
第２４回上田陸上カーニバル                                                      
　主催：上田市　上田市教育委員会                                                
　　　　上田市体育協会　上田陸上競技協会                                        

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】173080  菅平高原ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ陸上競技場

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
06/03 女子 翠川明日香(2) 1.50

走高跳 高校･丸子修学館高校
06/03 橋本 真理子(1)4.75(+0.4)

走幅跳 一般･長野大学
06/03 酒井美咲(2) 8.39

砲丸投 高校･丸子修学館高校
06/03 中学女子 土屋 ほのか(3) 12.88 市村 彩美(3) 13.20 荻原 希乃愛(2) 13.22 髙尾 玲良(3) 13.42 大森 里香(2) 13.53 岩下 栞(3) 13.58 田中 咲(3) 13.59 堤 ヒトミ(3) 13.73

100m 中学･軽井沢A&AC 中学･軽井沢A&AC 中学･軽井沢A&AC 中学･上田第一中 中学･軽井沢A&AC 中学･上田第五中 中学･上田第四中 中学･東御東部中
06/03 牧内 愛華(3) 5,03.76 牧内 大華(2) 5,09.92 小相沢 朔羅(2) 5,18.13 橋詰 史歩(1) 5,18.68 下村 真由(3) 5,29.09 竹内 葵(1) 5,42.70 下島 佳純(2) 5,44.42 掛川 真琴(2) 5,50.68

1500m 中学･丸子北中 中学･丸子北中 中学･腰越JSC 中学･上田第六中 中学･丸子中 中学･腰越JSC 中学･上田第五中 中学･上田第四中
06/03 大滝 萌乃音(3) 1.40 大森 里香(2) 1.40 荻原 希乃愛(2) 1.35 髙寺 凜(2) 1.35 宮越 美緒(3) 1.35 岡田 莉歩(1) 1.25 峯村 樹奈(2) 1.25 山田 菜々美(2) 1.20

走高跳 中学･上田第四中 中学･軽井沢A&AC 中学･軽井沢A&AC 中学･上田第一中 中学･上田第四中 中学･軽井沢A&AC 中学･上田第一中 中学･上田第一中
06/03 佐伯 三葉(3) 4.58(-1.9) 岩下 栞(3) 4.36(+1.5) 細田 怜奈(2) 4.27(0.0) 有賀 明子(2) 4.20(+0.2) 佐伯 風帆(1) 4.20(+1.2) 漆原 衣咲(1) 4.18(-0.4) 諸星 美璃(3) 4.13(+3.4) 上野 心愛(3) 4.10(-0.6)

走幅跳 中学･軽井沢A&AC 中学･上田第五中 中学･東御東部中 中学･上田第五中 中学･軽井沢A&AC 中学･軽井沢A&AC 中学･軽井沢A&AC 中学･東御東部中
06/03 栁澤 優羽(3) 11.39 土屋 ほのか(3) 9.73 安達 朋笑(3) 9.39 市村 彩美(3) 9.30 前島 遥(3) 8.70 神林 杏花(2) 8.57 須崎 菜緒(3) 8.16 中村 美奈子(3) 7.67

砲丸投 中学･上田第五中 中学･軽井沢A&AC 中学･上田第五中 中学･軽井沢A&AC 中学･上田第四中 中学･上田第五中 中学･上田第四中 中学･東御東部中
06/03 軽井沢A&AC       50.79 東御東部中(A)      52.46 上田第五中(A)      54.45 上田第一中       55.02 上田第四中       56.46 上田第五中(B)      58.36 東御東部中(B)    1,00.54

4x100mR 佐伯 三葉(3) 細田 怜奈(2) 有賀 明子(2) 峯村 樹奈(2) 須崎 菜緒(3) 北澤 咲希(2) 荒井 菜々美(1)
土屋 ほのか(3) 上野 心愛(3) 岩下 栞(3) 髙尾 玲良(3) 田中 咲(3) 下島 佳純(2) 阿部 礼佳(2)
荻原 希乃愛(2) 櫻林 生成(3) 神林 杏花(2) 山田 菜々美(2) 前島 遥(3) 松木 紗良(1) 小柳 梨乃(1)
市村 彩美(3) 堤 ヒトミ(3) 栁澤 優羽(3) 髙寺 凜(2) 細田 音衣(3) 秋山 佳己(1) 三輪 希々葉(2)

06/03 小学女子 大森 玲花(5) 4.09(+1.7) 中嶋 杏佳(5) 3.85(+2.5) 並木 彩華(5) 3.60(+0.2) 大熊 杏美(5) 3.48(+2.5) 田口 朱音(6) 3.45(+1.4) 土屋 夢萌(5) 3.38(+2.0) 佐藤 澪夏(4) 3.24(+0.4) 山口 真央(5) 3.06(+1.9)
走幅跳 小学･軽井沢A&AC 小学･軽井沢A&AC 小学･軽井沢A&AC 小学･坂城JAC 小学･軽井沢A&AC 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･真田陸上教室

06/03 石原 生芙希(6) 38.17 尾﨑 玲奈(5) 36.23 中村 美結(6) 34.35 原野 美憂(6) 29.53 髙橋 陽依莉(4) 26.83 手塚 華(5) 21.15 菊地 遥奈(5) 19.14 竹内 姫織(5) 18.49
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･真田陸上教室 小学･神科小 小学･神科小 小学･塩尻小 小学･東御市陸上教室 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･祢津小 小学･祢津小

06/03 小学1年女子 佐藤 じゅり(1) 9.56 中島 市乃(1) 10.14 小宮山 実胡(1) 10.17 中村 アイサ(1) 10.29 清水 咲衣(1) 10.31 松本 実倖(1) 10.63 田玉 千夏(1) 11.11 中島 美結(1) 11.46
50m 小学･田中小 小学･長小 小学･長小 小学･川辺小 小学･塩尻小 小学･中佐都小 小学･神科小 小学･川辺小

06/03 小学2年女子 増澤 杏(2) 9.31 宮沢 美玖(2) 9.39 村本 純音(2) 9.47 大澤 百恵(2) 9.51 村石 さら(2) 9.53 金田 耀花(2) 9.56 荒井 こころ(2) 9.59 若林 千紗(2) 9.63
50m 小学･上田JSC 小学･神科小 小学･菅平小学校 小学･上田JSC 小学･武石小 小学･真田陸上教室 小学･北小 小学･真田陸上教室

