 最高記録

中嶋 優佳(6)   4.43   4.68   4.51    4.68             4.68 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ 軽井沢A&AC   +0.5   +0.8   +1.1    +0.8                      +0.8
小野澤 比奈矢(6)   4.41   4.41   4.28    4.41             4.41 
ｵﾉｻﾞﾜ ｼｪﾅｰﾔ 軽井沢A&AC   +1.3   +0.4   +1.8    +0.4                      +0.4
荒井 結愛(6)    x   4.17   4.09    4.17             4.17 
ｱﾗｲ ﾕｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ         +1.7   +2.2    +1.7                      +1.7
荒井 こころ(6)    x   3.92   4.10    4.10             4.10 
ｱﾗｲ ｺｺﾛ 真田陸上教室         +1.1   +0.9    +0.9                      +0.9
伊東 ほの香(6)   3.85   3.91   3.77    3.91             3.91 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 真田陸上教室   +1.2   +3.5   +1.0    +3.5                      +3.5
矢島 羽花(6)   3.41   3.82   2.48    3.82             3.82 
ﾔｼﾞﾏ ﾊﾅ 望月AC   +0.4   +0.7   +1.8    +0.7                      +0.7
小松 乙都(6)   3.72   3.67   3.75    3.75             3.75 
ｺﾏﾂ ｵﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +1.6   +2.3   +1.7    +1.7                      +1.7
長谷川 栞(5)   3.54   3.55   3.50    3.55             3.55 
ﾊｾｶﾞﾜ ｼｵﾘ 望月AC   +1.9   +2.2    0.0    +2.2                      +2.2
菅沼 杏菜(5)   2.95   3.24   3.19    3.24             3.24 
ｽｶﾞﾇﾏ ｱﾝﾅ 望月AC   +1.6   +1.2   +2.1    +1.2                      +1.2
栁澤 妃菜(5)   3.23   3.07   3.17    3.23             3.23 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +2.3   +2.3   +0.9    +2.3                      +2.3
佐々木 彩音(6)   3.18   3.06   3.11    3.18             3.18 
ｻｻｷ ｱﾔﾈ 軽井沢A&AC   +2.0   +0.7   +2.7    +2.0                      +2.0
小林 結乃(6)    x    x   3.14    3.14             3.14 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ               +1.0    +1.0                      +1.0
大久保 明凛(5)   3.05   3.11   3.06    3.11             3.11 
ｵｵｸﾎﾞ ｱｶﾘ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +1.5   +0.1   +1.0    +0.1                      +0.1
山口 紗和(4)   2.98    x    x    2.98             2.98 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾜ 真田陸上教室   +1.7                +1.7                      +1.7
小山 知紗(5)   2.85   2.88   2.91    2.91             2.91 
ｺﾔﾏ ﾁｻ 真田ｸﾗﾌﾞ   +1.3   +2.2   +0.5    +0.5                      +0.5
杉山 咲和(4)   2.39   2.31   2.19    2.39             2.39 
ｽｷﾞﾔﾏ ｻﾜ 真田陸上教室   +1.4   +3.0   +1.0    +1.4                      +1.4
若林 虹心(4)    x    x   2.22    2.22             2.22 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾆｺ 真田陸上教室               +1.4    +1.4                      +1.4
宮入 祥香(4)   2.19   2.18   2.13    2.19             2.19 
ﾐﾔｲﾘ ｻﾁｶ 真田陸上教室   +1.8   +1.8   +0.8    +1.8                      +1.8
柳澤 璃音(6)                            DNS
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘﾉﾝ 望月AC                                                   
荻原 推(6)                            DNS
ｵｷﾞﾜﾗ ｽｲ 軽井沢A&AC                                                   
髙橋 彩葉(5)                            DNS
ﾀｶﾊｼ ｲﾛﾊ 望月AC                                                   

