
決勝記録一覧表
(GR:大会新) 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
05/13 男子  -1.2 清水 隆哉(3) 11.20 伊藤 司能(3) 11.24 牛山 陽太(3) 11.43 山浦 渓斗(2) 11.54 山口 諒偲(3) 11.58 山下 幹生(2) 11.61 菅沢 晴樹(2) 11.64 内村 海斗(3) 11.66

１００ｍ 高校･小諸 高校･小諸 高校･佐久長聖 高校･小諸 高校･上田東 高校･上田 高校･野沢南 高校･上田西
05/14  +2.3 清水 隆哉(3) 21.87 伊藤 司能(3) 22.46 山下 幹生(2) 22.66 山浦 渓斗(2) 23.08 岩井 遼太郎(2) 23.11 牛山 陽太(3) 23.23 髙木 涼(2) 23.23 西澤 雅志(2) 23.38

２００ｍ 高校･小諸 高校･小諸 高校･上田 高校･小諸 高校･上田 高校･佐久長聖 高校･上田千曲 高校･野沢南
05/12 三浦 央司(3) 51.39 田中 皐裕(2) 51.87 柏木 優(1) 52.08 宮澤 俊太(3) 52.54 與川 夢翔(1) 52.65 井出 洲大(2) 53.14 岡村 州紘(2) 54.22 中島 優太朗(1) 55.25

４００ｍ 高校･野沢北 高校･上田西 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･上田西 高校･小諸 高校･岩村田 高校･小諸
05/13 服部 凱杏(1) 1,59.72 三浦 央司(3) 2,01.55 阿藤 紘己(2) 2,02.37 眞田 稜生(1) 2,04.28 林 亮太(1) 2,07.03 上原 拓(2) 2,07.80 鷹野 光佑(2) 2,08.66 野村 純也(2) 2,11.85

８００ｍ 高校･佐久長聖 高校･野沢北 高校･上田 高校･佐久長聖 高校･上田 高校･上田染谷丘 高校･岩村田 高校･上田西
05/12 服部 凱杏(1) 3,56.71 長谷川 潤(3) 3,58.65 富田 陸空(1) 4,00.45 鈴木 芽吹(1) 4,07.64 宮下 輝一(3) 4,08.43 野村 純也(2) 4,09.64 甘利 大祐(3) 4,09.97 北村 翼(3) 4,11.20

１５００ｍ 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･上田染谷丘 高校･上田西 高校･上田西 高校･上田染谷丘
05/14 中谷 雄飛(3) 14,33.84 丸山 幸輝(3) 14,55.90 本間 敬大(3) 15,06.82 甘利 大祐(3) 15,57.04 北村 翼(3) 16,06.98 矢野 大和(2) 16,07.06 阿藤 紘己(2) 16,42.29 油井 宏喜(3) 16,49.19

５０００ｍ 高校･佐久長聖 GR 高校･佐久長聖 GR 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･上田染谷丘 高校･上田西 高校･上田 高校･上田西
05/12 坂根 遼汰郎(3) 15.58 岡村 州紘(2) 15.75 堀込 碧(1) 16.49 中澤 晴起(3) 16.70 一場 稜(1) 16.91 井出 直哉(2) 17.31 常田 紀幸(3) 18.11 荻原 慧(3) 18.88

１１０ｍＨ 高校･野沢北 高校･岩村田 高校･小諸 高校･小諸 高校･軽井沢 高校･小諸 高校･佐久長聖 高校･野沢北
05/13 中澤 晴起(3) 56.33 岡村 州紘(2) 56.72 須藤 謙太(3) 59.41 堀込 碧(1) 59.77 中島 優太朗(1) 1,01.60 新海 悠貴(2) 1,07.39 小泉 陸人(1) 1,08.62 成田 良(1) 1,10.68

４００ｍＨ 高校･小諸 高校･岩村田 高校･上田 高校･小諸 高校･小諸 高校･野沢北 高校･野沢南 高校･上田染谷丘
05/13 長谷川 潤(3) 9,31.81 山本 嵐(3) 9,33.19 宮下 輝一(3) 9,34.48 三島 颯太(2) 9,40.02 笹澤 健司(3) 9,54.61 内堀 太一(2) 9,57.88 小林 礼生(2) 10,20.62 中川 輝(3) 10,20.66

