
： 2022年10月2日(日) 
： 菅平スポーツランド陸上競技場（競技場コード 173080）
：

： 東信地区陸上競技協会　
： 細田　和生 
： 掛川　和彦
： 横沢　和樹

■グラウンドコンディション
10月２日(日)

■本記録会で樹立した記録

■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  (走高跳・棒高跳)
他の競技者を妨害した (R163-2) 失敗・無効試技
他のレーンに入った (R163-3a) パス
縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った (R163-3b) 試合放棄
ブレイクライン手前でレーンを離れ内側に入った (R163-5)
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)
ﾛｽﾄ･ｵﾌﾞ･ｺﾝﾀｸﾄ で3名以上がレッドカードを出した (R230-7a)
ﾍﾞﾝﾄ･ﾆｰ で3名以上がレッドカードを出した (R230-7a)
ﾛｽﾄ･ｵﾌﾞ･ｺﾝﾀｸﾄとﾍﾞﾝﾄ･ﾆｰ で3名以上がレッドカードを出した (R230-7a)
ﾛｽﾄ･ｵﾌﾞ･ｺﾝﾀｸﾄ で競歩主任が単独で失格にした (R230-4a)
ﾍﾞﾝﾄ･ﾆｰ で競歩主任が単独で失格にした (R230-4a)
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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CA80ｍH 中嶋 優佳(6) 軽井沢A&AC     12.41 1.1 県小学生新
種目 選手名(学年) 所属 記録 風 備考

14:00 晴れ 南 1.8 24.7 20.5
13:00 晴れ 南 1.8 23.4 20.0
12:00 晴れ 南 1.4 24.5 25.9
11:00 晴れ 南南西 1.1 23.2 22.8
10:00 晴れ 西 2.0 21.1 30.5

9:30 快晴 南 0.7 17.8 35.7

湿度
(m/s) (℃) (%)

記録・情報主任

時刻 天候 風向 風速 気温

主 催 東信地区陸上競技協会
東信地区陸上競技協会普及強化部

主 管
総 務
審 判 長

大会コード 22170745

東信ジュニアユース2022オータム

記 録 集
期 日
会 場



東信ジュニア・ユース2022オータム ﾄﾗｯｸ審判長 掛川和彦

跳躍審判長 箕輪健二
投てき審判長 箕輪健二

【開催日】 2022年10月2日(日) 記録主任 横沢和樹

【主催団体】 東信陸上競技協会 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

10/ 2 小学女子 中嶋 優佳 2232 荻原 怜愛 2181 山口 葵生 2000 荻原 推 1959 栁澤 妃菜 1781 林  かなえ 1755 清水 梨乃 1714 柳澤 有唯 1465

コンバインドA 軽井沢A&AC 軽井沢A&AC 軽井沢A&AC 軽井沢A&AC 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 軽井沢A&AC T&F佐久平 T&F佐久平
10/ 2 小野澤 比奈矢 1957 荒井 こころ 1597 伊東 ほの香 1593 矢島 羽花 1447 長谷川 栞 1153 菅沼 杏菜 1146 柳澤 璃音 1027 塩野 梨々 936

コンバインドB 軽井沢A&AC 真田陸上教室 真田陸上教室 望月AC 望月AC 望月AC 望月AC 軽井沢A&AC
10/ 2 中学女子 大森 玲花 軽井沢A&AC 12.99 中嶋 杏佳 13.09 鎌倉梨々華 13.22 風巻 里奈 13.36 横山 心 13.58 山口 莉央 13.71 櫻井 玲未 13.78

100m 篠原 百々香 ｱｽﾘﾃｨｱTC 軽井沢A&AC ｱｽﾘﾃｨｱTC ｱｽﾘﾃｨｱTC 中込中 軽井沢A&AC T&F佐久平
10/ 2 角地 萌音 5:09.20 黒沢 燈 5:29.31 油井 ひなの 5:39.42 小池 咲良 5:44.47 上野 里桜 5:57.39 山浦 瑠楠 5:57.59 久保田 那月 6:03.53 降幡 葵彩 6:05.05

1500m T&F佐久平 腰越JSC 浅間中 東御東部中 上田第五中 上田第一中 上田第五中 上田第五中
10/ 2 並木 彩華 14.47 山口 莉央 15.07 中嶋 杏佳 15.42 櫻井 玲未 15.67 中山 桃 16.18 青木 里紗 16.30 大澤 都葵子 17.01 林 菜々子 17.02

100mH(0.762-8.0m) 軽井沢A&AC 軽井沢A&AC 軽井沢A&AC T&F佐久平 諏訪南中 上田第一中 野沢中 野沢中
10/ 2 飯高 明花里 1.45 礒部 ひより 1.45 後小路 結月 1.35 田中 杏 1.30 林 菜々子 野沢中 1.25 竹内 瑞喜 1.25

走高跳 東御東部中 野沢中 野沢中 浅間中 安本 桃音 東御東部中 野沢中
大澤 都葵子 野沢中 真山 世凪

軽井沢中
春原 歩和
軽井沢中

10/ 2 大森 玲花 4.77(+4.1) 横山 心 4.67(+1.7) 鎌倉梨々華 4.67(+1.4) 土屋 夢萌 4.42(+2.4) 小林 由奈 4.22(+1.7) 宮原 春乃 4.21(+3.7) 清水 悠凪 4.11(+1.7) 大久保 祐茉 4.01(+2.2)
走幅跳 軽井沢A&AC 中込中 ｱｽﾘﾃｨｱTC ｱｽﾘﾃｨｱTC 真田中 上田第五中 上田第一中 東御東部中

10/ 2 中嶋 美代 9.52 川元 唯楓 8.47 森角 桃湖 7.77 武田 倖奈 7.31 坂口 優芽 7.18 加藤 夕楓 6.39 相沢 可菜実 6.09 石井 華蓮 5.82
砲丸投(2.721kg) 野沢中 野沢中 野沢中 野沢中 上田第五中 軽井沢中 小諸東中 野沢中

10/ 2 小林 由奈 18.75 杉山 陽乃 18.52
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 真田中 真田中

10/ 2 軽井沢A&AC       50.84 ｱｽﾘﾃｨｱTC       51.30 野沢中       54.38 軽井沢中       57.55 上田第一中       57.98 上田第五中       58.60 小諸東中       59.43
4×100m 山口 莉央 風巻 里奈 大澤 都葵子 荻原 ゆず 山浦 瑠楠 渡邉 心結 饗場 羽南

並木 彩華 鎌倉 梨々華 竹内 瑞喜 長岡 沙樹 青木 里紗 井出 奈那 西村 奏
中嶋 杏佳 宮島 蒼 川元 唯楓 真山 世凪 清水 悠凪 田中 詩季 小林 実央
大森 玲花 篠原 百々香 林 菜々子 塩野 芽梨 丸山 幸華 坂口 優芽 佐藤 千夏

10/ 2 高校女子  +0.6 中澤 雪乃 12.98 向井 美来 13.41
100m 野沢南高 野沢北高

10/ 2 中澤 雪乃 1:02.85
400m 野沢南高

10/ 2 土屋 凜奈 24.88
やり投(600g) 野沢南高

10/ 2 小学女子低学  +0.9 扇田 紗季 10.03 小林 あやね 10.62 櫻井 芽依 10.71 等々力 咲 11.08
60m 諏訪FA あさまねSC 真田陸上教室 安曇野かけっこ

10/ 2 成澤 里乃 3:56.60 小山 凜花 4:02.00 羽場 はなの 4:19.66 齊藤 星月 4:24.76 柳沢 楓華 4:29.24 松野 亜胡 4:29.85 滝沢 莉乃香 4:31.72 堀越 莉子 4:32.18
1000m 真田ｸﾗﾌﾞ 腰越JSC T&F佐久平 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 真田ｸﾗﾌﾞ NDFｼﾞｭﾆｱ NDFｼﾞｭﾆｱ NDFｼﾞｭﾆｱ