11    87

6    86

10     1

17 2    62

18 1    53

15 3    37

16 4    65

13 19    23

14 9    59

11 12     3

12 5    20

9 8    83

10 7    31

7 17    19

8 16    84

5 15    48

6 21    85

3 13    15

4 18    55

1 20     7

2 14     5

備考

小学女子高学年

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 9月4日 10:30

風速 +3.6

 3 櫻井 芽依(1)     14.11 
ｻｸﾗｲ ﾒｲ 真田陸上教室

5    77

小学女子1年

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月4日 10:35

風速 +1.7

 1 荻原 明香里(2)     11.96 
ｵｷﾞﾜﾗ ｱｶﾘ 真田陸上教室

 2 松尾 華歩(2)     11.96 
ﾏﾂｵ ｶﾎ 真田陸上教室

 3 横沢 こはる(2)     12.29 
ﾖｺｻﾜ ｺﾊﾙ 真田陸上教室

 4 柳澤 美琴(2)     12.47 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐｺﾄ 真田陸上教室

 5 柳沢 花心(2)     12.90 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｺ 真田陸上教室

3    63

小学女子2年

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2    52

4    72

6    51

5    74



決勝 9月4日 10:45

風速 +1.6

 1 土屋 紗英(3)     10.14 
ﾂﾁﾔ ｻｴ 軽井沢A&AC

 2 樋口 琴美(3)     11.76 
ﾋｸﾞﾁ ｺﾄﾐ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

小学女子3年

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6     8

5    27



決勝 9月4日 10:55

風速 +2.0

 1 神子澤 凛(4)     16.20 
ｶﾐｺｻﾞﾜ ﾘﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 片山 美恭乃(4)     16.93 
ｶﾀﾔﾏ ﾐﾂﾉ 東御市陸上教室

 3 小池 芽衣(4)     17.00 
ｺｲｹ ﾒｲ 東御市陸上教室

 4 佐藤 心陽(4)     17.79 
ｻﾄｳ ｺﾊﾙ 真田陸上教室

 5 若林 虹心(4)     18.43 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾆｺ 真田陸上教室

5    82

小学女子4年

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    21

2    62

3    81

4    56



決勝 9月4日 11:10

[ 1組] 風速 +3.5 [ 2組] 風速 +1.7

 1 栁澤 妃菜(5)     15.55  1 角田 桜子(5)     13.69 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾂﾉﾀﾞ ｻｸﾗｺ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 成澤 沙喜(5)     16.36  2 篠原 陽向花(5)     14.87 
ﾅﾙｻﾜ ｻｷ 真田ｸﾗﾌﾞ ｼﾉﾊﾗ ﾋﾏﾘ 小海小

 3 小山 知紗(5)     16.65  3 長谷川 栞(5)     15.23 
ｺﾔﾏ ﾁｻ 真田ｸﾗﾌﾞ ﾊｾｶﾞﾜ ｼｵﾘ 望月AC

 4 両角 美琴(5)     16.84  4 大久保 明凛(5)     15.36 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾐｺﾄ 真田陸上教室 ｵｵｸﾎﾞ ｱｶﾘ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 5 山宮 里実(5)     16.97   髙橋 彩葉(5)      
ﾔﾏﾐﾔ ｻﾄﾐ 真田陸上教室 ﾀｶﾊｼ ｲﾛﾊ 望月AC

 6 菅沼 杏菜(5)     16.98 
ｽｶﾞﾇﾏ ｱﾝﾅ 望月AC

小学女子5年

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
3    31 5    13

ﾚｰﾝ No. 氏  名

5    40 6    32

7    37 2    84

2    76 3    23

DNS
6    83

4    58 4    87



   1 角田 桜子(5) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     13.69 (+1.7)   2   1
   2 篠原 陽向花(5) 小海小     14.87 (+1.7)   2   2
   3 長谷川 栞(5) 望月AC     15.23 (+1.7)   2   3
   4 大久保 明凛(5) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.36 (+1.7)   2   4
   5 栁澤 妃菜(5) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.55 (+3.5)   1   1
   6 成澤 沙喜(5) 真田ｸﾗﾌﾞ     16.36 (+3.5)   1   2
   7 小山 知紗(5) 真田ｸﾗﾌﾞ     16.65 (+3.5)   1   3
   8 両角 美琴(5) 真田陸上教室     16.84 (+3.5)   1   4
   9 山宮 里実(5) 真田陸上教室     16.97 (+3.5)   1   5
  10 菅沼 杏菜(5) 望月AC     16.98 (+3.5)   1   6
    髙橋 彩葉(5) 望月AC          (+1.7) DNS   2    

組 順位
   13
   32
   84

氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

小学女子5年

100m
タイムレース

順位 No.