06/03 小学3年女子 湯本 心春(3) 8.56 竜田 唯花(3) 8.87 田中 杏(3) 8.89 南 明里(3) 8.92 田中 紬実(3) 8.95 関澤 まほろ(3) 9.15 箱山 恵莉那(3) 9.52 杉山 陽乃(3) 9.58
50m 小学･神科小 小学･中塩田小 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･川辺小 小学･塩田西小 小学･上田JSC 小学･上田JSC 小学･真田陸上教室

06/03 小学4年女子 佐藤 澪夏(4) 15.82 下條 美涼(4) 16.26 竹内 結愛(4) 16.29 岡嶋 芙空(4) 16.30 浅野 桃花(4) 16.46 髙橋 陽依莉(4) 16.66 青木 里紗(4) 16.96 武田 せりな(4) 17.15
100m 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･滋野小 小学･川辺小 小学･真田陸上教室 小学･東塩田小 小学･東御市陸上教室 小学･上田JSC 小学･滋野小

06/03 小学5年女子 大熊 杏美(5) 14.01 中嶋 杏佳(5) 14.88 大森 玲花(5) 15.32 並木 彩華(5) 15.43 西澤 幸帆(5) 16.20 一之瀬 朱音(5) 16.27 菊地 遥奈(5) 16.29 竜田 稀咲(5) 16.33
100m 小学･坂城JAC 小学･軽井沢A&AC 小学･軽井沢A&AC 小学･軽井沢A&AC 小学･東御市陸上教室 小学･真田陸上教室 小学･祢津小 小学･中塩田小

06/03 小学6年女子 菊池 美咲(6) 15.80 金井 未知花(6) 15.96 中村 美結(6) 16.00 太田 星愛(6) 小学･東小 16.03 田口 朱音(6) 16.12 甘利 胡春(6) 16.20 駒津 菜々美(6) 16.40
100m 小学･川辺小 小学･塩尻小 小学･神科小 原野 美憂(6) 小学･塩尻小 小学･軽井沢A&AC 小学･川辺小 小学･川辺小

髙﨑 莉緒(6)
小学･川辺小

06/03 小学1･2･3年 黒沢 燈(3) 3,44.43 北原 亜純(3) 4,09.49 竹花 ひまり(2) 4,25.87 帯刀 晶(2) 4,31.07 塩入 心寧(2) 4,35.08 佐々木 聖來(2) 4,37.61 宮島 咲子(2) 4,44.99 黒木 愛叶(1) 4,53.80
1000m 小学･腰越JSC 小学･真田ｸﾗﾌﾞ 小学･腰越JSC 小学･真田ｸﾗﾌﾞ 小学･腰越JSC 小学･神科小 小学･真田ｸﾗﾌﾞ 小学･腰越JSC

06/03 真田陸上教室(C)    1,16.82 上田JSC     1,17.09
4x100mR 阿部 葉月(3) 大澤 百恵(2)

若林 千紗(2) 小池 結月(2)
金田 耀花(2) 関澤 まほろ(3)
柳澤 莉央(3) 箱山 恵莉那(3)

06/03 小学4･5･6年 中村 羽来(5) 3,24.50 北原 和(4) 3,31.59 成澤 あん里(4) 3,33.60 下村 悠莉(6) 3,33.88 山下 里歩(6) 3,41.90 帯刀 詩(6) 3,44.86 髙橋 彩花(5) 3,47.70 土屋 夢萌(5) 3,50.56
1000m 小学･腰越JSC 小学･真田ｸﾗﾌﾞ 小学･腰越JSC 小学･腰越JSC 小学･真田陸上教室 小学･真田ｸﾗﾌﾞ 小学･真田ｸﾗﾌﾞ 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ



第２４回上田陸上カーニバル                                                      
　主催：上田市　上田市教育委員会                                                
　　　　上田市体育協会　上田陸上競技協会                                        

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】173080  菅平高原ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ陸上競技場

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
06/03 軽井沢A&AC     1,01.23 川辺小(A)     1,03.78 真田ｸﾗﾌﾞ     1,05.69 塩尻小     1,05.73 祢津小     1,06.65 真田陸上教室(A)    1,07.80 川辺小(B)     1,08.12 滋野小     1,09.26

4x100mR 並木 彩華(5) 菊池 美咲(6) 髙橋 彩花(5) 坂下 奏花(6) 長谷川 砂来(5) 金田 馨花(5) 松嶋 咲良(6) 堀池 粋吹(4)
中嶋 杏佳(5) 赤尾 美月(6) 帯刀 詩(6) 清水 優花(6) 別府 輝璃(5) 三井 里咲(5) 駒津 菜々美(6) 下條 美涼(4)
田口 朱音(6) 甘利 胡春(6) 帯刀 結(4) 金井 未知花(6) 竹内 姫織(5) 一之瀬 朱音(5) 倉沢 音葉(6) 菊原 千聖(4)
大森 玲花(5) 村上 桃南(6) 北原 和(4) 原野 美憂(6) 菊地 遥奈(5) 加藤 憩(5) 髙﨑 莉緒(6) 武田 せりな(4)



決勝 6月3日  9:00

[ 1組] 風速 +2.4 [ 2組] 風速 +2.0

 1 佐藤 じゅり(1) 小学      9.56  1 中島 市乃(1) 小学     10.14 
ｻﾄｳ ｼﾞｭﾘ 田中小 ﾅｶｼﾞﾏ ｲﾁﾉ 長小

 2 中村 アイサ(1) 小学     10.29  2 小宮山 実胡(1) 小学     10.17 
ﾅｶﾑﾗ ｱｲｻ 川辺小 ｺﾐﾔﾏ ﾐｺ 長小

 3 清水 咲衣(1) 小学     10.31  3 松本 実倖(1) 小学     10.63 
ｼﾐｽﾞ ｻｴ 塩尻小 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｻﾁ 中佐都小

