
： 2022年4月29日(金) 
： 佐久総合運動公園陸上競技場（競技場コード 172060）
：

： 東信地区陸上競技協会普及強化部
： 跡部　定一
： 細田　和生 (トラック)内堀　俊彦 (フィールド)
： 横沢　和樹

■グラウンドコンディション
４月29日(金)

■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 (TR16.7) 成功・有効試技  (走高跳・棒高跳)
レーン走行のレースで、割り当てられたレーン以外を走った（TR17.3.1） 失敗・無効試技
レーン走行しないレースで、曲走路区間の縁石・ライン上やその内側を踏んだ、走った(TR17.3.2) パス
ブレイクライン手前でレーンを離れ内側に入った (TR17.5.3) 試合放棄
他の競技者を妨害した(TR17.2.2)
割り当てられたレーン以外を走った(TR22.6)
すべてのハードルを越えなかった (TR22.6)
足・脚がハードルをはみ出てバーの高さより低い位置を通った (TR22.6.1)
手や体、振り上げ脚の上側でハードルを〔倒した／移動させた〕(TR22.6.2)
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 (TR54.7.1)
ﾍﾞﾝﾄ･ﾆｰ で3名以上がレッドカードを出した (TR54.7.1)
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 (TR54.7.1)
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 (TR54.4.1)
ﾍﾞﾝﾄ･ﾆｰ で競歩主任が単独で失格にした (TR54.5.1)
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 (TR54.4.1)
()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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東信ジュニアユース2022スプリング１日目 ﾄﾗｯｸ審判長 細田和生

主催：東信陸協 跳躍審判長 内堀俊彦
投てき審判長 内堀俊彦

【開催日】 2022年4月29日 記録主任 横沢和樹

【主催団体】 東信陸協 決勝記録一覧表
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

 4/29 小学女子  -3.9 鈴木 愛華(3) 11.30 松木 帆愛(2) 11.40 小林 あやね(3) 11.52 菊原 唯月(3) 11.85 樋口 琴美(3) 12.25 等々力 咲(2) 12.37 池田 桃子(2) 12.47 齊藤 星月(1) 12.49
60m 千代田AC 諏訪FA あさまねSC 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 安曇野かけっこ 真田ｸﾗﾌﾞ〔小〕 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4/29 中嶋 優佳(6) 14.42 小野澤 比奈矢(6) 14.98 角田 桜子(5) 15.04 荻原 怜愛(6) 15.10 荒井 結愛(6) 15.18 中島 那瑠(6) 15.33 荻原 推(6) 15.39 小山 陽菜乃(6) 15.55
100m 軽井沢A&AC 軽井沢A&AC 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 軽井沢A&AC 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ あさまねSC 軽井沢A&AC あさまねSC

 4/29  -2.6 山口 葵生(4) 11.09 梅垣 果鈴(4) 12.17 栁澤 杏南(4) 13.71
60mH(0.600-6.0m) 軽井沢A&AC 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 軽井沢A&AC

 4/29 中嶋 優佳(6) 2036 中澤 美緒(6) 1892 荻原 怜愛(6) 1810 小林 優奈(6) 1789 荻原 推(6) 1694 山口 葵生(4) 1689 三浦 線(6) 1665 永嶋 菜々紗(6) 1663
コンバインドA 軽井沢A&AC 千代田AC 軽井沢A&AC T&F佐久平(小) 軽井沢A&AC 軽井沢A&AC 千代田AC 千代田AC

 4/29 小野澤 比奈矢(6) 1819 稲葉 佳央(6) 1610 柳平 想乃(5) 1503 伊東 ほの香(6) 1450 荒井 こころ(6) 1348 紅林 ゆき(6) 1339 矢島 羽花(6) 1225 髙橋 彩葉(5) 1206
コンバインドB 軽井沢A&AC 千代田AC 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 真田陸上教室 真田陸上教室 千代田AC 望月AC 望月AC

 4/29 高校女子 荻原 希乃愛(3) 12.84 佐伯 風帆(2) 13.09 鈴木 天音(3) 13.18 大森 里香(3) 13.20 橋本 春花(2) 13.33 箱田 真奈美(2) 13.38 宮下 留花(3) 13.39 岡田 莉歩(2) 13.49
100m 佐久長聖高 佐久長聖高 佐久長聖高 佐久長聖高 佐久長聖高 諏訪二葉高 上田高 佐久長聖高

 4/29  -1.3 橋本 春花(2) 27.02 村山 苺香(2) 28.03 中澤 雪乃(2) 29.09 小林 ひより(1) 29.36 川上 珠実(1) 30.21 関澤 きらり(2) 30.68 向井 美来(1) 30.92 井出 優奈(1) 34.20
200m 佐久長聖高 岩村田高 野沢南高 佐久長聖高 野沢北高 上田西高 野沢北高 佐久平総合高

 4/29 渡邉 陽乃(3) 59.22 市川 笑花(3) 59.59 村山 苺香(2) 1:03.20 柏木 萌(3) 1:04.12 井龍 翠(2) 1:05.40 中澤 雪乃(2) 1:06.00 吉田 彩葉(1) 1:06.43 矢嶋 佑希(2) 1:15.24
400m 佐久長聖高 佐久長聖高 岩村田高 佐久長聖高 野沢北高 野沢南高 佐久長聖高 上田高

 4/29 市川 笑花(3) 2:20.68 渡邉 陽乃(3) 2:33.14 工藤 涼風(3) 2:37.84 津田 燈(1) 2:38.28 宮原 和音(3) 2:40.92 下島 佳純(3) 2:41.31 玉井 南帆(3) 2:44.71
800m 佐久長聖高 佐久長聖高 上田染谷丘 上田高 野沢北高 上田高 上田高

 4/29 竹花  明姫(2) 5:35.14 齋藤 蒔富羽(2) 5:50.65 鈴木 菜生(3) 6:02.21 矢嶋 佑希(2) 6:12.16
1500m 上田千曲高 上田染谷丘 上田高 上田高

 4/29  +0.5 佐伯 風帆(2) 15.16 山本 紗帆(2) 17.16 田中 朱音(2) 18.56 太田 このみ(3) 21.22
100mH(0.838m) 佐久長聖高 野沢北高 上田染谷丘 上田西高

 4/29 大鹿 愛和(3) 1:04.77 柏木 萌(3) 1:13.31 吉田 彩葉(1) 1:14.70 田中 朱音(2) 1:21.45
400mH(0.762m) 佐久長聖高 佐久長聖高 佐久長聖高 上田染谷丘

 4/29 村山 羽乃(1) 1.50 上村 文寧(2) 1.45 行田 優空(3) 1.40 後小路 葉月(1) 1.35 宇都宮 新奈(1) 1.35 川上 珠実(1) 1.35 及川 葉月(3) 1.30 橋本 莉奈(1) 1.25
走高跳 佐久長聖高 諏訪二葉高 上田染谷丘 野沢北高 小諸高 野沢北高 岩村田高 小諸高

 4/29 岡田 莉歩(2) 3.50 鈴木 天音(3) 2.90 長濱 愛里咲(2) 2.80 小林 ひより(1) 2.50
棒高跳 佐久長聖高 佐久長聖高 駿台甲府高 佐久長聖高

 4/29 箱田 真奈美(2) 4.94(-1.3) 富山 萌衣(3) 4.88(-1.4) 宮下 留花(3) 4.83(-1.3) 古越 茉帆(3) 4.78(+1.4) 有賀 明子(3) 4.65(-1.2) 関口 蒔琉(2) 4.55(-0.5) 細田 怜奈(3) 4.48(-1.3) 梅原 小梅(2) 4.34(-0.5)
走幅跳 諏訪二葉高 上田染谷丘 上田高 佐久長聖高 上田高 野沢北高 上田千曲高 上田染谷丘

 4/29 山下 唯華(2) 5.60 善治 奈々(3) 5.09
砲丸投(4.000kg) 岩村田高 上田千曲高

 4/29 栁橋 美輝(3) 37.32 大森 里香(3) 28.25 山下 唯華(2) 23.64 荻原 希乃愛(3) 23.58 佐々木 涙璃(2) 19.14 磯部 遥歌(3) 14.30
やり投(600g) 丸子修学館高校 佐久長聖高 岩村田高 佐久長聖高 野沢北高 野沢北高

 4/29 佐久長聖高(A)       50.60 上田高       52.93 上田染谷丘       53.50 野沢北高       55.23 上田千曲高       59.04
4×100m 荻原 希乃愛(3) 田中 雪乃(1) 富山 萌衣(3) 山本 紗帆(2) 善治 奈々(3)

鈴木 天音(3) 宮下 留花(3) 行田 優空(3) 向井 美来(1) 細田 怜奈(3)
大森 里香(3) 有賀 明子(3) 平林 紘果(3) 磯部 遥歌(3) 松木  紗良(2)
佐伯 風帆(2) 小林 響(2) 田中 朱音(2) 松橋 弥玖(1) 徳竹 華歩(1)

 4/29 上田高     4:55.20
4×400m 下島 佳純(3)

矢嶋 佑希(2)
玉井 南帆(3)
滝澤 舞(2)

 4/29 小学混合 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ       56.27 あさまねSC       57.58 T&F佐久平(小)(B)     1:02.96 真田陸上教室     1:03.63 T&F佐久平(小)(A)     1:03.79 T&F佐久平(小)(C)     1:04.41
4×100m 角田 桜子(5) 小山 陽菜乃(6) 平島 唯那(5) 山口 柊(6) 松本 実倖(5) 天野 暁之進(5)

佐藤 徠夢(6) 中島 那瑠(6) 長坂 快(5) 戸兵 心瞳(6) 髙橋 宗也(5) 小林 優希(6)

荒井 結愛(6) 関 幹太(6) 柳澤 有唯(6) 牧内 大河(6) 磯貝 璃椛(5) 石井 愛奈(6)

長峰 和真(6) 山口 越史(6) 長岡 諒真(5) 朝倉 こと子(6) 清水 小太郎(6) 篠原 隆市郎(6)



決勝 4月29日 11:00

[ 1組] 風速 -1.1 [ 2組] 風速 -2.3

 1 荻原 希乃愛(3)     12.84  1 佐伯 風帆(2)     13.09 
ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 佐久長聖高 ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 佐久長聖高

 2 宮下 留花(3)     13.39  2 鈴木 天音(3)     13.18 
ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ 上田高 ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ 佐久長聖高

 3 岡田 莉歩(2)     13.49  3 橋本 春花(2)     13.33 
ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 佐久長聖高 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ 佐久長聖高

 4 及川 葉月(3)     14.31  4 関澤 きらり(2)     14.57 
ｵｲｶﾜ ﾊﾂﾞｷ 岩村田高 ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 上田西高

 5 松橋 弥玖(1)     14.35  5 向井 美来(1)     15.02 
ﾏﾂﾊｼ ﾐｸ 野沢北高 ﾑｶｲ ﾐｸ 野沢北高

 6 太田 このみ(3)     15.10  6 山邊 栞那(1)     16.00 
ｵｵﾀ ｺﾉﾐ 上田西高 ﾔﾏﾍﾞ ｶﾝﾅ 上田東高

 7 松木  紗良(2)     15.23  7 徳竹 華歩(1)     17.09 
ﾏﾂｷ  ｻﾗ 上田千曲高 ﾄｸﾀｹ ｶﾎ 上田千曲高

  神津 沙夏(1)      
ｺｳﾂﾞ ｻﾅ 佐久長聖高

[ 3組] 風速 -1.7

 1 大森 里香(3)     13.20 
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 佐久長聖高

 2 箱田 真奈美(2)     13.38 
ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ 諏訪二葉高

