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春原　夕子
箕輪　健二

： 等々力　守
高橋　考幸
中嶋　良太

この大会で樹立された記録

グラウンドコンディション

フィールド競技における記号の説明

ｒ 試合放棄

× 失敗・無効試技
－ パス

◆
記号 内容 備考
○ 成功・有効試技 走高跳・棒高跳

  14:00 晴れ    27.0  40.6 東    3.915:00

  13:00 晴れ    25.0  45.8 東    2.014:00 曇り    23.7  71.5 南    0.0

  12:00 晴れ    23.2  52.4 南    2.413:00 曇り    22.9  76.2 北    1.0

  11:00 晴れ    22.7  55.0 南西    1.812:00 曇り    23.0  73.5 南    1.2

  10:00 晴れ    20.8  68.7 南    1.211:00 曇り    21.8  77.3 南    1.6

  09:30 晴れ    20.4  71.9 南西    1.610:00 曇り    21.3  80.0 東    0.4
時刻 天候 気温 湿度 風向 風速m/s

◆
9/10(土) 9/11(日)

時刻 天候 気温 湿度 風向 風速m/s

野沢北(2) 10m869/11 女子 三段跳 決勝 10m87cm 関口　蒔琉
9/11 女子 三段跳 決勝 11m05cm 岡田 莉歩 佐久長聖(2) 10m86

3m60
9/10 男子 砲丸投 決勝 13m03 小山 翔平 佐久長聖(２) 12m98

氏　名(学年) 従来の記録 備考
9/10 女子 棒高跳 決勝 3m80cm 岡田 莉歩 佐久長聖(2)

氏　名 所　属(学年)
月日 男女 種　目 ラウンド 記　録 チーム名

◆

(一財)長野陸上競技協会 記録・情報主任
東信地区陸上競技協会

主　管 東信高等学校体育連盟陸上競技専門部

( 競技場コード 173080 ) 跳躍審判長
主　催 東信高等学校体育連盟 投擲審判長

やりがいを求めよう

期　日 令和4年9月10日(土)・11日(日) 総　務
会　場 菅平高原スポーツランド陸上競技場 審判長

大会コード 22172009

令和4年度 東信高等学校新人体育大会 陸上競技大会
公式記録集

高校新人
挑戦的に ・ 意欲的に ・



【開催日】 令和４年９月10日１１日

【主催団体】 東信陸上競技連盟 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 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

 9/10 女子  -0.8 橋本 春花(2) 12.81 佐伯 風帆(2) 13.19 松橋 弥玖(1) 13.21 中澤 雪乃(2) 13.36 関澤 きらり(2) 13.36 田中 雪乃(1) 13.39 神津 沙夏(1) 13.41 宇都宮 新奈(1) 13.57

100m 佐久長聖 佐久長聖 野沢北 野沢南 上田西 上田 佐久長聖 小諸

 9/11  +2.6 橋本 春花(2) 25.93 佐伯 風帆(2) 26.28 中澤 雪乃(2) 26.68 松橋 弥玖(1) 26.94 小林 ひより(1) 27.26 村山 苺香(2) 27.41 向井 美来(1) 27.54 関澤 きらり(2) 27.56

200m 佐久長聖 佐久長聖 野沢南 野沢北 佐久長聖 岩村田 野沢北 上田西

 9/10 橋本 春花(2) 1:00.81 中澤 雪乃(2) 1:01.49 吉田 彩葉(1) 1:02.02 村山 苺香(2) 1:02.07 井龍 翠(2) 1:04.96 神津 沙夏(1) 1:05.38 向井 美来(1) 1:05.45 南正覺 鈴(1) 1:13.23

400m 佐久長聖 野沢南 佐久長聖 岩村田 野沢北 佐久長聖 野沢北 東御清翔

 9/11 桑原 実世(2) 2:26.57 津田 燈(1) 2:31.90 滝澤 舞(2) 2:44.12 竹花 明姫(2) 2:44.69 荻原 麻友(1) 2:52.93 矢嶋 佑希(2) 2:55.09

800m 佐久長聖 上田 上田 上田千曲 上田染谷丘 上田

 9/10 桑原 実世(2) 5:06.01 滝澤 舞(2) 5:40.45 竹花 明姫(2) 5:41.19 後小路 葉月(1) 5:51.18 荻原 麻友(1) 6:04.13 矢嶋 佑希(2) 6:13.86

1500m 佐久長聖 上田 上田千曲 野沢北 上田染谷丘 上田

 9/11 桑原 実世(2) 11:09.82 滝澤 舞(2) 12:27.01 竹花 明姫(2) 12:35.39

3000m 佐久長聖 上田 上田千曲

 9/10  +0.6 佐伯 風帆(2) 15.59 吉田 彩葉(1) 16.01 山本 紗帆(2) 16.92 田中 朱音(2) 16.95 山邊 栞那(1) 18.12