３０００ｍＳＣ 高校･上田西 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･野沢北
05/14 小野 勝汰(3) 24,40.28 横井 駿太(3) 25,59.07 築山 祐太(2) 26,17.94 重田 隆明(2) 26,30.34 寺澤 アンドリュウ(2)28,20.99 寺尾 昴(2) 32,24.43 木下 陽平(2) 32,57.90 市ヶ谷 将孝(1) 34,07.21

５０００ｍＷ 高校･岩村田 高校･丸子修学館 高校･岩村田 高校･上田染谷丘 高校･上田西 高校･上田西 高校･上田西 高校･野沢北
05/13 内村 海斗(3) 1.80 遠山 舜也(2) 1.75 横井 駿太(3) 1.70 清水 南雄人(3) 1.55 小泉 陸人(1) 1.50 井出 直哉(2) 1.40

走高跳 高校･上田西 高校･岩村田 高校･丸子修学館 高校･佐久平総合 高校･野沢南 高校･小諸
05/12 山浦 渓斗(2) 6.82(+2.8) 山口 諒偲(3) 6.66(+1.9) 須崎 修二(3) 6.60(+1.0) 増田 剛也(3) 6.46(+3.0) 茂木 達哉(2) 6.28(+3.8) 上野 太暉(1) 6.22(+2.6) 佐々木 悠登(2)6.20(+2.7) 梅田 隼人(3) 6.20(+2.7)

走幅跳 高校･小諸 高校･上田東 高校･上田 高校･佐久平総合 高校･岩村田 高校･丸子修学館 高校･野沢南 高校･佐久平総合
05/14 須崎 修二(3) 14.10(+2.7) 山口 諒偲(3) 12.95(+0.6) 遠山 舜也(2) 12.04(+3.4) 小須田 裕介(3)11.76(+3.5) 宮下 駿介(1) 11.70(+6.1) 市ヶ谷 将英(1)11.14(+1.9) 小松 風雅(1) 11.03(+3.8) 新海 悠貴(2) 10.81(+2.6)

三段跳 高校･上田 高校･上田東 高校･岩村田 高校･野沢南 高校･丸子修学館 高校･岩村田 高校･野沢南 高校･野沢北
05/13 小林 篤央(2) 12.56 赤尾 聡良(1) 10.80 荻原 翼(3) 10.47 土屋 瑞希(2) 9.50 中村 郁弥(3) 9.48 塚田 陽樹(1) 9.28 田村 匠(2) 9.26 松崎 悠弥(1) 8.35

砲丸投 高校･上田 GR 高校･上田染谷丘 高校･佐久平総合 高校･東御清翔 高校･丸子修学館 高校･小諸 高校･望月 高校･佐久長聖
05/14 中村 郁弥(3) 36.09 荻原 翼(3) 32.35 小林 篤央(2) 31.65 原 祐(3) 28.86 伊豆 裕太(3) 27.51 土屋 瑞希(2) 26.88 塚田 陽樹(1) 25.08 井出 洲大(2) 22.38

円盤投 高校･丸子修学館 高校･佐久平総合 高校･上田 高校･野沢南 高校･丸子修学館 高校･東御清翔 高校･小諸 高校･小諸
05/12 由井 渓友(3) 37.90 小林 篤央(2) 31.26 原 祐(3) 26.13 横井 駿太(3) 19.02 赤尾 聡良(1) 17.99 北澤 拓巳(1) 11.93

ﾊﾝﾏｰ投 高校･岩村田 高校･上田 高校･野沢南 高校･丸子修学館 高校･上田染谷丘 高校･上田染谷丘
05/12 伊豆 裕太(3) 56.21 中村 郁弥(3) 47.74 茂木 達哉(2) 46.98 井出 洲大(2) 43.78 森 望(3) 42.11 丸山 優輝(2) 40.98 小泉 陸人(1) 40.76 瀧田 脩斗(2) 34.10

やり投 高校･丸子修学館 高校･丸子修学館 高校･岩村田 高校･小諸 高校･小諸 高校･野沢南 高校･野沢南 高校･東御清翔
05/13 小諸       42.59 佐久長聖       43.67 上田西       44.38 野沢北       45.08 野沢南       45.15 丸子修学館       46.46 岩村田       46.85 上田染谷丘       46.88