10/ 2  +1.6 土屋  紗英 11.76 菊原 唯月 13.04 山口 優那 14.67 春原  彩那 15.63
60mH(0.600-6.0m) 軽井沢A&AC 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 軽井沢A&AC

10/ 2 小学女子高学 竹村 咲愛 14.07 小林 優奈 14.16 角田 桜子 14.29 木藤 ｿﾌｨｰ 15.12 中島 那瑠 15.23 篠原 陽向花 15.30 畑中 唯花 15.41 戸兵 心瞳 15.44
100m 長野市陸上教室 T&F佐久平 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ あさまねSC あさまねSC 小海小 東御市陸上教室 真田陸上教室

10/ 2 帯刀 晶 3:21.84 小嶋 杏凛 3:33.57 成澤 沙喜 3:35.94 平島 唯那 3:36.68 黒木 愛叶 3:42.63 竹花 ひまり 3:43.72 磯貝 璃椛 3:46.47 木内 小夏 3:47.00
1000m 真田ｸﾗﾌﾞ NDFｼﾞｭﾆｱ 真田ｸﾗﾌﾞ T&F佐久平 真田ｸﾗﾌﾞ 腰越JSC T&F佐久平 あさまねSC

10/ 2  +1.3 進藤 優花 12.02 上原 聖愛 13.22
60mH(0.600-6.0m) 諏訪FA 諏訪FA

10/ 2 小学女子オー 軽井沢A&AC       55.00
4×100m 荻原 推

中嶋 優佳
荻原 怜愛
小野澤 比奈矢



東信ジュニア・ユース2022オータム ﾄﾗｯｸ審判長 掛川和彦

跳躍審判長 箕輪健二
投てき審判長 箕輪健二

【開催日】 2022年10月2日(日) 記録主任 横沢和樹

【主催団体】 東信陸上競技協会 決勝記録一覧表
男  子 / 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

10/ 2 小学混合 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(A)       55.75 T&F佐久平(A)       57.72 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(B)       58.36 真田陸上教室(A)     1:00.64 T&F佐久平(B)     1:00.96 真田陸上教室(B)     1:02.64 東御市陸上教室     1:04.01 真田ｸﾗﾌﾞ     1:06.79
4×100m 碓氷 桐榎 石井 愛奈 大久保 明凛 長 賢飛 松本 実倖 倉島 康輔 佐野 伸飛 帯刀 晶

長峰 和真 小林 優奈 中嶋 爽 櫻井 結人 内堀 聡太朗 牧内 大河 片山 美恭乃 横沢 星弥
荒井 結愛 江川 璃勇斗 栁澤 妃菜 戸兵 心瞳 小林 優希 伊東 ほの香 小池 芽衣 池田 真人
佐藤 秀瑚 篠原 隆市郎 佐藤 徠夢 荒井 こころ 荻原 叶羽 朝倉 こと子 笹井 陽平 成澤 沙喜



決勝 10月2日  9:45

[ 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   2 真田陸上教室(A)   263 長 賢飛   1:00.64  1   2 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(A)   233 碓氷 桐榎     55.75 

ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ ﾁｮｳ ｹﾝﾄ ｻｸﾄﾞﾘｰﾑ ｳｽｲ ｷﾘｶ
  256 櫻井 結人   204 長峰 和真

ｻｸﾗｲ ﾕｳﾄ ﾅｶﾞﾐﾈ ｶｽﾞﾏ
  275 戸兵 心瞳   228 荒井 結愛

ﾄﾋｮｳ ｺｺﾐ ｱﾗｲ ﾕｱ
  274 荒井 こころ   223 佐藤 秀瑚

ｱﾗｲ ｺｺﾛ ｻﾄｳ ｼｭｳｺﾞ
 2   3 T&F佐久平(B)   156 松本 実倖   1:00.96  2   3 T&F佐久平(A)   153 石井 愛奈     57.72 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲﾗ ﾏﾂﾓﾄ  ﾐｻﾁ ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲﾗ ｲｼｲ  ｱｲﾅ
  146 内堀 聡太朗   157 小林 優奈

ｳﾁﾎﾞﾘ  ｿｳﾀﾛｳ ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｳﾅ
  158 小林 優希   161 江川 璃勇斗

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｳｷ ｴｶﾞﾜ  ﾘｵﾄ
  163 荻原 叶羽   159 篠原 隆市郎

ｵｷﾞﾊﾗ  ﾄﾜ ｼﾉﾊﾗ  ﾀｶｲﾁﾛｳ
 3   4 真田陸上教室(B)   265 倉島 康輔   1:02.64  3   4 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(B)   209 大久保 明凛     58.36 

ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ ｸﾗｼﾏ ｺｳｽｹ ｻｸﾄﾞﾘｰﾑ ｵｵｸﾎﾞ ｱｶﾘ
  262 牧内 大河   205 中嶋 爽

ﾏｷｳﾁ ﾀｲｶﾞ ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳ
  278 伊東 ほの香   198 栁澤 妃菜

ｲﾄｳ ﾎﾉｶ ﾔﾅｷﾞｻﾜ　ﾋﾅ
  264 朝倉 こと子   220 佐藤 徠夢

ｱｻｸﾗ ｺﾄｺ ｻﾄｳ ﾗｲﾑ
 4   6 東御市陸上教室   300 佐野 伸飛   1:04.01 

ﾄｳﾐｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ ｻﾉ ｼﾝﾄ
  289 片山 美恭乃

ｶﾀﾔﾏ ﾐﾂﾉ
  297 小池 芽衣

ｺｲｹ ﾒｲ
  298 笹井 陽平

ｻｻｲ ﾖｳﾍｲ
 5   5 真田ｸﾗﾌﾞ   242 帯刀 晶   1:06.79 

ｻﾅﾀﾞｸﾗﾌﾞ ｵﾋﾞﾅﾀ ｱｷ
  254 横沢 星弥

ﾖｺｻﾜ ｾｲﾔ
  241 池田 真人

ｲｹﾀﾞ ﾏﾅﾄ
  245 成澤 沙喜

ﾅﾙｻﾜ ｻｷ

小学混合

4×100m

決勝



   1 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(A)     55.75 碓氷 桐榎 長峰 和真 荒井 結愛 佐藤 秀瑚   2   1
   2 T&F佐久平(A)     57.72 石井 愛奈 小林 優奈 江川 璃勇斗 篠原 隆市郎   2   2
   3 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(B)     58.36 大久保 明凛 中嶋 爽 栁澤 妃菜 佐藤 徠夢   2   3
   4 真田陸上教室(A)   1:00.64 長 賢飛 櫻井 結人 戸兵 心瞳 荒井 こころ   1   1
   5 T&F佐久平(B)   1:00.96 松本 実倖 内堀 聡太朗 小林 優希 荻原 叶羽   1   2
   6 真田陸上教室(B)   1:02.64 倉島 康輔 牧内 大河 伊東 ほの香 朝倉 こと子   1   3
   7 東御市陸上教室   1:04.01 佐野 伸飛 片山 美恭乃 小池 芽衣 笹井 陽平   1   4
   8 真田ｸﾗﾌﾞ   1:06.79 帯刀 晶 横沢 星弥 池田 真人 成澤 沙喜   1   5

組 順位備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4

小学混合

4×100m
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録



決勝 10月2日  9:45

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 軽井沢A&AC   112 荻原 推     55.00 