 3 古越 茉帆(3)     13.87 
ﾌﾙｺｼ ﾏﾎ 佐久長聖高

 4 井出 優奈(1)     16.25 
ｲﾃﾞ ﾕﾅ 佐久平総合高

  菅沼 花菜(3)      
ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ 野沢南高

  田中 雪乃(1)      
ﾀﾅｶ ﾕｷﾉ 上田高

  唐澤 さくら(2)      
ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 佐久長聖高

高校女子

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
9  1303 6  1300

3  1298 2  1302

7  1415 4  2263

6  1237 8  1221

2  1270 5  1536

4  1497 3  1486

8  1532 7  1448

5  2253
DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6  2267

3  1202

記録／備考
2  1301

4   107

DNS
8  1304

DNS

5  1249
DNS

7  1423



   1 荻原 希乃愛(3) 佐久長聖高     12.84 (-1.1)   1   1
   2 佐伯 風帆(2) 佐久長聖高     13.09 (-2.3)   2   1
   3 鈴木 天音(3) 佐久長聖高     13.18 (-2.3)   2   2
   4 大森 里香(3) 佐久長聖高     13.20 (-1.7)   3   1
   5 橋本 春花(2) 佐久長聖高     13.33 (-2.3)   2   3
   6 箱田 真奈美(2) 諏訪二葉高     13.38 (-1.7)   3   2
   7 宮下 留花(3) 上田高     13.39 (-1.1)   1   2
   8 岡田 莉歩(2) 佐久長聖高     13.49 (-1.1)   1   3
   9 古越 茉帆(3) 佐久長聖高     13.87 (-1.7)   3   3
  10 及川 葉月(3) 岩村田高     14.31 (-1.1)   1   4
  11 松橋 弥玖(1) 野沢北高     14.35 (-1.1)   1   5
  12 関澤 きらり(2) 上田西高     14.57 (-2.3)   2   4
  13 向井 美来(1) 野沢北高     15.02 (-2.3)   2   5
  14 太田 このみ(3) 上田西高     15.10 (-1.1)   1   6
  15 松木  紗良(2) 上田千曲高     15.23 (-1.1)   1   7
  16 山邊 栞那(1) 上田東高     16.00 (-2.3)   2   6
  17 井出 優奈(1) 佐久平総合高     16.25 (-1.7)   3   4
  18 徳竹 華歩(1) 上田千曲高     17.09 (-2.3)   2   7
    神津 沙夏(1) 佐久長聖高          (-1.1) DNS   1    
    菅沼 花菜(3) 野沢南高          (-1.7) DNS   3    
    田中 雪乃(1) 上田高          (-1.7) DNS   3    
    唐澤 さくら(2) 佐久長聖高          (-1.7) DNS   3    

高校女子

100m

順位
 1303
 1300

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

 2263
 1301
 1302
  107
 1415
 1298

記録（風） 備考 組

 1423
 1304

 1497
 1448
 1202
 1486
 2253
 1249

 2267
 1270
 1237
 1536
 1221
 1532



決勝 4月29日 13:10

風速 -1.3

 1 橋本 春花(2)     27.02 
ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ 佐久長聖高

 2 村山 苺香(2)     28.03 
ﾑﾗﾔﾏ ﾏｲｶ 岩村田高

 3 中澤 雪乃(2)     29.09 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 野沢南高

 4 小林 ひより(1)     29.36 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 佐久長聖高

 5 川上 珠実(1)     30.21 
ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ 野沢北高

 6 関澤 きらり(2)     30.68 
ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 上田西高

 7 向井 美来(1)     30.92 
ﾑｶｲ ﾐｸ 野沢北高

 8 井出 優奈(1)     34.20 
ｲﾃﾞ ﾕﾅ 佐久平総合高

高校女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  1302

5  1275

7  1258

9  1299

6  1239

4  1536

8  1221

2  1202



決勝 4月29日 10:20

 1 渡邉 陽乃(3)     59.22 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾉ 佐久長聖高

 2 市川 笑花(3)     59.59 
ｲﾁｶﾜ ｴﾐｶ 佐久長聖高

 3 村山 苺香(2)   1:03.20 
ﾑﾗﾔﾏ ﾏｲｶ 岩村田高

 4 柏木 萌(3)   1:04.12 
ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ 佐久長聖高

 5 井龍 翠(2)   1:05.40 
ｲﾘｭｳ ﾐﾄﾞﾘ 野沢北高

 6 中澤 雪乃(2)   1:06.00 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 野沢南高

 7 吉田 彩葉(1)   1:06.43 
ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 佐久長聖高

 8 矢嶋 佑希(2)   1:15.24 
ﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷ 上田高

高校女子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  1305

4  1306

7  1275

8  1307

3  1235

9  1258

6  2252

5  1419



決勝 4月29日 12:30

 1 市川 笑花(3)   2:20.68 
ｲﾁｶﾜ ｴﾐｶ 佐久長聖高

 2 渡邉 陽乃(3)   2:33.14 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾉ 佐久長聖高

 3 工藤 涼風(3)   2:37.84 
ｸﾄﾞｳ ｽｽﾞｶ 上田染谷丘

 4 津田 燈(1)   2:38.28 
ﾂﾀﾞ ｱｶﾘ 上田高

 5 宮原 和音(3)   2:40.92 
ﾐﾔﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾈ 野沢北高

 6 下島 佳純(3)   2:41.31 
ｼﾓｼﾞﾏ ｶｽﾐ 上田高

 7 玉井 南帆(3)   2:44.71 
ﾀﾏｲ ﾐﾅﾎ 上田高

  緑川 美咲(3)      
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾐｻｷ 小諸高

  滝澤 舞(2)      
ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｲ 上田高

高校女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1306

8  1305

7  1461

3  1425

6  1230

5  1411

9  1421
DNS

1  1413

2  2834
DNS



決勝 4月29日 13:30

 1 竹花  明姫(2)   5:35.14 
ﾀｹﾊﾅ  ｱｷ 上田千曲高

 2 齋藤 蒔富羽(2)   5:50.65 
ｻｲﾄｳ ﾏﾄﾊ 上田染谷丘

 3 鈴木 菜生(3)   6:02.21 
ｽｽﾞｷ ﾅｵ 上田高

 4 矢嶋 佑希(2)   6:12.16 
ﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷ 上田高

  玉井 南帆(3)      
ﾀﾏｲ ﾐﾅﾎ 上田高

高校女子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1496

2  1471

5  1413
DNS

1  1414

3  1419



決勝 4月29日 10:10

風速 +0.5

 1 佐伯 風帆(2)     15.16 
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 佐久長聖高

 2 山本 紗帆(2)     17.16 
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾎ 野沢北高

 3 田中 朱音(2)     18.56 
ﾀﾅｶ ｱｶﾈ 上田染谷丘

 4 太田 このみ(3)     21.22 
ｵｵﾀ ｺﾉﾐ 上田西高

  松木  紗良(2)      
ﾏﾂｷ  ｻﾗ 上田千曲高

  唐澤 さくら(2)      
ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 佐久長聖高

  山邊 栞那(1)      
ﾔﾏﾍﾞ ｶﾝﾅ 上田東高

高校女子

100mH(0.838m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  1300

3  1232

7  1470

5  1532

8  1448
DNS

4  1497
DNS

6  1304
DNS



決勝 4月29日 12:50

 1 大鹿 愛和(3)   1:04.77 
ｵｵｼｶ ﾏﾅ 佐久長聖高

 2 柏木 萌(3)   1:13.31 
ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ 佐久長聖高

 3 吉田 彩葉(1)   1:14.70 
ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 佐久長聖高

 4 田中 朱音(2)   1:21.45 
ﾀﾅｶ ｱｶﾈ 上田染谷丘

高校女子

400mH(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  2266

6  1307

5  2252

4  1470



決勝 4月29日  9:30

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 佐久長聖高(A)  1303 荻原 希乃愛(3)     50.60 

ｻｸﾁｮｳｾｲ ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ
 2263 鈴木 天音(3)

ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ
 1301 大森 里香(3)

ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ
 1300 佐伯 風帆(2)

ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ
 2   8 上田高  1423 田中 雪乃(1)     52.93 

ｳｴﾀﾞｺｳ ﾀﾅｶ ﾕｷﾉ
 1415 宮下 留花(3)

ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ
 1412 有賀 明子(3)

ｱﾙｶﾞ ｱｷｺ
 1422 小林 響(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｵﾄ
 3   7 上田染谷丘  1460 富山 萌衣(3)     53.50 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ
 1462 行田 優空(3)

ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾕﾗ
 1464 平林 紘果(3)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｶ
 1470 田中 朱音(2)

ﾀﾅｶ ｱｶﾈ
 4   3 野沢北高  1232 山本 紗帆(2)     55.23 

ﾉｻﾞﾜｷﾀｺｳ ﾔﾏﾓﾄ ｻﾎ
 1221 向井 美来(1)

ﾑｶｲ ﾐｸ
 1229 磯部 遥歌(3)

ｲｿﾍﾞ ﾊﾙｶ
 1237 松橋 弥玖(1)

ﾏﾂﾊｼ ﾐｸ
 5   6 上田千曲高  1499 善治 奈々(3)     59.04 

ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ｾﾞﾝｼﾞ ﾅﾅ
 1490 細田 怜奈(3)

ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ
 1497 松木  紗良(2)

ﾏﾂｷ  ｻﾗ
 1486 徳竹 華歩(1)

ﾄｸﾀｹ ｶﾎ
    5 野沢南高      

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ DNS

    9 岩村田高      
ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ DNS

高校女子

4×100m

決勝



決勝 4月29日 14:10

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   9 上田高  1411 下島 佳純(3)   4:55.20 

ｳｴﾀﾞｺｳ ｼﾓｼﾞﾏ ｶｽﾐ
 1419 矢嶋 佑希(2)

ﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷ
 1413 玉井 南帆(3)

ﾀﾏｲ ﾐﾅﾎ
 1421 滝澤 舞(2)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｲ
    8 佐久長聖高(B)      

ｻｸﾁｮｳｾｲ DNS

高校女子

4×400m

決勝



決勝 4月29日 11:45

村山 羽乃(1)
ﾑﾗﾔﾏ ｳﾉ 佐久長聖高
上村 文寧(2)
ｶﾐﾑﾗ ｱﾔﾈ 諏訪二葉高
行田 優空(3)
ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾕﾗ 上田染谷丘
後小路 葉月(1)
ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾊﾂﾞｷ 野沢北高
宇都宮 新奈(1)
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾆｲﾅ 小諸高
川上 珠実(1)
ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ 野沢北高
及川 葉月(3)
ｵｲｶﾜ ﾊﾂﾞｷ 岩村田高
橋本 莉奈(1)
ﾊｼﾓﾄ ﾆｲﾅ 小諸高
東海林 優心花(1)
ﾄｳｶﾘﾝ ﾕﾐｶ 野沢南高

高校女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m15 1m20 1m55 記録 備考
1 8  1309 - - -

1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50

 1.45

 1.50

2 9   108 - - - - xo

- - o o o xxx

 1462 - - -

o xo xxx

xxx  1.35

 1.40

4 6  1236 - - o o o

- o o xxx3 7

 1.35

 1.35

6 4  1239 - o o o xxo

o xo xxx5 5  2271 - o o

 1270 - - o

xxx

 1.25

 1.30

8 3  2272 o o o xxx

xxo xxx7 2

 1.25xxx9 1  1260 o xo o



決勝 4月29日 10:30

3m20 3m30 3m40 3m50 3m60 3m70
岡田 莉歩(2) - - - - - - - - - -
ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 佐久長聖高 o xo o o xxx
鈴木 天音(3) - - - - - o xo o xxx
ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ 佐久長聖高
長濱 愛里咲(2) - - - - xo o xxo xxx
ﾅｶﾞﾊﾏ ｱﾘｻ 駿台甲府高
小林 ひより(1) xo o o o xxx
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 佐久長聖高
高見澤 茉那(1) xxx NM
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾏﾅ 佐久長聖高
飯高 愛莉(1) DNS
ｲｲﾀｶ ｱｲﾘ 佐久長聖高