100mH(0.838m) 佐久長聖 佐久長聖 野沢北 上田染谷丘 上田東

 9/11 吉田 彩葉(1) 1:06.00 関口 蒔琉(2) 1:14.33 井龍 翠(2) 1:15.50 山邊 栞那(1) 1:16.43 井出 優奈(1) 1:16.86 山本 紗帆(2) 1:17.04

400mH(0.762m) 佐久長聖 野沢北 野沢北 上田東 佐久平総合技術 野沢北

 9/11 後小路 葉月(1) 29:00.99

5000m競歩 野沢北

 9/10 村山 羽乃(1) 1.51 宇都宮 新奈(1) 1.40 中沢 麗葉(2) 1.40 小林 愛実(2) 1.35 東海林 優心花(1) 1.35 川上 珠実(1) 1.30 寺澤 恵美(2) 1.25 市川 暖(1) 1.25

走高跳 佐久長聖 小諸 佐久平総合技術 佐久平総合技術 野沢南 野沢北 野沢北 上田染谷丘

 9/10 岡田 莉歩(2) 3.80 小林 ひより(1) 3.10

棒高跳 佐久長聖 GR 佐久長聖

 9/10 関口 蒔琉(2) 4.96(-1.6) 岡田 莉歩(2) 4.95(+0.2) 梅原 小梅(2) 4.89(-1.9) 小林 響(2) 4.72(-0.6) 川上 珠実(1) 4.41(+0.4) 寺澤 恵美(2) 4.38(-1.3) 鈴木 花梨(1) 4.34(-1.3) 高見澤 茉那(1) 4.24(+1.2)

走幅跳 野沢北 佐久長聖 上田染谷丘 上田 野沢北 野沢北 岩村田 佐久長聖

 9/11 岡田 莉歩(2) 11.01(+0.5) 関口 蒔琉(2) 10.87(+1.6) 田中 朱音(2) 10.53(+2.3) 寺澤 恵美(2) 10.12(+1.9) 村山 羽乃(1) 10.07(+2.6) 梅原 小梅(2) 9.88(+0.9) 鈴木 花梨(1) 9.58(+1.7) 飯高 愛莉(1) 9.29(+2.7)

三段跳 佐久長聖 GR 野沢北 GR 上田染谷丘 野沢北 佐久長聖 上田染谷丘 岩村田 佐久長聖

 9/11 栁澤 歩乃(1) 9.07 村上 沙那(2) 6.81 小山 愛加(2) 6.70 佐々木 涙璃(2) 6.45 山浦 亜由香(2) 5.79 松木 紗良(2) 5.33 飯島 桃花(1) 4.97 市川 暖(1) 4.64

砲丸投(4.000kg) 佐久長聖 上田東 岩村田 野沢北 上田染谷丘 上田千曲 上田染谷丘 上田染谷丘

 9/10 栁澤 歩乃(1) 22.24 土屋 凜奈(2) 22.15 村上 沙那(2) 20.68 若杉 未来(1) 20.30 飯島 桃花(1) 18.20 山本 紗帆(2) 16.32 山浦 亜由香(2) 15.83

円盤投(1.000kg) 佐久長聖 野沢南 上田東 佐久平総合技術 上田染谷丘 野沢北 上田染谷丘

 9/10 山浦 亜由香(2) 23.51 梅原 小梅(2) 21.14 飯島 桃花(1) 19.19 若杉 未来(1) 13.80

ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg) 上田染谷丘 上田染谷丘 上田染谷丘 佐久平総合技術

 9/11 中沢 麗葉(2) 27.49 土屋 凜奈(2) 24.98 佐々木 涙璃(2) 24.63 田中 朱音(2) 22.19 栁澤 歩乃(1) 19.63 村上 沙那(2) 19.17 徳竹 華歩(1) 18.44 望月 彬(1) 15.91

やり投(600g) 佐久平総合技術 野沢南 野沢北 上田染谷丘 佐久長聖 上田東 上田千曲 東御清翔

 9/10 佐久長聖       49.79 野沢北       51.44 上田       55.84 岩村田       56.20 上田染谷丘       56.72 佐久平総合技術       58.19
4×100m 岡田 莉歩(2) 関口 蒔琉(2) 津田 燈(1) 北山 花夏(1) 梅原 小梅(2) 中沢 麗葉(2)

小林 ひより(1) 向井 美来(1) 小林 響(2) 村山 苺香(2) 田中 朱音(2) 小林 愛実(2)

橋本 春花(2) 川上 珠実(1) 諏訪部 咲弥(1) 小山 愛加(2) 市川 暖(1) 井出 優奈(1)

神津 沙夏(1) 松橋 弥玖(1) 岡本 唯花(1) 鈴木 花梨(1) 荻原 麻友(1) 若杉 未来(1)

 9/11 佐久長聖     4:09.24 野沢北     4:24.57 上田     4:35.50 上田染谷丘     4:52.41 佐久平総合技術     4:55.46
4×400m 吉田 彩葉(1) 関口 蒔琉(2) 岡本 唯花(1) 田中 朱音(2) 井出 優奈(1)