ｶﾙｲｻﾞﾜA&AC ｵｷﾞﾜﾗ ｽｲ
  110 中嶋 優佳

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ
  101 荻原 怜愛

ｵｷﾞﾊﾗ ﾚﾅ
  109 小野澤 比奈矢

ｵﾉｻﾞﾜ ｼｪﾅｰﾔ

小学女子オープン

4×100m

決勝



決勝 10月2日  9:35

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 軽井沢A&AC  5766 山口 莉央     50.84 

ｶﾙｲｻﾞﾜA&AC ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ
 4087 並木 彩華

ﾅﾐｷ ｱﾔｶ
 4086 中嶋 杏佳

ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ
 4318 大森 玲花

ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ
 2   5 ｱｽﾘﾃｨｱTC  4289 風巻 里奈     51.30 

ｱｽﾘﾃｨｱﾃｨｰｼｰ ｶｻﾞﾏｷ ﾘﾅ
 4353 鎌倉 梨々華

ｶﾏｸﾗ ﾘﾘｶ
 4317 宮島 蒼

ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｵ
 4375 篠原 百々香

ｼﾉﾊﾗ ﾓﾓｶ
 3   6 野沢中  4078 大澤 都葵子     54.38 

ﾉｻﾞﾜﾁｭｳ ｵｵｻﾜ ﾄﾜｺ
 4070 竹内 瑞喜

ﾀｹｳﾁ ﾐﾂﾞｷ
 4090 川元 唯楓

ｶﾜﾓﾄ ｲﾌﾞｷ
 4075 林 菜々子

ﾊﾔｼ ﾅﾅｺ
 4   7 軽井沢中  4210 荻原 ゆず     57.55 

ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳ ｵｷﾞﾜﾗ ﾕｽﾞ
 4245 長岡 沙樹

ﾅｶﾞｵｶ ｻｷ
 4243 真山 世凪

ｻﾉﾔﾏ ｾﾅ
 4247 塩野 芽梨

ｼｵﾉ ﾒﾘ
 5   4 上田第一中  8816 山浦 瑠楠     57.98 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳ ﾔﾏｳﾗ ﾙﾅ
 8818 青木 里紗

ｱｵｷ ﾘｻ
 8819 清水 悠凪

ｼﾐｽﾞ ﾕﾅ
 8817 丸山 幸華

ﾏﾙﾔﾏ ｻﾁｶ
 6   8 上田第五中  4699 渡邉 心結     58.60 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ
 4693 井出 奈那

ｲﾃﾞ ﾅﾅ
 4696 田中 詩季

ﾀﾅｶ ｼｷ
 4694 坂口 優芽

ｻｶｸﾞﾁ ﾕﾒ
 7   3 小諸東中  4295 饗場 羽南     59.43 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｱｲﾊﾞ ﾊﾅ
 4309 西村 奏

ﾆｼﾑﾗ ｶﾅﾃﾞ
 4298 小林 実央

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｵ
 4296 佐藤 千夏

ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ

中学女子

4×100m

決勝



決勝 10月2日  9:55

 1 角地 萌音   5:09.20 
ｶｸﾁ  ﾓﾈ T&F佐久平

 2 黒沢 燈   5:29.31 
ｸﾛｻﾜ ｱｶﾘ 腰越JSC

 3 油井 ひなの   5:39.42 
ﾕｲ ﾋﾅﾉ 浅間中

 4 小池 咲良   5:44.47 
ｺｲｹ ｻｸﾗ 東御東部中

 5 上野 里桜   5:57.39 
ｳｴﾉ ﾘｵ 上田第五中

 6 山浦 瑠楠   5:57.59 
ﾔﾏｳﾗ ﾙﾅ 上田第一中

 7 久保田 那月   6:03.53 
ｸﾎﾞﾀ ﾅﾂｷ 上田第五中

 8 降幡 葵彩   6:05.05 
ﾌﾙﾊﾀ ｱｵｲ 上田第五中

4  4673

7  8816

6  4689

2  4698

8  4201

5  4468

3  4156

1  4403

中学女子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月2日 10:20

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 +0.8

 1 中嶋 優佳     12.41  1 林  かなえ     14.66 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ 軽井沢A&AC ﾊﾔｼ ｶﾅｴ 軽井沢A&AC

 2 荻原 怜愛     13.11  2 大久保 明凛     15.90 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾚﾅ 軽井沢A&AC ｵｵｸﾎﾞ ｱｶﾘ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 3 山口 葵生     13.23  3 碓氷 桐榎     18.42 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｲ 軽井沢A&AC ｳｽｲ ｷﾘｶ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 荻原 推     13.80  4 小林 結乃     18.47 
ｵｷﾞﾜﾗ ｽｲ 軽井沢A&AC ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

  荒井 結愛      
ｱﾗｲ ﾕｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

[ 3組] 風速 +1.5

 1 栁澤 妃菜     14.17 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ　ﾋﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 清水 梨乃     14.56 
ｼﾐｽﾞ  ﾘﾉ T&F佐久平

 3 柳澤 有唯     15.68 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ｱﾘｲ T&F佐久平

  佐々木 彩音      
ｻｻｷ ｱﾔﾈ 軽井沢A&AC

2   110 4   111

小学女子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

80mH

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

1221 836
4   101 2   209

1101 624
6   100 3   233

1081 193
3   112 5   215

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

983 185
5   228

DQ(H4)

記録／備考
5   198

920
2   154

DQ(H4)

853
4   143

662
3   104



決勝 10月2日 10:45

 1 成澤 里乃   3:56.60 
ﾅﾙｻﾜ ﾘﾉ 真田ｸﾗﾌﾞ

 2 小山 凜花   4:02.00 
ｺﾔﾏ ﾘﾝｶ 腰越JSC

 3 羽場 はなの   4:19.66 
ﾊﾊﾞ  ﾊﾅﾉ T&F佐久平

 4 齊藤 星月   4:24.76 
ｻｲﾄｳ ﾙﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 5 柳沢 楓華   4:29.24 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ 真田ｸﾗﾌﾞ

 6 松野 亜胡   4:29.85 
ﾏﾂﾉ ｱｺ NDFｼﾞｭﾆｱ

 7 滝沢 莉乃香   4:31.72 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾘﾉｶ NDFｼﾞｭﾆｱ

 8 堀越 莉子   4:32.18 
ﾎﾘｺｼ ﾘｺ NDFｼﾞｭﾆｱ

 9 池田 桃子   4:32.98 
ｲｹﾀﾞ ﾓﾓｺ 真田ｸﾗﾌﾞ

10 丸山 心碧   4:33.12 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｵ NDFｼﾞｭﾆｱ

11 土屋 椛音   4:34.76 
ﾂﾁﾔ ｶﾉﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

4   202

10   240

11   135

7   120

1   116

5   164

8   197

2   235

3   123

小学女子低学年

1000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   244

9   191



決勝 10月2日 11:05

 1 帯刀 晶   3:21.84 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱｷ 真田ｸﾗﾌﾞ

 2 小嶋 杏凛   3:33.57 
ｺｼﾞﾏ ｱﾝﾘ NDFｼﾞｭﾆｱ

 3 成澤 沙喜   3:35.94 
ﾅﾙｻﾜ ｻｷ 真田ｸﾗﾌﾞ

 4 平島 唯那   3:36.68 
ﾋﾗｼﾏ  ﾕｲﾅ T&F佐久平

 5 黒木 愛叶   3:42.63 
ｸﾛｷ ｱｲｶ 真田ｸﾗﾌﾞ

 6 竹花 ひまり   3:43.72 
ﾀｹﾊﾅ ﾋﾏﾘ 腰越JSC

 7 磯貝 璃椛   3:46.47 
ｲｿｶﾞｲ  ﾘﾉ T&F佐久平

 8 木内 小夏   3:47.00 
ｷｳﾁ ｺﾅﾂ あさまねSC

 9 江口 凛果   3:54.90 
ｴｸﾞﾁ ﾘﾝｶ NDFｼﾞｭﾆｱ

10 荻原 ひなた   3:55.25 
ｵｷﾞﾜﾗ ﾋﾅﾀ NDFｼﾞｭﾆｱ

11 小田切 心結   4:01.38 
ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾐﾕｳ あさまねSC