高校女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
2m20 2m30 3m00 3m10

記録 備考

1 6  1298  3.50

2m40 2m50 2m60 2m70 2m80 2m90

2 5  2263  2.90

3 4    86  2.80

2  1297      

4 3  1299  2.50

1  2251      



決勝 4月29日 10:15

 ３回の
 最高記録

箱田 真奈美(2)   4.68    x   4.94    4.94             4.94 
ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ 諏訪二葉高   +1.6         -1.3    -1.3                      -1.3
富山 萌衣(3)   4.76   4.88   4.81    4.88             4.88 
ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ 上田染谷丘   +1.3   -1.4   -0.8    -1.4                      -1.4
宮下 留花(3)    x   4.83    -    4.83             4.83 
ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ 上田高         -1.3          -1.3                      -1.3
古越 茉帆(3)   4.42   4.60   4.78    4.78             4.78 
ﾌﾙｺｼ ﾏﾎ 佐久長聖高   -1.1   -0.5   +1.4    +1.4                      +1.4
有賀 明子(3)   4.42   4.65   4.62    4.65             4.65 
ｱﾙｶﾞ ｱｷｺ 上田高   -1.2   -1.2   +0.5    -1.2                      -1.2
関口 蒔琉(2)   4.55   4.53   4.51    4.55             4.55 
ｾｷｸﾞﾁ ﾏｸﾙ 野沢北高   -0.5   -0.3   +0.6    -0.5                      -0.5
細田 怜奈(3)   4.48   4.48   4.47    4.48             4.48 
ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ 上田千曲高   -0.7   -1.3   -0.6    -1.3                      -1.3
梅原 小梅(2)    x   3.93   4.34    4.34             4.34 
ｳﾒﾊﾗ ｺｳﾒ 上田染谷丘         +0.6   -0.5    -0.5                      -0.5
寺澤 恵美(2)   4.15   4.26   4.30    4.30             4.30 
ﾃﾗｻﾜ ﾒｸﾞﾐ 野沢北高   +1.4   +0.4   +0.1    +0.1                      +0.1
小林 響(2)   4.05    x   4.11    4.11             4.11 
ｺﾊﾞﾔｼ ｵﾄ 上田高   -0.5         +1.9    +1.9                      +1.9
鈴木 花梨(1)   3.84   3.89   3.79    3.89             3.89 
ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 岩村田高   +2.1   -0.2   -0.3    -0.2                      -0.2
山浦 亜由香(2)    x   3.40   2.54    3.40             3.40 
ﾔﾏｳﾗ ｱﾕｶ 上田染谷丘         +0.5   -1.5    +0.5                      +0.5
橋本 莉奈(1)   2.84   2.81   2.65    2.84             2.84 
ﾊｼﾓﾄ ﾆｲﾅ 小諸高   +1.5   +0.5   -2.5    +1.5                      +1.5
菅沼 花菜(3)                            DNS
ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ 野沢南高                                                   

備考

高校女子

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 10   107

2 14  1460

3 13  1415

4 7  2267

5 11  1412

6 6  1224

7 8  1490

8 9  1468

9 4  1234

10 5  1422

11 3  1277

12 1  1474

13 2  2272

12  1249



決勝 4月29日 10:05

 ３回の
 最高記録

山下 唯華(2)
ﾔﾏｼﾀ ﾕｲｶ 岩村田高
善治 奈々(3)
ｾﾞﾝｼﾞ ﾅﾅ 上田千曲高
梅原 小梅(2) DNS
ｳﾒﾊﾗ ｺｳﾒ 上田染谷丘
秋穂 真理(3) DNS
ｱｷﾎ ﾏﾘ 佐久長聖高
柳澤 歩乃(1) DNS
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾎﾉ 佐久長聖高

記録 備考

高校女子

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

  5.60

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

1 4  1274
  5.41   5.34

2 1  1499
  5.09   3.94      5.09 

   5.60            5.60 

   

  4.34    5.09       

2  1468
      

3  1308
             

                 

             

                 5  2254
         



決勝 4月29日 13:00

 ３回の
 最高記録

栁橋 美輝(3)
ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ ﾐｷ 丸子修学館高校
大森 里香(3)
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 佐久長聖高
山下 唯華(2)
ﾔﾏｼﾀ ﾕｲｶ 岩村田高
荻原 希乃愛(3)
ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 佐久長聖高
佐々木 涙璃(2)
ｻｻｷ ﾙｲﾘ 野沢北高
磯部 遥歌(3)
ｲｿﾍﾞ ﾊﾙｶ 野沢北高
村上 沙那(2) DNS
ﾑﾗｶﾐ ｻﾅ 上田東高
土屋 凜奈(2) DNS
ﾂﾁﾔ ﾘﾝﾅ 野沢南高

-3- -4- -5- -6- 記録 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-

2 7  1301
 25.87  26.36

1 8  1387
 35.46  37.32

 28.25   28.25           28.25 

  37.32           37.32  34.36

4 5  1303
 23.58  20.36

3 6  1274
   x    x

 20.76   23.58           23.58 

  23.64           23.64  23.64

6 3  1229
   x    x

5 1  1233
 18.93    x

 14.30   14.30           14.30 

  19.14           19.14  19.14

4  1259
      

2  1443
      

                    

                    



決勝 4月29日 11:35

風速 -3.9

 1 鈴木 愛華(3)     11.30 
ｽｽﾞｷ ｱｲﾊ 千代田AC

 2 松木 帆愛(2)     11.40 
ﾏﾂｷ ﾊﾝﾅ 諏訪FA

 3 小林 あやね(3)     11.52 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾈ あさまねSC

 4 菊原 唯月(3)     11.85 
ｷｸﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 5 樋口 琴美(3)     12.25 
ﾋｸﾞﾁ ｺﾄﾐ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 6 等々力 咲(2)     12.37 
ﾄﾄﾞﾘｷ ｻｷ 安曇野かけっこ

 7 池田 桃子(2)     12.47 
ｲｹﾀﾞ ﾓﾓｺ 真田ｸﾗﾌﾞ〔小〕

 8 齊藤 星月(1)     12.49 
ｻｲﾄｳ ﾙﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 9 山口 優那(2)     12.84 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

小学女子

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   134

3   114

5     8

6    49

2    80

9    22

1    60

4   100

8    83



決勝 4月29日 10:35

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 +1.8

 1 中嶋 優佳(6)     14.42  1 荻原 怜愛(6)     15.10 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ 軽井沢A&AC ｵｷﾞﾊﾗ ﾚｲﾅ 軽井沢A&AC

 2 荒井 結愛(6)     15.18  2 小山 陽菜乃(6)     15.55 
ｱﾗｲ ﾕｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｺﾔﾏ ﾋﾅﾉ あさまねSC

 3 遠藤 浬(6)     16.16  3 梅垣 咲希(6)     15.57 
ｴﾝﾄﾞｳ ｶｲﾘ 諏訪FA ｳﾒｶﾞｷ ｻﾂｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 4 林 かなえ(5)     16.19  4 柳澤 璃音(6)     16.03 
ﾊﾔｼ ｶﾅｴ 軽井沢A&AC ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘﾉﾝ 望月AC

 5 大久保 明凛(5)     16.33  4 戸兵 心瞳(6)     16.03 
ｵｵｸﾎﾞ ｱｶﾘ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾄﾋｮｳ ｺｺﾐ 真田陸上教室

 6 長谷川 栞(5)     16.57  6 小松 乙都(6)     16.06 
ﾊｾｶﾞﾜ ｼｵﾘ 望月AC ｺﾏﾂ ｵﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 7 朝倉 こと子(6)     16.76  7 小林 結乃(6)     17.33 
ｱｻｸﾗ ｺﾄｺ 真田陸上教室 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

  小山 柊花(5)       8 小林 優希(6)     17.80 
ｺﾔﾏ  ｼｭｳｶ 腰越JSC〔小〕 ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｳｷ T&F佐久平(小)

 9 山口 紗和(4)     17.90 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾜ 真田陸上教室

[ 3組] 風速 +0.2 [ 4組] 風速 +0.1

 1 小野澤 比奈矢(6)     14.98  1 中島 那瑠(6)     15.33 
ｵﾉｻﾞﾜ ｼｪﾅｰﾔ 軽井沢A&AC ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾙ あさまねSC

 2 角田 桜子(5)     15.04  2 荻原 推(6)     15.39 
ﾂﾉﾀﾞ ｻｸﾗｺ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｵｷﾞﾜﾗ ｽｲ 軽井沢A&AC

 3 髙橋 彩葉(5)     15.75  3 荒井 こころ(6)     15.58 
ﾀｶﾊｼ ｲﾛﾊ 望月AC ｱﾗｲ ｺｺﾛ 真田陸上教室

 4 松本 実倖(5)     16.73  4 矢島 羽花(6)     16.01 
ﾏﾂﾓﾄ  ﾐｻﾁ T&F佐久平(小) ﾔｼﾞﾏ ﾊﾅ 望月AC

 5 梅垣 果鈴(4)     16.74  5 紅林 ゆき(6)     16.25 
ｳﾒｶﾞｷ ｶﾘﾝ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ｸﾚﾊﾞﾔｼ ﾕｷ 千代田AC

 6 碓氷 桐榎(6)     16.81  6 栁澤 妃菜(5)     16.35 
ｳｽｲ ｷﾘｶ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 7 進藤 優花(4)     17.21  7 石井 愛奈(6)     16.70 
ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ 諏訪FA ｲｼｲ  ｱｲﾅ T&F佐久平(小)

 8 吉田 詩苑(4)     17.67  8 山宮 里実(5)     17.72 
ﾖｼﾀﾞ ｼｵﾝ あさまねSC ﾔﾏﾐﾔ ｻﾄﾐ 真田陸上教室

 9 簾田 ふうか(5)     18.52  9 栁澤 杏南(4)     17.78 
ﾐｽﾀﾞ ﾌｳｶ 望月AC ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾝﾅ 軽井沢A&AC

小学女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

7    52 7     6

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    37 5    29

4    39 2   201

1   113 6    26

5   202 4    62

3    71 3   105

2    44 1   163

8   111 8    64

DNS
9   109

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
9    33 1    11

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

1   203 6   106

8    48 5    28

2    25 9   121

5   161 8   200

6   115 7   157

4    46 2    85

7   204 3    40

3     3 4   216



   1 中嶋 優佳(6) 軽井沢A&AC     14.42 (+0.5)   1   1
   2 小野澤 比奈矢(6) 軽井沢A&AC     14.98 (+0.2)   3   1
   3 角田 桜子(5) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.04 (+0.2)   3   2
   4 荻原 怜愛(6) 軽井沢A&AC     15.10 (+1.8)   2   1
   5 荒井 結愛(6) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.18 (+0.5)   1   2
   6 中島 那瑠(6) あさまねSC     15.33 (+0.1)   4   1
   7 荻原 推(6) 軽井沢A&AC     15.39 (+0.1)   4   2
   8 小山 陽菜乃(6) あさまねSC     15.55 (+1.8)   2   2
   9 梅垣 咲希(6) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     15.57 (+1.8)   2   3
  10 荒井 こころ(6) 真田陸上教室     15.58 (+0.1)   4   3
  11 髙橋 彩葉(5) 望月AC     15.75 (+0.2)   3   3
  12 矢島 羽花(6) 望月AC     16.01 (+0.1)   4   4
  13 柳澤 璃音(6) 望月AC     16.03 (+1.8)   2   4
  13 戸兵 心瞳(6) 真田陸上教室     16.03 (+1.8)   2   4
  15 小松 乙都(6) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.06 (+1.8)   2   6
  16 遠藤 浬(6) 諏訪FA     16.16 (+0.5)   1   3
  17 林 かなえ(5) 軽井沢A&AC     16.19 (+0.5)   1   4
  18 紅林 ゆき(6) 千代田AC     16.25 (+0.1)   4   5
  19 大久保 明凛(5) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.33 (+0.5)   1   5
  20 栁澤 妃菜(5) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.35 (+0.1)   4   6
  21 長谷川 栞(5) 望月AC     16.57 (+0.5)   1   6
  22 石井 愛奈(6) T&F佐久平(小)     16.70 (+0.1)   4   7
  23 松本 実倖(5) T&F佐久平(小)     16.73 (+0.2)   3   4
  24 梅垣 果鈴(4) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     16.74 (+0.2)   3   5
  25 朝倉 こと子(6) 真田陸上教室     16.76 (+0.5)   1   7
  26 碓氷 桐榎(6) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.81 (+0.2)   3   6
  27 進藤 優花(4) 諏訪FA     17.21 (+0.2)   3   7
  28 小林 結乃(6) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     17.33 (+1.8)   2   7
  29 吉田 詩苑(4) あさまねSC     17.67 (+0.2)   3   8
  30 山宮 里実(5) 真田陸上教室     17.72 (+0.1)   4   8
  31 栁澤 杏南(4) 軽井沢A&AC     17.78 (+0.1)   4   9
  32 小林 優希(6) T&F佐久平(小)     17.80 (+1.8)   2   8
  33 山口 紗和(4) 真田陸上教室     17.90 (+1.8)   2   9
  34 簾田 ふうか(5) 望月AC     18.52 (+0.2)   3   9
    小山 柊花(5) 腰越JSC〔小〕          (+0.5) DNS   1    

