
大会で樹立された記録大会コード 191712003

第165回東信高等学校体育大会陸上競技大会

記録集

期　日

場　所

コード

令和元年5月10日（金）～5月12日（日）

佐久総合運動公園陸上競技場

172060

主催

後援

主管

佐久市・教育委員会・体育協会

東信高等学校体育連盟　陸上専門部

小諸市・教育委員会・体育協会

東 信 高 等 学 校 体 育 連 盟

上田市・教育委員会・体育協会

東御市・教育委員会・体育協会

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

5/10 女子ハンマー投 決 42ｍ32 坂井 美藍 女 上田染谷丘 35m09

5/10 女子１００ｍＨ 決 14秒23 中津 晴葉 女 佐久長聖 14秒54 県高校新

5/10 男子１００ｍ 予 10秒90 永井颯太 男 軽井沢 10秒91

5/10 男子１００ｍ 予 10秒90 神津 颯冬 男 佐久長聖 10秒91

5/11 男子１００ｍ 準 10秒81 永井颯太 男 軽井沢 10秒91

5/11 女子１００ｍ 決 12秒22 深澤 あまね 女 佐久長聖 12秒36

5/11 女子４×１００ｍＲ 決 47秒97

中津 晴葉
深澤 あまね
橋本 花甫

前田 望乃花

女 佐久長聖 49秒14

5/12 男子５０００ｍＷ 決    23分10秒92 高橋 響希 男 上田西 23分18秒79

5/12 女子三段跳 決 10ｍ86 児玉 菜緒 女 上田 10ｍ48

5/12 女子１６００ｍＲ 決     4分04秒90

横須賀玲奈
前田 望乃花
中津 晴葉
橋本 花甫

女 佐久長聖 4分05秒90

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
５月１０日（金） １０：００ 晴れ 北西 １．１ ２１．０ ４２

１１：００ 晴れ 北 １．４ ２２．５ ４３
１２：００ 晴れ 北北東 ０．８ ２３．０ ４５
１３：００ 晴れ 北北東 ３．１ ２４．０ ４６
１４：００ 晴れ 北西 ２．３ ２４．５ ４６
１５：００ 晴れ 北東 １．２ ２４．０ ４６

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

５月１１日（土） 　９：００ 晴れ 北東 ０．７ ２１．０ ４２
１０：００ 晴れ 北西 ０．７ ２２．５ ４３
１１：００ 晴れ 北北西 ２．３ ２３．０ ４５
１２：００ 晴れ 北 ２．８ ２５．０ ４７
１３：００ 晴れ 北西 １．６ ２５．０ ４７
１４：００ 晴れ 北東 １．７ ２５．０ ４７
１５：００ 晴れ 北東 １．８ ２４．５ ４６

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

５月１２日（日） 　９：００ 晴れ 北西 ０．４ ２１．０ ４２
１０：００ 晴れ 北北東 １．１ ２２．５ ４３
１１：００ 晴れ 西北西 １．９ ２４．０ ４６
１２：００ 晴れ 北西 ２．９ ２５．０ ４７
１３：００ 晴れ 北東 ４．５ ２５．５ ４７
１４：００ 晴れ 北北東 １．０ ２５．５ ４７



決勝記録一覧表
(GT:大会タイ,GR:大会記録) 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
05/11 男子  +0.9永井颯太(2) 10.92 神津 颯冬(2) 10.93 佐野 希汐(2) 10.99 鴨志田 巽(3) 11.01 藤島 大翔(3) 11.37 一之瀬 弘聖(3) 11.73 栁澤  亮也(1) 11.73 篠澤 蒼平(3) 14.09

１００ｍ 高校･軽井沢 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･上田 高校･上田染谷丘 高校･上田千曲 高校･岩村田 高校･佐久長聖
05/12  +0.1與川 夢翔(3) 22.35 宮崎 日向(1) 22.40 鴨志田 巽(3) 22.52 山口 大貴(2) 22.95 永井颯太(2) 22.98 神津 颯冬(2) 22.99 山崎 伶弥(2) 23.18 原 泰三(3) 32.57

