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月　日 種　　　　目 予・準・決 記　　　録 氏　　　　名 男女 所　　属 従来の記録 備　　　考

9/7 女子４×１００ｍＲ 決 47秒66

中津 晴葉
深澤 あまね
橋本 花甫

前田 望乃花

女 佐久長聖 47秒97

9/8 女子２００ｍ 予 24秒89 深澤 あまね 女 佐久長聖 25秒13

9/8 女子２００ｍ 決 24秒53 深澤 あまね 女 佐久長聖 25秒13 県高校新

グランドコンディション

月　　　　日 時　　刻 天　　候 風　　向 風速　m/s 気温　℃ 湿度　％ 計測場所

９月７日（土） ９：３０ 晴れ 北西 ２．８ ２５．５ ６８

１０：００ 晴れ 東 ２．１ ２７．０ ６３

１１：００ 晴れ 東南東 ２．９ ２８．０ ５７

１２：００ 晴れ 南 ３．９ ２８．５ ５７

１３：００ 晴れ 南 ３．４ ２８．５ ５９

１４：００ 晴れ 南南西 ２．８ ２８．０ ６４

１５：００ 晴れ 西南西 ４．５ ２８．０ ６４

月　　　　日 時　　刻 天　　候 風　　向 風速　m/s 気温　℃ 湿度　％ 計測場所

９月８日（日） ９：３０ 晴れ 東南東 ０．５ ２７．５ ５９

１０：００ 晴れ 北東 ３．１ ２７．５ ６３

１１：００ 晴れ 東北東 １．４ ２８．５ ６０

１２：００ 晴れ 南東 １．２ ２９．０ ５８

１３：００ 晴れ 東 ４．７ ２８．０ ６７

１４：００ 晴れ 南南東 ４．３ ２８．０ ６７

１５：００ 曇り 南東 ５．８ ２７．０ ７３



決勝記録一覧表
男  子 【競技場】172060  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
09/07 男子  +0.4永井颯太(2) 11.02 佐野 希汐(2) 11.17 辻浦 知主(1) 11.43 石井  佑磨(1) 11.66 佐藤 智哉(2) 11.66 中沢 一晴(1) 11.70 松下 祥徳(2) 11.78 外川 亮太(2) 11.80

１００ｍ 高校･軽井沢 高校･佐久長聖 高校･小諸 高校･岩村田 高校･上田東 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･小諸
09/08  -1.2辻浦 知主(1) 22.35 山口 大貴(2) 22.40 永井颯太(2) 22.40 佐野 希汐(2) 22.42 栁澤  亮也(1) 23.20 中山 雅月(1) 23.47 石井  佑磨(1) 23.54 松下 祥徳(2) 23.56

２００ｍ 高校･小諸 高校･佐久長聖 高校･軽井沢 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･上田西 高校･岩村田 高校･上田西
09/07 宮崎 日向(1) 49.81 塚田  響(2) 50.43 肥後 琉之介(1) 50.69 森 紘輔(2) 51.43 白澤 稜馬(2) 53.46 尾沼 優(1) 54.80 木内 温斗(1) 54.81 松下 祥徳(2) 55.65

４００ｍ 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･佐久長聖 高校･上田東 高校･佐久長聖 高校･上田 高校･小諸 高校･上田西
09/08 内田 飛河(2) 2,01.20 森 紘輔(2) 2,02.23 木村 歩峻(1) 2,02.46 小澤  優希(2) 2,02.97 手塚 智也(2) 2,04.21 町田 駿(2) 2,07.86 植松 孝太(2) 2,08.25 松本 啓吾(2) 2,10.37

８００ｍ 高校･上田西 高校･上田東 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･上田西 高校･野沢南 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘
09/07 花岡  寿哉(1) 4,11.71 内田 飛河(2) 4,14.23 川村 智哉(1) 4,15.60 手塚 智也(2) 4,16.92 上野 鼓喜(2) 4,18.22 本島 尚緒(1) 4,18.54 町田 駿(2) 4,19.45 小澤  優希(2) 4,19.81