 4 田玉 千夏(1) 小学     11.11  4 堀池 万羽(1) 小学     11.95 
ﾀﾀﾞﾏ ﾁﾅﾂ 神科小 ﾎﾘｲｹ ｲﾛﾊ 滋野小

 5 中島 美結(1) 小学     11.46 高橋 彩葉(1) 小学
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕｳ 川辺小 ﾀｶﾊｼ ｲﾛﾊ 望月AC
アリ アルヴィーナ(1)小学
ｱﾘ ｱﾙｳﾞｨｰﾅ 菅平小学校

   1 佐藤 じゅり(1) 小学 田中小      9.56 (+2.4)   1   1
   2 中島 市乃(1) 小学 長小     10.14 (+2.0)   2   1
   3 小宮山 実胡(1) 小学 長小     10.17 (+2.0)   2   2
   4 中村 アイサ(1) 小学 川辺小     10.29 (+2.4)   1   2
   5 清水 咲衣(1) 小学 塩尻小     10.31 (+2.4)   1   3
   6 松本 実倖(1) 小学 中佐都小     10.63 (+2.0)   2   3
   7 田玉 千夏(1) 小学 神科小     11.11 (+2.4)   1   4
   8 中島 美結(1) 小学 川辺小     11.46 (+2.4)   1   5
   9 堀池 万羽(1) 小学 滋野小     11.95 (+2.0)   2   4

小学1年女子

50m50m

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
55   337  337

66   279  279

33    16   16

22   237  237

44   277  277

77   260  260
欠場欠場

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
44   310  310

22   314  314

55   308  308

33   112  112

66   391  391
欠場欠場

小学1年女子小学1年女子

50m50m
タイムレースタイムレースタイムレース

順位順位 No.No. 氏  名氏  名 都道府県都道府県 所属名所属名 記録（風）記録（風） 備考備考 組組 順位順位
  337  337
  310  310
  314  314
  279  279
   16   16
  308  308
  237  237
  277  277
  112  112



決勝 6月3日  9:20

[ 1組] 風速 +2.6 [ 2組] 風速 +3.5

 1 村本 純音(2) 小学      9.47  1 宮沢 美玖(2) 小学      9.39 
ﾑﾗﾓﾄ ｽﾐﾈ 菅平小学校 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｸ 神科小

 2 荒井 こころ(2) 小学      9.59  2 村石 さら(2) 小学      9.53 
ｱﾗｲ ｺｺﾛ 北小 ﾑﾗｲｼ ｻﾗ 武石小

 3 倉島 花凛(2) 小学      9.79  3 若林 千紗(2) 小学      9.63 
ｸﾗｼﾏ ｶﾘﾝ 田中小 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾁｻ 真田陸上教室

 4 工藤 由梨佳(2) 小学     10.42  4 柳沢 華菜(2) 小学      9.76 
ｸﾄﾞｳ ﾕﾘｶ 田中小 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾅ 真田陸上教室

 5 豊永 菜月(2) 小学     10.79  5 加藤 里桜奈(2) 小学     10.10 
ﾄﾖﾅｶﾞ ﾅﾂｷ 神科小 ｶﾄｳ ﾘｵﾅ 川辺小

 6 溝端 ゆい(2) 小学     10.97  6 赤岡 美雲(2) 小学     11.43 
ﾐｿﾞﾊﾞﾀ ﾕｲ 神科小 ｱｶｵｶ ﾐｸﾓ 川辺小

 7 宮下 千里(2) 小学     10.99 
ﾐﾔｼﾀ ﾁｻﾄ 菅平小学校

[ 3組] 風速 +2.4

 1 増澤 杏(2) 小学      9.31 
ﾏｽｻﾞﾜ ｱﾝ 上田JSC

 2 大澤 百恵(2) 小学      9.51 
ｵｵｻﾜ ﾓﾓｴ 上田JSC

 3 金田 耀花(2) 小学      9.56 
ｶﾈﾀﾞ ﾖｳｶ 真田陸上教室

 4 内川 瑠菜(2) 小学      9.97 
ｳﾁｶﾜ ﾙﾅ 川辺小

 5 小池 結月(2) 小学     10.26 
ｺｲｹ ﾕﾂﾞｷ 上田JSC

 6 塚越 己華(2) 小学     10.58 
ﾂｶｺﾞｼ ｵﾄｶ 川辺小

   1 増澤 杏(2) 小学 上田JSC      9.31 (+2.4)   3   1
   2 宮沢 美玖(2) 小学 神科小      9.39 (+3.5)   2   1
   3 村本 純音(2) 小学 菅平小学校      9.47 (+2.6)   1   1
   4 大澤 百恵(2) 小学 上田JSC      9.51 (+2.4)   3   2
   5 村石 さら(2) 小学 武石小      9.53 (+3.5)   2   2
   6 金田 耀花(2) 小学 真田陸上教室      9.56 (+2.4)   3   3
   7 荒井 こころ(2) 小学 北小      9.59 (+2.6)   1   2
   8 若林 千紗(2) 小学 真田陸上教室      9.63 (+3.5)   2   3
   9 柳沢 華菜(2) 小学 真田陸上教室      9.76 (+3.5)   2   4
  10 倉島 花凛(2) 小学 田中小      9.79 (+2.6)   1   3
  11 内川 瑠菜(2) 小学 川辺小      9.97 (+2.4)   3   4
  12 加藤 里桜奈(2) 小学 川辺小     10.10 (+3.5)   2   5
  13 小池 結月(2) 小学 上田JSC     10.26 (+2.4)   3   5
  14 工藤 由梨佳(2) 小学 田中小     10.42 (+2.6)   1   4
  15 塚越 己華(2) 小学 川辺小     10.58 (+2.4)   3   6
  16 豊永 菜月(2) 小学 神科小     10.79 (+2.6)   1   5
  17 溝端 ゆい(2) 小学 神科小     10.97 (+2.6)   1   6
  18 宮下 千里(2) 小学 菅平小学校     10.99 (+2.6)   1   7
  19 赤岡 美雲(2) 小学 川辺小     11.43 (+3.5)   2   6
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決勝 6月3日  9:50