小学女子

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

   52
   11
   28
    6
   26
  106

組 順位
   37
   33
   48
   29

   39
  121
   71
   85
  202
  157

  203
  200
  201
  105
   62
  113

   44

    3
  216
   40
  163
  109
  204

  161
   25
  111
   46
  115
   64



決勝 4月29日 12:10

風速 -2.6

 1 山口 葵生(4)     11.09 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｲ 軽井沢A&AC

 2 梅垣 果鈴(4)     12.17 
ｳﾒｶﾞｷ ｶﾘﾝ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 3 栁澤 杏南(4)     13.71 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾝﾅ 軽井沢A&AC

小学女子

60mH(0.600-6.0m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7    40

5    31

6    25



2022/ 4/29

中嶋 優佳(6) 13.02(+0.7)        1.20   2036
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ 軽井沢A&AC    1117     919      1
中澤 美緒(6) 13.86(-0.3)        1.20   1892
ﾅｶｻﾞﾜ ﾐｵ 千代田AC     973     919      2
荻原 怜愛(6) 14.00(-0.3)        1.15   1810
ｵｷﾞﾊﾗ ﾚｲﾅ 軽井沢A&AC     949     861      3
小林 優奈(6) 14.46(+0.7)        1.20   1789
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｳﾅ T&F佐久平(小)     870     919      4
荻原 推(6) 14.68(+0.7)        1.15   1694
ｵｷﾞﾜﾗ ｽｲ 軽井沢A&AC     833     861      5
山口 葵生(4) 14.37(-0.3)        1.10   1689
ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｲ 軽井沢A&AC     886     803      6
三浦 線(6) 14.85(+0.7)        1.15   1665
ﾐｳﾗ ｲﾄ 千代田AC     804     861      7
永嶋 菜々紗(6) 14.52(+0.7)        1.10   1663
ﾅｶﾞｼﾏ ﾅﾅｻ 千代田AC     860     803      8
清水 梨乃(6) 14.95(-0.3)        1.15   1648
ｼﾐｽﾞ  ﾘﾉ T&F佐久平(小)     787     861      9
佐塚 茉陽(6) 15.42(-0.3)        1.20   1625
ｻﾂﾞｶ ﾏﾋﾛ 千代田AC     706     919     10
梅垣 咲希(6) 15.49(-0.3)        1.10   1497
ｳﾒｶﾞｷ ｻﾂｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     694     803     11
佐々木 彩音(6) 16.04(+0.7)        1.05   1346
ｻｻｷ ｱﾔﾈ 軽井沢A&AC     600     746     12
栁澤 妃菜(5) 15.96(+0.7)        1.00   1302
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     614     688     13
柳澤 有唯(6) 17.30(+0.7)        1.10   1188
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ｱﾘｲ T&F佐久平(小)     385     803     14
小林 結乃(6) 17.27(-0.3)        1.00   1078
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     390     688     15
林 かなえ(5) 17.66(-0.3)        1.05   1069
ﾊﾔｼ ｶﾅｴ 軽井沢A&AC     323     746     16
大久保 明凛(5) 18.28(+0.7)        1.00    905
ｵｵｸﾎﾞ ｱｶﾘ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     217     688     17

総合得点
順位

小学女子

コンバインドA

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 80mH

   37

  206

   29

HJ

   85

  146

   64

   39

   71

  205

  208

  158

  209

   26

   30

  162

   28

   31



決勝 4月29日 11:55

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 +0.7

 1 中澤 美緒(6)     13.86  1 中嶋 優佳(6)     13.02 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾐｵ 千代田AC ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ 軽井沢A&AC

 2 荻原 怜愛(6)     14.00  2 小林 優奈(6)     14.46 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾚｲﾅ 軽井沢A&AC ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｳﾅ T&F佐久平(小)

 3 山口 葵生(4)     14.37  3 永嶋 菜々紗(6)     14.52 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｲ 軽井沢A&AC ﾅｶﾞｼﾏ ﾅﾅｻ 千代田AC

 4 清水 梨乃(6)     14.95  4 荻原 推(6)     14.68 
ｼﾐｽﾞ  ﾘﾉ T&F佐久平(小) ｵｷﾞﾜﾗ ｽｲ 軽井沢A&AC

 5 佐塚 茉陽(6)     15.42  5 三浦 線(6)     14.85 
ｻﾂﾞｶ ﾏﾋﾛ 千代田AC ﾐｳﾗ ｲﾄ 千代田AC

 6 梅垣 咲希(6)     15.49  6 栁澤 妃菜(5)     15.96 
ｳﾒｶﾞｷ ｻﾂｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 7 小林 結乃(6)     17.27  7 佐々木 彩音(6)     16.04 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｻｻｷ ｱﾔﾈ 軽井沢A&AC

 8 林 かなえ(5)     17.66  8 柳澤 有唯(6)     17.30 
ﾊﾔｼ ｶﾅｴ 軽井沢A&AC ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ｱﾘｲ T&F佐久平(小)

 9 大久保 明凛(5)     18.28 
ｵｵｸﾎﾞ ｱｶﾘ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

決勝 4月29日 13:15

佐塚 茉陽(6)  1.20
ｻﾂﾞｶ ﾏﾋﾛ 千代田AC   919
中澤 美緒(6)  1.20
ﾅｶｻﾞﾜ ﾐｵ 千代田AC   919
中嶋 優佳(6)  1.20
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ 軽井沢A&AC   919
小林 優奈(6)  1.20
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｳﾅ T&F佐久平(小)   919
荻原 怜愛(6)  1.15
ｵｷﾞﾊﾗ ﾚｲﾅ 軽井沢A&AC   861
荻原 推(6)  1.15
ｵｷﾞﾜﾗ ｽｲ 軽井沢A&AC   861
三浦 線(6)  1.15
ﾐｳﾗ ｲﾄ 千代田AC   861
清水 梨乃(6)  1.15
ｼﾐｽﾞ  ﾘﾉ T&F佐久平(小)   861
山口 葵生(4)  1.10
ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｲ 軽井沢A&AC   803
梅垣 咲希(6)  1.10
ｳﾒｶﾞｷ ｻﾂｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   803
永嶋 菜々紗(6)  1.10
ﾅｶﾞｼﾏ ﾅﾅｻ 千代田AC   803
柳澤 有唯(6)  1.10
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ｱﾘｲ T&F佐久平(小)   803
林 かなえ(5)  1.05
ﾊﾔｼ ｶﾅｴ 軽井沢A&AC   746
佐々木 彩音(6)  1.05
ｻｻｷ ｱﾔﾈ 軽井沢A&AC   746
栁澤 妃菜(5)  1.00
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   688
小林 結乃(6)  1.00
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   688
大久保 明凛(5)  1.00
ｵｵｸﾎﾞ ｱｶﾘ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   688

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
8   206 1    37

949 870
3    31 3   208

973 1117
1    29 8   162

787 833
2   209 9   205

886 860
5   158 5    28

694 614
6    64 7    30

706 804
4    26 2    85

323 385
6    71

217

小学女子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

390 600
7    39 4   146

走高跳

決勝
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xx
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xx
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16 6    64 o o xo
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2022/ 4/29

小野澤 比奈矢(6)  4.24(-0.3)       39.30   1819
ｵﾉｻﾞﾜ ｼｪﾅｰﾔ 軽井沢A&AC     961     858      1
稲葉 佳央(6)  3.59(-1.3)       38.02   1610
ｲﾅﾊﾞ ｶｵ 千代田AC     778     832      2
柳平 想乃(5)  3.85(+0.6)       29.15   1503
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｿﾉ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     851     652      3
伊東 ほの香(6)  3.21(-0.3)       35.32   1450
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 真田陸上教室     672     778      4
荒井 こころ(6)  3.42(+0.2)       27.44   1348
ｱﾗｲ ｺｺﾛ 真田陸上教室     731     617      5
紅林 ゆき(6)  3.68(+1.2)       23.40   1339
ｸﾚﾊﾞﾔｼ ﾕｷ 千代田AC     804     535      6
矢島 羽花(6)  3.33(+2.1)       22.59   1225
ﾔｼﾞﾏ ﾊﾅ 望月AC     706     519      7
髙橋 彩葉(5)  3.05(+0.4)       25.57   1206
ﾀｶﾊｼ ｲﾛﾊ 望月AC     627     579      8
長谷川 栞(5)  3.00(+0.6)       24.07   1162
ﾊｾｶﾞﾜ ｼｵﾘ 望月AC     613     549      9
山口 紗和(4)  2.79(-0.4)       25.27   1127
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾜ 真田陸上教室     554     573     10
柳澤 璃音(6)  2.65(+0.2)       13.79    855
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘﾉﾝ 望月AC     515     340     11
簾田 ふうか(5)  2.20(-1.4)       13.85    730
ﾐｽﾀﾞ ﾌｳｶ 望月AC     389     341     12

決勝 4月29日 11:00

小野澤 比奈矢(6)  39.30 
ｵﾉｻﾞﾜ ｼｪﾅｰﾔ 軽井沢A&AC    858
稲葉 佳央(6)  38.02 
ｲﾅﾊﾞ ｶｵ 千代田AC    832
伊東 ほの香(6)  35.32 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 真田陸上教室    778
柳平 想乃(5)  29.15 
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｿﾉ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ    652
荒井 こころ(6)  27.44 
ｱﾗｲ ｺｺﾛ 真田陸上教室    617
髙橋 彩葉(5)  25.57 
ﾀｶﾊｼ ｲﾛﾊ 望月AC    579
山口 紗和(4)  25.27 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾜ 真田陸上教室    573
長谷川 栞(5)  24.07 
ﾊｾｶﾞﾜ ｼｵﾘ 望月AC    549
紅林 ゆき(6)  23.40 
ｸﾚﾊﾞﾔｼ ﾕｷ 千代田AC    535
矢島 羽花(6)  22.59 
ﾔｼﾞﾏ ﾊﾅ 望月AC    519
簾田 ふうか(5)  13.85 
ﾐｽﾀﾞ ﾌｳｶ 望月AC    341
柳澤 璃音(6)  13.79 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘﾉﾝ 望月AC    340