12 竹内 夏葵   4:27.74 
ﾀｹｳﾁ ﾅﾂｷ NDFｼﾞｭﾆｱ

13 関 紘沙   4:27.93 
ｾｷ ﾋﾛｻ 真田ｸﾗﾌﾞ

14 佐藤 心陽   4:28.91 
ｻﾄｳ ｺﾊﾙ 真田陸上教室

15 笠原 朋楓   4:30.86 
ｶｻﾊﾗ ﾎﾉｶ 諏訪FA

16 金井 優菜   4:48.43 
ｶﾅｲ ﾕﾅ 真田陸上教室

17 綿貫 歩香   4:48.70 
ﾜﾀﾇｷ ﾎﾉｶ NDFｼﾞｭﾆｱ

18 阿部 夏葵   5:14.75 
ｱﾍﾞ ﾅﾂｷ NDFｼﾞｭﾆｱ

  神子澤 凛      
ｶﾐｺｻﾞﾜ ﾘﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

  小森 優空      
ｺﾓﾘ ﾕﾗ NDFｼﾞｭﾆｱ

  岡 柚子葉      
ｵｶ ﾕｽﾞﾊ NDFｼﾞｭﾆｱ

  山岸 南美      
ﾔﾏｷﾞｼ ﾐﾅﾐ NDFｼﾞｭﾆｱ

小学女子高学年

1000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
17   242

18   125

5   245

19   144

15   249

8   189

13   165

1   167

6   131

2   136

9   177

20   119

7   253

11   273

22   285

21   276

12   115

4   140

DNS

DNS
14   137

DNS
16   129

3   213
DNS

10   126



決勝 10月2日 11:30

風速 +0.9

 1 扇田 紗季     10.03 
ｵｵｷﾞﾀﾞ ｻｷ 諏訪FA

 2 小林 あやね     10.62 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾈ あさまねSC

 3 櫻井 芽依     10.71 
ｻｸﾗｲ ﾒｲ 真田陸上教室

 4 等々力 咲     11.08 
ﾄﾄﾞﾘｷ ｻｷ 安曇野かけっこ

2   281

5   176

4   257

3   184

小学女子低学年

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月2日 11:45

風速 +1.6

 1 土屋  紗英     11.76 
ﾂﾁﾔ  ｻｴ 軽井沢A&AC

 2 菊原 唯月     13.04 
ｷｸﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 3 山口 優那     14.67 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 春原  彩那     15.63 
ﾊﾙﾊﾗ ｻﾔﾅ 軽井沢A&AC

小学女子低学年

60mH(0.600-6.0m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3   219

2   108

4   113

5   230



決勝 10月2日 11:55

風速 +1.3

 1 進藤 優花     12.02 
ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ 諏訪FA

 2 上原 聖愛     13.22 
ｳｴﾊﾗ ﾋｲﾅ 諏訪FA

小学女子高学年

60mH(0.600-6.0m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   283

4   284



決勝 10月2日 13:40

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 +0.6

 1 礒部 ひより     18.48  1 大澤 都葵子     17.01 
ｲｿﾍﾞ ﾋﾖﾘ 野沢中 ｵｵｻﾜ ﾄﾜｺ 野沢中

 2 丸山 幸華     19.93  2 林 菜々子     17.02 
ﾏﾙﾔﾏ ｻﾁｶ 上田第一中 ﾊﾔｼ ﾅﾅｺ 野沢中

 3 大井 南     19.97  3 竹内 瑞喜     17.03 
ｵｵｲ  ﾐﾅﾐ T&F佐久平 ﾀｹｳﾁ ﾐﾂﾞｷ 野沢中

 4 中島 杏     20.46  4 後小路 結月     17.27 
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 髙木 咲良     20.52  5 高橋 汐来     18.82 
ﾀｶｷﾞ ｻｸﾗ 東御東部中 ﾀｶﾊｼ ｾﾗ 野沢中

 6 春原 歩和     20.73  6 川上 瑞詠     19.35 
ﾊﾙﾊﾗ ｱﾕﾅ 軽井沢中 ｶﾜｶﾐ ﾐｽﾞｴ 野沢中

 7 武田 倖奈     20.89 
ﾀｹﾀﾞ ﾕｷﾅ 野沢中

[ 3組] 風速 +0.9

 1 並木 彩華     14.47 
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 軽井沢A&AC

 2 山口 莉央     15.07 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 軽井沢A&AC

 3 中嶋 杏佳     15.42 
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 軽井沢A&AC

 4 櫻井 玲未     15.67 
ｻｸﾗｲ  ﾚﾐ T&F佐久平

 5 中山 桃     16.18 
ﾅｶﾔﾏ ﾓﾓ 諏訪南中

 6 青木 里紗     16.30 
ｱｵｷ ﾘｻ 上田第一中

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 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  4073 6  4078

6  4365 4  4070

8  8817 2  4075

2  4406 7  4071

4  8772 5  4072

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3  4212 3  4093

記録／備考
6  4087

2  5766

5  4092

5  7764

7  8818

4  4086

3  4047



   1 並木 彩華 軽井沢A&AC     14.47 (+0.9)   3   1
   2 山口 莉央 軽井沢A&AC     15.07 (+0.9)   3   2
   3 中嶋 杏佳 軽井沢A&AC     15.42 (+0.9)   3   3
   4 櫻井 玲未 T&F佐久平     15.67 (+0.9)   3   4
   5 中山 桃 諏訪南中     16.18 (+0.9)   3   5
   6 青木 里紗 上田第一中     16.30 (+0.9)   3   6
   7 大澤 都葵子 野沢中     17.01 (+0.6)   2   1
   8 林 菜々子 野沢中     17.02 (+0.6)   2   2
   9 竹内 瑞喜 野沢中     17.03 (+0.6)   2   3
  10 後小路 結月 野沢中     17.27 (+0.6)   2   4
  11 礒部 ひより 野沢中     18.48 (+0.7)   1   1
  12 高橋 汐来 野沢中     18.82 (+0.6)   2   5
  13 川上 瑞詠 野沢中     19.35 (+0.6)   2   6
  14 丸山 幸華 上田第一中     19.93 (+0.7)   1   2
  15 大井 南 T&F佐久平     19.97 (+0.7)   1   3
  16 中島 杏 東御東部中     20.46 (+0.7)   1   4
  17 髙木 咲良 東御東部中     20.52 (+0.7)   1   5
  18 春原 歩和 軽井沢中     20.73 (+0.7)   1   6
  19 武田 倖奈 野沢中     20.89 (+0.7)   1   7

中学女子

100mH(0.762-8.0m)
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

 4047
 7764
 8818
 4078

 4406
 4212

備考 組 順位
 4087
 5766
 4086

 4092

 4075
 4070
 4072
 4073
 4071
 4093
 8817
 4365
 8772



決勝 10月2日 12:05

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +0.7

 1 長島 そよ香     16.45  1 松本 実倖     15.74 
ﾅｶﾞｼﾏ ｿﾖｶ 東御市陸上教室 ﾏﾂﾓﾄ  ﾐｻﾁ T&F佐久平

 2 小林 優希     16.64  2 畑中 咲稀     16.53 
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｳｷ T&F佐久平 ﾊﾀﾅｶ ｻｷ 東御市陸上教室