小林 ひより(1) 川上 珠実(1) 津田 燈(1) 梅原 小梅(2) 若杉 未来(1)

岡田 莉歩(2) 向井 美来(1) 諏訪部 咲弥(1) 荻原 麻友(1) 中沢 麗葉(2)

橋本 春花(2) 井龍 翠(2) 矢嶋 佑希(2) 山浦 亜由香(2) 小林 愛実(2)

女子学校対校 佐久長聖 野沢北 上田染谷丘 上田 佐久平総合 野沢南 上田東 岩村田

学校別得点 180 点 114 点 77 点 53 点 40 点 36 点 25 点 23 点



予選 9月10日 10:50
決勝 9月10日 13:10

長野県高校記録(KR)                    
東信大会記録(GR)                      

[ 1組] 風速 +1.5 [ 2組] 風速 +2.2

 1 松橋 弥玖(1)     12.99 Q  1 橋本 春花(2)     12.54 Q
ﾏﾂﾊｼ ﾐｸ 野沢北 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ 佐久長聖

 2 佐伯 風帆(2)     13.07 Q  2 田中 雪乃(1)     13.09 Q
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 佐久長聖 ﾀﾅｶ ﾕｷﾉ 上田

 3 中澤 雪乃(2)     13.10 Q  3 神津 沙夏(1)     13.17 Q
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 野沢南 ｺｳﾂﾞ ｻﾅ 佐久長聖

 4 宇都宮 新奈(1)     13.38 q  4 関澤 きらり(2)     13.23 q
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾆﾅ 小諸 ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 上田西

 5 諏訪部 咲弥(1)     14.26  5 向井 美来(1)     13.42 
ｽﾜﾍﾞ ｻﾔ 上田 ﾑｶｲ ﾐｸ 野沢北

 6 宮尾 一花(1)     14.46   徳竹 華歩(1)      
ﾐﾔｵ ｲﾁｶ 上田西 ﾄｸﾀｹ ｶﾎ 上田千曲

 7 松木 紗良(2)     14.77   村山 苺香(2)      
ﾏﾂｷ ｻﾗ 上田千曲 ﾑﾗﾔﾏ ﾏｲｶ 岩村田

  望月 彬(1)      
ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｷ 東御清翔

風速 -0.8

 1 橋本 春花(2)     12.81 
ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ 佐久長聖

 2 佐伯 風帆(2)     13.19 
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 佐久長聖

 3 松橋 弥玖(1)     13.21 
ﾏﾂﾊｼ ﾐｸ 野沢北

 4 中澤 雪乃(2)     13.36 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 野沢南

 5 関澤 きらり(2)     13.36 
ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 上田西

 6 田中 雪乃(1)     13.39 
ﾀﾅｶ ﾕｷﾉ 上田

 7 神津 沙夏(1)     13.41 
ｺｳﾂﾞ ｻﾅ 佐久長聖

 8 宇都宮 新奈(1)     13.57 
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾆﾅ 小諸

1  1536
13.359

6  1423

7  2253

2  2271

13.355

3  1302

5  1300

4  1237

8  1258

2  1371
DNS

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

DNS

5  1535 2  1486
DNS

4  1497 6  1275

1  2271 5  1536

8  1426 1  1221

3  1237 3  1302

7  1300 4  1423

6  1258 7  2253

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

女子

100m

予選 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者  qR：救済による通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 9月11日  9:45
決勝 9月11日 13:10

長野県高校記録(KR)              24.44 
東信大会記録(GR)                24.53 

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 +2.7

 1 佐伯 風帆(2)     26.75 Q  1 橋本 春花(2)     26.08 Q
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 佐久長聖 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ 佐久長聖

 2 中澤 雪乃(2)     26.85 Q  2 松橋 弥玖(1)     27.10 Q
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 野沢南 ﾏﾂﾊｼ ﾐｸ 野沢北

 3 小林 ひより(1)     27.31 Q  3 関澤 きらり(2)     27.48 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 佐久長聖 ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 上田西

 4 向井 美来(1)     27.81 q  4 村山 苺香(2)     27.50 q
ﾑｶｲ ﾐｸ 野沢北 ﾑﾗﾔﾏ ﾏｲｶ 岩村田

 5 井出 優奈(1)     30.06  5 岡本 唯花(1)     28.27 
ｲﾃﾞ ﾕﾅ 佐久平総合技術 ｵｶﾓﾄ ﾕｲｶ 上田

 6 宮尾 一花(1)     32.77  6 川上 珠実(1)     28.86 
ﾐﾔｵ ｲﾁｶ 上田西 ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ 野沢北