１５００ｍ 高校･上田西 高校･上田西 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･野沢南 高校･岩村田
09/08 花岡  寿哉(1) 15,27.35 古旗 朝輝(2) 15,43.44 安坂 光瑠(2) 15,54.77 岩﨑 陽生(1) 16,04.77 依田 健汰(2) 16,33.03 小板橋 恭征(2) 16,39.35 栁澤 直希(1) 17,44.15 佐々木 龍也(2) 18,00.48

５０００ｍ 高校･上田西 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･上田西 高校･上田千曲 高校･野沢北
09/07 飯島 大陽(2) 15.68 宮澤 武流(2) 16.19 漆原 奏哉(1) 17.20 塚田  響(2) 17.46 浅沼  都夫(2) 17.58 関戸 勝琉(1) 17.72 遠藤 佳斗(2) 17.97 中澤  颯太(2) 18.83

１１０ｍＨ 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･野沢北 高校･上田東 高校･岩村田
09/08 宮澤 武流(2) 54.72 塚田  響(2) 55.91 浅沼  都夫(2) 58.79 山崎 伶弥(2) 59.75 白澤 稜馬(2) 1,00.02 肥後 琉之介(1) 1,00.60 小林 蒼空(1) 1,02.02 飯塚  啓真(1) 1,02.78

４００ｍＨ 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･上田染谷丘 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･上田東 高校･岩村田
09/07 越 陽汰(2) 9,27.95 征矢 快誠(2) 10,07.42 中村 春稀(2) 10,10.76 益山 颯琉(1) 10,20.01 小林 颯太(1) 11,12.90 栁澤 直希(1) 11,14.03 飯嶋 雄大(1) 11,27.84 佐々木 龍也(2) 11,29.38

３０００ｍＳＣ 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･上田西 高校･上田西 高校･野沢南 高校･上田千曲 高校･上田染谷丘 高校･野沢北
09/08 田口 紫音(1) 26,14.93 小山田 耀次(1) 29,18.20

５０００ｍＷ 高校･上田西 高校･野沢南
09/08 土屋 海斗(1) 1.85 中村 洋平(1) 1.75 関戸 勝琉(1) 1.70 林 樹生(1) 1.65

走高跳 高校･佐久長聖 高校･小諸 高校･野沢北 高校･野沢北
09/07 佐藤 智哉(2) 6.70(+2.8) 小須田 亮祐(2)6.53(+2.8) 伊藤 司騎(1) 6.51(+1.3) 原 惇也(2) 6.50(+4.1) 中村 洋平(1) 6.32(+2.5) 辻浦 知主(1) 6.18(-1.6) 高根  大樹(1)5.95(-0.1) 春原 拓実(2) 5.82(+1.8)

走幅跳 高校･上田東 高校･野沢北 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･小諸 高校･小諸 高校･岩村田 高校･上田千曲
09/08 春原 拓実(2)13.27(-0.6) 佐藤 智哉(2)12.68(-1.6) 原 惇也(2) 12.39(+0.5) 高根  大樹(1)11.98(+4.2) 岡部 礁(1) 11.63(+1.2) 小須田 知新(2)11.47(+1.4) 柳澤 和也(2)11.04(+1.4)

三段跳 高校･上田千曲 高校･上田東 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･上田千曲 高校･上田 高校･上田東
09/07 久保川 優士(2) 11.65 田崎 佑冴(1) 9.04 針尾 大生(1) 6.90

砲丸投 高校･上田東 高校･野沢北 高校･小諸
09/07 久保川 優士(2) 33.42 飯島 詢平(2) 23.32 塩川 築(1) 22.03 古川 渓人(1) 20.70 飯塚  啓真(1) 19.48

円盤投 高校･上田東 高校･野沢北 高校･野沢南 高校･野沢北 高校･岩村田
09/07 久保川 優士(2) 33.40 塩川 築(1) 24.59 大場 柊也(1) 15.28 小倉 稔(1) 13.46 飯嶋 雄大(1) 12.06

ﾊﾝﾏｰ投 高校･上田東 高校･野沢南 高校･上田染谷丘 高校･上田染谷丘 高校･上田染谷丘
09/08 柳澤 和也(2) 46.39 碓氷  大樹(1) 43.18 星野 青空(2) 40.02 飯島 詢平(2) 34.90 関戸 勝琉(1) 34.73 塩川 築(1) 33.02 髙野 来斗(1) 32.24 小須田 敬(1) 30.79