 3 清水 咲良     16.84  3 両角 美琴     16.65 
ｼﾐｽﾞ ｻﾗ 東御市陸上教室 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾐｺﾄ 真田陸上教室

 4 佐藤 梨温     17.16  4 中村 優月     16.89 
ｻﾄｳ ﾘｵ 東御市陸上教室 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ 御代田南小

 5 山岸 姫月     18.71  5 片山 美恭乃     16.96 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾋﾂﾞｷ 真田陸上教室 ｶﾀﾔﾏ ﾐﾂﾉ 東御市陸上教室

 6 油井 ほのか     19.25  6 山宮 里実     16.99 
ﾕｲ  ﾎﾉｶ T&F佐久平 ﾔﾏﾐﾔ ｻﾄﾐ 真田陸上教室

 7 楜澤 希羽     19.88  7 小池 芽衣     17.16 
ｸﾙﾐｻﾜ ﾉﾉﾊ 御代田南小 ｺｲｹ ﾒｲ 東御市陸上教室

 8 相良 真央     20.08 
ｻｶﾞﾗ ﾏｵ 東御市陸上教室

[ 3組] 風速 +1.7 [ 4組] 風速 +0.0

 1 畑中 唯花     15.41  1 竹村 咲愛     14.07 
ﾊﾀﾅｶ ﾕｶ 東御市陸上教室 ﾀｹﾑﾗ ｻｸｱ 長野市陸上教室

 2 朝倉 こと子     15.63  2 小林 優奈     14.16 
ｱｻｸﾗ ｺﾄｺ 真田陸上教室 ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｳﾅ T&F佐久平

 3 石井 愛奈     15.79  3 角田 桜子     14.29 
ｲｼｲ  ｱｲﾅ T&F佐久平 ﾂﾉﾀﾞ ｻｸﾗｺ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 樫山 美鈴     15.80  4 木藤 ｿﾌｨｰ     15.12 
ｶｼﾔﾏ ﾐｽｽﾞ 御代田南小 ｷﾄﾞｳ ｿﾌｨｰ あさまねSC

 5 虻川 こころ     15.95  5 中島 那瑠     15.23 
ｱﾌﾞｶﾜ ｺｺﾛ あさまねSC ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾙ あさまねSC

 6 若林 千紗     16.02  6 篠原 陽向花     15.30 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾁｻ 真田陸上教室 ｼﾉﾊﾗ ﾋﾏﾘ 小海小

 7 塩川 菫麗     17.62  7 戸兵 心瞳     15.44 
ｼｵｶﾜ ｽﾐﾚ あさまねSC ﾄﾋｮｳ ｺｺﾐ 真田陸上教室

小学女子高学年

100m

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
1   292 7   156

3   295 3   258

6   158 8   291

8   272 2   289

7   301 6   187

2   185 4   297

4   142 5   271

5   293

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   290 7   287

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4   153 2   231

8   264 5   157

5   182 6   173

7   188 8   168

3   180 4   275

2   268 3   234



   1 竹村 咲愛 長野市陸上教室     14.07 (+0.0)   4   1
   2 小林 優奈 T&F佐久平     14.16 (+0.0)   4   2
   3 角田 桜子 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     14.29 (+0.0)   4   3
   4 木藤 ｿﾌｨｰ あさまねSC     15.12 (+0.0)   4   4
   5 中島 那瑠 あさまねSC     15.23 (+0.0)   4   5
   6 篠原 陽向花 小海小     15.30 (+0.0)   4   6
   7 畑中 唯花 東御市陸上教室     15.41 (+1.7)   3   1
   8 戸兵 心瞳 真田陸上教室     15.44 (+0.0)   4   7
   9 朝倉 こと子 真田陸上教室     15.63 (+1.7)   3   2
  10 松本 実倖 T&F佐久平     15.74 (+0.7)   2   1
  11 石井 愛奈 T&F佐久平     15.79 (+1.7)   3   3
  12 樫山 美鈴 御代田南小     15.80 (+1.7)   3   4
  13 虻川 こころ あさまねSC     15.95 (+1.7)   3   5
  14 若林 千紗 真田陸上教室     16.02 (+1.7)   3   6
  15 長島 そよ香 東御市陸上教室     16.45 (+0.6)   1   1
  16 畑中 咲稀 東御市陸上教室     16.53 (+0.7)   2   2
  17 小林 優希 T&F佐久平     16.64 (+0.6)   1   2
  18 両角 美琴 真田陸上教室     16.65 (+0.7)   2   3
  19 清水 咲良 東御市陸上教室     16.84 (+0.6)   1   3
  20 中村 優月 御代田南小     16.89 (+0.7)   2   4
  21 片山 美恭乃 東御市陸上教室     16.96 (+0.7)   2   5
  22 山宮 里実 真田陸上教室     16.99 (+0.7)   2   6
  23 佐藤 梨温 東御市陸上教室     17.16 (+0.6)   1   4
  23 小池 芽衣 東御市陸上教室     17.16 (+0.7)   2   7
  25 塩川 菫麗 あさまねSC     17.62 (+1.7)   3   7
  26 山岸 姫月 真田陸上教室     18.71 (+0.6)   1   5
  27 油井 ほのか T&F佐久平     19.25 (+0.6)   1   6
  28 楜澤 希羽 御代田南小     19.88 (+0.6)   1   7
  29 相良 真央 東御市陸上教室     20.08 (+0.6)   1   8

組 順位
  287
  157
  231
  168

小学女子高学年

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

  153
  188
  182
  268
  292
  291

  173
  234
  290
  275
  264
  156

  180
  272
  142

  158
  258

  185
  293

  295
  187
  289
  271
  301
  297



決勝 10月2日 12:30

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 +0.7

 1 森角 桃湖     15.41  1 塩野 芽梨     14.25 
ﾓﾘｶｸ ﾓﾓｺ 野沢中 ｼｵﾉ ﾒﾘ 軽井沢中

 2 饗場 羽南     15.73  2 真山 世凪     14.80 
ｱｲﾊﾞ ﾊﾅ 小諸東中 ｻﾉﾔﾏ ｾﾅ 軽井沢中

 3 佐々木 那優亜     16.04  3 中島 杏     14.83 
ｻｻｷ ﾅﾕｱ 上田第五中 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾝ 東御東部中

 3 中嶋 美代     16.04  4 田中 柚伎     15.08 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾖ 野沢中 ﾀﾅｶ ﾕｽﾞｷ 小諸東中

 5 大内 咲穂     16.05  5 堀之内 琴莉     15.18 
ｵｵｳﾁ ｻﾎ 上田第五中 ﾎﾘﾉｳﾁ ｺﾄﾘ 上田第五中

 6 佐藤 美優     16.21  6 荻原 ゆず     15.24 
ｻﾄｳ ﾐﾕ 小諸東中 ｵｷﾞﾜﾗ ﾕｽﾞ 軽井沢中

 7 渡邉 真緒     16.29  7 山浦 瑠楠     15.61 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ 小諸東中 ﾔﾏｳﾗ ﾙﾅ 上田第一中

  佐藤 柚希       8 小林 実央     15.98 
ｻﾄｳ ﾕｽﾞｷ 上田第五中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｵ 小諸東中

[ 3組] 風速 +0.5 [ 4組] 風速 +1.3

 1 堀川 陽咲     13.93  1 横山 心     13.58 
ﾎﾘｶﾜ ﾋﾅﾀ 東御東部中 ﾖｺﾔﾏ ｺｺﾛ 中込中

 2 倉島 佳音     14.23  2 櫻井 玲未     13.78 
ｸﾗｼﾏ ｶﾉﾝ 東御東部中 ｻｸﾗｲ  ﾚﾐ T&F佐久平

 3 長岡 沙樹     14.56  3 田中 杏     13.87 
ﾅｶﾞｵｶ ｻｷ 軽井沢中 ﾀﾅｶ ｱﾝ 浅間中

 4 上田  里歩子     14.60  4 宮島 蒼     13.97 
ｳｴﾀﾞ ﾘﾎｺ 中込中 ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｵ ｱｽﾘﾃｨｱTC