２００ｍ 高校･上田西 高校･佐久長聖 高校･上田 高校･佐久長聖 高校･軽井沢 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘 高校･小諸
05/10 柏木 優(3) 50.01 與川 夢翔(3) 50.05 堀込 碧(3) 50.60 塚田  響(2) 50.75 土屋 舜太朗(3) 51.84 古厩 海聖(3) 52.34 石川 泰地(3) 52.80 森 紘輔(2) 52.83

４００ｍ 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･小諸 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･佐久長聖 高校･野沢北 高校･上田東高
05/11 林 亮太(3) 1,55.79 土屋 舜太朗(3) 2,00.97 佐藤 公一郎(3) 2,02.22 正村 圭一郎(3) 2,04.05 内田 飛河(2) 2,04.49 小澤  優希(2) 2,04.66 手塚 智也(2) 2,04.70 北村 隆之介(1) 2,06.36

８００ｍ 高校･上田 GT 高校･岩村田 高校･上田染谷丘 高校･上田 高校･上田西 高校･岩村田 高校･上田西 高校･佐久長聖
05/10 富田 陸空(3) 4,01.76 服部 凱杏(3) 4,05.84 内田 飛河(2) 4,14.60 花岡 寿哉(1) 4,15.18 眞田 稜生(3) 4,18.86 町田 駿(2) 4,21.34 瀧澤 裕之(3) 4,21.37 佐々木 龍也(2) 4,24.42

１５００ｍ 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･上田西 高校･佐久長聖 高校･野沢南 高校･上田 高校･野沢北
05/12 服部 凱杏(3) 15,08.31 伊藤 大志(2) 15,23.62 花岡 寿哉(1) 15,46.01 村尾 雄己(1) 15,51.94 依田 健汰(2) 16,39.02 磯貝 拓哉(3) 16,39.52 矢嶋 由弦(3) 16,41.37 清水 駿(3) 17,11.02

５０００ｍ 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･小諸 高校･上田 高校･岩村田
05/10  +2.6飯島 大陽(2) 14.76 宮澤 武流(2) 15.46 漆原 奏哉(1) 15.64 浅沼  都夫(2) 16.56 塚田  響(2) 16.56 中澤  颯太(2) 17.51 尾沢 栄治(2) 20.43

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･岩村田 高校･野沢北
05/11 宮澤 武流(2) 55.23 與川 夢翔(3) 55.29 石川 泰地(3) 56.25 堀込 碧(3) 56.88 山崎 伶弥(2) 57.22 浅沼  都夫(2) 57.43 塚田  響(2) 58.05 早坂 晃太(3) 58.81

４００ｍＨ 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･野沢北 高校･小諸 高校･上田染谷丘 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･野沢北
05/11 杉田 真英(3) 9,39.89 木村 暁仁(3) 10,02.13 征矢 快誠(2) 10,06.07 越 陽汰(2) 10,19.27 小林 琉弥(3) 10,22.28 中村 春稀(2) 10,26.35 清水 駿(3) 10,42.14 佐々木 龍也(2) 11,13.80

３０００ｍＳＣ 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･上田西 高校･岩村田 高校･野沢北
05/12 高橋 響希(3) 23,10.92 井出 匡紀(3) 24,28.86 小山田 耀次(1) 30,37.10 田口 紫音(1) 37,33.48 塩沢 大智(3) 38,40.99

５０００ｍＷ 高校･上田西 GR 高校･岩村田 高校･野沢南 高校･上田西 高校･上田染谷丘
05/11 土屋 海斗(1) 1.80 中村 洋平(1) 1.70 関戸 勝琉(1) 1.65 小泉 陸人(3) 1.50 林 樹生(1) 1.40