やり投 高校･上田東 高校･岩村田 高校･佐久長聖 高校･野沢北 高校･野沢北 高校･野沢南 高校･小諸 高校･野沢北
09/07 佐久長聖       42.87 小諸       44.37 岩村田       44.51 野沢北       45.72 上田       45.89 上田東       46.00 上田西       46.36 野沢南       48.59

４×１００ｍＲ 山口 大貴(2) 外川 亮太(2) 石井  佑磨(1) 尾沢 栄治(2) 浜 太智(2) 柳澤 和也(2) 中山 雅月(1) 藤本 憲綺(2)
佐野 希汐(2) 髙野 来斗(1) 塚田  響(2) 小須田 亮祐(2) 尾沼 優(1) 小林 蒼空(1) 松下 祥徳(2) 町田 駿(2)
樋口 創太(1) 木内 温斗(1) 高根  大樹(1) 関戸 勝琉(1) 宮澤 脩也(1) 遠藤 佳斗(2) 内田 飛河(2) 小山田 耀次(1)
伊藤 司騎(1) 辻浦 知主(1) 栁澤  亮也(1) 飯島 詢平(2) 小須田 知新(2) 森 紘輔(2) 手塚 智也(2) 塩川 築(1)

09/08 佐久長聖     3,25.92 岩村田     3,33.91 上田東     3,35.97 上田     3,39.55 上田西     3,40.04 上田千曲     3,42.14 小諸     3,43.44 野沢北     3,46.41
４×４００ｍＲ 宮崎 日向(1) 浅沼  都夫(2) 小林 蒼空(1) 浜 太智(2) 松下 祥徳(2) 岡部 礁(1) 辻浦 知主(1) 小須田 亮祐(2)

北村 隆之介(1) 塚田  響(2) 佐藤 智哉(2) 尾沼 優(1) 手塚 智也(2) 春原 拓実(2) 針尾 大生(1) 尾沢 栄治(2)
白澤 稜馬(2) 飯塚  啓真(1) 遠藤 佳斗(2) 関 旭流(1) 中山 雅月(1) 栁澤 直希(1) 竹内 暖(1) 飯島 詢平(2)
肥後 琉之介(1) 小澤  優希(2) 森 紘輔(2) 小須田 知新(2) 内田 飛河(2) 花岡 侑(2) 木内 温斗(1) 林 樹生(1)

09/08 星野 青空(2) 4732 土屋 海斗(1) 4614 中澤  颯太(2) 3918 遠藤 佳斗(2) 3875 田崎 佑冴(1) 2895
八種競技 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･上田東 高校･野沢北

学校対抗 佐久長聖 上田西 岩村田 上田東 野沢北 小諸 野沢南 上田染谷丘
185 86 85 83 62 48 33 23



決勝記録一覧表
(KR:県高記録,GR:大会記録) 女  子 【競技場】172060  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
09/07 女子  -2.8深澤 あまね(2) 12.34 前田 望乃花(2) 12.73 髙栁  菜乃香(2) 13.40 比田井 凛(1) 13.54 堤 ヒトミ(1) 13.58 中村 睦(2) 13.94 西 郁花(2) 14.02 田村  菜々香(2) 14.08

１００ｍ 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･小諸 高校･丸子修学館 高校･小諸 高校･上田染谷丘 高校･岩村田
09/08   0.0深澤 あまね(2) 24.53 橋本 花甫(2) 高校･佐久長聖 26.32 田中 咲(1) 26.37 堤 ヒトミ(1) 27.19 中村 睦(2) 27.64 野口 すみれ(1) 27.92 栁澤 風花(1) 28.05

２００ｍ 高校･佐久長聖 KR 髙栁  菜乃香(2)高校･岩村田 高校･丸子修学館 高校･丸子修学館 高校･小諸 高校･岩村田 高校･小諸
09/07 前田 望乃花(2) 58.42 髙栁  菜乃香(2) 58.97 田村  菜々香(2) 1,03.26 栁澤 風花(1) 1,03.45 山浦  日菜乃(2) 1,04.90 中村 睦(2) 1,06.06 渡邉 美祐(1) 1,06.28 石田 陽菜(2) 1,08.43