   58
   83
   87

   23
   31
   40
   37
   76



決勝 9月4日 11:30

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 +1.5

 1 戸兵 心瞳(6)     15.55  1 中嶋 優佳(6)     13.60 
ﾄﾋｮｳ ｺｺﾐ 真田陸上教室 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ 軽井沢A&AC

 2 碓氷 桐榎(6)     15.56  2 荻原 怜愛(6)     14.33 
ｳｽｲ ｷﾘｶ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｵｷﾞﾊﾗ ﾚﾅ 軽井沢A&AC

 3 佐々木 彩音(6)     15.69  3 荒井 結愛(6)     14.57 
ｻｻｷ ｱﾔﾈ 軽井沢A&AC ｱﾗｲ ﾕｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 若林 千紗(6)     16.02  4 荒井 こころ(6)     15.18 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾁｻ 真田陸上教室 ｱﾗｲ ｺｺﾛ 真田陸上教室

 5 朝倉 こと子(6)     16.06  5 矢島 羽花(6)     15.20 
ｱｻｸﾗ ｺﾄｺ 真田陸上教室 ﾔｼﾞﾏ ﾊﾅ 望月AC

 6 小林 結乃(6)     16.47  6 小松 乙都(6)     15.56 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｺﾏﾂ ｵﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 7 柳沢 華菜(6)     16.78   宮沢 美玖(6)      
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾅ 真田陸上教室 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｸ 神科小

  柳澤 璃音(6)      
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘﾉﾝ 望月AC

DNS
4    86

DNS

   80

8    20 2    19

1    73 4

7    67 3    85

3    61 6    55

2     3 8    15

6    12 7     2

所属名 記録／備考
5    54 5     7

ﾚｰﾝ No. 氏  名

小学女子6年

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 中嶋 優佳(6) 軽井沢A&AC     13.60 (+1.5)   2   1
   2 荻原 怜愛(6) 軽井沢A&AC     14.33 (+1.5)   2   2
   3 荒井 結愛(6) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     14.57 (+1.5)   2   3
   4 荒井 こころ(6) 真田陸上教室     15.18 (+1.5)   2   4
   5 矢島 羽花(6) 望月AC     15.20 (+1.5)   2   5
   6 戸兵 心瞳(6) 真田陸上教室     15.55 (+0.7)   1   1
   7 碓氷 桐榎(6) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.56 (+0.7)   1   2
   7 小松 乙都(6) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.56 (+1.5)   2   6
   9 佐々木 彩音(6) 軽井沢A&AC     15.69 (+0.7)   1   3
  10 若林 千紗(6) 真田陸上教室     16.02 (+0.7)   1   4
  11 朝倉 こと子(6) 真田陸上教室     16.06 (+0.7)   1   5
  12 小林 結乃(6) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.47 (+0.7)   1   6
  13 柳沢 華菜(6) 真田陸上教室     16.78 (+0.7)   1   7
    柳澤 璃音(6) 望月AC          (+0.7) DNS   1    
    宮沢 美玖(6) 神科小          (+1.5) DNS   2    

   86
   80

    3
   61
   67
   20
   73

   55
   85
   54
   12
   19

順位
    7
    2
   15

小学女子6年

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名 組都道府県 所属名 記録（風） 備考



決勝 9月4日  9:50

 1 成澤 里乃(3)   3:58.61 
ﾅﾙｻﾜ ﾘﾉ 真田ｸﾗﾌﾞ

 2 小山 凛花(2)   4:00.86 
ｺﾔﾏ ﾘﾝｶ 腰越JSC

 3 菊原 唯月(3)   4:07.43 
ｷｸﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 春原 彩那(3)   4:10.06 
ﾊﾙﾊﾗ ｻﾔﾅ 軽井沢A&AC

 5 齊藤 星月(1)   4:25.90 
ｻｲﾄｳ ﾙﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 6 池田 桃子(2)   4:39.84 
ｲｹﾀﾞ ﾓﾓｺ 真田ｸﾗﾌﾞ