走高跳 高校･佐久長聖 高校･小諸 高校･野沢北 高校･野沢南 高校･野沢北
05/10 原 泰三(3) 6.78(+3.3) 原 惇也(2) 6.69(+4.1) 宮下駿介(3) 6.61(+0.3) 伊藤 司騎(1) 6.50(+5.3) 佐藤 智哉(2) 6.34(+3.5) 小松 大和(3) 6.32(+1.8) 春原 拓実(2) 6.31(+1.4) 辻浦 知主(1) 6.30(+3.9)

走幅跳 高校･小諸 高校･佐久長聖 高校･丸子修学館 高校･佐久長聖 高校･上田東高 高校･小諸 高校･上田千曲 高校･小諸
05/12 一之瀬 弘聖(3)12.82(+0.4) 中村 洋平(1)12.77(+1.7) 宮下駿介(3) 12.57(+0.9) 小松 大和(3)12.38(+1.1) 佐藤 智哉(2)12.33(+2.4) 市ヶ谷 将英(3)12.29(+2.5) 宮沢 颯助(3)12.19(+0.7) 早坂 晃太(3)12.12(+1.1)

三段跳 高校･上田千曲 高校･小諸 高校･丸子修学館 高校･小諸 高校･上田東高 高校･岩村田 高校･野沢北 高校･野沢北
05/11 久保川 優士(2) 12.39 塚田 陽樹(3) 12.16 赤尾 聡良(3) 11.67 林 瞭輔(3) 10.25 神津 宏尚(3) 9.87 松崎 悠弥(3) 9.84 飯塚 亮介(3) 9.42 田崎 佑冴(1) 8.30

砲丸投 高校･上田東高 高校･小諸 高校･上田染谷丘 高校･佐久平総合 高校･佐久平総合 高校･佐久長聖 高校･野沢北 高校･野沢北
05/12 赤尾 聡良(3) 37.75 久保川 優士(2) 34.32 塚田 陽樹(3) 27.81 小松 大和(3) 24.66 松崎 悠弥(3) 22.33 神津 宏尚(3) 20.73 飯島 詢平(2) 20.12 尾沢 栄治(2) 18.27

円盤投 高校･上田染谷丘 高校･上田東高 高校･小諸 高校･小諸 高校･佐久長聖 高校･佐久平総合 高校･野沢北 高校･野沢北
05/10 佐藤 麟平(3) 37.34 久保川 優士(2) 36.10 赤尾 聡良(3) 26.12 塩川 築(1) 17.49 塩沢 大智(3) 16.41

ﾊﾝﾏｰ投 高校･佐久平総合 高校･上田東高 高校･上田染谷丘 高校･野沢南 高校･上田染谷丘
05/10 小泉 陸人(3) 52.09 宮沢 颯助(3) 50.17 柳澤 和也(2) 47.74 関口 謙太(3) 46.71 星野 青空(2) 42.97 田澤 友希(3) 38.59 碓氷  大樹(1) 35.78 飯島 詢平(2) 31.64

やり投 高校･野沢南 高校･野沢北 高校･上田東高 高校･佐久平総合 高校･佐久長聖 高校･佐久平総合 高校･岩村田 高校･野沢北
05/11 小諸       43.43 上田西       44.17 上田染谷丘       44.50 岩村田       44.64 佐久長聖       45.09 野沢北       45.53 野沢南       45.57 上田       45.95

４×１００ｍＲ 塚田 陽樹(3) 中山 雅月(1) 山崎 伶弥(2) 市ヶ谷 将英(3) 山口 大貴(2) 小須田 亮祐(2) 小泉 陸人(3) 浜 太智(2)
堀込 碧(3) 與川 夢翔(3) 藤島 大翔(3) 塚田  響(2) 神津 颯冬(2) 石川 泰地(3) 小松 風雅(3) 吉田 晃太朗(2)
辻浦 知主(1) 町田 浩基(1) 上原 一輝(3) 栁澤  亮也(1) 佐野 希汐(2) 田崎 佑冴(1) 町田 駿(2) 小須田 知新(2)
原 泰三(3) 松下 祥徳(2) 深井 成志朗(3) 石井  佑磨(1) 宮崎 日向(1) 早坂 晃太(3) 山本 拳心(3) 鴨志田 巽(3)