[ 1組] 風速 +2.2 [ 2組] 風速 +2.0

 1 南 明里(3) 小学      8.92  1 田中 杏(3) 小学      8.89 
ﾐﾅﾐ ｱｶﾘ 川辺小 ﾀﾅｶ ｱﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 田中 紬実(3) 小学      8.95  2 箱山 恵莉那(3) 小学      9.52 
ﾀﾅｶ ﾕｷﾐ 塩田西小 ﾊｺﾔﾏ ｴﾘﾅ 上田JSC

 3 阿部 葉月(3) 小学      9.65  3 杉山 陽乃(3) 小学      9.58 
ｱﾍﾞ ﾊﾂﾞｷ 真田陸上教室 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾉ 真田陸上教室

 4 佐藤 あおい(3) 小学      9.85  4 西川 海紗(3) 小学      9.72 
ｻﾄｳ ｱｵｲ 田中小 ﾆｼｶﾜ ﾐｽｽﾞ 神科小

 5 両角 千尋(3) 小学     10.19  5 中野 りな(3) 小学      9.92 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾁﾋﾛ 真田陸上教室 ﾅｶﾉ ﾘﾅ 神科小
松原 美柚(3) 小学  6 佐藤 一帆(3) 小学      9.95 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾕ 望月AC ｻﾄｳ ｶｽﾞﾎ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

[ 3組] 風速 +2.0

 1 湯本 心春(3) 小学      8.56 
ﾕﾓﾄ ｺﾊﾙ 神科小

 2 竜田 唯花(3) 小学      8.87 
ﾀﾂﾀ ﾕｲｶ 中塩田小

 3 関澤 まほろ(3) 小学      9.15 
ｾｷｻﾞﾜ ﾏﾎﾛ 上田JSC

 4 柳澤 莉央(3) 小学      9.62 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｵ 真田陸上教室
簾田 あいら(3) 小学
ﾐｽﾀﾞ ｱｲﾗ 望月AC

   1 湯本 心春(3) 小学 神科小      8.56 (+2.0)   3   1
   2 竜田 唯花(3) 小学 中塩田小      8.87 (+2.0)   3   2
   3 田中 杏(3) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ      8.89 (+2.0)   2   1
   4 南 明里(3) 小学 川辺小      8.92 (+2.2)   1   1
   5 田中 紬実(3) 小学 塩田西小      8.95 (+2.2)   1   2
   6 関澤 まほろ(3) 小学 上田JSC      9.15 (+2.0)   3   3
   7 箱山 恵莉那(3) 小学 上田JSC      9.52 (+2.0)   2   2
   8 杉山 陽乃(3) 小学 真田陸上教室      9.58 (+2.0)   2   3
   9 柳澤 莉央(3) 小学 真田陸上教室      9.62 (+2.0)   3   4
  10 阿部 葉月(3) 小学 真田陸上教室      9.65 (+2.2)   1   3
  11 西川 海紗(3) 小学 神科小      9.72 (+2.0)   2   4
  12 佐藤 あおい(3) 小学 田中小      9.85 (+2.2)   1   4
  13 中野 りな(3) 小学 神科小      9.92 (+2.0)   2   5
  14 佐藤 一帆(3) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ      9.95 (+2.0)   2   6
  15 両角 千尋(3) 小学 真田陸上教室     10.19 (+2.2)   1   5
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決勝 6月3日 10:25

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 +1.3

 1 武田 せりな(4) 小学     17.15  1 下條 美涼(4) 小学     16.26 
ﾀｹﾀﾞ ｾﾘﾅ 滋野小 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾐｽｽﾞ 滋野小

 2 田中 莉緒(4) 小学     17.54  2 竹内 結愛(4) 小学     16.29 
ﾀﾅｶ ﾘｵ 清明小 ﾀｹｳﾁ ﾕﾅ 川辺小

 3 塚越 一華(4) 小学     18.23  3 浅野 桃花(4) 小学     16.46 
ﾂｶｺﾞｼ ｲﾁｶ 川辺小 ｱｻﾉ ﾓﾓｶ 東塩田小

 4 横関 桜耶(4) 小学     18.46  4 坂井 捺生(4) 小学     17.33 
ﾖｺｾﾞｷ ｻﾔ 東塩田小 ｻｶｲ ﾅﾂｷ 田中小

 5 白石 寧々(4) 小学     18.58  5 中島 千代乃(4) 小学     17.47 
ｼﾗｲｼ ﾈﾈ 田中小 ﾅｶｼﾞﾏ ﾁﾖﾉ 長小

 6 雫田 咲空(4) 小学     18.68  6 荒井 向日葵(4) 小学     17.64 
ｼｽﾞｸﾀﾞ ｻﾗ 田中小 ｱﾗｲ ﾋﾏﾜﾘ 北小

 7 田中 朝(4) 小学     19.56  7 高木 咲良(4) 小学     17.79 
ﾀﾅｶ ﾄﾓ 真田陸上教室 ﾀｶｷﾞ ｻｸﾗ 田中小

[ 3組] 風速 +2.4

 1 佐藤 澪夏(4) 小学     15.82 
ｻﾄｳ ﾚｲﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 岡嶋 芙空(4) 小学     16.30 
ｵｶｼﾞﾏ ﾌｸ 真田陸上教室

 3 髙橋 陽依莉(4) 小学     16.66 
ﾖﾀﾞ ﾋﾖﾘ 東御市陸上教室

 4 青木 里紗(4) 小学     16.96 
ｱｵｷ ﾘｻ 上田JSC

 5 小林 由奈(4) 小学     17.45 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 真田陸上教室