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-

2 10   207  31.08  38.02    

-3- 記録 備考

1 12    33  39.30  37.40    

4 11    27  27.95  29.15    

3 6   103  31.64  35.32    

6 7   203  25.36  25.57    

5 4   106  25.78  27.44    

8 5   202  24.07  21.57    

7 2   109  25.27  19.37    

10 9   200  21.85  22.59    

9 8   121  23.40  23.34    

12 3   201    x  13.79    

11 1   204  12.57  13.85    

小学女子

コンバインドB
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 LJ JBT 総合得点

順位
   33

  203

  202

  109

  201

  204

  207

   27

  103

  106

  121

  200



決勝 4月29日 12:00

小野澤 比奈矢(6)   4.24   4.20     4.24 (-0.3)
ｵﾉｻﾞﾜ ｼｪﾅｰﾔ 軽井沢A&AC   -0.3   -2.4         961
柳平 想乃(5)   3.64   3.85     3.85 (+0.6)
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｿﾉ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +0.4   +0.6         851
紅林 ゆき(6)   3.54   3.68     3.68 (+1.2)
ｸﾚﾊﾞﾔｼ ﾕｷ 千代田AC   -1.5   +1.2         804
稲葉 佳央(6)   3.59   3.54     3.59 (-1.3)
ｲﾅﾊﾞ ｶｵ 千代田AC   -1.3   -0.6         778
荒井 こころ(6)   3.24   3.42     3.42 (+0.2)
ｱﾗｲ ｺｺﾛ 真田陸上教室   +0.4   +0.2         731
矢島 羽花(6)   3.16   3.33     3.33 (+2.1)
ﾔｼﾞﾏ ﾊﾅ 望月AC   -0.6   +2.1         706
伊東 ほの香(6)   3.15   3.21     3.21 (-0.3)
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 真田陸上教室   -0.3   -0.3         672
髙橋 彩葉(5)   2.76   3.05     3.05 (+0.4)
ﾀｶﾊｼ ｲﾛﾊ 望月AC   +1.6   +0.4         627
長谷川 栞(5)   2.86   3.00     3.00 (+0.6)
ﾊｾｶﾞﾜ ｼｵﾘ 望月AC   -0.9   +0.6         613
山口 紗和(4)   2.79   2.35     2.79 (-0.4)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾜ 真田陸上教室   -0.4   -4.3         554
柳澤 璃音(6)   2.65   2.48     2.65 (+0.2)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘﾉﾝ 望月AC   +0.2   -0.3         515
簾田 ふうか(5)   2.20   2.20     2.20 (-1.4)
ﾐｽﾀﾞ ﾌｳｶ 望月AC   -1.4   +0.7         389

備考

1 12    33

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-

10 2   109

8 7   203

9 5   202

6 9   200

7 6   103

4 10

12 1   204

11 3   201

  207

5 4   106

2 11    27

3 8   121

-3- 記録



決勝 4月29日  9:40

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ    48 角田 桜子(5)     56.27 

ｻｸﾄﾞﾘｰﾑ ﾂﾉﾀﾞ ｻｸﾗｺ
   59 佐藤 徠夢(6)

ｻﾄｳ ﾗｲﾑ
   52 荒井 結愛(6)

ｱﾗｲ ﾕｱ
   76 長峰 和真(6)

ﾅｶﾞﾐﾈ ｶｽﾞﾏ
 2   3 あさまねSC     6 小山 陽菜乃(6)     57.58 

ｱｻﾏﾈSC ｺﾔﾏ ﾋﾅﾉ
   11 中島 那瑠(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾙ
    1 関 幹太(6)

ｾｷ ｶﾝﾀ
    5 山口 越史(6)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｴﾂｼ
 3   6 T&F佐久平(小)(B)   147 平島 唯那(5)   1:02.96 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲﾗ ﾋﾗｼﾏ  ﾕｲﾅ
  153 長坂 快(5)

ﾅｶﾞｻｶ  ｶｲ
  146 柳澤 有唯(6)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ｱﾘｲ
  154 長岡 諒真(5)

ﾅｶﾞｵｶ  ﾘｮｳﾏ
 4   5 真田陸上教室   110 山口 柊(6)   1:03.63 

ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳ
  105 戸兵 心瞳(6)

ﾄﾋｮｳ ｺｺﾐ
  112 牧内 大河(6)

ﾏｷｳﾁ ﾀｲｶﾞ
  111 朝倉 こと子(6)

ｱｻｸﾗ ｺﾄｺ
 5   2 T&F佐久平(小)(A)   161 松本 実倖(5)   1:03.79 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲﾗ ﾏﾂﾓﾄ  ﾐｻﾁ
  176 髙橋 宗也(5)

ﾀｶﾊｼ  ｿｳﾔ
  175 磯貝 璃椛(5)

ｲｿｶﾞｲ  ﾘﾉ
  159 清水 小太郎(6)

ｼﾐｽﾞ  ｺﾀﾛｳ
 6   4 T&F佐久平(小)(C)   151 天野 暁之進(5)   1:04.41 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲﾗ ｱﾏﾉ  ｱｷﾉｼﾝ
  163 小林 優希(6)

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｳｷ
  157 石井 愛奈(6)

ｲｼｲ  ｱｲﾅ
  166 篠原 隆市郎(6)

ｼﾉﾊﾗ  ﾀｶｲﾁﾛｳ

小学混合

4×100m

決勝



： 2022年5月3日(金) 
： 佐久総合運動公園陸上競技場（競技場コード 172060）
：

： 東信地区陸上競技協会普及強化部
： 跡部　定一
： 細田　和生 (トラック)内堀　俊彦 (フィールド)
： 横沢　和樹

■グラウンドコンディション
5月3日(火)

■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 (TR16.7) 成功・有効試技  (走高跳・棒高跳)
レーン走行のレースで、割り当てられたレーン以外を走った（TR17.3.1） 失敗・無効試技
レーン走行しないレースで、曲走路区間の縁石・ライン上やその内側を踏んだ、走った(TR17.3.2) パス
ブレイクライン手前でレーンを離れ内側に入った (TR17.5.3) 試合放棄
他の競技者を妨害した(TR17.2.2)
割り当てられたレーン以外を走った(TR22.6)
すべてのハードルを越えなかった (TR22.6)
足・脚がハードルをはみ出てバーの高さより低い位置を通った (TR22.6.1)
手や体、振り上げ脚の上側でハードルを〔倒した／移動させた〕(TR22.6.2)
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 (TR54.7.1)
ﾍﾞﾝﾄ･ﾆｰ で3名以上がレッドカードを出した (TR54.7.1)
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 (TR54.7.1)
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 (TR54.4.1)
ﾍﾞﾝﾄ･ﾆｰ で競歩主任が単独で失格にした (TR54.5.1)
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 (TR54.4.1)
()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

(%)

R1

東信地区ジュニア・ユース2022スプリング(2日目)

記 録 集

H1
H2
H3
H4
K1
K2
K3
K4
K5

FS 〇
T1 ✖
T2 －
T3 ｒ
T4

10:00

主 管

風向
(m/s) (℃)

期 日
会 場

天候

主 催

風速 気温 湿度

総 務
審 判 長
記録・情報主任

時刻

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

12:00 晴れ 北 3.9

1.9 37.0
14.0 29.0晴れ 1.5
14.0

15.0

15.0 28.0

2.4

15.0
16.0 24.0

24.0
13:00 晴れ

大会コード 21170311

北北西

北 3.8
20.014:00 晴れ 北

11:00 晴れ 北西 2.8

 9:30 晴れ 東



東信ジュニア・ユース2022スプリング ﾄﾗｯｸ審判長 細田　和生

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 跳躍審判長 内堀　俊彦
投てき審判長 内堀　俊彦

【開催日】 2022年5月3日 記録主任 横沢　和樹

【主催団体】 東信地区陸上競技協会 決勝記録一覧表
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

 5/ 3 小学女子 帯刀 晶(6) 3:21.10 成澤 沙喜(5) 3:35.59 黒木 愛叶(5) 3:35.70 小山 柊花(5) 3:45.10 平島 唯那(5) 3:45.89 木藤 ｿﾌｨｰ(5) 3:51.02 磯貝 璃椛(5) 3:52.38 木内 小夏(5) 3:54.16
1000m 真田ｸﾗﾌﾞ 真田ｸﾗﾌﾞ 真田ｸﾗﾌﾞ 腰越JSC T&F佐久平 あさまねSC T&F佐久平 あさまねSC

 5/ 3 中学女子 風巻 里奈(3) 13.38 篠原 百々香(3) 13.39 小山 遥佳(3) 13.74 鎌倉 梨々華(2) 13.84 櫻井 玲未(2) 13.89 宮島 蒼(3) 13.93 荻原 藍(3) 14.12 田中 杏(1) 14.14
100m 小諸東中 ｱｽﾘﾃｨｱTC 丸子北中 ｱｽﾘﾃｨｱTC T&F佐久平 ｱｽﾘﾃｨｱTC 浅間中 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 5/ 3  +4.0 風巻 里奈(3) 28.43 篠原 百々香(3) 28.55 小山 遥佳(3) 29.44 宮島 蒼(3) 29.91 名越 美緒(2) 30.08 渡辺 夢彩(2) 30.86 星崎 佑月(1) 31.20 向井 美央(2) 31.39
200m 小諸東中 ｱｽﾘﾃｨｱTC 丸子北中 ｱｽﾘﾃｨｱTC 御代田中 浅間中 静  岡･千代田AC 浅間中

 5/ 3 角地 萌音(2) 1:08.68 橋詰 紗友奈(1) 1:17.03
400m T&F佐久平 真田ｸﾗﾌﾞ

 5/ 3 角地 萌音(2) 2:38.74 山浦 瑠楠(2) 2:52.59 田中 莉緒(2) 2:55.69 清野 ひより(2) 3:03.85 吉澤 友楽(3) 3:04.96 齋藤 璃音(2) 3:05.61 森田 真央(2) 3:06.83 横田 希空(2) 3:12.78
800m T&F佐久平 上田第一中 上田四中 丸子北中 佐久東中 浅間中 浅間中 丸子北中

 5/ 3 菊地 遥奈(3) 5:03.50 田畑 香奈(2) 5:06.17 成澤 あん里(2) 5:23.77 星崎心玖(1) 5:33.23 油井 ひなの(2) 5:37.59 黒沢 燈(1) 5:46.70 小池 咲良(2) 5:51.79 武田 倖奈(1) 6:38.47
1500m 東御東部中 上田四中 真田ｸﾗﾌﾞ 静  岡･千代田AC 浅間中 腰越JSC 東御東部中 野沢中

 5/ 3 並木 彩華(3) 14.26 坂下 茉優(3) 14.59 大森 玲花(3) 14.71 瀧口 瀬奈(1) 15.16 中嶋 杏佳(3) 15.91 小林 真梨奈(1) 15.95 堀内 なな(1) 16.11 櫻井 玲未(2) 16.43
100mH(0.762-8.0m) 野沢中 静  岡･千代田AC 軽井沢A&AC 静  岡･千代田AC 野沢中 静  岡･千代田AC 静  岡･千代田AC T&F佐久平

 5/ 3 星野 紗菜(3) 1.53 礒部 ひより(2) 1.35 小島 羽な花(3) 1.30 林 菜々子(2) 1.30 佐々木 小夏(3) 1.25 安本 桃音(2) 1.20 宮坂 晴海(2) 1.15
走高跳 軽井沢中 野沢中 軽井沢中 野沢中 小諸東中 東御東部中 丸子北中

 5/ 3 大井 杏樹(3) 2.10 比田井 悠乃葉(3) 2.00 鷹野 花恋(3) 2.00 堀内 あのん(3) 2.00
棒高跳 野沢中 野沢中 野沢中 上田四中

 5/ 3 小林 真梨奈(1) 4.90(+4.7) 瀧口 瀬奈(1) 4.79(+3.6) 半田 夏帆(3) 4.46(+3.9) 堀内 なな(1) 4.42(+6.9) 山﨑 結生(1) 4.37(+3.9) 田中 杏(1) 4.30(+4.2) 星崎 佑月(1) 4.30(+3.8) 横山 心(2) 4.02(+3.6)
走幅跳 静  岡･千代田AC 静  岡･千代田AC 真田ｸﾗﾌﾞ 静  岡･千代田AC 静  岡･千代田AC 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 静  岡･千代田AC 中込中

 5/ 3 中嶋 美代(2) 9.50 荻原 雪乃(3) 7.44 森角 桃湖(2) 7.28
砲丸投(2.721kg) 野沢中 御代田中 野沢中

 5/ 3 野沢中       52.52 東御東部中       56.09 小諸東中       57.23 丸子北中       59.54 上田第一中       59.80
4×100m 須江 陽香(3) 片山 美知葉(3) 内堀 紗衣(3) 北澤 里帆(2) 山浦 瑠楠(2)

並木 彩華(3) 塩入 心遥(3) 土屋 夢萌(3) 清野 ひより(2) 青木 里紗(2)
中嶋 杏佳(3) 德田 心結(3) 手塚 華(3) 勝野 葵(2) 清水 悠凪(2)
竹内 瑞喜(2) 菊地 遥奈(3) 風巻 里奈(3) 小山 恋以奈(2) 丸山 幸華(2)