 5 田島 美月     14.79  5 川元 唯楓     14.09 
ﾀｼﾞﾏ ﾐﾂﾞｷ 墨坂中 ｶﾜﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 野沢中

 6 渡邉 心結     14.87  6 向井 美央     14.21 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 上田第五中 ﾑｶｲ ﾐｵ 浅間中

 7 荻原 日向子     14.99  7 井出 奈那     14.48 
ｵｷﾞﾜﾗ ﾋﾅｺ 東御東部中 ｲﾃﾞ ﾅﾅ 上田第五中

 8 佐藤 千夏     15.05 
ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ 小諸東中

[ 5組] 風速 +0.7

 1 大森 玲花     12.99 
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC

 2 篠原 百々香     12.99 
ｼﾉﾊﾗ ﾓﾓｶ ｱｽﾘﾃｨｱTC

 3 中嶋 杏佳     13.09 
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 軽井沢A&AC

 4 鎌倉梨々華     13.22 
ｶﾏｸﾗ ﾘﾘｶ ｱｽﾘﾃｨｱTC

 5 風巻 里奈     13.36 
ｶｻﾞﾏｷ ﾘﾅ ｱｽﾘﾃｨｱTC

 6 山口 莉央     13.71 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 軽井沢A&AC

  並木 彩華      
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 軽井沢A&AC

  由井 海吏      
ﾕｲ ｶｲﾘ 川上中 DNS

4  4087
DNS

7  4005

1  4289

8  5766

12.987
6  4086

5  4353

記録／備考
2  4318

12.982
3  4375

2  4296

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5  4408 3  4693

1  4699 5  4155

8  4944 6  4090

6  4118 2  4317

4  4245 7  4137

3  8773 8  4047

No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  8771 4  4117

DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

3  4674 2  4298

4  4294 3  8816

6  4299 7  4210

7  4688 8  4676

8  4074 4  4297

5  4695 6  8772

2  4295 1  4243

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  4076 5  4247

中学女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 大森 玲花 軽井沢A&AC     12.99 (+0.7)   5   1
   1 篠原 百々香 ｱｽﾘﾃｨｱTC     12.99 (+0.7)   5   2
   3 中嶋 杏佳 軽井沢A&AC     13.09 (+0.7)   5   3
   4 鎌倉梨々華 ｱｽﾘﾃｨｱTC     13.22 (+0.7)   5   4
   5 風巻 里奈 ｱｽﾘﾃｨｱTC     13.36 (+0.7)   5   5
   6 横山 心 中込中     13.58 (+1.3)   4   1
   7 山口 莉央 軽井沢A&AC     13.71 (+0.7)   5   6
   8 櫻井 玲未 T&F佐久平     13.78 (+1.3)   4   2
   9 田中 杏 浅間中     13.87 (+1.3)   4   3
  10 堀川 陽咲 東御東部中     13.93 (+0.5)   3   1
  11 宮島 蒼 ｱｽﾘﾃｨｱTC     13.97 (+1.3)   4   4
  12 川元 唯楓 野沢中     14.09 (+1.3)   4   5
  13 向井 美央 浅間中     14.21 (+1.3)   4   6
  14 倉島 佳音 東御東部中     14.23 (+0.5)   3   2
  15 塩野 芽梨 軽井沢中     14.25 (+0.7)   2   1
  16 井出 奈那 上田第五中     14.48 (+1.3)   4   7
  17 長岡 沙樹 軽井沢中     14.56 (+0.5)   3   3
  18 上田  里歩子 中込中     14.60 (+0.5)   3   4
  19 田島 美月 墨坂中     14.79 (+0.5)   3   5
  20 真山 世凪 軽井沢中     14.80 (+0.7)   2   2
  21 中島 杏 東御東部中     14.83 (+0.7)   2   3
  22 渡邉 心結 上田第五中     14.87 (+0.5)   3   6
  23 荻原 日向子 東御東部中     14.99 (+0.5)   3   7
  24 佐藤 千夏 小諸東中     15.05 (+0.5)   3   8
  25 田中 柚伎 小諸東中     15.08 (+0.7)   2   4
  26 堀之内 琴莉 上田第五中     15.18 (+0.7)   2   5
  27 荻原 ゆず 軽井沢中     15.24 (+0.7)   2   6
  28 森角 桃湖 野沢中     15.41 (+0.4)   1   1
  29 山浦 瑠楠 上田第一中     15.61 (+0.7)   2   7
  30 饗場 羽南 小諸東中     15.73 (+0.4)   1   2
  31 小林 実央 小諸東中     15.98 (+0.7)   2   8
  32 佐々木 那優亜 上田第五中     16.04 (+0.4)   1   3
  32 中嶋 美代 野沢中     16.04 (+0.4)   1   3
  34 大内 咲穂 上田第五中     16.05 (+0.4)   1   5
  35 佐藤 美優 小諸東中     16.21 (+0.4)   1   6
  36 渡邉 真緒 小諸東中     16.29 (+0.4)   1   7
    佐藤 柚希 上田第五中          DNS   1    
    並木 彩華 軽井沢A&AC          DNS   5    
    由井 海吏 川上中          DNS   5    

 4674
 4087
 4005

 4676
 4210
 4076
 8816
 4295
 4298
 4695

 4699
 4408
 4296
 4297

 4299
 4294

 4074
 4688

 4693
 4245
 4118
 4944
 4243
 8772

 8771
 4317
 4090
 4155
 8773
 4247

 4353
 4289
 4117
 5766
 4047
 4137

備考 組 順位
 4318
 4375
 4086

中学女子

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）



決勝 10月2日 13:20

風速 +0.6

 1 中澤 雪乃     12.98 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 野沢南高

 2 向井 美来     13.41 
ﾑｶｲ ﾐｸ 野沢北高

2  1258

3  1221

高校女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月2日 14:30

 1 中澤 雪乃   1:02.85 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 野沢南高

2  1258

高校女子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月2日 12:30

小野澤 比奈矢   4.33   4.25     4.33 (+0.7)
ｵﾉｻﾞﾜ ｼｪﾅｰﾔ 軽井沢A&AC   +0.7   +1.1         986
矢島 羽花   4.27   4.18     4.27 (+1.9)
ﾔｼﾞﾏ ﾊﾅ 望月AC   +1.9   +1.1         969
荒井 こころ   3.98   4.09     4.09 (+0.9)
ｱﾗｲ ｺｺﾛ 真田陸上教室   +1.3   +0.9         919
伊東 ほの香   3.86   3.88     3.88 (+1.7)
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 真田陸上教室   +3.6   +1.7         860
長谷川 栞   3.42   3.27     3.42 (-0.3)
ﾊｾｶﾞﾜ ｼｵﾘ 望月AC   -0.3   +2.1         731
菅沼 杏菜   3.10   3.26     3.26 (+4.4)
ｽｶﾞﾇﾏ ｱﾝﾅ 望月AC   +1.3   +4.4         686
柳澤 璃音   2.91    x     2.91 (+1.6)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘﾉﾝ 望月AC   +1.6               588
簾田 ふうか   2.52   2.43     2.52 (+1.6)
ﾐｽﾀﾞ ﾌｳｶ 望月AC   +1.6   +1.7         479
杉山 咲和    x   2.23     2.23 (+1.9)
ｽｷﾞﾔﾏ ｻﾜ 真田陸上教室         +1.9         398
塩野 梨々   2.18   2.22     2.22 (+2.8)
ｼｵﾉ  ﾘﾘ 軽井沢A&AC   +3.1   +2.8         395
髙橋 彩葉               DNS
ﾀｶﾊｼ ｲﾛﾊ 望月AC                   
山口 紗和               DNS
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾜ 真田陸上教室                   
小松 乙都               DNS
ｺﾏﾂ ｵﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ                   