05/12 佐久長聖     3,23.51 岩村田     3,30.38 上田     3,34.87 上田西     3,38.37 上田東高     3,38.90 野沢北     3,39.27 野沢南     3,41.05 小諸     3,41.64
４×４００ｍＲ 古厩 海聖(3) 市ヶ谷 将英(3) 小須田 知新(2) 松下 祥徳(2) 佐藤 智哉(2) 宮沢 颯助(3) 小松 風雅(3) 外川 亮太(2)

柏木 優(3) 塚田  響(2) 林 亮太(3) 齊藤 拓夢(2) 森 紘輔(2) 早坂 晃太(3) 町田 駿(2) 辻浦 知主(1)
宮澤 武流(2) 浅沼  都夫(2) 正村 圭一郎(3) 益山 颯琉(1) 小林 蒼空(1) 小須田 亮祐(2) 小泉 陸人(3) 小松 大和(3)
宮崎 日向(1) 土屋 舜太朗(3) 鴨志田 巽(3) 與川 夢翔(3) 遠藤 佳斗(2) 石川 泰地(3) 山本 拳心(3) 堀込 碧(3)

05/11 星野 青空(2) 4462 土屋 海斗(1) 4437 小泉 陸人(3) 4067 中澤  颯太(2) 3867
八種競技 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･野沢南 高校･岩村田

学校対抗 佐久長聖 上田西 小諸 岩村田 上田染谷丘 野沢北 上田東 野沢南
187 87 73 70 50 46 41 37



決勝記録一覧表
(GR:大会新,KR:県高新) 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
05/11 女子  +1.1深澤 あまね(2) 12.22 前田 望乃花(2) 12.65 久保 愛夏(2) 12.89 髙橋 桃子(3) 13.08 永井 望ノ美(2) 13.18 髙栁  菜乃香(2) 13.19 田村  菜々香(2) 13.72 比田井 凛(1) 13.85

１００ｍ 高校･佐久長聖 GR 高校･佐久長聖 高校･小諸 高校･上田 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･小諸
05/12  +4.4前田 望乃花(2) 25.43 橋本 花甫(2) 26.00 久保 愛夏(2) 26.27 井出 凛生(3) 26.57 髙栁  菜乃香(2) 27.28 髙橋 桃子(3) 27.67 中村 睦(2) 27.93 深澤 あまね(2) 33.59

２００ｍ 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･小諸 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･上田 高校･小諸 高校･佐久長聖
05/10 井出 凛生(3) 59.21 横須賀 玲奈(3) 59.35 髙栁  菜乃香(2) 1,01.51 三浦 元海(3) 1,03.34 丸山 那菜(3) 1,05.06 中村 睦(2) 1,05.16 栁澤 風花(1) 1,05.34 遠藤 和泉(2) 1,05.81

４００ｍ 高校･岩村田 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･野沢北 高校･小諸 高校･小諸 高校･小諸 高校･佐久長聖
05/11 横須賀 玲奈(3) 2,20.50 井出 凛生(3) 2,20.63 碓氷 眞子(3) 2,22.60 三浦 元海(3) 2,29.23 上野 美結(3) 2,29.41 宮下 紗采(2) 2,32.65 下村 真由(1) 2,33.63 臼井 羽耶(2) 2,33.74

８００ｍ 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･野沢北 高校･野沢北 高校･上田東高 高校･上田西 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖
05/10 久保田 絢乃(3) 4,57.35 碓氷 眞子(3) 5,00.48 齊藤 結花(1) 5,03.28 牧内 愛華(1) 5,03.36 塚田 絢子(3) 5,11.20 上野 美結(3) 5,12.39 臼井 羽耶(2) 5,14.15 宮下 紗采(2) 5,16.93