  南正覺 鈴(1)      
ﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｸ ﾘﾝ 東御清翔

風速 +2.6

 1 橋本 春花(2)     25.93 
ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ 佐久長聖

 2 佐伯 風帆(2)     26.28 
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 佐久長聖

 3 中澤 雪乃(2)     26.68 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 野沢南

 4 松橋 弥玖(1)     26.94 
ﾏﾂﾊｼ ﾐｸ 野沢北

 5 小林 ひより(1)     27.26 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 佐久長聖

 6 村山 苺香(2)     27.41 
ﾑﾗﾔﾏ ﾏｲｶ 岩村田

 7 向井 美来(1)     27.54 
ﾑｶｲ ﾐｸ 野沢北

 8 関澤 きらり(2)     27.56 
ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 上田西

7  1299

2  1275

1  1221

8  1536

3  1302

5  1300

6  1258

4  1237

7  1370
DNS

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  1202 2  1424

8  1535 5  1239

4  1299 6  1536

2  1221 4  1275

6  1300 3  1302

7  1237

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  1258

女子

200m

予選 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者  qR：救済による通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 9月10日 12:15

長野県高校記録(KR)              55.42 
東信大会記録(GR)                57.18 

 1 橋本 春花(2)   1:00.81 
ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ 佐久長聖

 2 中澤 雪乃(2)   1:01.49 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 野沢南

 3 吉田 彩葉(1)   1:02.02 
ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 佐久長聖

 4 村山 苺香(2)   1:02.07 
ﾑﾗﾔﾏ ﾏｲｶ 岩村田

 5 井龍 翠(2)   1:04.96 
ｲﾘｭｳ ﾐﾄﾞﾘ 野沢北

 6 神津 沙夏(1)   1:05.38 
ｺｳﾂﾞ ｻﾅ 佐久長聖

 7 向井 美来(1)   1:05.45 
ﾑｶｲ ﾐｸ 野沢北

 8 南正覺 鈴(1)   1:13.23 
ﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｸ ﾘﾝ 東御清翔

決勝 9月11日 12:45

長野県高校記録(KR)            2:05.78 
東信大会記録(GR)              2:12.43 

 1 桑原 実世(2)   2:26.57 
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾖ 佐久長聖

 2 津田 燈(1)   2:31.90 
ﾂﾀﾞ ｱｶﾘ 上田

 3 滝澤 舞(2)   2:44.12 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｲ 上田

 4 竹花 明姫(2)   2:44.69 
ﾀｹﾊﾅ ｱｷ 上田千曲

 5 荻原 麻友(1)   2:52.93 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾏﾕ 上田染谷丘

 6 矢嶋 佑希(2)   2:55.09 
ﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷ 上田

4  1421

3  1496

7  1476

6  1419

女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1296

2  1425

女子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  1302

5  1258

2  2252

8  1275

3  1235

4  2253

7  1221

1  1370



決勝 9月10日 12:40

長野県高校記録(KR)            4:17.77 
東信大会記録(GR)              4:45.75 

 1 桑原 実世(2)   5:06.01 
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾖ 佐久長聖

 2 滝澤 舞(2)   5:40.45 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｲ 上田

 3 竹花 明姫(2)   5:41.19 
ﾀｹﾊﾅ ｱｷ 上田千曲

 4 後小路 葉月(1)   5:51.18 
ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾊﾂﾞｷ 野沢北

 5 荻原 麻友(1)   6:04.13 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾏﾕ 上田染谷丘

 6 矢嶋 佑希(2)   6:13.86 
ﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷ 上田

決勝 9月11日 14:00

長野県高校記録(KR)            9:01.36 
東信大会記録(GR)             10:15.71 

 1 桑原 実世(2)  11:09.82 
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾖ 佐久長聖

 2 滝澤 舞(2)  12:27.01 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｲ 上田

 3 竹花 明姫(2)  12:35.39 
ﾀｹﾊﾅ ｱｷ 上田千曲

女子

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  1496

2  1296

1  1421

6  1496

4  1236

1  1476

5  1419

女子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  1296

3  1421



決勝 9月10日 11:40

長野県高校記録(KR)              13.81 
東信大会記録(GR)                14.23 

風速 +0.6

 1 佐伯 風帆(2)     15.59 
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 佐久長聖

 2 吉田 彩葉(1)     16.01 
ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 佐久長聖

 3 山本 紗帆(2)     16.92 
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾎ 野沢北

 4 田中 朱音(2)     16.95 
ﾀﾅｶ ｱｶﾈ 上田染谷丘

 5 山邊 栞那(1)     18.12 
ﾔﾏﾍﾞ ｶﾝﾅ 上田東

  唐澤 さくら(2)      
ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 佐久長聖

決勝 9月11日 11:35

長野県高校記録(KR)              58.27 
東信大会記録(GR)              1:02.87 

 1 吉田 彩葉(1)   1:06.00 
ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 佐久長聖

 2 関口 蒔琉(2)   1:14.33 
ｾｷｸﾞﾁ ﾏｸﾙ 野沢北

 3 井龍 翠(2)   1:15.50 
ｲﾘｭｳ ﾐﾄﾞﾘ 野沢北

 4 山邊 栞那(1)   1:16.43 
ﾔﾏﾍﾞ ｶﾝﾅ 上田東

 5 井出 優奈(1)   1:16.86 
ｲﾃﾞ ﾕﾅ 佐久平総合技術

 6 山本 紗帆(2)   1:17.04 
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾎ 野沢北