 7 山口 優那(2)   4:41.39 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 8 深澤 明日泉(3)   4:44.78 
ﾌｶｻﾜ ｱｽﾐ 真田ｸﾗﾌﾞ

 9 土屋 椛音(1)   4:45.87 
ﾂﾁﾔ ｶﾉﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

1    26

5    18

6    38

7    29

8    43

3    14

9     4

2    10

小学女子低学年

1000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    41



決勝 9月4日 10:10

 1 帯刀 晶(6)   3:19.36 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱｷ 真田ｸﾗﾌﾞ

 2 成澤 沙喜(5)   3:44.26 
ﾅﾙｻﾜ ｻｷ 真田ｸﾗﾌﾞ

 3 黒木 愛叶(5)   3:47.52 
ｸﾛｷ ｱｲｶ 真田ｸﾗﾌﾞ

 4 竹花 ひまり(6)   3:48.56 
ﾀｹﾊﾅ ﾋﾏﾘ 腰越JSC

 5 小山 柊花(5)   3:56.56 
ｺﾔﾏ ｼｭｳｶ 腰越JSC

 6 関 紘沙(5)   4:20.02 
ｾｷ ﾋﾛｻ 真田ｸﾗﾌﾞ

 7 山宮 里実(5)   4:22.82 
ﾔﾏﾐﾔ ｻﾄﾐ 真田陸上教室

  北野 小春(6)      
ｷﾀﾉ ｺﾊﾙ 真田陸上教室 DNS

1    58

7    69

3     9

2    33

4    36

5    11

8    40

小学女子高学年

1000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    42



決勝 9月4日 12:30

[ 1組] 風速 +0.0 [ 2組] 風速 +2.7

 1 田畑 香奈(2)     14.92  1 倉島 佳音(1)     13.97 
ﾀﾊﾞﾀ ｶﾅ 真田ｸﾗﾌﾞ ｸﾗｼﾏ ｶﾉﾝ 東御東部中

 2 隠岐 あいる(1)     14.99  2 青木 里紗(2)     14.12 
ｵｷ ｱｲﾙ 上田四中 ｱｵｷ ﾘｻ 上田第一中

 3 中島 杏(1)     15.18  3 菊地 遥奈(3)     14.23 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾝ 東御東部中 ｷｸﾁﾊﾙﾅ 真田ｸﾗﾌﾞ

 4 堀之内 琴莉(1)     15.38  4 井出 奈那(2)     14.52 
ﾎﾘﾉｳﾁ ｺﾄﾘ 上田第五中 ｲﾃﾞ ﾅﾅ 上田第五中

 5 佐藤 柚希(1)     15.80  5 北原 和(2)     14.59 
ｻﾄｳ ﾕｽﾞｷ 上田第五中 ｷﾀﾊﾗ ﾅｺﾞﾐ 真田ｸﾗﾌﾞ

 6 大内 咲穂(1)     15.90  6 長岡 沙樹(1)     14.77 
ｵｵｳﾁ ｻﾎ 上田第五中 ﾅｶﾞｵｶ ｻｷ 軽井沢中

 7 宮阪 莉奈(1)     16.94  7 渡邉 心結(2)     14.98 
ﾐﾔｻｶ ﾘﾅ 上田四中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 上田第五中