４×１００ｍＲ 清水 隆哉(3) GR 古厩 海聖(1) 宮澤 俊太(3) 新海 悠貴(2) 西澤 雅志(2) 中村 郁弥(3) 田中 太玖斗(3) 藤島 大翔(1)
伊藤 司能(3) 牛山 陽太(3) 内村 海斗(3) 坂根 遼汰郎(3) 佐々木 悠登(2) 伊豆 裕太(3) 茂木 達哉(2) 上原 一輝(1)
山浦 渓斗(2) 柏木 優(1) 小林 涼真(1) 三浦 央司(3) 柏木 佑太(2) 宮下 駿介(1) 遠山 舜也(2) 成田 良(1)
中澤 晴起(3) 篠澤 蒼平(1) 田中 皐裕(2) 内堀 駿太郎(3) 菅沢 晴樹(2) 上野 太暉(1) 岡村 州紘(2) 上原 拓(2)

05/14 小諸     3,26.70 佐久長聖     3,31.49 上田西高     3,31.93 野沢北     3,32.62 岩村田     3,35.38 上田     3,35.78 上田染谷丘     3,39.51 上田千曲     3,43.76
４×４００ｍＲ 井出 洲大(2) 柏木 優(1) 内村 海斗(3) 坂根 遼汰郎(3) 竹内 滉一(2) 後藤 開(3) 佐藤 公一郎(1) 一之瀬 弘聖(2)

井出 直哉(2) 牛山 陽太(3) 田中 皐裕(2) 内堀 駿太郎(3) 田中 太玖斗(3) 岩井 遼太郎(2) 上原 拓(2) 髙木 涼(2)
堀込 碧(1) 篠澤 蒼平(1) 宮澤 俊太(3) 中川 輝(3) 遠山 舜也(2) 林 亮太(1) 宮下 輝一(3) 青木 優斗(3)
中澤 晴起(3) 常田 紀幸(3) 與川 夢翔(1) 三浦 央司(3) 岡村 州紘(2) 須藤 謙太(3) 北村 翼(3) 小宮山 貴大(2)

05/13 井出 直哉(2) 4431 成田 充(3) 3962 荻原 慧(3) 3442 荻原 克崇(3) 2327
八種競技 高校･小諸 高校･上田 高校･野沢北 高校･上田東

05/12 ｵｰﾌﾟﾝ男子 篠澤 蒼平(1) 11.32 原 泰三(1) 11.59 堀込 碧(1) 11.79 井出 翔真(2) 11.88 糸氏 柊矢(2) 12.01 伊藤 宏行(2) 12.13 清水 貴弘(2) 12.33 小松 大和(1) 12.61
１００ｍ 高校･佐久長聖 高校･小諸 高校･小諸 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･上田 高校･上田西 高校･小諸

05/14 ｵｰﾌﾟﾝ男子  -5.1 古厩 海聖(1) 24.23 田中 皐裕(2) 24.40 中島 優太朗(1) 24.86 伊藤 宏行(2) 25.57 清水 貴弘(2) 26.41 星野 裕太(1) 29.15 氏原翔矢(2) 29.27
２００ｍ 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･小諸 高校･上田 高校･上田西 高校･野沢南 高校･さくら国際

05/12 ｵｰﾌﾟﾝ男子 塚田 陽樹(1) 55.55 星野 裕太(1) 1,09.50
４００ｍ 高校･小諸 高校･野沢南



決勝記録一覧表
(GR:大会新) 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
05/13 ｵｰﾌﾟﾝ男子 寺尾 昴(2) 2,11.19 小山 琉弥(1) 2,17.07 清水 駿(1) 2,18.40 正村 圭一郎(1) 2,19.25 築山 祐太(2) 2,22.24 竹内 力哉(3) 2,22.45 鴨志田 巽(1) 2,30.90 井出 匡紀(1) 2,34.12

８００ｍ 高校･上田西 高校･上田西 高校･岩村田 高校･上田 高校･岩村田 高校･上田 高校･上田 高校･岩村田
05/12 ｵｰﾌﾟﾝ男子 中谷 雄飛(3) 3,53.12 本間 敬大(3) 3,58.43 丸山 幸輝(3) 4,01.27 山本 嵐(3) 4,09.54 高木 航志(3) 4,09.91 石川 晃大(1) 4,09.98 矢野 大和(2) 4,10.76 三島 颯太(2) 4,13.34