  唐澤 さくら(2)      
ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 佐久長聖

決勝 9月11日 10:45

長野県高校記録(KR)           23:10.07 
東信大会記録(GR)             26:06.82 

 1 後小路 葉月(1)  29:00.99 
ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾊﾂﾞｷ 野沢北

DNS

6  1232

4  1470

2  1448

5  1304

女子

100mH(0.838m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  1300

3  2252

6  1236

女子

5000m競歩

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考

女子

400mH(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  2252

4  1224

6  1235

7  1448

3  1304
DNS

5  1202

2  1232



決勝 9月10日 14:30

長野県高校記録(KR)              46.86 
東信大会記録(GR)                47.66 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 佐久長聖  1298 岡田 莉歩(2)     49.79 

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ
 1299 小林 ひより(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ
 1302 橋本 春花(2)

ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ
 2253 神津 沙夏(1)

ｺｳﾂﾞ ｻﾅ
 2   3 野沢北  1224 関口 蒔琉(2)     51.44 

ﾉｻﾞﾜｷﾀ ｾｷｸﾞﾁ ﾏｸﾙ
 1221 向井 美来(1)

ﾑｶｲ ﾐｸ
 1239 川上 珠実(1)

ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ
 1237 松橋 弥玖(1)

ﾏﾂﾊｼ ﾐｸ
 3   4 上田  1425 津田 燈(1)     55.84 

ｳｴﾀﾞｺｳ ﾂﾀﾞ ｱｶﾘ
 1422 小林 響(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｵﾄ
 1426 諏訪部 咲弥(1)

ｽﾜﾍﾞ ｻﾔ
 1424 岡本 唯花(1)

ｵｶﾓﾄ ﾕｲｶ
 4   7 岩村田  1278 北山 花夏(1)     56.20 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ｷﾀﾔﾏ ﾊﾅ
 1275 村山 苺香(2)

ﾑﾗﾔﾏ ﾏｲｶ
 1276 小山 愛加(2)

ｺﾔﾏ ｱｲｶ
 1277 鈴木 花梨(1)

ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ
 5   6 上田染谷丘  1468 梅原 小梅(2)     56.72 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ｳﾒﾊﾗ ｺｳﾒ
 1470 田中 朱音(2)

ﾀﾅｶ ｱｶﾈ
 1475 市川 暖(1)

ｲﾁｶﾜ ﾊﾙ
 1476 荻原 麻友(1)

ｵｷﾞﾊﾗ ﾏﾕ
 6   2 佐久平総合技術  1201 中沢 麗葉(2)     58.19 

ｻｸﾀﾞｲﾗｿｳｺﾞｳｺｳ ﾅｶｻﾞﾜ ｳﾙﾊ
 1205 小林 愛実(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾐ
 1202 井出 優奈(1)

ｲﾃﾞ ﾕﾅ
 1203 若杉 未来(1)

ﾜｶｽｷﾞ ﾐｸ

女子

4×100m

決勝



決勝 9月11日 14:30

長野県高校記録(KR)            3:46  
東信大会記録(GR)              3:53  

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 佐久長聖  2252 吉田 彩葉(1)   4:09.24 

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ
 1299 小林 ひより(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ
 1298 岡田 莉歩(2)

ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ
 1302 橋本 春花(2)

ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ
 2   4 野沢北  1224 関口 蒔琉(2)   4:24.57 

ﾉｻﾞﾜｷﾀ ｾｷｸﾞﾁ ﾏｸﾙ
 1239 川上 珠実(1)

ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ
 1221 向井 美来(1)

ﾑｶｲ ﾐｸ
 1235 井龍 翠(2)

ｲﾘｭｳ ﾐﾄﾞﾘ
 3   6 上田  1424 岡本 唯花(1)   4:35.50 

ｳｴﾀﾞｺｳ ｵｶﾓﾄ ﾕｲｶ
 1425 津田 燈(1)

ﾂﾀﾞ ｱｶﾘ
 1426 諏訪部 咲弥(1)

ｽﾜﾍﾞ ｻﾔ
 1419 矢嶋 佑希(2)

ﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷ
 4   3 上田染谷丘  1470 田中 朱音(2)   4:52.41 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ﾀﾅｶ ｱｶﾈ
 1468 梅原 小梅(2)

ｳﾒﾊﾗ ｺｳﾒ
 1476 荻原 麻友(1)

ｵｷﾞﾊﾗ ﾏﾕ
 1474 山浦 亜由香(2)

ﾔﾏｳﾗ ｱﾕｶ
 5   2 佐久平総合技術 1202 井出 優奈(1)   4:55.46 

ｻｸﾀﾞｲﾗｿｳｺﾞｳｺｳ ｲﾃﾞ ﾕﾅ
 1203 若杉 未来(1)

ﾜｶｽｷﾞ ﾐｸ
 1201 中沢 麗葉(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ｳﾙﾊ
 1205 小林 愛実(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾐ

女子

4×400m

決勝



決勝 9月10日 10:00

長野県高校記録(KR)               1.77 
東信大会記録(GR)                 1.65 

1m57
村山 羽乃(1) - - - - - o o o xo xxx
ﾑﾗﾔﾏ ｳﾉ 佐久長聖
宇都宮 新奈(1) - - - - o o xxx
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾆﾅ 小諸
中沢 麗葉(2) - - - - o xxo xxx
ﾅｶｻﾞﾜ ｳﾙﾊ 佐久平総合技術
小林 愛実(2) - - o xxo o xxx
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾐ 佐久平総合技術
東海林 優心花(1) - - o o xxo xxx
ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾕﾐｶ 野沢南
川上 珠実(1) - - o xo xxx
ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ 野沢北
寺澤 恵美(2) o o o xxx
ﾃﾗｻﾜ ﾒｸﾞﾐ 野沢北
市川 暖(1) - o xo xxx
ｲﾁｶﾜ ﾊﾙ 上田染谷丘
後小路 葉月(1) - - xxx NM
ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾊﾂﾞｷ 野沢北

決勝 9月10日 12:30

長野県高校記録(KR)               3.65 
東信大会記録(GR)                 3.60 

3m50 3m60 3m70 3m80 3m90
岡田 莉歩(2) - - - - - - - - - o 大会新
ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 佐久長聖 o o o o xxx
小林 ひより(1) - o xo o o xo o xo xxx
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 佐久長聖
高見澤 茉那(1) xxx NM
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾏﾅ 佐久長聖

2 2  1299
 3.10

1  2251
     

3m20 3m40
記録 備考

1 3  1298
 3.80

2m60 2m70 2m80 2m90 3m00 3m10

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
2m40 2m50

8 1  1475
 1.25

5  1236
     

6 4  1239
 1.30

7 2  1234
 1.25

4 6  1205
 1.35

5 3  1260
 1.35

2 7  2271
 1.40

3 8  1201
 1.40

1m51 1m54
記録 備考

1 9  1309
 1.51

1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m48

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m15 1m20



決勝 9月10日 11:50

長野県高校記録(KR)               6.06 
東信大会記録(GR)                 5.56 

 ３回の
 最高記録

関口 蒔琉(2)   4.92    x   4.92    4.92   4.96   4.89   4.87    4.96 
ｾｷｸﾞﾁ ﾏｸﾙ 野沢北   +1.0         -0.5    -0.5   -1.6   -1.1   -0.4    -1.6
岡田 莉歩(2)   4.60   4.95   4.61    4.95   4.47   4.72   4.66    4.95 
ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 佐久長聖   +0.8   +0.2   -2.5    +0.2   -0.6   -1.3   -1.0    +0.2
梅原 小梅(2)   4.54   4.57   4.52    4.57   4.44   4.57   4.89    4.89 
ｳﾒﾊﾗ ｺｳﾒ 上田染谷丘   +1.2   -1.1   -0.9    -1.1   -1.6   -1.6   -1.9    -1.9
小林 響(2)   4.62   4.69   4.72    4.72   4.56    x   4.59    4.72 
ｺﾊﾞﾔｼ ｵﾄ 上田   +0.8   -0.6   -0.6    -0.6   -1.8         -0.6    -0.6
川上 珠実(1)   4.41   4.36   3.95    4.41   4.32   4.17   4.23    4.41 
ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ 野沢北   +0.4   +2.1   -1.0    +0.4   -1.6   -1.1   -1.3    +0.4
寺澤 恵美(2)   4.25   4.30   4.11    4.30   4.23   4.31   4.38    4.38 
ﾃﾗｻﾜ ﾒｸﾞﾐ 野沢北   +1.0    0.0   -1.2     0.0   -1.4   -1.0   -1.3    -1.3
鈴木 花梨(1)    x   4.23   4.27    4.27   4.13   4.29   4.34    4.34 
ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 岩村田         +0.6   -1.0    -1.0   -0.6   -0.2   -1.3    -1.3
高見澤 茉那(1)   4.24   4.24   4.09    4.24   3.93    x    x    4.24 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾏﾅ 佐久長聖   +1.2   +1.2   -1.1    +1.2   -0.8                +1.2
飯高 愛莉(1)   3.84   4.16   3.80    4.16             4.16 
ｲｲﾀｶ ｱｲﾘ 佐久長聖   +1.3   +1.4   -1.4    +1.4                      +1.4
東海林 優心花(1)   4.01   4.07   4.06    4.07             4.07 
ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾕﾐｶ 野沢南   +1.6   +0.6   -0.9    +0.6                      +0.6
小林 愛実(2)   3.58   3.66   3.58    3.66             3.66 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾐ 佐久平総合技術   +0.6   +0.9   -0.5    +0.9                      +0.9
望月 彬(1)                            DNS
ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｷ 東御清翔                                                   