[ 3組] 風速 +2.5

 1 竹内 瑞喜(2)     13.45 
ﾀｹｳﾁ ﾐｽﾞｷ 野沢中

 2 大澤 都葵子(2)     14.16 
ｵｵｻﾜ ﾄﾜｺ 野沢中

 3 中山 里恋(2)     14.32 
ﾅｶﾔﾏ ﾘｺ 上田四中

 4 向井 美央(2)     14.43 
ﾑｶｲ ﾐｵ 浅間中

 5 高橋 汐来(2)     14.98 
ﾀｶﾊｼ ｾﾗ 野沢中

 6 礒部 ひより(2)     15.15 
ｲｿﾍﾞ ﾋﾖﾘ 野沢中

  大森 玲花(3)      
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC

5     6
DNS

2  4070

4  4078

3

7  4155

8  4071

7  4657 2  4699

6  4073

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

 4653

6  4688 8  4245

2  4674 7  4632

4  4676 6  4693

5  8772 5  4393

3  4650 3  8818

所属名 記録／備考
8  4651 4  8773

ﾚｰﾝ No. 氏  名

中学女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 竹内 瑞喜(2) 野沢中     13.45 (+2.5)   3   1
   2 倉島 佳音(1) 東御東部中     13.97 (+2.7)   2   1
   3 青木 里紗(2) 上田第一中     14.12 (+2.7)   2   2
   4 大澤 都葵子(2) 野沢中     14.16 (+2.5)   3   2
   5 菊地 遥奈(3) 真田ｸﾗﾌﾞ     14.23 (+2.7)   2   3
   6 中山 里恋(2) 上田四中     14.32 (+2.5)   3   3
   7 向井 美央(2) 浅間中     14.43 (+2.5)   3   4
   8 井出 奈那(2) 上田第五中     14.52 (+2.7)   2   4
   9 北原 和(2) 真田ｸﾗﾌﾞ     14.59 (+2.7)   2   5
  10 長岡 沙樹(1) 軽井沢中     14.77 (+2.7)   2   6
  11 田畑 香奈(2) 真田ｸﾗﾌﾞ     14.92 (+0.0)   1   1
  12 高橋 汐来(2) 野沢中     14.98 (+2.5)   3   5
  12 渡邉 心結(2) 上田第五中     14.98 (+2.7)   2   7
  14 隠岐 あいる(1) 上田四中     14.99 (+0.0)   1   2
  15 礒部 ひより(2) 野沢中     15.15 (+2.5)   3   6
  16 中島 杏(1) 東御東部中     15.18 (+0.0)   1   3
  17 堀之内 琴莉(1) 上田第五中     15.38 (+0.0)   1   4
  18 佐藤 柚希(1) 上田第五中     15.80 (+0.0)   1   5
  19 大内 咲穂(1) 上田第五中     15.90 (+0.0)   1   6
  20 宮阪 莉奈(1) 上田四中     16.94 (+0.0)   1   7
    大森 玲花(3) 軽井沢A&AC          (+2.5) DNS   3    
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    6
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 4073
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組 順位
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 4078

 4676

中学女子

100m
タイムレース

順位

 4699
 4650

No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

 4393
 4653
 4155



決勝 9月4日 13:10

風速 +1.9

 1 向井 美来(1)     13.52 
ﾑｶｲ ﾐｸ 野沢北高

 2 松木  紗良(2)     14.70 
ﾏﾂｷ  ｻﾗ 上田千曲高

女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  1221

3  1497



決勝 9月4日  9:30

 1 北原 和(2)   4:55.95 
ｷﾀﾊﾗ ﾅｺﾞﾐ 真田ｸﾗﾌﾞ

 2 田畑 香奈(2)   5:01.18 
ﾀﾊﾞﾀ ｶﾅ 真田ｸﾗﾌﾞ

 3 菊地 遥奈(3)   5:17.94 
ｷｸﾁﾊﾙﾅ 真田ｸﾗﾌﾞ

 4 成澤 あん里(2)   5:19.77 
ﾅﾙｻﾜ ｱﾝﾘ 真田ｸﾗﾌﾞ

 5 山浦 瑠楠(2)   5:52.81 
ﾔﾏｳﾗ ﾙﾅ 上田第一中

 6 久保田 那月(1)   5:53.96 
ｸﾎﾞﾀ ﾅﾂｷ 上田第五中

 7 降幡 葵彩(2)   6:06.03 
ﾌﾙﾊﾀ ｱｵｲ 上田第五中

 8 杉山 陽乃(1)   6:29.73 
ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾉ 真田中

 9 春原 歩和(1)   6:53.51 
ﾊﾙﾊﾗ ｱﾕﾅ 軽井沢中

中学女子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  4632

2  4651

8  4393

10  4464

4  8816

9  4689

5  4212

3  4698

7  4422



決勝 9月4日  9:30

 1 竹花  明姫(2)   5:47.21 
ﾀｹﾊﾅ  ｱｷ 上田千曲高

1  1496

女子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
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