１５００ｍ 高校･上田 高校･野沢北 高校･上田 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘 高校･上田東高 高校･佐久長聖 高校･上田西
05/12 久保田 絢乃(3) 10,49.62 碓氷 眞子(3) 10,49.64 牧内 愛華(1) 11,07.99 齊藤 結花(1) 11,31.59 古旗 葵(1) 11,54.62 塚田 絢子(3) 12,06.93 井上  鈴奈(2) 12,07.57 下村 真由(1) 12,19.97

３０００ｍ 高校･上田 高校･野沢北 高校･佐久長聖 高校･上田 高校･上田東高 高校･上田染谷丘 高校･岩村田 高校･佐久長聖
05/10  +1.8中津 晴葉(2) 14.23 土屋 ほのか(1) 14.74 田中 風紗音(3) 15.58 塚田 菜々(2) 15.92 髙尾 玲良(1) 16.27 清水 あかね(2) 17.14 栗田  怜奈(2) 17.27 泰井 柊香(1) 19.20

１００ｍＨ 高校･佐久長聖 KR 高校･佐久長聖 高校･上田 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘 高校･上田 高校･岩村田 高校･上田
05/11 田中 風紗音(3) 1,05.85 三浦 元海(3) 1,09.88 清水 あかね(2) 1,11.76 佐伯 三葉(1) 1,12.64 田中 捺未(2) 1,17.83

４００ｍＨ 高校･上田 高校･野沢北 高校･上田 高校･小諸 高校･上田染谷丘
05/12 塚田 絢子(3) 27,42.25 井上  鈴奈(2) 28,02.94 小林 明日海(2) 30,00.25 峰村 麻衣(2) 30,35.53 宮本 裕子(2) 32,16.46

５０００ｍＷ 高校･上田染谷丘 高校･岩村田 高校･野沢南 高校･上田東高 高校･野沢北
05/11 岩下 栞(1) 2.80 諸星 美璃(1) 2.40

棒高跳 高校･佐久長聖 高校･小諸
05/12 翠川明日香(3) 1.54 依田 智恵梨(2) 1.54 宇都宮 悠奈(3) 1.51 小泉 有唯(2) 1.40 関谷 和香(1) 1.30 城下 理彩子(3) 1.30

走高跳 高校･丸子修学館 高校･佐久長聖 高校･小諸 高校･小諸 高校･上田東高 高校･上田
05/10 土屋 ほのか(1)5.45(+0.7) 児玉 菜緒(3) 5.14(-1.2) 深澤 あまね(2)5.00(-0.1) 髙尾 玲良(1) 4.77(+0.9) 比田井 凛(1) 4.69(+2.9) 古田真央(3) 4.67(0.0) 米山 野乃佳(3)4.61(+1.1) 田村 遥(2) 4.50(+2.4)

走幅跳 高校･佐久長聖 高校･上田 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘 高校･小諸 高校･丸子修学館 高校･佐久長聖 高校･上田
05/12 児玉 菜緒(3)10.98(+3.2) 田村 遥(2) 10.10(+1.8) 古田真央(3) 9.85(+3.3) 小泉 有唯(2) 9.64(+1.7) 西 郁花(2) 9.46(+2.1) 石田 陽菜(2) 9.12(+2.6) 髙野 咲(2) 9.07(+3.6) 尾沼 未来(1) 9.05(-0.1)

三段跳 高校･上田 高校･上田 高校･丸子修学館 高校･小諸 高校･上田染谷丘 高校･上田染谷丘 高校･上田西 高校･小諸
05/11 溝口 佳歩(3) 10.38 坂井 美藍(3) 9.40 栁澤 優羽(1) 9.07 酒井美咲(3) 8.47 渡辺 彩夏(2) 8.39 城下 琴音(3) 8.37 今野 瑠奈(2) 8.31 髙橋 桃子(3) 8.17