１５００ｍ 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 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･佐久長聖
05/14 ｵｰﾌﾟﾝ男子 高木 航志(3) 15,23.74 内堀 太一(2) 15,31.92 小池 彪(2) 15,44.79 米山 哲弘(2) 15,44.87 山本 嵐(3) 15,47.62 宇津野 篤(1) 15,49.77 三島 颯太(2) 15,57.46 花田 樹(1) 16,02.83

５０００ｍ 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖
05/13 ｵｰﾌﾟﾝ男子 寺澤 アンドリュウ(2)10,12.71 羽物 裕人(2) 10,39.84 木下 陽平(2) 10,58.24

３０００ｍＳＣ 高校･上田西 高校･佐久長聖 高校･上田西
05/12 ｵｰﾌﾟﾝ男子 土屋 舜太朗(1)5.52(+3.1)

走幅跳 高校･岩村田
05/14 学校対抗 小諸 佐久長聖 上田西 上田 岩村田 丸子修学館 野沢北 上田染谷丘

125 100 82 76 72 59 46 41



決勝記録一覧表
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
05/13 女子  -2.1 土屋 かなめ(3) 12.88 廣川 紗良(2) 13.19 荒井 奈々実(1) 13.54 酒井 夢実(2) 13.66 清水 思(2) 13.75 小林 結衣子(3) 13.83 宮越 菜緒(2) 14.25 大塚 七星(1) 14.36

１００ｍ 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･佐久長聖 高校･小諸 高校･上田染谷丘 高校･小諸 高校･上田染谷丘 高校･野沢南
05/14  -5.4 土屋 かなめ(3) 26.94 秋山 咲花(2) 27.04 高橋 うらら(3) 27.12 白石 舞(3) 27.16 廣川 紗良(2) 27.17 荒井 奈々実(1) 28.14 小林 結衣子(3) 28.43 酒井 夢実(2) 28.87

２００ｍ 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･上田西 高校･上田西 高校･岩村田 高校･佐久長聖 高校･小諸 高校･小諸
05/12 秋山 咲花(2) 1,00.54 高橋 うらら(3) 1,01.08 白石 舞(3) 1,01.66 横須賀 玲奈(1) 1,02.27 酒井 菜々美(2) 1,02.30 佐藤 真由(3) 1,02.77 土屋 かなめ(3) 1,03.70 荻原 明日香(3) 1,04.07

４００ｍ 高校･岩村田 高校･上田西 高校･上田西 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘 高校･野沢北 高校･岩村田 高校･上田染谷丘
05/13 西野入 萌利(3) 2,24.43 田中 ジェシカ(3) 2,24.85 秋山 咲花(2) 2,26.11 酒井 菜々美(2) 2,26.55 田川 実侑(2) 2,28.12 佐藤 真由(3) 2,28.50 日比 まひろ(2) 2,32.26 白石 舞(3) 2,34.31

８００ｍ 高校･上田 高校･上田染谷丘 高校･岩村田 高校･上田染谷丘 高校･上田染谷丘 高校･野沢北 高校･上田 高校･上田西
05/12 梅村 菜々子(2) 4,52.91 久保田 絢乃(1) 4,56.29 西野入 萌利(3) 5,04.60 田中 ジェシカ(3) 5,07.75 内田 梨湖(3) 5,09.97 田川 実侑(2) 5,12.73 高野 桜楽(1) 5,21.66 栁澤 菜々子(3) 5,26.67

１５００ｍ 高校･上田 高校･上田 高校･上田 高校･上田染谷丘 高校･上田西 高校･上田染谷丘 高校･上田西 高校･上田東
05/14 梅村 菜々子(2) 10,33.13 日比 まひろ(2) 11,00.58 田川 実侑(2) 11,10.62 内田 梨湖(3) 11,25.64 上野 美結(1) 13,09.38 塚田 絢子(1) 13,41.71 清水理梨香(3) 18,08.82