 6 菊原 千聖(4) 小学     17.63 
ｷｸﾊﾗ ﾁｻﾄ 滋野小

   1 佐藤 澪夏(4) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.82 (+2.4)   3   1
   2 下條 美涼(4) 小学 滋野小     16.26 (+1.3)   2   1
   3 竹内 結愛(4) 小学 川辺小     16.29 (+1.3)   2   2
   4 岡嶋 芙空(4) 小学 真田陸上教室     16.30 (+2.4)   3   2
   5 浅野 桃花(4) 小学 東塩田小     16.46 (+1.3)   2   3
   6 髙橋 陽依莉(4) 小学 東御市陸上教室     16.66 (+2.4)   3   3
   7 青木 里紗(4) 小学 上田JSC     16.96 (+2.4)   3   4
   8 武田 せりな(4) 小学 滋野小     17.15 (+0.3)   1   1
   9 坂井 捺生(4) 小学 田中小     17.33 (+1.3)   2   4
  10 小林 由奈(4) 小学 真田陸上教室     17.45 (+2.4)   3   5
  11 中島 千代乃(4) 小学 長小     17.47 (+1.3)   2   5
  12 田中 莉緒(4) 小学 清明小     17.54 (+0.3)   1   2
  13 菊原 千聖(4) 小学 滋野小     17.63 (+2.4)   3   6
  14 荒井 向日葵(4) 小学 北小     17.64 (+1.3)   2   6
  15 高木 咲良(4) 小学 田中小     17.79 (+1.3)   2   7
  16 塚越 一華(4) 小学 川辺小     18.23 (+0.3)   1   3
  17 横関 桜耶(4) 小学 東塩田小     18.46 (+0.3)   1   4
  18 白石 寧々(4) 小学 田中小     18.58 (+0.3)   1   5
  19 雫田 咲空(4) 小学 田中小     18.68 (+0.3)   1   6
  20 田中 朝(4) 小学 真田陸上教室     19.56 (+0.3)   1   7
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決勝 6月3日 10:55

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 -0.2

 1 竜田 稀咲(5) 小学     16.33  1 一之瀬 朱音(5) 小学     16.27 
ﾀﾂﾀ ｷｻｷ 中塩田小 ｲﾁﾉｾ ｱｶﾈ 真田陸上教室

 2 佐藤 あずみ(5) 小学     16.73  2 菊地 遥奈(5) 小学     16.29 
ｻﾄｳ ｱｽﾞﾐ 田中小 ｷｸﾁ ﾊﾙﾅ 祢津小

 3 須山 知花(5) 小学     16.80  3 手塚 華(5) 小学     16.73 
ｽﾔﾏ ﾁﾊﾅ 西小 ﾃﾂﾞｶ ﾊﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 髙野 叶羽(5) 小学     17.39  4 西澤 美波(5) 小学     17.20 
ﾀｶﾉ ｷｮｳ 田中小 ﾆｼｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ 東御市陸上教室

 5 加藤 憩(5) 小学     17.70  5 大塚 紗椰(5) 小学     18.32 
ｶﾄｳ ｲｺｲ 真田陸上教室 ｵｵﾂｶ ｻﾔ 川辺小

 6 山口 真央(5) 小学     17.93  6 宮下 藍(5) 小学     19.25 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｵ 真田陸上教室 ﾐﾔｼﾀ ｱｲ 菅平小学校
大井 結愛(5) 小学
ｵｵｲ ﾕﾅ 真田陸上教室

[ 3組] 風速 -0.2

 1 大熊 杏美(5) 小学     14.01 
ｵｵｸﾏ ｱﾐ 坂城JAC

 2 中嶋 杏佳(5) 小学     14.88 
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 軽井沢A&AC

 3 大森 玲花(5) 小学     15.32 
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC

 4 並木 彩華(5) 小学     15.43 
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 軽井沢A&AC

 5 西澤 幸帆(5) 小学     16.20 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｷﾎ 東御市陸上教室

 6 金田 馨花(5) 小学     16.40 
ｶﾈﾀﾞ ｷｮｳｶ 真田陸上教室

   1 大熊 杏美(5) 小学 坂城JAC     14.01 (-0.2)   3   1
   2 中嶋 杏佳(5) 小学 軽井沢A&AC     14.88 (-0.2)   3   2
   3 大森 玲花(5) 小学 軽井沢A&AC     15.32 (-0.2)   3   3
   4 並木 彩華(5) 小学 軽井沢A&AC     15.43 (-0.2)   3   4
   5 西澤 幸帆(5) 小学 東御市陸上教室     16.20 (-0.2)   3   5
   6 一之瀬 朱音(5) 小学 真田陸上教室     16.27 (-0.2)   2   1
   7 菊地 遥奈(5) 小学 祢津小     16.29 (-0.2)   2   2
   8 竜田 稀咲(5) 小学 中塩田小     16.33 (-0.7)   1   1
   9 金田 馨花(5) 小学 真田陸上教室     16.40 (-0.2)   3   6
  10 佐藤 あずみ(5) 小学 田中小     16.73 (-0.7)   1   2
  10 手塚 華(5) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.73 (-0.2)   2   3
  12 須山 知花(5) 小学 西小     16.80 (-0.7)   1   3
  13 西澤 美波(5) 小学 東御市陸上教室     17.20 (-0.2)   2   4
  14 髙野 叶羽(5) 小学 田中小     17.39 (-0.7)   1   4
  15 加藤 憩(5) 小学 真田陸上教室     17.70 (-0.7)   1   5
  16 山口 真央(5) 小学 真田陸上教室     17.93 (-0.7)   1   6
  17 大塚 紗椰(5) 小学 川辺小     18.32 (-0.2)   2   5
  18 宮下 藍(5) 小学 菅平小学校     19.25 (-0.2)   2   6
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決勝 6月3日 11:25

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 +0.2

 1 金井 未知花(6) 小学     15.96  1 甘利 胡春(6) 小学     16.20 
ｶﾅｲ ﾐﾁｶ 塩尻小 ｱﾏﾘ ｺﾊﾙ 川辺小

 2 太田 星愛(6) 小学     16.03  2 駒津 菜々美(6) 小学     16.40 
ｵｵﾀ ｾｲﾅ 東小 ｺﾏﾂ ﾅﾅﾐ 川辺小

 3 髙﨑 莉緒(6) 小学     16.40  3 清水 優花(6) 小学     16.76 
ﾀｶｻｷ ﾘｵ 川辺小 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 塩尻小

 4 赤尾 美月(6) 小学     16.42 村上 桃南(6) 小学
ｱｶｵ ﾐﾂﾞｷ 川辺小 ﾑﾗｶﾐ ﾓﾅ 川辺小

 5 石原 生芙希(6) 小学     16.73 高井 友夏里(6) 小学
ｲｼﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 真田陸上教室 ﾀｶｲ ﾕｶﾘ 西小