7   270

8   217

10 9   102

6   305

8 1   306

9 5   266

6 4   310

7 3   307

4 10   278

5 2   309

2 11   308

3 13   274

記録 備考

1 12   109

小学女子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-



決勝 10月2日 10:30

 ３回の
 最高記録

大森 玲花    x    x   4.77    4.77             4.77 
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC               +4.1    +4.1                      +4.1
横山 心   4.59   4.67   4.58    4.67             4.67 
ﾖｺﾔﾏ ｺｺﾛ 中込中   +0.7   +1.7   +2.6    +1.7                      +1.7
鎌倉梨々華   4.67   4.47   4.29    4.67             4.67 
ｶﾏｸﾗ ﾘﾘｶ ｱｽﾘﾃｨｱTC   +1.4   +1.1   +2.0    +1.4                      +1.4
土屋 夢萌    x   4.42   4.18    4.42             4.42 
ﾂﾁﾔ ﾕﾒ ｱｽﾘﾃｨｱTC         +2.4   +2.6    +2.4                      +2.4
小林 由奈   4.00   4.22   4.14    4.22             4.22 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 真田中   +1.8   +1.7   +1.9    +1.7                      +1.7
宮原 春乃    x   3.50   4.21    4.21             4.21 
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾊﾙﾉ 上田第五中         +0.2   +3.7    +3.7                      +3.7
清水 悠凪   4.11   3.95   4.10    4.11             4.11 
ｼﾐｽﾞ ﾕﾅ 上田第一中   +1.7   +2.3   +1.5    +1.7                      +1.7
大久保 祐茉   3.72   3.70   4.01    4.01             4.01 
ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾏ 東御東部中   +0.8   -0.1   +2.2    +2.2                      +2.2
西村 奏    x   3.63   3.89    3.89             3.89 
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅﾃﾞ 小諸東中         +1.0   +1.1    +1.1                      +1.1
石井 華蓮    x   3.87   3.35    3.87             3.87 
ｲｼｲ ｶﾚﾝ 野沢中         +1.3   +1.4    +1.3                      +1.3
田中 詩季    x    x   3.60    3.60             3.60 
ﾀﾅｶ ｼｷ 上田第五中               +1.7    +1.7                      +1.7
佐々木 那優亜   3.55    x   3.31    3.55             3.55 
ｻｻｷ ﾅﾕｱ 上田第五中   +1.3         +3.3    +1.3                      +1.3
杉山 陽乃   3.19   3.32   3.17    3.32             3.32 
ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾉ 真田中   +1.0   +1.8   +2.3    +1.8                      +1.8
永井 夕鈴    x   2.96   3.30    3.30             3.30 
ﾅｶﾞｲ ﾕｽﾞ 上田第五中         -0.8   +1.6    +1.6                      +1.6
小林 実央   2.88   2.81   2.91    2.91             2.91 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｵ 小諸東中   +3.4   +1.2   +2.5    +2.5                      +2.5
篠原 百々香                            DNS
ｼﾉﾊﾗ ﾓﾓｶ ｱｽﾘﾃｨｱTC                                                   
白石 寧々                            DNS
ｼﾗｲｼ ﾈﾈ 東御東部中                                                   

8  4400

15 1  4298

7  4375

13 6  4422

14 2  4690

11 12  4696

12 4  4695

9 10  4309

10 3  4091

7 13  8819

8 11  4407

5 14  4420

6 9  4691

3 5  4353

4 16  4290

1 17  4318

2 15  4117

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



決勝 10月2日 10:30

 ３回の
 最高記録

関口 蒔琉                            DNS
ｾｷｸﾞﾁ ﾏｸﾙ 野沢北高                                                   

1  1224

-6- 記録-4- -5-所属名 -1- -2- -3- 備考

高校女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名



決勝 10月2日 11:15

ja

小野澤 比奈矢  44.86 
ｵﾉｻﾞﾜ ｼｪﾅｰﾔ 軽井沢A&AC    971
伊東 ほの香  33.12 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 真田陸上教室    733
荒井 こころ  30.41 
ｱﾗｲ ｺｺﾛ 真田陸上教室    678
塩野 梨々  23.67 
ｼｵﾉ  ﾘﾘ 軽井沢A&AC    541
矢島 羽花  20.58 
ﾔｼﾞﾏ ﾊﾅ 望月AC    478
菅沼 杏菜  19.68 
ｽｶﾞﾇﾏ ｱﾝﾅ 望月AC    460
杉山 咲和  19.48 
ｽｷﾞﾔﾏ ｻﾜ 真田陸上教室    456
柳澤 璃音  18.66 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘﾉﾝ 望月AC    439
長谷川 栞  17.84 
ﾊｾｶﾞﾜ ｼｵﾘ 望月AC    422
簾田 ふうか  12.08 
ﾐｽﾀﾞ ﾌｳｶ 望月AC    305
髙橋 彩葉     DNS
ﾀｶﾊｼ ｲﾛﾊ 望月AC
山口 紗和     DNS
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾜ 真田陸上教室
小松 乙都     DNS
ｺﾏﾂ ｵﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

小学女子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

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 -1- -2- 記録 備考

1 13   109
 44.86    o    o

   o

2 8   278

-3-

 33.12    o    o

3 11   274
 30.41    o

   o

5 12   308
   o  20.58    o

4 10   102
 23.67    o

   o
6 5   310

 19.68    o

   o

8 3   307

   o
7 4   266

 19.48    o

 18.66    o    o

9 9   309

   o

2   305
         

10

   o  17.84

1   306
 12.08    o

   

   

6   270
      

7   217
      



決勝 10月2日 10:00

 ３回の
 最高記録

小林 由奈
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 真田中
杉山 陽乃
ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾉ 真田中

    18.52 

   o   18.75        18.75 

 18.52   18.52       

   

2 1  4422
   o    o

1 2  4420
   o  18.75

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- -3- -4- -5- -6- 記録



決勝 10月2日 10:00

 ３回の
 最高記録

土屋 凜奈
ﾂﾁﾔ ﾘﾝﾅ 野沢南高

1 1  1259
   o    o  24.88  24.88   24.88          

備考

高校女子

やり投(600g)

決勝

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



決勝 10月2日 13:30

飯高 明花里
ｲｲﾀｶ ｱｶﾘ 東御東部中
礒部 ひより
ｲｿﾍﾞ ﾋﾖﾘ 野沢中
後小路 結月
ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾕﾂﾞｷ 野沢中
田中 杏
ﾀﾅｶ ｱﾝ 浅間中
林 菜々子
ﾊﾔｼ ﾅﾅｺ 野沢中
安本 桃音
ﾔｽﾓﾄ ﾓﾓﾈ 東御東部中
大澤 都葵子
ｵｵｻﾜ ﾄﾜｺ 野沢中
竹内 瑞喜
ﾀｹｳﾁ ﾐﾂﾞｷ 野沢中
真山 世凪
ｻﾉﾔﾏ ｾﾅ 軽井沢中
春原 歩和
ﾊﾙﾊﾗ ｱﾕﾅ 軽井沢中
高橋 汐来
ﾀｶﾊｼ ｾﾗ 野沢中
山田 梨乃
ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾉ 小諸東中
川上 瑞詠
ｶﾜｶﾐ ﾐｽﾞｴ 野沢中
田中 杏 DNS
ﾀﾅｶ ｱﾝ 浅間中