 5/ 3 並木 彩華(3) 2737 大森 玲花(3) 2598 中嶋 杏佳(3) 2376 花村 日向(3) 2269 後小路 結月(2) 1539 栁澤 茉莉花(1) 1398
四種競技 野沢中 軽井沢A&AC 野沢中 静  岡･千代田AC 野沢中 軽井沢A&AC

 5/ 3 高校女子 竹花  明姫(2) 12:04.21 齋藤 蒔富羽(2) 12:06.72 鈴木 菜生(3) 13:03.06
3000m 上田千曲高 上田染谷丘 上田高



決勝 5月3日  9:55

 1 竹花  明姫(2)  12:04.21 
ﾀｹﾊﾅ  ｱｷ 上田千曲高

 2 齋藤 蒔富羽(2)  12:06.72 
ｻｲﾄｳ ﾏﾄﾊ 上田染谷丘

 3 鈴木 菜生(3)  13:03.06 
ｽｽﾞｷ ﾅｵ 上田高

2  1414

1  1496

3  1471

高校女子

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月3日 11:40

[ 1組] 風速 +2.6 [ 2組] 風速 +3.4

 1 堀川 陽咲(1)     15.03  1 金田 馨花(3)     14.57 
ﾎﾘｶﾜ ﾋﾅﾀ 東御東部中 ｶﾈﾀﾞ ｷｮｳｶ 真田中

 2 井出 奈那(2)     15.48  2 小山 恋以奈(2)     14.58 
ｲﾃﾞ ﾅﾅ 上田第五中 ｺﾔﾏ ﾚｲﾅ 丸子北中

 3 吉村 茉凛(3)     15.58  3 北澤 里帆(2)     15.00 
ﾖｼﾑﾗ ﾏﾘﾝ 浅間中 ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾎ 丸子北中

 4 中島 杏(1)     16.00  4 小泉 穂歌(2)     15.09 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾝ 東御東部中 ｺｲｽﾞﾐ ﾎﾉｶ 浅間中

 5 山田 梨乃(1)     16.09  5 関口 歩希(3)     15.29 
ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾉ 小諸東中 ｾｷｸﾞﾁ ﾎﾏﾚ 佐久東中

 6 饗場 羽南(1)     16.59  6 坂井 捺生(2)     15.49 
ｱｲﾊﾞ ﾊﾅ 小諸東中 ｻｶｲ ﾅﾂｷ 東御東部中

 7 渡邉 真緒(1)     16.73  7 簾田 あいら(1)     15.76 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ 小諸東中 ﾐｽﾀﾞ ｱｲﾗ 望月AC

  長坂 咲良(1)       8 石井 華蓮(1)     16.31 
ﾅｶﾞｻｶ ｻｸﾗ 望月AC ｲｼｲ ｶﾚﾝ 野沢中

[ 3組] 風速 +6.2 [ 4組] 風速 +3.0

 1 荻原 藍(3)     14.12  1 鎌倉 梨々華(2)     13.84 
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 川元 唯楓(1)     14.36  2 櫻井 玲未(2)     13.89 
ｶﾜﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 野沢中 ｻｸﾗｲ  ﾚﾐ T&F佐久平

 3 中山 里恋(2)     14.66  3 田中 杏(1)     14.14 
ﾅｶﾔﾏ ﾘｺ 上田四中 ﾀﾅｶ ｱﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 3 向井 美央(2)     14.66  4 半田 夏帆(3)     14.16 
ﾑｶｲ ﾐｵ 浅間中 ﾊﾝﾀﾞ ｶﾎ 真田ｸﾗﾌﾞ

 3 内堀 紗衣(3)     14.66  5 渡辺 夢彩(2)     14.46 
ｳﾁﾎﾞﾘ ｻｴ 小諸東中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｱ 浅間中

 6 土橋 咲和(2)     14.66  6 名越 美緒(2)     14.50 
ﾄﾞﾊﾞｼ  ｻﾜ T&F佐久平 ﾅｺﾞｼ ﾐｵ 御代田中

 7 川上 瑞詠(1)     14.69  7 市村 花菜(2)     14.66 
ｶﾜｶﾐ ﾐﾂﾞｴ 野沢中 ｲﾁﾑﾗ ﾊﾅ 浅間中

 8 菊原 千聖(2)     14.70  8 高安 万絢(3)     15.36 
ｷｸﾊﾗ ﾁｻﾄ 東御東部中 ﾀｶﾔｽ ﾏｱﾔ 浅間中

[ 5組] 風速 +4.5

 1 風巻 里奈(3)     13.38 
ｶｻﾞﾏｷ ﾘﾅ 小諸東中

 2 篠原 百々香(3)     13.39 
ｼﾉﾊﾗ ﾓﾓｶ ｱｽﾘﾃｨｱTC

 3 小山 遥佳(3)     13.74 
ｺﾔﾏ ﾊﾙｶ 丸子北中

 4 宮島 蒼(3)     13.93 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｵ ｱｽﾘﾃｨｱTC

 5 塩入 心遥(3)     14.25 
ｼｵｲﾘ ｺﾊﾙ 東御東部中

 6 片山 美知葉(3)     14.34 
ｶﾀﾔﾏ ﾐﾁﾊ 東御東部中

  八巻 まるり(2) 静  岡      
ﾔﾏ ｷﾏﾙﾘ 千代田AC

  加藤 紅葉(3)      
ｶﾄｳ ｸﾚﾊ 中込中

4   132
DNS

8  4125
DNS

2  4395

6  4398

5  4517

7    17

1  4289

3    19

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  4405 1  4151

2  4093 7  4157

1   150 8  4259

6  4287 5  4158

5  4155 6  4570

4  4653 3    79

8  4090 4   144

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  4150 2    16

DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

8   135 3  4091

4  4294 8  4185

2  4295 1  4402

6  4293 6  4167

1  8772 7  4159

7  4152 2  4503

5  4693 4  4505

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  8771 5  4424

中学女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 風巻 里奈(3) 小諸東中     13.38 (+4.5)   5   1
   2 篠原 百々香(3) ｱｽﾘﾃｨｱTC     13.39 (+4.5)   5   2
   3 小山 遥佳(3) 丸子北中     13.74 (+4.5)   5   3
   4 鎌倉 梨々華(2) ｱｽﾘﾃｨｱTC     13.84 (+3.0)   4   1
   5 櫻井 玲未(2) T&F佐久平     13.89 (+3.0)   4   2
   6 宮島 蒼(3) ｱｽﾘﾃｨｱTC     13.93 (+4.5)   5   4
   7 荻原 藍(3) 浅間中     14.12 (+6.2)   3   1
   8 田中 杏(1) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     14.14 (+3.0)   4   3
   9 半田 夏帆(3) 真田ｸﾗﾌﾞ     14.16 (+3.0)   4   4
  10 塩入 心遥(3) 東御東部中     14.25 (+4.5)   5   5
  11 片山 美知葉(3) 東御東部中     14.34 (+4.5)   5   6
  12 川元 唯楓(1) 野沢中     14.36 (+6.2)   3   2
  13 渡辺 夢彩(2) 浅間中     14.46 (+3.0)   4   5
  14 名越 美緒(2) 御代田中     14.50 (+3.0)   4   6
  15 金田 馨花(3) 真田中     14.57 (+3.4)   2   1
  16 小山 恋以奈(2) 丸子北中     14.58 (+3.4)   2   2
  17 中山 里恋(2) 上田四中     14.66 (+6.2)   3   3
  17 向井 美央(2) 浅間中     14.66 (+6.2)   3   3
  17 内堀 紗衣(3) 小諸東中     14.66 (+6.2)   3   3
  17 土橋 咲和(2) T&F佐久平     14.66 (+6.2)   3   6
  17 市村 花菜(2) 浅間中     14.66 (+3.0)   4   7
  22 川上 瑞詠(1) 野沢中     14.69 (+6.2)   3   7
  23 菊原 千聖(2) 東御東部中     14.70 (+6.2)   3   8
  24 北澤 里帆(2) 丸子北中     15.00 (+3.4)   2   3
  25 堀川 陽咲(1) 東御東部中     15.03 (+2.6)   1   1
  26 小泉 穂歌(2) 浅間中     15.09 (+3.4)   2   4
  27 関口 歩希(3) 佐久東中     15.29 (+3.4)   2   5
  28 高安 万絢(3) 浅間中     15.36 (+3.0)   4   8
  29 井出 奈那(2) 上田第五中     15.48 (+2.6)   1   2
  30 坂井 捺生(2) 東御東部中     15.49 (+3.4)   2   6
  31 吉村 茉凛(3) 浅間中     15.58 (+2.6)   1   3
  32 簾田 あいら(1) 望月AC     15.76 (+3.4)   2   7
  33 中島 杏(1) 東御東部中     16.00 (+2.6)   1   4
  34 山田 梨乃(1) 小諸東中     16.09 (+2.6)   1   5
  35 石井 華蓮(1) 野沢中     16.31 (+3.4)   2   8
  36 饗場 羽南(1) 小諸東中     16.59 (+2.6)   1   6
  37 渡邉 真緒(1) 小諸東中     16.73 (+2.6)   1   7
    長坂 咲良(1) 望月AC          (+2.6) DNS   1    
    八巻 まるり(2) 静  岡 千代田AC          (+4.5) DNS   5    
    加藤 紅葉(3) 中込中          (+4.5) DNS   5    

 4091
 4295
 4294
  135
  132
 4125

 4693
 4402
 4152
 4185
 8772
 4293

 4405
 4503
 8771
 4159
 4167
 4151

 4653
 4155
 4287
  150
 4157
 4093

 4398
 4090
 4158
 4259
 4424
 4505

  144
   17
 4150
   79
 4570
 4395

組 順位
 4289
   19
 4517
   16

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） 備考



決勝 5月3日 13:30

風速 +4.0

 1 風巻 里奈(3)     28.43 
ｶｻﾞﾏｷ ﾘﾅ 小諸東中

 2 篠原 百々香(3)     28.55 
ｼﾉﾊﾗ ﾓﾓｶ ｱｽﾘﾃｨｱTC

 3 小山 遥佳(3)     29.44 
ｺﾔﾏ ﾊﾙｶ 丸子北中

 4 宮島 蒼(3)     29.91 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｵ ｱｽﾘﾃｨｱTC

 5 名越 美緒(2)     30.08 
ﾅｺﾞｼ ﾐｵ 御代田中

 6 渡辺 夢彩(2)     30.86 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｱ 浅間中

 7 星崎 佑月(1) 静  岡     31.20 
ﾎｼｻﾞｷ ﾕﾂｷ 千代田AC

 8 向井 美央(2)     31.39 
ﾑｶｲ ﾐｵ 浅間中

 9 川上 瑞詠(1)     32.16 
ｶﾜｶﾐ ﾐﾂﾞｴ 野沢中

5  4093

9   129

7  4155

3  4517

8    17

6  4259

1  4158

中学女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  4289

2    19



決勝 5月3日 12:30

 1 角地 萌音(2)   1:08.68 
ｶｸﾁ  ﾓﾈ T&F佐久平

 2 橋詰 紗友奈(1)   1:17.03 
ﾊｼｽﾞﾒ ｻﾕﾅ 真田ｸﾗﾌﾞ

中学女子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   172

1  4707



決勝 5月3日 11:20

 1 角地 萌音(2)   2:38.74 
ｶｸﾁ  ﾓﾈ T&F佐久平

 2 山浦 瑠楠(2)   2:52.59 
ﾔﾏｳﾗ ﾙﾅ 上田第一中

 3 田中 莉緒(2)   2:55.69 
ﾀﾅｶ ﾘｵ 上田四中

 4 清野 ひより(2)   3:03.85 
ｷﾖﾉ ﾋﾖﾘ 丸子北中

 5 吉澤 友楽(3)   3:04.96 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾕﾗ 佐久東中