 6 堀内 梨香(6) 小学     17.32 福沢 あい(6) 小学
ﾎﾘｳﾁ ﾘｶ 傍陽小 ﾌｸｻﾞﾜ ｱｲ 川辺小

[ 3組] 風速 -1.3

 1 菊池 美咲(6) 小学     15.80 
ｷｸﾁ ﾐｻｷ 川辺小

 2 中村 美結(6) 小学     16.00 
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ 神科小

 3 原野 美憂(6) 小学     16.03 
ﾊﾗﾉ ﾐｳ 塩尻小

 4 田口 朱音(6) 小学     16.12 
ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 軽井沢A&AC

 5 橋本 莉奈(6) 小学     16.77 
ﾊｼﾓﾄ ﾘﾅ 東御市陸上教室

 6 坂下 奏花(6) 小学     16.93 
ｻｶｼﾀ ｿﾅ 塩尻小

   1 菊池 美咲(6) 小学 川辺小     15.80 (-1.3)   3   1
   2 金井 未知花(6) 小学 塩尻小     15.96 (+1.0)   1   1
   3 中村 美結(6) 小学 神科小     16.00 (-1.3)   3   2
   4 太田 星愛(6) 小学 東小     16.03 (+1.0)   1   2
   4 原野 美憂(6) 小学 塩尻小     16.03 (-1.3)   3   3
   6 田口 朱音(6) 小学 軽井沢A&AC     16.12 (-1.3)   3   4
   7 甘利 胡春(6) 小学 川辺小     16.20 (+0.2)   2   1
   8 駒津 菜々美(6) 小学 川辺小     16.40 (+0.2)   2   2
   8 髙﨑 莉緒(6) 小学 川辺小     16.40 (+1.0)   1   3
  10 赤尾 美月(6) 小学 川辺小     16.42 (+1.0)   1   4
  11 石原 生芙希(6) 小学 真田陸上教室     16.73 (+1.0)   1   5
  12 清水 優花(6) 小学 塩尻小     16.76 (+0.2)   2   3
  13 橋本 莉奈(6) 小学 東御市陸上教室     16.77 (-1.3)   3   5
  14 坂下 奏花(6) 小学 塩尻小     16.93 (-1.3)   3   6
  15 堀内 梨香(6) 小学 傍陽小     17.32 (+1.0)   1   6

小学6年女子

100m
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決勝 6月3日 11:55

[ 1組] 風速 -1.1 [ 2組] 風速 -1.7

 1 大久保 爽空(2) 中学     14.63  1 福田 葵(3) 中学     14.68 
ｵｵｸﾎﾞ ｿﾗ 上田第六中 ﾌｸﾀﾞ ｱｵｲ 上田第五中

 2 諸星 美璃(3) 中学     14.89  2 小林 輝星(3) 中学     14.99 
ﾓﾛﾎｼ ﾐﾘ 軽井沢A&AC ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾗ 上田第五中

 3 荒井 菜々美(1) 中学     15.08  3 髙寺 凜(2) 中学     15.02 
ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 東御東部中 ﾀｶﾃﾗ ﾘﾝ 上田第一中

 4 松木 紗良(1) 中学     15.96  4 岡田 莉歩(1) 中学     15.30 
ﾏﾂｷ ｻﾗ 上田第五中 ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 軽井沢A&AC

 5 小宮山 捺美(3) 中学     16.49  5 北澤 咲希(2) 中学     15.34 
ｺﾐﾔﾏ ﾅﾂﾐ 丸子中 ｷﾀｻﾞﾜ ｻｷ 上田第五中

 6 江藤 菜々海(1) 中学     16.50  6 岩崎 杏菜(2) 中学     16.02 
ｴﾄｳ ﾅﾅﾐ 上田第四中 ｲﾜｻｷ ｱﾝﾅ 上田第四中
井出 陽菜(1) 中学 上野 愛梨(3) 中学
ｲﾃﾞ ﾊﾙﾅ 上田第一中 ｳｴﾉ ｱｲﾘ 望月AC

[ 3組] 風速 -1.9 [ 4組] 風速 -1.5

 1 漆原 衣咲(1) 中学     14.35  1 三輪 希々葉(2) 中学     13.93 
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 軽井沢A&AC ﾐﾜ ﾉﾉﾊ 東御東部中

 2 峯村 樹奈(2) 中学     14.38  2 内堀 心陽(3) 中学     14.58 
ﾐﾈﾑﾗ ｼﾞｭﾅ 上田第一中 ｳﾁﾎﾞﾘ ｺｺｱ 丸子中

 3 小柳 梨乃(1) 中学     14.45  3 関澤 きらり(1) 中学     14.64 
ｺﾔﾅｷﾞ ﾘﾉ 東御東部中 ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 上田第一中

 4 脇中 夕渚(2) 中学     14.70  4 神林 杏花(2) 中学     14.74 
ﾜｷﾅｶ ｾﾅ 東御東部中 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ 上田第五中

 5 阿部 礼佳(2) 中学     14.95  5 太田 眞桜(1) 中学     15.03 
ｱﾍﾞ ｱﾔｶ 東御東部中 ｵｵﾀ ﾏｵ 上田第一中

 6 安達 朋笑(3) 中学     15.30 高橋 璃奈(2) 中学
ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓｴ 上田第五中 ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ 上田第四中
雫田 陽向(1) 中学 菅沼 花菜(2) 中学
ｼｽﾞｸﾀﾞ ﾋﾅﾀ 東御東部中 ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ 望月AC

[ 5組] 風速 -3.5 [ 6組] 風速 -2.9

 1 堤 ヒトミ(3) 中学     13.73  1 大森 里香(2) 中学     13.53 
ﾂﾂﾐ ﾋﾄﾐ 東御東部中 ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 軽井沢A&AC

 2 上野 心愛(3) 中学     13.82  2 岩下 栞(3) 中学     13.58 
ｳｴﾉ ｺｱ 東御東部中 ｲﾜｼﾀ ｼｵﾘ 上田第五中

 3 佐伯 風帆(1) 中学     13.88  3 田中 咲(3) 中学     13.59 
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢A&AC ﾀﾅｶ ｻｷ 上田第四中