     
12  4137

 1.15

11 6  4293
o o xxo xxx  1.20

13 3  4093
o xo xxx

o xo

 1.20

8 4  4212
o - xo o xxx  1.25

11 5  4071
o o xxo xxx

 1.25

8 1  4070
o o xo o

o o xxx

 1.25

8 2  4243

xxx

- -

 1.25

5 8  4401
o o o o xxx  1.25

5 9  4078
o o o o xxx

 1.25

4 10  4137
o o o o

- o xxx

 1.30

5 7  4075

xo xxx

xo xxo xxx

xxx  1.35

2 13  4073
- - - - o o  1.45

3 11  4072
- - o o o o

備考
1 14  4404

- - - - - o

1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 記録

xxo xxx  1.45

中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 1m25 1m30ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m10 1m15 1m20

o



決勝 10月2日 11:40

1m34 1m37 1m40
荻原 怜愛 - - - - - - o o o o  1.34
ｵｷﾞﾊﾗ ﾚﾅ 軽井沢A&AC o xx  1080
中嶋 優佳 - - - - - o o o o xx  1.28
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ 軽井沢A&AC  1011
荻原 推 - - o o o o o o xx  1.25
ｵｷﾞﾜﾗ ｽｲ 軽井沢A&AC   976
林  かなえ - o o o o o o xx  1.20
ﾊﾔｼ ｶﾅｴ 軽井沢A&AC   919
山口 葵生 - o o o o xo xo xx  1.20
ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｲ 軽井沢A&AC   919
清水 梨乃 - - o o o o xx  1.15
ｼﾐｽﾞ  ﾘﾉ T&F佐久平   861
碓氷 桐榎 - o o o o o xx  1.15
ｳｽｲ ｷﾘｶ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   861
荒井 結愛 - o o o o o xx  1.15
ｱﾗｲ ﾕｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   861
佐々木 彩音 - - o o xo o xx  1.15
ｻｻｷ ｱﾔﾈ 軽井沢A&AC   861
栁澤 妃菜 - o o o o xo xx  1.15
ﾔﾅｷﾞｻﾜ　ﾋﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   861
柳澤 有唯 - - o o o xx  1.10
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ｱﾘｲ T&F佐久平   803
大久保 明凛 - o o o o xx  1.10
ｵｵｸﾎﾞ ｱｶﾘ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   803
小林 結乃 - o o o xo xx  1.10
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   803

小学女子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
m90 m95

記録 備考

1 13   101

1m15 1m20 1m25 1m28 1m311m10

2 7   110

1m00 1m05

3 11   112

4 3   111

5 9   100

6 4   154

6 10   233

6 12   228

9 5   104

10 2   198

13 6   215

11 1   143

11 8   209



決勝 10月2日 13:00

 ３回の
 最高記録

中嶋 美代
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾖ 野沢中
川元 唯楓
ｶﾜﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 野沢中
森角 桃湖
ﾓﾘｶｸ ﾓﾓｺ 野沢中
武田 倖奈
ﾀｹﾀﾞ ﾕｷﾅ 野沢中
坂口 優芽
ｻｶｸﾞﾁ ﾕﾒ 上田第五中
加藤 夕楓
ｶﾄｳ ﾕｳｶ 軽井沢中
相沢 可菜実
ｱｲｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 小諸東中
石井 華蓮
ｲｼｲ ｶﾚﾝ 野沢中

   5.82       

      

     5.82 
8 1  4091

  5.41   5.20   5.82

        6.09 

6 4  4244
  6.16   6.39   6.25    6.39      6.39 

7 2  4292
  5.74   5.97   6.09    6.09    

   7.18            7.18 

4 5  4092
  7.15   7.31

5 3  4694
  7.18   6.81   6.77

     7.31   7.26    7.31       

   7.77            7.77   7.59
3 7  4076

  7.77   7.49

   8.47       

   9.52            9.52 

     8.47 

1 8  4074
  9.40   9.52   9.33

2 6  4090
  7.34   7.39   8.47

-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-



2022/10/ 2

中嶋 優佳 12.41(+1.1)        1.28   2232
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ 軽井沢A&AC    1221    1011      1
荻原 怜愛 13.11(+1.1)        1.34   2181
ｵｷﾞﾊﾗ ﾚﾅ 軽井沢A&AC    1101    1080      2
山口 葵生 13.23(+1.1)        1.20   2000
ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｲ 軽井沢A&AC    1081     919      3
荻原 推 13.80(+1.1)        1.25   1959
ｵｷﾞﾜﾗ ｽｲ 軽井沢A&AC     983     976      4
栁澤 妃菜 14.17(+1.5)        1.15   1781
ﾔﾅｷﾞｻﾜ　ﾋﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     920     861      5
林  かなえ 14.66(+0.8)        1.20   1755
ﾊﾔｼ ｶﾅｴ 軽井沢A&AC     836     919      6
清水 梨乃 14.56(+1.5)        1.15   1714
ｼﾐｽﾞ  ﾘﾉ T&F佐久平     853     861      7
柳澤 有唯 15.68(+1.5)        1.10   1465
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ｱﾘｲ T&F佐久平     662     803      8
大久保 明凛 15.90(+0.8)        1.10   1427
ｵｵｸﾎﾞ ｱｶﾘ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     624     803      9
碓氷 桐榎 18.42(+0.8)        1.15   1054
ｳｽｲ ｷﾘｶ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     193     861     10
小林 結乃 18.47(+0.8)        1.10    988
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     185     803     11
佐々木 彩音 DQ        1.15    861
ｻｻｷ ｱﾔﾈ 軽井沢A&AC     861     12
荒井 結愛 DQ        1.15    861
ｱﾗｲ ﾕｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     861     12

  101

小学女子

コンバインドA

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 80mH HJ
総合得点

順位
  110

  228

  154

  143

  209

  233

  215

  100

  112

  198

  111

  104



2022/10/ 2

小野澤 比奈矢  4.33(+0.7)       44.86   1957
ｵﾉｻﾞﾜ ｼｪﾅｰﾔ 軽井沢A&AC     986     971      1
荒井 こころ  4.09(+0.9)       30.41   1597
ｱﾗｲ ｺｺﾛ 真田陸上教室     919     678      2
伊東 ほの香  3.88(+1.7)       33.12   1593
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 真田陸上教室     860     733      3
矢島 羽花  4.27(+1.9)       20.58   1447
ﾔｼﾞﾏ ﾊﾅ 望月AC     969     478      4
長谷川 栞  3.42(-0.3)       17.84   1153
ﾊｾｶﾞﾜ ｼｵﾘ 望月AC     731     422      5
菅沼 杏菜  3.26(+4.4)       19.68   1146
ｽｶﾞﾇﾏ ｱﾝﾅ 望月AC     686     460      6
柳澤 璃音  2.91(+1.6)       18.66   1027
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘﾉﾝ 望月AC     588     439      7
塩野 梨々  2.22(+2.8)       23.67    936
ｼｵﾉ  ﾘﾘ 軽井沢A&AC     395     541      8
杉山 咲和  2.23(+1.9)       19.48    854
ｽｷﾞﾔﾏ ｻﾜ 真田陸上教室     398     456      9
簾田 ふうか  2.52(+1.6)       12.08    784
ﾐｽﾀﾞ ﾌｳｶ 望月AC     479     305     10
小松 乙都 DNS DNS      0
ｺﾏﾂ ｵﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     11
山口 紗和 DNS DNS      0
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾜ 真田陸上教室     11
髙橋 彩葉 DNS DNS      0
ﾀｶﾊｼ ｲﾛﾊ 望月AC     11

  278

  308

  309

  310

  270

  305

  307

  102

  266

  306

  217

総合得点
順位

  109

  274

小学女子

コンバインドB

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 LJ JBT
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