決勝 9月11日 10:30

長野県高校記録(KR)              12.40 
東信大会記録(GR)                10.86 

 ３回の
 最高記録

岡田 莉歩(2)  10.14  10.39  10.56   10.56  11.01  11.01  10.83   11.01 大会新
ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 佐久長聖   +1.1   +0.8   +2.1    +2.1   +0.5   +1.5   +2.1    +0.5
関口 蒔琉(2)  10.71  10.81  10.47   10.81  10.82  10.87  10.81   10.87 大会新
ｾｷｸﾞﾁ ﾏｸﾙ 野沢北   +2.2   +2.2   +2.6    +2.2   +1.6   +1.6   +2.7    +1.6
田中 朱音(2)  10.31  10.53  10.33   10.53  10.37  10.27  10.53   10.53 
ﾀﾅｶ ｱｶﾈ 上田染谷丘   +2.3   +2.3   +1.7    +2.3   +2.7   +2.0   +3.0    +2.3
寺澤 恵美(2)   9.73  10.06  10.01   10.06   9.96   9.96  10.12   10.12 
ﾃﾗｻﾜ ﾒｸﾞﾐ 野沢北   +1.5   +2.0   +2.2    +2.0   +0.9   +1.0   +1.9    +1.9
村山 羽乃(1)    x   9.40  10.07   10.07   9.92   9.81   9.88   10.07 
ﾑﾗﾔﾏ ｳﾉ 佐久長聖         +0.4   +2.6    +2.6   +0.8   +0.5   +3.2    +2.6
梅原 小梅(2)   9.67    x    x    9.67   9.88   9.69   9.67    9.88 
ｳﾒﾊﾗ ｺｳﾒ 上田染谷丘   +0.2                +0.2   +0.9   +0.5   +2.3    +0.9
鈴木 花梨(1)    x   9.22   9.31    9.31   9.58   9.46    x    9.58 
ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 岩村田         +1.3   +2.4    +2.4   +1.7   +1.3          +1.7
飯高 愛莉(1)   9.29   8.59    x    9.29   9.10   9.18   8.85    9.29 
ｲｲﾀｶ ｱｲﾘ 佐久長聖   +2.7   +2.7          +2.7   +2.4   +2.1   +0.4    +2.7

11 2  1205

1  1371

9 3  1297

10 7  1260

7 4  1277

8 5  2251

5 6  1239

6 8  1234

3 9  1468

4 10  1422

1 11  1224

2 12  1298

備考

女子

走幅跳

決勝

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

備考

女子

三段跳

決勝

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

1 8  1298

2 7  1224

3 6  1470

4 5  1234

5 4  1309

6 1  1468

7 3  1277

8 2  1297



決勝 9月11日 11:30

長野県高校記録(KR)              13.65 
東信大会記録(GR)                13.65 

 ３回の
 最高記録

栁澤 歩乃(1)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾎﾉ 佐久長聖
村上 沙那(2)
ﾑﾗｶﾐ ｻﾅ 上田東
小山 愛加(2)
ｺﾔﾏ ｱｲｶ 岩村田
佐々木 涙璃(2)
ｻｻｷ ﾙｲﾘ 野沢北
山浦 亜由香(2)
ﾔﾏｳﾗ ｱﾕｶ 上田染谷丘
松木 紗良(2)
ﾏﾂｷ ｻﾗ 上田千曲
飯島 桃花(1)
ｲｲｼﾞﾏ ﾓﾓｶ 上田染谷丘
市川 暖(1)
ｲﾁｶﾜ ﾊﾙ 上田染谷丘
徳竹 華歩(1)
ﾄｸﾀｹ ｶﾎ 上田千曲

決勝 9月10日 10:00

長野県高校記録(KR)              44.69 
東信大会記録(GR)                43.41 

 ３回の
 最高記録

栁澤 歩乃(1)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾎﾉ 佐久長聖
土屋 凜奈(2)
ﾂﾁﾔ ﾘﾝﾅ 野沢南
村上 沙那(2)
ﾑﾗｶﾐ ｻﾅ 上田東
若杉 未来(1)
ﾜｶｽｷﾞ ﾐｸ 佐久平総合技術
飯島 桃花(1)
ｲｲｼﾞﾏ ﾓﾓｶ 上田染谷丘
山本 紗帆(2)
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾎ 野沢北
山浦 亜由香(2)
ﾔﾏｳﾗ ｱﾕｶ 上田染谷丘

7 6  1474
 14.78  13.02   15.83  13.20  14.95

6 2  1232
 15.95  16.32

 19.01   19.77  19.79    x  20.30  20.30 

 14.51  15.83  15.83

   -   16.32    -    -    -  16.32 

 20.68  20.68

 20.58   20.58  21.79  22.15  20.04  22.15 

5 3  1477
   x  17.04

4 5  1203
 17.26  19.77

  18.20  17.45  17.69  17.99  18.20  18.20

-4- -5- -6-

3 1  1443
   x  19.47

2 4  1259
 19.53    x

  20.68    x    x  18.37

1 7  2254
 22.24    x

記録 備考

女子

円盤投(1.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

  22.24  21.35    x    x  22.24  20.73

-3-

備考

女子

砲丸投(4.000kg)