 4 有賀 明子(2) 中学     14.34  4 細田 音衣(3) 中学     14.28 
ｱﾙｶﾞ ｱｷｺ 上田第五中 ﾎｿﾀﾞ ｵﾄｲ 上田第四中

 5 細田 怜奈(2) 中学     14.39  5 栁澤 優羽(3) 中学     14.55 
ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ 東御東部中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 上田第五中

 6 秋山 佳己(1) 中学     15.03 櫻林 生成(3) 中学
ｱｷﾔﾏ ｶｺ 上田第五中 ｻｸﾗﾊﾞﾔｼ ｷﾅﾘ 東御東部中

[ 7組] 風速 -1.4

 1 土屋 ほのか(3) 中学     12.88 
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 軽井沢A&AC

 2 市村 彩美(3) 中学     13.20 
ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ 軽井沢A&AC

 3 荻原 希乃愛(2) 中学     13.22 
ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 軽井沢A&AC

 4 髙尾 玲良(3) 中学     13.42 
ﾀｶｵ ﾚｲﾗ 上田第一中

 5 佐伯 三葉(3) 中学     13.87 
ｻｴｷ ﾐﾂﾊﾞ 軽井沢A&AC
比田井 凜(3) 中学
ﾋﾀﾞｲ ﾘﾝ 望月AC

2    42

5  4199
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6    46
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 土屋 ほのか(3) 中学 軽井沢A&AC     12.88 (-1.4)   7   1
   2 市村 彩美(3) 中学 軽井沢A&AC     13.20 (-1.4)   7   2
   3 荻原 希乃愛(2) 中学 軽井沢A&AC     13.22 (-1.4)   7   3
   4 髙尾 玲良(3) 中学 上田第一中     13.42 (-1.4)   7   4
   5 大森 里香(2) 中学 軽井沢A&AC     13.53 (-2.9)   6   1
   6 岩下 栞(3) 中学 上田第五中     13.58 (-2.9)   6   2
   7 田中 咲(3) 中学 上田第四中     13.59 (-2.9)   6   3
   8 堤 ヒトミ(3) 中学 東御東部中     13.73 (-3.5)   5   1
   9 上野 心愛(3) 中学 東御東部中     13.82 (-3.5)   5   2
  10 佐伯 三葉(3) 中学 軽井沢A&AC     13.87 (-1.4)   7   5
  11 佐伯 風帆(1) 中学 軽井沢A&AC     13.88 (-3.5)   5   3
  12 三輪 希々葉(2) 中学 東御東部中     13.93 (-1.5)   4   1
  13 細田 音衣(3) 中学 上田第四中     14.28 (-2.9)   6   4
  14 有賀 明子(2) 中学 上田第五中     14.34 (-3.5)   5   4
  15 漆原 衣咲(1) 中学 軽井沢A&AC     14.35 (-1.9)   3   1
  16 峯村 樹奈(2) 中学 上田第一中     14.38 (-1.9)   3   2
  17 細田 怜奈(2) 中学 東御東部中     14.39 (-3.5)   5   5
  18 小柳 梨乃(1) 中学 東御東部中     14.45 (-1.9)   3   3
  19 栁澤 優羽(3) 中学 上田第五中     14.55 (-2.9)   6   5
  20 内堀 心陽(3) 中学 丸子中     14.58 (-1.5)   4   2
  21 大久保 爽空(2) 中学 上田第六中     14.63 (-1.1)   1   1
  22 関澤 きらり(1) 中学 上田第一中     14.64 (-1.5)   4   3
  23 福田 葵(3) 中学 上田第五中     14.68 (-1.7)   2   1
  24 脇中 夕渚(2) 中学 東御東部中     14.70 (-1.9)   3   4
  25 神林 杏花(2) 中学 上田第五中     14.74 (-1.5)   4   4
  26 諸星 美璃(3) 中学 軽井沢A&AC     14.89 (-1.1)   1   2
  27 阿部 礼佳(2) 中学 東御東部中     14.95 (-1.9)   3   5
  28 小林 輝星(3) 中学 上田第五中     14.99 (-1.7)   2   2
  29 髙寺 凜(2) 中学 上田第一中     15.02 (-1.7)   2   3
  30 太田 眞桜(1) 中学 上田第一中     15.03 (-1.5)   4   5
  30 秋山 佳己(1) 中学 上田第五中     15.03 (-3.5)   5   6
  32 荒井 菜々美(1) 中学 東御東部中     15.08 (-1.1)   1   3
  33 岡田 莉歩(1) 中学 軽井沢A&AC     15.30 (-1.7)   2   4
  33 安達 朋笑(3) 中学 上田第五中     15.30 (-1.9)   3   6
  35 北澤 咲希(2) 中学 上田第五中     15.34 (-1.7)   2   5
  36 松木 紗良(1) 中学 上田第五中     15.96 (-1.1)   1   4
  37 岩崎 杏菜(2) 中学 上田第四中     16.02 (-1.7)   2   6
  38 小宮山 捺美(3) 中学 丸子中     16.49 (-1.1)   1   5
  39 江藤 菜々海(1) 中学 上田第四中     16.50 (-1.1)   1   6
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決勝 6月3日 13:55

 1 牧内 愛華(3) 中学   5,03.76 
ﾏｷｳﾁ ﾏﾅｶ 丸子北中

 2 牧内 大華(2) 中学   5,09.92 
ﾏｷｳﾁ ﾋﾛｶ 丸子北中

 3 小相沢 朔羅(2) 中学   5,18.13 
ｺｱｲｻﾞﾜ ｻﾗ 腰越JSC

 4 橋詰 史歩(1) 中学   5,18.68 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｼﾎ 上田第六中

 5 下村 真由(3) 中学   5,29.09 
ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕ 丸子中

 6 竹内 葵(1) 中学   5,42.70 
ﾀｹｳﾁ ｱｵｲ 腰越JSC

 7 下島 佳純(2) 中学   5,44.42 
ｼﾓｼﾞﾏ ｶｽﾐ 上田第五中

 8 掛川 真琴(2) 中学   5,50.68 
ｶｹｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 上田第四中