４００ｍ 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･小諸 高校･岩村田 高校･小諸 高校･小諸 高校･上田染谷丘
09/08 臼井 羽耶(2) 2,30.09 渡邉 美祐(1) 2,30.43 下村 真由(1) 2,34.49 古旗 葵(1) 2,37.77 林 麻友香(1) 2,38.86 三木 萌(2) 2,39.54 平島 葵(1) 2,41.44 朝倉 星奈(1) 2,42.74

８００ｍ 高校･佐久長聖 高校･小諸 高校･佐久長聖 高校･上田東 高校･上田 高校･上田 高校･上田東 高校･小諸
09/07 牧内 愛華(1) 5,05.24 臼井 羽耶(2) 5,05.61 古旗 葵(1) 5,17.30 井上  鈴奈(2) 5,20.82 三木 萌(2) 5,27.58 下村 真由(1) 5,36.41 久保田 詩乃(1) 5,37.88 冨沢 花(1) 5,43.11

１５００ｍ 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･上田東 高校･岩村田 高校･上田 高校･佐久長聖 高校･上田 高校･野沢南
09/08 牧内 愛華(1) 11,34.31 三木 萌(2) 12,25.96 井上  鈴奈(2) 12,33.02 冨沢 花(1) 13,04.23 峰村 麻衣(2) 13,11.90 小林 明日海(2) 14,10.10

３０００ｍ 高校･佐久長聖 高校･上田 高校･岩村田 高校･野沢南 高校･上田東 高校･野沢南
09/07 中津 晴葉(2) 14.67 土屋 ほのか(1) 14.89 髙尾 玲良(1) 15.66 塚田 菜々(2) 16.63 栗田  怜奈(2) 17.10 田中 咲(1) 17.77 清水 あかね(2) 17.87 江刈内 ひな(2) 18.69

１００ｍＨ 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･丸子修学館 高校･上田 高校･野沢北
09/08 塚田 菜々(2) 1,09.48 田中 咲(1) 1,10.07 栁澤 風花(1) 1,12.23 清水 あかね(2) 1,13.14 今井 菜々子(1) 1,13.63 佐伯 三葉(1) 1,13.64 田中 捺未(2) 1,14.52 田村  菜々香(2) 1,16.24

４００ｍＨ 高校･佐久長聖 高校･丸子修学館 高校･小諸 高校･上田 高校･野沢南 高校･小諸 高校･上田染谷丘 高校･岩村田
09/08 井上  鈴奈(2) 28,09.30 小林 明日海(2) 29,55.60 峰村 麻衣(2) 31,01.37 宮本 裕子(2) 32,23.66

５０００ｍＷ 高校･岩村田 高校･野沢南 高校･上田東 高校･野沢北
09/07 岩下 栞(1) 2.90

棒高跳 高校･佐久長聖
09/07 坂根 樺音(2) 1.52 依田 智恵梨(2) 1.51 碓氷 和叶(1) 1.40 小泉 有唯(2) 1.35

走高跳 高校･野沢北 高校･佐久長聖 高校･小諸 高校･小諸
09/07 土屋 ほのか(1)5.37(+2.2) 佐伯 三葉(1) 5.10(+3.9) 比田井 凛(1) 5.03(+4.6) 髙尾 玲良(1) 4.82(+5.0) 田村 遥(2) 4.64(+5.5) 尾沼 未来(1) 4.55(+4.8) 坂根 樺音(2) 4.52(+5.2) 江刈内 ひな(2)4.37(+5.0)

走幅跳 高校･佐久長聖 高校･小諸 高校･小諸 高校･上田染谷丘 高校･上田 高校･小諸 高校･野沢北 高校･野沢北
09/08 西 郁花(2) 10.15(-0.1) 小泉 有唯(2) 9.95(+4.3) 田村 遥(2) 9.89(+1.2) 石田 陽菜(2) 9.45(+2.5) 田中 捺未(2) 9.34(+2.7) 髙野 咲(2) 9.17(+0.8) 清水 風(1) 8.85(+0.6) 蓬田 薫音(2) 8.83(+0.1)