３０００ｍ 高校･上田 高校･上田 高校･上田染谷丘 高校･上田西 高校･上田東 高校･上田染谷丘 高校･さくら国際
05/12 松田 華歩(3) 15.54 土屋 みやび(2) 16.14 田中 風紗音(1) 17.22 伊東 海菜美(2) 17.97 石田 麗奈(3) 18.53 新田 美月(3) 18.72 鈴木 風香(2) 19.83 清水 千亜紀(3) 20.38

１００ｍＨ 高校･岩村田 高校･上田西 高校･上田 高校･上田千曲 高校･丸子修学館 高校･小諸 高校･佐久平総合 高校･丸子修学館
05/13 高橋 うらら(3) 1,06.95 松田 華歩(3) 1,09.43 田中 舞(3) 1,10.73 酒井 夢実(2) 1,12.00 荻原 明日香(3) 1,12.89 紫 美海(2) 1,13.46 石田 麗奈(3) 1,14.92 中村 葵(3) 1,18.42

４００ｍＨ 高校･上田西 高校･岩村田 高校･丸子修学館 高校･小諸 高校･上田染谷丘 高校･岩村田 高校･丸子修学館 高校･野沢北
05/14 田中 ジェシカ(3)27,28.93

５０００ｍＷ 高校･上田染谷丘
05/14 関原 ひなた(3) 1.55 宇都宮 悠奈(1) 1.50 髙見沢 菜央(3) 1.45 翠川 明日香(1) 高校･丸子修学館 1.40 金箱 ちひろ(2) 1.35

走高跳 高校･軽井沢 高校･小諸 高校･上田染谷丘 久保村 沙那(3) 高校･佐久長聖 高校･上田東
土屋 みやび(2) 高校･上田西
櫻井 裕梨(2) 高校･野沢北

05/13 小林 奏(3) 3.00
棒高跳 高校･佐久長聖

05/12 池内 香菜子(3)5.01(+1.0) 小林 奏(3) 4.99(+1.7) 松田 華歩(3) 4.94(+3.3) 山浦 恵梨(3) 4.87(-0.2) 清水 思(2) 4.85(+0.1) 土屋 さくら(2)4.84(+2.6) 清水 千亜紀(3)4.83(-0.3) 木内 麻衣子(3)4.75(+3.7)
走幅跳 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･軽井沢 高校･上田染谷丘 高校･岩村田 高校･丸子修学館 高校･野沢南

05/14 清水 千亜紀(3)10.30(-0.5) 伊東 海菜美(2)10.26(+3.7) 山浦 恵梨(3) 10.01(+0.2) 木内 麻衣子(3)9.78(+1.7) 土屋 さくら(2)9.68(+0.1)
三段跳 高校･丸子修学館 高校･上田千曲 高校･軽井沢 高校･野沢南 高校･岩村田

05/13 溝口 佳歩(1) 9.49 春原 朱里(3) 8.78 梅田 佳奈(2) 8.47 酒井 美咲(1) 8.09 鈴木 香琳(3) 8.05 坂井 美藍(1) 7.49 新田 美月(3) 7.05 城下 琴音(1) 6.68
砲丸投 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘 高校･野沢北 高校･丸子修学館 高校･岩村田 高校･上田染谷丘 高校･小諸 高校･上田千曲

05/14 溝口 佳歩(1) 31.27 春原 朱里(3) 29.71 武藤 衣里加(2) 27.03 小平 美来(2) 22.20 梅田 佳奈(2) 20.12 酒井 美咲(1) 19.25 紫 美海(2) 19.00 坂井 美藍(1) 18.81
円盤投 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘 高校･野沢南 高校･野沢南 高校･野沢北 高校･丸子修学館 高校･岩村田 高校･上田染谷丘

05/12 工藤 仁美(3) 21.18 春原 朱里(3) 17.39 酒井 美咲(1) 17.35 森田 優海(2) 15.67 坂井 美藍(1) 14.17 溝口 佳歩(1) 14.02
ﾊﾝﾏｰ投 高校･岩村田 高校･上田染谷丘 高校･丸子修学館 高校･岩村田 高校･上田染谷丘 高校･佐久長聖