 6 齋藤 璃音(2)   3:05.61 
ｻｲﾄｳ ﾘｵ 浅間中

 7 森田 真央(2)   3:06.83 
ﾓﾘﾀ ﾏｵ 浅間中

 8 横田 希空(2)   3:12.78 
ﾖｺﾀ ﾉｱ 丸子北中

  坂口 優芽(2)      
ｻｶｸﾞﾁ ﾕﾒ 上田第五中

6  4694
DNS

2  4154

7  4508

9  4663

1  4504

8  4168

4  4130

中学女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   172

5  8816



決勝 5月3日 14:10

 1 菊地 遥奈(3)   5:03.50 
ｷｸﾁ ﾊﾙﾅ 東御東部中

 2 田畑 香奈(2)   5:06.17 
ﾀﾊﾞﾀ ｶﾅ 上田四中

 3 成澤 あん里(2)   5:23.77 
ﾅﾙｻﾜ ｱﾝﾘ 真田ｸﾗﾌﾞ

 4 星崎心玖(1) 静  岡   5:33.23 
ﾎｼｻﾞｷ ﾐｸ 千代田AC

 5 油井 ひなの(2)   5:37.59 
ﾕｲ ﾋﾅﾉ 浅間中

 6 黒沢 燈(1)   5:46.70 
ｸﾛｻﾜ  ｱｶﾘ 腰越JSC

 7 小池 咲良(2)   5:51.79 
ｺｲｹ ｻｸﾗ 東御東部中

 8 武田 倖奈(1)   6:38.47 
ﾀｹﾀﾞ ﾕｷﾅ 野沢中

  北原 亜純(1)      
ｷﾀﾊﾗ ｱｽﾞﾐ 真田ｸﾗﾌﾞ

  降幡 葵彩(2)      
ﾌﾙﾊﾀ ｱｵｲ 上田第五中 DNS

10  4403

2  4092

7  4631
DNS

8  4698

1  4464

3   128

6  4156

9  4468

中学女子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  4393

5  4651



決勝 5月3日 12:55

[ 1組] 風速 +4.4 [ 2組] 風速 +5.7

 1 大澤 都葵子(2)     19.15  1 櫻井 玲未(2)     16.43 
ｵｵｻﾜ ﾄｱｺ 野沢中 ｻｸﾗｲ  ﾚﾐ T&F佐久平

 2 今野 夢香(3)     19.84  2 山﨑 結生(1) 静  岡     16.77 
ｺﾝﾉ ﾕｳｶ 軽井沢中 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｲ 千代田AC

 3 丸山 幸華(2)     20.43  3 須江 陽香(3)     17.43 
ﾏﾙﾔﾏ ｻﾁｶ 上田第一中 ｽｴ ﾊﾙｶ 野沢中

 4 青木 里紗(2)     20.50  4 栁澤 茉莉花(1)     17.77 
ｱｵｷ ﾘｻ 上田第一中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏﾘｶ 軽井沢A&AC

 5 中村 春花(3)     20.55  5 後小路 結月(2)     18.16 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ 上田第五中 ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾕｽﾞｷ 野沢中

 6 髙木 咲良(2)     21.64  6 高橋 汐来(2)     19.63 
ﾀｶｷﾞ ｻｸﾗ 東御東部中 ﾀｶﾊｼ ｾﾗ 野沢中

 7 荻原 日向子(2)     25.36   竹内 瑞喜(2)      
ｵｷﾞﾜﾗ ﾋﾅｺ 東御東部中 ﾀｹｳﾁ ﾐｽﾞｷ 野沢中

 8 中島 杏(1)     25.45   土屋 夢萌(3)      
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾝ 東御東部中 ﾂﾁﾔ ﾕﾒ 小諸東中

  手塚 華(3)      
ﾃﾂﾞｶ ﾊﾅ 小諸東中

[ 3組] 風速 +5.6

 1 並木 彩華(3)     14.26 
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 野沢中

 2 坂下 茉優(3) 静  岡     14.59 
ｻｶｼﾀ ﾏﾋﾛ 千代田AC

 3 大森 玲花(3)     14.71 
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC

 4 瀧口 瀬奈(1) 静  岡     15.16 
ﾀｷｸﾞﾁ ｾﾅ 千代田AC

 5 中嶋 杏佳(3)     15.91 
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 野沢中

 6 小林 真梨奈(1) 静  岡     15.95 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘﾅ 千代田AC

 7 堀内 なな(1) 静  岡     16.11 
ﾎﾘｳﾁ ﾅﾅ 千代田AC

  山口 莉央(3)      
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 軽井沢A&AC DNS

4   133

1    32

5  4086

2   127

3    36

6   130

記録／備考
7  4087

8   123

DNS
4  4291

DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

DQ(H2(TR22.6))

7  8772 5  4290

3  4408 4  4070

5  4406 6  4071

1  4671 2  4072

6  8818 3    41

8  8817 8  4083

9  4240 7   125

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  4078 1   144

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     14.26 (+5.6)   3   1
   2 坂下 茉優(3) 静  岡 千代田AC     14.59 (+5.6)   3   2
   3 大森 玲花(3) 軽井沢A&AC     14.71 (+5.6)   3   3
   4 瀧口 瀬奈(1) 静  岡 千代田AC     15.16 (+5.6)   3   4
   5 中嶋 杏佳(3) 野沢中     15.91 (+5.6)   3   5
   6 小林 真梨奈(1) 静  岡 千代田AC     15.95 (+5.6)   3   6
   7 堀内 なな(1) 静  岡 千代田AC     16.11 (+5.6)   3   7
   8 櫻井 玲未(2) T&F佐久平     16.43 (+5.7)   2   1
   9 山﨑 結生(1) 静  岡 千代田AC     16.77 (+5.7)   2   2
  10 須江 陽香(3) 野沢中     17.43 (+5.7)   2   3
  11 栁澤 茉莉花(1) 軽井沢A&AC     17.77 (+5.7)   2   4
  12 後小路 結月(2) 野沢中     18.16 (+5.7)   2   5
  13 大澤 都葵子(2) 野沢中     19.15 (+4.4)   1   1
  14 高橋 汐来(2) 野沢中     19.63 (+5.7)   2   6
  15 今野 夢香(3) 軽井沢中     19.84 (+4.4)   1   2
  16 丸山 幸華(2) 上田第一中     20.43 (+4.4)   1   3
  17 青木 里紗(2) 上田第一中     20.50 (+4.4)   1   4
  18 中村 春花(3) 上田第五中     20.55 (+4.4)   1   5
  19 髙木 咲良(2) 東御東部中     21.64 (+4.4)   1   6
  20 荻原 日向子(2) 東御東部中     25.36 (+4.4)   1   7
  21 中島 杏(1) 東御東部中     25.45 (+4.4)   1   8
    竹内 瑞喜(2) 野沢中          (+5.7) DQ   2    
    手塚 華(3) 小諸東中          (+4.4) DNS   1    
    土屋 夢萌(3) 小諸東中          (+5.7) DNS   2    
    山口 莉央(3) 軽井沢A&AC          (+5.6) DNS   3    

 4070
 4291
 4290
   32

 8817
 8818
 4671
 4406
 4408
 8772

 4083
   41
 4072
 4078
 4071
 4240

  130
 4086
  127
  133
  144
  125

備考 組 順位
 4087
  123
   36

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）



決勝 5月3日 14:35

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 野沢中  4083 須江 陽香(3)     52.52 

ﾉｻﾞﾜﾁｭｳ ｽｴ ﾊﾙｶ
 4087 並木 彩華(3)

ﾅﾐｷ ｱﾔｶ
 4086 中嶋 杏佳(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ
 4070 竹内 瑞喜(2)

ﾀｹｳﾁ ﾐｽﾞｷ
 2   5 東御東部中  4398 片山 美知葉(3)     56.09 

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   1 小諸東中  4287 内堀 紗衣(3)     57.23 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｳﾁﾎﾞﾘ ｻｴ
 4290 土屋 夢萌(3)

ﾂﾁﾔ ﾕﾒ
 4291 手塚 華(3)

ﾃﾂﾞｶ ﾊﾅ
 4289 風巻 里奈(3)

ｶｻﾞﾏｷ ﾘﾅ
 4   7 丸子北中  4503 北澤 里帆(2)     59.54 

ﾏﾙｺｷﾀﾁｭｳ ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾎ
 4504 清野 ひより(2)

ｷﾖﾉ ﾋﾖﾘ
 4501 勝野 葵(2)

ｶﾂﾉ ｱｵｲ
 4505 小山 恋以奈(2)

ｺﾔﾏ ﾚｲﾅ
 5   6 上田第一中  8816 山浦 瑠楠(2)     59.80 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｲﾁ 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
    3 中込中      

ﾅｶｺﾞﾐﾁｭｳ DNS

    4 上田第五中      
ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳ DNS

中学女子

4×100m

決勝



決勝 5月3日 10:20

1m53 1m56
星野 紗菜(3) - - - - - o o o o xxo
ﾎｼﾉ ｻﾅ 軽井沢中 xxo xxx
礒部 ひより(2) - xo o xo o o xxx
ｲｿﾍﾞ ﾋﾖﾘ 野沢中
小島 羽な花(3) - - o xo o xxx
ｺｼﾞﾏ ﾊﾅｶ 軽井沢中
林 菜々子(2) - o o o xo xxx
ﾊﾔｼ ﾅﾅｺ 野沢中
佐々木 小夏(3) - xxo xxo o xxx
ｻｻｷ ｺﾅﾂ 小諸東中
安本 桃音(2) - o xo xxx
ﾔｽﾓﾄ ﾓﾓﾈ 東御東部中
宮坂 晴海(2) xo o xxx
ﾐﾔｻｶ ﾊﾙﾐ 丸子北中

6 3  4401  1.20

7 1  4507  1.15

4 6  4075  1.30

5 4  4288  1.25

2 5  4073  1.35

3 2  4246  1.30

1m47 1m50
記録 備考

1 7  4241  1.53

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

中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m10 1m15



決勝 5月3日 10:00

大井 杏樹(3)
ｵｵｲ ｱﾝｼﾞｭ 野沢中
比田井 悠乃葉(3)
ﾋﾀﾞｲ ﾕﾉﾊ 野沢中
鷹野 花恋(3)
ﾀｶﾉ ｶﾚﾝ 野沢中
堀内 あのん(3)
ﾎﾘｳﾁ ｱﾉﾝ 上田四中
清水 悠凪(2) NM
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
山本 こなみ(3) DNS
ﾔﾏﾓﾄ ｺﾅﾐ 上田第五中

     3  4672

     

     