決勝

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

  6.81 

   9.07   8.78   8.70   8.91   9.07 

  5.83    5.90   6.55   6.35   6.81

  9.07

  5.89

  6.70

1 9  2254
  8.48   8.70

2 6  1443
  5.73   5.90

4 4  1233
  6.15   5.81

3 8  1276
  5.69   5.98    6.70   5.27   6.51   6.69   6.70 

   6.15   6.45   6.20   6.13   6.45 

  5.33 

   5.65   5.79   5.75   5.55   5.79 

  5.02    5.33   5.06   5.06   5.10

  5.65

  3.03

  4.97

5 7  1474
  5.63   5.27

6 1  1497
  5.31   5.33

8 2  1475
  4.31   4.60

7 5  1477
  4.64   4.90

     3.88 

   4.97   4.87   4.62   4.44   4.97 

   4.60   4.64   4.18   4.60   4.64 

  3.88
9 3  1486

  3.74   3.53    3.88       



決勝 9月10日 13:10

長野県高校記録(KR)              47.97 
東信大会記録(GR)                42.32 

 ３回の
 最高記録

山浦 亜由香(2)
ﾔﾏｳﾗ ｱﾕｶ 上田染谷丘
梅原 小梅(2)
ｳﾒﾊﾗ ｺｳﾒ 上田染谷丘
飯島 桃花(1)
ｲｲｼﾞﾏ ﾓﾓｶ 上田染谷丘
若杉 未来(1)
ﾜｶｽｷﾞ ﾐｸ 佐久平総合技術

決勝 9月11日  9:30

長野県高校記録(KR)              52.71 
東信大会記録(GR)                44.88 

 ３回の
 最高記録

中沢 麗葉(2)
ﾅｶｻﾞﾜ ｳﾙﾊ 佐久平総合技術
土屋 凜奈(2)
ﾂﾁﾔ ﾘﾝﾅ 野沢南
佐々木 涙璃(2)
ｻｻｷ ﾙｲﾘ 野沢北
田中 朱音(2)
ﾀﾅｶ ｱｶﾈ 上田染谷丘
栁澤 歩乃(1)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾎﾉ 佐久長聖
村上 沙那(2)
ﾑﾗｶﾐ ｻﾅ 上田東
徳竹 華歩(1)
ﾄｸﾀｹ ｶﾎ 上田千曲
望月 彬(1)
ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｷ 東御清翔
市川 暖(1)
ｲﾁｶﾜ ﾊﾙ 上田染谷丘
荻原 麻友(1)
ｵｷﾞﾊﾗ ﾏﾕ 上田染谷丘

4 2  1203
 12.21  11.94  13.80 

  17.81  19.19  19.00    x  19.19 

 13.01   13.01  12.84  13.80  12.43

 17.81
3 3  1477

 17.10  15.81

2 1  1468
   x    x  15.99  21.14 

  21.27    x  21.86  23.51  23.51  21.27

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

   x        x  21.14

1 4  1474
 18.95    x

記録 備考

女子

ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

備考

女子

やり投(600g)

決勝

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

 24.98 

  27.49  25.33  22.14    x  27.49 

 19.25   24.98    x  23.64    x

 23.53

   x

   x

1 10  1201
 22.50  27.49

2 9  1259
 24.98    x

4 8  1470
 20.78    x

3 6  1233
 17.19  24.63   24.63  19.40    x  17.84  24.63 

  20.78    x  21.82  22.19  22.19 

 19.17 

  18.25  19.31    x  19.63  19.63 

 19.17   19.17  19.07    x    x

 16.95

 13.09

   x

5 7  2254
 18.25  18.10

6 5  1443
 16.09    x

8 3  1371
 11.24  15.86

7 1  1486
 15.98    x   15.98  15.97  18.44  14.06  18.44 

  15.86  13.61  11.59  15.91  15.91 

9 4  1475
 14.05  14.74

10 2  1476
 13.49  13.73

 14.42

 13.73 

  14.74           14.74 

   x   13.73          



決勝 9月10日 10:51

風速 +2.2

 6 高見澤 茉那(1)     14.04 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾏﾅ 佐久長聖

決勝 9月11日  9:46

風速 +2.7

 1 神津 沙夏(1)     27.45 
ｺｳﾂﾞ ｻﾅ 佐久長聖

決勝 9月10日 12:16

  唐澤 さくら(2)      
ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 佐久長聖

  小林 ひより(1)      
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 佐久長聖

決勝 9月10日 12:30

飯高 愛莉(1)
ｲｲﾀｶ ｱｲﾘ 佐久長聖

 2.70o xxx

記録 備考

1 1  1297
o o o

2m60 2m70 2m80

DNS

ｵｰﾌﾟﾝ女子

棒高跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 2m40 2m50

2  1304
DNS

3  1299

記録／備考

ｵｰﾌﾟﾝ女子

400m

8  2253

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

ｵｰﾌﾟﾝ女子

100m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

決勝

順

8  2251

ｵｰﾌﾟﾝ女子

200m

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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