05/12 新田 美月(3) 36.60 鈴木 香琳(3) 33.56 林 実玲(1) 25.87 犬飼 楓(1) 25.36 梅田 佳奈(2) 25.35 森田 優海(2) 24.69 髙見沢 菜央(3) 23.84 原野 茉優(1) 22.80
やり投 高校･小諸 高校･岩村田 高校･野沢北 高校･小諸 高校･野沢北 高校･岩村田 高校･上田染谷丘 高校･小諸

05/13 岩村田       49.98 佐久長聖       51.30 小諸       52.21 上田染谷丘       52.63 野沢南       54.29 野沢北       54.93 丸子修学館       56.60 上田       56.73
４×１００ｍＲ 松田 華歩(3) 池内 香菜子(3) 小林 結衣子(3) 坂井 美藍(1) 小平 美来(2) 青木 涼香(1) 石田 麗奈(3) 依田 梢(2)

土屋 かなめ(3) 横須賀 玲奈(1) 新田 美月(3) 清水 思(2) 木内 麻衣子(3) 中村 葵(3) 田中 舞(3) 髙橋 桃子(1)
秋山 咲花(2) 荒井 奈々実(1) 西入 由実(2) 宮越 菜緒(2) 武藤 衣里加(2) 三浦 元海(1) 清水 千亜紀(3) 日比 まひろ(2)
廣川 紗良(2) 小林 奏(3) 酒井 夢実(2) 荻原 明日香(3) 大塚 七星(1) 佐藤 真由(3) 翠川 明日香(1) 西野入 萌利(3)

05/14 岩村田     4,12.56 上田染谷丘     4,13.65 佐久長聖     4,19.25 上田西     4,20.27 野沢北     4,24.63 小諸     4,26.77 丸子修学館     4,28.27 上田     4,36.39
４×４００ｍＲ 土屋 かなめ(3) 宮越 菜緒(2) 横須賀 玲奈(1) 白石 舞(3) 中村 葵(3) 西入 由実(2) 田中 舞(3) 依田 梢(2)

松田 華歩(3) 酒井 菜々美(2) 荒井 奈々実(1) 土屋 みやび(2) 安藤 あかり(2) 新田 美月(3) 石田 麗奈(3) 梅村 菜々子(2)
廣川 紗良(2) 田中 ジェシカ(3) 中山 琉那(1) 高野 桜楽(1) 三浦 元海(1) 小林 結衣子(3) 清水 千亜紀(3) 日比 まひろ(2)
秋山 咲花(2) 荻原 明日香(3) 小林 奏(3) 高橋 うらら(3) 佐藤 真由(3) 酒井 夢実(2) 翠川 明日香(1) 西野入 萌利(3)

05/14 鈴木 香琳(3) 3228 土屋 みやび(2) 3121 清水 思(2) 3086 武藤 衣里加(2) 2812 安藤 あかり(2) 2749
七種競技 高校･岩村田 高校･上田西 高校･上田染谷丘 高校･野沢南 高校･野沢北

05/12 ｵｰﾌﾟﾝ女子  +1.6 井出 凛生(1) 14.15 宇都宮 悠奈(1) 14.22 犬飼 楓(1) 14.79 小池 友実(1) 15.10 丸山 那菜(1) 15.12 萩原 麗(1) 15.22 井出 まどか(1) 15.55
１００ｍ 高校･岩村田 高校･小諸 高校･小諸 高校･上田 高校･小諸 高校･小諸 高校･岩村田

05/14 ｵｰﾌﾟﾝ女子  -3.6 西入 由実(2) 30.34 井出 まどか(1) 32.77 小林 楓(1) 33.33
２００ｍ 高校･小諸 高校･岩村田 高校･岩村田



決勝記録一覧表
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
05/12 ｵｰﾌﾟﾝ女子 日比 まひろ(2) 5,10.04 永渡 真悠子(1) 5,40.63

１５００ｍ 高校･上田 高校･上田
05/12 ｵｰﾌﾟﾝ女子 井出 凛生(1) 3.80(-0.6)

走幅跳 高校･岩村田
05/12 ｵｰﾌﾟﾝ女子 萩原 麗(1) 20.79

やり投 高校･小諸
05/14 学校対抗 岩村田 上田染谷丘 佐久長聖 上田西 上田 小諸 丸子修学館 野沢北

134 115 72.5 66.5 54 51 44.5 41.5