2  4077 xxx

1  8819 xxx

xxx  2.00

 2.00

4 4  4647 - xo o xo xxo

xxo o xxx3 5  4085 - - o

xxx  2.00

 2.10

2 6  4088 - - xo o o

o o o xxx

2m40 記録 備考
1 7  4081 - - -

1m80 1m90 2m00 2m10 2m20 2m30

中学女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m60 1m70



決勝 5月3日 12:30

 ３回の
 最高記録

小林 真梨奈(1) 静  岡   4.70   4.90   4.54    4.90             4.90 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘﾅ 千代田AC   +4.8   +4.7   +3.3    +4.7                      +4.7
瀧口 瀬奈(1) 静  岡    x   4.79   4.58    4.79             4.79 
ﾀｷｸﾞﾁ ｾﾅ 千代田AC         +3.6   +4.5    +3.6                      +3.6
半田 夏帆(3)   4.15   4.46   4.17    4.46             4.46 
ﾊﾝﾀﾞ ｶﾎ 真田ｸﾗﾌﾞ   +4.1   +3.9   +3.4    +3.9                      +3.9
堀内 なな(1) 静  岡   4.12   4.42   4.32    4.42             4.42 
ﾎﾘｳﾁ ﾅﾅ 千代田AC   +2.3   +6.9   +4.8    +6.9                      +6.9
山﨑 結生(1) 静  岡   4.37    x   3.94    4.37             4.37 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｲ 千代田AC   +3.9         +3.2    +3.9                      +3.9
田中 杏(1)   4.22   4.30    x    4.30             4.30 
ﾀﾅｶ ｱﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +2.8   +4.2          +4.2                      +4.2
星崎 佑月(1) 静  岡    x   4.30    x    4.30             4.30 
ﾎｼｻﾞｷ ﾕﾂｷ 千代田AC         +3.8          +3.8                      +3.8
横山 心(2)   4.02   3.79   4.00    4.02             4.02 
ﾖｺﾔﾏ ｺｺﾛ 中込中   +3.6   +3.4   +4.4    +3.6                      +3.6
市村藍優名(3)   3.97   3.78   3.63    3.97             3.97 
ｲﾁﾑﾗ ｱﾕﾅ 中込中   +4.0   +4.2   +3.7    +4.0                      +4.0
土橋 咲和(2)    x   3.97   3.72    3.97             3.97 
ﾄﾞﾊﾞｼ  ｻﾜ T&F佐久平         +4.6   +1.6    +4.6                      +4.6
関口 歩希(3)   3.86   3.90   3.73    3.90             3.90 
ｾｷｸﾞﾁ ﾎﾏﾚ 佐久東中   +4.3   +3.8   +4.0    +3.8                      +3.8
小林 由奈(2)   3.88   3.71   3.73    3.88             3.88 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 真田中   +3.8   +3.0   +4.1    +3.8                      +3.8
山越 美和(3)    x   3.88    x    3.88             3.88 
ﾔﾏｺｼ ﾐﾜ 御代田中         +4.4          +4.4                      +4.4
中澤 萌果(3)    x   3.84    x    3.84             3.84 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾓｶ 上田四中         +4.6          +4.6                      +4.6
手塚 華(3)    x   3.63   3.74    3.74             3.74 
ﾃﾂﾞｶ ﾊﾅ 小諸東中         +4.8   +2.3    +2.3                      +2.3
川元 唯楓(1)   3.57   3.65    x    3.65             3.65 
ｶﾜﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 野沢中   +2.5   +5.4          +5.4                      +5.4
白石 寧々(2)   3.53   3.05   3.46    3.53             3.53 
ｼﾗｲｼ ﾈﾈ 東御東部中   +5.3   +2.6   +4.4    +5.3                      +5.3
石井 華蓮(1)   3.45   3.32   3.22    3.45             3.45 
ｲｼｲ ｶﾚﾝ 野沢中   +3.3   +3.0   +4.0    +3.3                      +3.3
大久保 祐茉(2)    x    x   3.42    3.42             3.42 
ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾏ 東御東部中               +2.8    +2.8                      +2.8
小林 愛歩(2)   3.42    x    x    3.42             3.42 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾎ 東御東部中   +4.8                +4.8                      +4.8
井出 凛愛(3)   3.15    x   3.05    3.15             3.15 
ｲﾃﾞ ﾘﾘｱ 中込中   +5.9         +4.1    +5.9                      +5.9
相沢 可菜実(2)   3.02    x    x    3.02             3.02 
ｱｲｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 小諸東中   +5.0                +5.0                      +5.0
柴田 響華(3)    x   2.78   2.85    2.85             2.85 
ｼﾊﾞﾀ ﾋﾋﾞｶ 上田第一中         +4.4   +2.8    +2.8                      +2.8
金井 彩希(2)   2.83   2.78   2.61    2.83             2.83 
ｶﾅｲ ｻｷ 丸子北中   +3.6   +5.0   +5.1    +3.6                      +3.6
杉山 陽乃(1)    x   2.75   2.78    2.78             2.78 
ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾉ 真田中         +4.6   +4.7    +4.7                      +4.7
簾田 あいら(1)    x   2.65    x    2.65             2.65 
ﾐｽﾀﾞ ｱｲﾗ 望月AC         +4.2          +4.2                      +4.2
長坂 咲良(1)                            DNS
ﾅｶﾞｻｶ ｻｸﾗ 望月AC                                                   
中澤 更紗(3)                            DNS
ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾗｻ 軽井沢中                                                   
田中 詩季(2)                            DNS
ﾀﾅｶ ｼｷ 上田第五中                                                   
德田 心結(3)                            DNS
ﾄｸﾀﾞ ﾐﾕ 東御東部中                                                   
土屋 夢萌(3)                            DNS
ﾂﾁﾔ ﾕﾒ 小諸東中                                                   
星崎心玖(1) 静  岡                            DNS
ﾎｼｻﾞｷ ﾐｸ 千代田AC                                                   
八巻 まるり(2) 静  岡                            DNS
ﾔﾏ ｷﾏﾙﾘ 千代田AC                                                   
坂下 茉優(3) 静  岡                            DNS
ｻｶｼﾀ ﾏﾋﾛ 千代田AC                                                   

33   132

34   123

26  4290

28   128

15  4696

21  4397

1   135

11  4248

25 3  4422

26 6  4185

23 9  4596

24 2  4502

21 13  4127

22 7  4292

19 17  4407

19 5  4399

17 8  4400

18 12  4091

15 4  4291

16 23  4090

13 22  4257

14 10  4648

11 18  4167

12 14  4420

9 16  4126

10 20   150

7 25   129

8 19  4117

5 31   125

6 27    79

3 24  4570

4 29   133

1 32   127

2 30   130

-3- -4- -5- -6- 記録 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-



決勝 5月3日 12:00

 ３回の
 最高記録

中嶋 美代(2)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾖ 野沢中
荻原 雪乃(3)
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｷﾉ 御代田中
森角 桃湖(2)
ﾓﾘｶｸ ﾓﾓｺ 野沢中

     7.28 3 2  4076
  6.65   6.84   7.28

  7.10    7.44       

   7.28       

     7.44 

   9.50            9.50 

2 1  4260
  7.41   7.44

1 3  4074
  9.02   9.50   9.43

-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/ 5/ 3

並木 彩華(3) 14.13(+2.9)        1.53        7.93 26.82(+4.2)   2737
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 野沢中     960     655     395     727      1
大森 玲花(3) 14.91(+2.9)        1.47        9.64 27.76(+4.2)   2598
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC     854     588     506     650      2
中嶋 杏佳(3) 15.35(+2.9)        1.38        8.15 27.39(+4.2)   2376
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 野沢中     796     491     409     680      3
花村 日向(3) 静  岡 15.78(+2.9)        1.44        8.09 28.82(+4.2)   2269
ﾊﾅﾑﾗ ﾋﾅﾀ 千代田AC     741     555     405     568      4
後小路 結月(2) 18.31(+2.9)        1.25        6.59 31.01(+4.2)   1539
ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾕｽﾞｷ 野沢中     457     359     309     414      5
栁澤 茉莉花(1) 17.92(+2.9)        1.20        5.13 31.65(+4.2)   1398
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏﾘｶ 軽井沢A&AC     497     312     216     373      6
山口 莉央(3) DNS DNS DNS
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 軽井沢A&AC    DNS

決勝 5月3日  9:30

風速 +2.9

 1 並木 彩華(3)     14.13 
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 野沢中

 2 大森 玲花(3)     14.91 
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC

 3 中嶋 杏佳(3)     15.35 
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 野沢中

 4 花村 日向(3) 静  岡     15.78 
ﾊﾅﾑﾗ ﾋﾅﾀ 千代田AC

 5 栁澤 茉莉花(1)     17.92 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏﾘｶ 軽井沢A&AC

 6 後小路 結月(2)     18.31 
ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾕｽﾞｷ 野沢中

  山口 莉央(3)      
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 軽井沢A&AC

決勝 5月3日 10:20

1m50 1m53 1m56
並木 彩華(3) - - - - - o o o xo xo  1.53
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 野沢中 xo xxo xxx   655
大森 玲花(3) - - - - xo o o o o xo  1.47
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC xxx   588
花村 日向(3) 静  岡 - - - - o o xo o xo xxx  1.44
ﾊﾅﾑﾗ ﾋﾅﾀ 千代田AC   555
中嶋 杏佳(3) - - - - o o xo xxx  1.38
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 野沢中   491
後小路 結月(2) o o o xo xxx  1.25
ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾕｽﾞｷ 野沢中   359
栁澤 茉莉花(1) o xxo xo xxx  1.20
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏﾘｶ 軽井沢A&AC   312
山口 莉央(3)      DNS
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 軽井沢A&AC

200m 総合得点
順位

 4087

中学女子

四種競技

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 100mH HJ SP

   36

 4086

  120

 4072

   41

   32

6 6    41

2    32

4 3  4086

5 5  4072

2 4    36

3 7   120

記録 備考

1 1  4087

1m35 1m38 1m41 1m44 1m47

中学女子四種

走高跳
決勝

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

中学女子四種

100mH(0.762-8.0m)
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  4087

960
7    36

854
6  4086

796
3   120

457
5    32

DNS

741
2    41

497
1  4072



決勝 5月3日 12:00

大森 玲花(3)   9.64 
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC    506
中嶋 杏佳(3)   8.15 
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 野沢中    409
花村 日向(3) 静  岡   8.09 
ﾊﾅﾑﾗ ﾋﾅﾀ 千代田AC    405
並木 彩華(3)   7.93 
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 野沢中    395
後小路 結月(2)   6.59 
ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾕｽﾞｷ 野沢中    309
栁澤 茉莉花(1)   5.13 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏﾘｶ 軽井沢A&AC    216
山口 莉央(3)     DNS
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 軽井沢A&AC

決勝 5月3日 13:50

風速 +4.2

 1 並木 彩華(3)     26.82 
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 野沢中

 2 中嶋 杏佳(3)     27.39 
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 野沢中

 3 大森 玲花(3)     27.76 
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC

 4 花村 日向(3) 静  岡     28.82 
ﾊﾅﾑﾗ ﾋﾅﾀ 千代田AC

 5 後小路 結月(2)     31.01 
ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾕｽﾞｷ 野沢中

 6 栁澤 茉莉花(1)     31.65 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏﾘｶ 軽井沢A&AC 373

568
8  4072

414
3    41

680
5    36

650
6   120

4  4087
727

7  4086

中学女子四種

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

   x

7    32          

6 4    41   5.13   4.78

  7.93

5 3  4072   5.91   6.59   6.53

4 6  4087   7.87   7.88

  7.61

3 5   120   7.60   7.67   8.09

2 1  4086   8.11   8.15

記録 備考

1 2    36   9.64   8.48   9.63

中学女子四種

砲丸投(2.721kg)
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-



決勝 5月3日 10:40

 1 帯刀 晶(6)   3:21.10 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱｷ 真田ｸﾗﾌﾞ

 2 成澤 沙喜(5)   3:35.59 
ﾅﾙｻﾜ ｻｷ 真田ｸﾗﾌﾞ

 3 黒木 愛叶(5)   3:35.70 
ｸﾛｷ ｱｲｶ 真田ｸﾗﾌﾞ

 4 小山 柊花(5)   3:45.10 
ｺﾔﾏ  ｼｭｳｶ 腰越JSC

 5 平島 唯那(5)   3:45.89 
ﾋﾗｼﾏ  ﾕｲﾅ T&F佐久平

 6 木藤 ｿﾌｨｰ(5)   3:51.02 
ｷﾄﾞｳ ｿﾌｨｰ あさまねSC

 7 磯貝 璃椛(5)   3:52.38 
ｲｿｶﾞｲ  ﾘﾉ T&F佐久平

 8 木内 小夏(5)   3:54.16 
ｷｳﾁ ｺﾅﾂ あさまねSC

 9 竹花 ひまり(6)   4:01.47 
ﾀｹﾊﾅ  ﾋﾏﾘ 腰越JSC

10 小田切 心結(5)   4:06.88 
ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾐﾕｳ あさまねSC

11 小松 乙都(6)   4:21.87 
ｺﾏﾂ ｵﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

12 古澤 あき(5)   4:26.16 
ﾌﾙｻﾜ ｱｷ 真田ｸﾗﾌﾞ

13 碓氷 桐榎(6)   4:45.55 
ｳｽｲ ｷﾘｶ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

1    46

5    62

11    91

2   175

6    14

8    45

13     7

7    92

4    44

12   147

10    13

小学女子

1000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
9    98

3    97
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