三段跳 高校･上田染谷丘 高校･小諸 高校･上田 高校･上田染谷丘 高校･上田染谷丘 高校･上田西 高校･上田千曲 高校･上田東
09/08 栁澤 優羽(1) 9.92 渡辺 彩夏(2) 8.38 今野 瑠奈(2) 7.83 前島 遥(1) 7.46 碓氷 和叶(1) 6.68 内堀 心陽(1) 6.26

砲丸投 高校･上田染谷丘 高校･佐久平総合 高校･野沢南 高校･上田東 高校･小諸 高校･小諸
09/07 安達 朋笑(1) 27.53 今野 瑠奈(2) 26.38 前島 遥(1) 23.76 出澤 愛子(1) 21.00 堀内 希優(2) 20.25 滝澤 桜叶(1) 17.63 内堀 心陽(1) 16.95 中條 玲南(1) 15.02

円盤投 高校･上田染谷丘 高校･野沢南 高校･上田東 高校･岩村田 高校･東御清翔 高校･上田千曲 高校･小諸 高校･岩村田
09/07 栁澤 優羽(1) 20.85 安達 朋笑(1) 20.82 出澤 愛子(1) 16.01 滝澤 桜叶(1) 12.74 山田 萌花(1) 12.16 中條 玲南(1) 10.98

ﾊﾝﾏｰ投 高校･上田染谷丘 高校･上田染谷丘 高校･岩村田 高校･上田千曲 高校･上田染谷丘 高校･岩村田
09/08 栁澤 優羽(1) 36.83 今野 瑠奈(2) 33.46 清水 風(1) 28.61 内堀 心陽(1) 25.26 小林 凛(1) 24.72 市川 夏雅里(1) 23.24 安達 朋笑(1) 23.19 尾沼 未来(1) 21.31

やり投 高校･上田染谷丘 高校･野沢南 高校･上田千曲 高校･小諸 高校･上田千曲 高校･上田東 高校･上田染谷丘 高校･小諸
09/07 佐久長聖       47.66 岩村田       51.60 小諸       51.95 上田染谷丘       52.73 上田       54.87 野沢南       57.87 上田千曲       59.32

４×１００ｍＲ 中津 晴葉(2) GR 野口 すみれ(1) 中村 睦(2) 西 郁花(2) 泰井 柊香(1) 今野 瑠奈(2) 清水 風(1)
深澤 あまね(2) 髙栁  菜乃香(2) 比田井 凛(1) 髙尾 玲良(1) 細田 音衣(1) 今井 菜々子(1) 小林 凛(1)
橋本 花甫(2) 山浦  日菜乃(2) 佐伯 三葉(1) 栁澤 優羽(1) 清水 あかね(2) 小林 明日海(2) 滝澤 桜叶(1)
前田 望乃花(2) 田村  菜々香(2) 栁澤 風花(1) 石田 陽菜(2) 田村 遥(2) 冨沢 花(1) 木原 瑠美(1)

09/08 岩村田     4,13.21 佐久長聖     4,18.29 小諸     4,19.52 上田染谷丘     4,38.39 上田     4,45.24 上田東     4,52.30 野沢南     4,55.91
４×４００ｍＲ 田村  菜々香(2) 橋本 花甫(2) 栁澤 風花(1) 西 郁花(2) 泰井 柊香(1) 平島 葵(1) 今野 瑠奈(2)

髙栁  菜乃香(2) 臼井 羽耶(2) 佐伯 三葉(1) 田中 捺未(2) 林 麻友香(1) 古旗 葵(1) 今井 菜々子(1)
野口 すみれ(1) 遠藤 和泉(2) 渡邉 美祐(1) 山田 萌花(1) 細田 音衣(1) 峰村 麻衣(2) 小林 明日海(2)
山浦  日菜乃(2) 前田 望乃花(2) 中村 睦(2) 石田 陽菜(2) 三木 萌(2) 蓬田 薫音(2) 冨沢 花(1)

09/08 土屋 ほのか(1) 4235 栗田  怜奈(2) 3191
七種競技 高校･佐久長聖 高校･岩村田

学校対抗 佐久長聖 小諸 岩村田 上田染谷丘 野沢南 上田 上田東 丸子修学館
151.5 107 93.5 88 45 45 41 23