砲丸投 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘 高校･上田染谷丘 高校･丸子修学館 高校･佐久平総合 高校･上田千曲 高校･野沢南 高校･上田
05/12 坂井 美藍(3) 35.31 溝口 佳歩(3) 33.32 今野 瑠奈(2) 26.95 酒井美咲(3) 25.83 城下 琴音(3) 25.23 林 実玲(3) 23.85 小林 明日架(3) 23.39 藤田 萌愛(3) 21.35

円盤投 高校･上田染谷丘 高校･佐久長聖 高校･野沢南 高校･丸子修学館 高校･上田千曲 高校･野沢北 高校･上田東高 高校･上田染谷丘
05/10 坂井 美藍(3) 42.32 酒井美咲(3) 31.23 藤田 萌愛(3) 21.89 小池 友実(3) 16.69 栁澤 優羽(1) 16.63

ﾊﾝﾏｰ投 高校･上田染谷丘 GR 高校･丸子修学館 高校･上田染谷丘 高校･上田 高校･上田染谷丘
05/10 犬飼 楓(3) 41.88 今野 瑠奈(2) 33.25 林 実玲(3) 32.90 原野 茉優(3) 31.74 藤田 萌愛(3) 28.90 栁澤 優羽(1) 27.67 萩原 麗(3) 26.95 瀬戸 愛果(3) 26.28

やり投 高校･小諸 高校･野沢南 高校･野沢北 高校･小諸 高校･上田染谷丘 高校･上田染谷丘 高校･小諸 高校･上田
05/11 佐久長聖       47.97 岩村田       51.65 上田       51.88 小諸       51.92 丸子修学館       53.04 上田染谷丘       53.75 野沢北       55.19 野沢南       56.65

４×１００ｍＲ 中津 晴葉(2) GR 井出 凛生(3) 髙橋 桃子(3) 中村 睦(2) 古田真央(3) 西 郁花(2) 碓氷 眞子(3) 今野 瑠奈(2)
深澤 あまね(2) 髙栁  菜乃香(2) 児玉 菜緒(3) 原野 茉優(3) 堤 ヒトミ(1) 石田 陽菜(2) 三浦 元海(3) 大塚 七星(3)
橋本 花甫(2) 栗田  怜奈(2) 瀬戸 愛果(3) 比田井 凛(1) 翠川明日香(3) 田中 捺未(2) 林 実玲(3) 今井 菜々子(1)
前田 望乃花(2) 田村  菜々香(2) 清水 あかね(2) 久保 愛夏(2) 田中 咲(1) 髙尾 玲良(1) 江刈内 ひな(2) 冨沢 花(1)

05/12 佐久長聖     4,04.90 岩村田     4,09.40 小諸     4,21.96 上田     4,31.63 上田染谷丘     4,39.96 野沢北     4,43.11 上田東高     4,54.98 野沢南     5,00.29
４×４００ｍＲ 横須賀 玲奈(3 GR 髙栁  菜乃香(2) 丸山 那菜(3) 髙橋 桃子(3) 西 郁花(2) 江刈内 ひな(2) 蓬田 薫音(2) 今野 瑠奈(2)

前田 望乃花(2) 井出 凛生(3) 中村 睦(2) 永渡 真悠子(3) 田中 捺未(2) 碓氷 眞子(3) 上野 美結(3) 今井 菜々子(1)
中津 晴葉(2) 田村  菜々香(2) 宇都宮 悠奈(3) 瀬戸 愛果(3) 塚田 絢子(3) 三浦 元海(3) 古旗 葵(1) 冨沢 花(1)
橋本 花甫(2) 山浦  日菜乃(2) 栁澤 風花(1) 久保田 絢乃(3) 石田 陽菜(2) 宮本 裕子(2) 峰村 麻衣(2) 小林 明日海(2)

05/12 土屋 ほのか(1) 4208 米山 野乃佳(3) 3581 栗田  怜奈(2) 3083
七種競技 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･岩村田

学校対抗 佐久長聖 上田 上田染谷丘 小諸 岩村田 野沢北 丸子修学館 上田東
166 104 89 83 64 55 38 24