 9 髙橋 愛恵(1) 中学   5,52.63 
ﾀｶﾊｼ ﾏﾅｴ 上田第三中

10 玉井 南帆(2) 中学   6,11.63 
ﾀﾏｲ ﾐﾅﾎ 上田第四中

11 加藤 瑠千亜(2) 中学   6,43.83 
ｶﾄｳ ﾙﾁｱ 上田第四中
鈴木 菜生(2) 中学
ｽｽﾞｷ ﾅｵ 上田第二中
川上 野々花(1) 中学
ｶﾜｶﾐ ﾉﾉｶ 東御東部中

9  4417
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1   160
欠場
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決勝 6月3日 13:00

 1 黒沢 燈(3) 小学   3,44.43 
ｸﾛｻﾜ ｱｶﾘ 腰越JSC

 2 北原 亜純(3) 小学   4,09.49 
ｷﾀﾊﾗ ｱｽﾞﾐ 真田ｸﾗﾌﾞ

 3 竹花 ひまり(2) 小学   4,25.87 
ﾀｹﾊﾅ ﾋﾏﾘ 腰越JSC

 4 帯刀 晶(2) 小学   4,31.07 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱｷ 真田ｸﾗﾌﾞ

 5 塩入 心寧(2) 小学   4,35.08 
ｼｵｲﾘ ｺｺﾈ 腰越JSC

 6 佐々木 聖來(2) 小学   4,37.61 
ｻｻｷ ｾｲﾗ 神科小

 7 宮島 咲子(2) 小学   4,44.99 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｻｷｺ 真田ｸﾗﾌﾞ

 8 黒木 愛叶(1) 小学   4,53.80 
ｸﾛｷ ｱｲｶ 腰越JSC

 9 金井 小春(2) 小学   5,01.17 
ｶﾅｲ ｺﾊﾙ 神科小

10 小山 柊花(1) 小学   5,03.17 
ｺﾔﾏ ｼｭｳｶ 腰越JSC

11 近藤 花音(2) 小学   5,05.91 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾅ 武石小

6   375

4   248

9    67

11   398

1    72

3    79

2   245

5    59

8   171

7    73

10   169

小学1･2･3年女

1000m
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順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 6月3日 13:25

[ 1組] [ 2組]

 1 中村 羽来(5) 小学   3,24.50  1 北原 和(4) 小学   3,31.59 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ 腰越JSC ｷﾀﾊﾗ ﾅｺﾞﾐ 真田ｸﾗﾌﾞ

 2 成澤 あん里(4) 小学   3,33.60  2 山下 里歩(6) 小学   3,41.90 
ﾅﾙｻﾜ ｱﾝﾘ 腰越JSC ﾔﾏｼﾀ ﾘﾎ 真田陸上教室

 3 下村 悠莉(6) 小学   3,33.88  3 帯刀 詩(6) 小学   3,44.86 
ｼﾓﾑﾗ ﾕﾘ 腰越JSC ｵﾋﾞﾅﾀ ｳﾀ 真田ｸﾗﾌﾞ

 4 竹花 心美(5) 小学   3,58.68  4 髙橋 彩花(5) 小学   3,47.70 
ﾀｹﾊﾅ ｺｺﾐ 腰越JSC ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ 真田ｸﾗﾌﾞ

 5 長谷川 砂来(5) 小学   4,04.64  5 土屋 夢萌(5) 小学   3,50.56 
ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾗ 祢津小 ﾂﾁﾔ ﾕﾒ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 6 竹内 姫織(5) 小学   4,04.97  6 三井 里咲(5) 小学   4,05.60 
ﾀｹｳﾁ ﾋｵﾘ 祢津小 ﾐﾂｲ ﾘｻ 真田陸上教室

 7 中村 莉来(5) 小学   4,06.26  7 帯刀 結(4) 小学   4,08.38 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ 腰越JSC ｵﾋﾞﾅﾀ ﾕｲ 真田ｸﾗﾌﾞ

 8 山地 沙耶(6) 小学   4,11.93  8 中屋 栞菜(5) 小学   4,14.96 
ﾔﾏﾁ ｻﾔ 西小 ﾅｶﾔ ｶﾝﾅ 真田陸上教室

 9 菊原 希颯(6) 小学   4,26.83  9 七海 真帆(4) 小学   4,27.87 
ｷｸﾊﾗ ﾉﾉｶ 滋野小 ﾅﾅｳﾐ ﾏﾎ 東御市陸上教室

10 松木 結菜(5) 小学   4,31.58 10 安本 桃音(4) 小学   4,28.69 
ﾏﾂｷ ﾕﾅ 神科小 ﾔｽﾓﾄ ﾓﾓﾈ 東御市陸上教室

11 堀池 粋吹(4) 小学   4,38.38 11 宮坂 真央(6) 小学   4,30.22 
ﾎﾘｲｹ ｲﾌﾞｷ 滋野小 ﾐﾔｻｶ ﾏｵ 真田陸上教室

12 小相沢 麗海(4) 小学   4,42.41 
ｺｱｲｻﾞﾜ ﾚﾐ 腰越JSC

   1 中村 羽来(5) 小学 腰越JSC     3,24.50   1   1
   2 北原 和(4) 小学 真田ｸﾗﾌﾞ     3,31.59   2   1
   3 成澤 あん里(4) 小学 腰越JSC     3,33.60   1   2
   4 下村 悠莉(6) 小学 腰越JSC     3,33.88   1   3
   5 山下 里歩(6) 小学 真田陸上教室     3,41.90   2   2
   6 帯刀 詩(6) 小学 真田ｸﾗﾌﾞ     3,44.86   2   3
   7 髙橋 彩花(5) 小学 真田ｸﾗﾌﾞ     3,47.70   2   4
   8 土屋 夢萌(5) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     3,50.56   2   5
   9 竹花 心美(5) 小学 腰越JSC     3,58.68   1   4
  10 長谷川 砂来(5) 小学 祢津小     4,04.64   1   5
  11 竹内 姫織(5) 小学 祢津小     4,04.97   1   6
  12 三井 里咲(5) 小学 真田陸上教室     4,05.60   2   6
  13 中村 莉来(5) 小学 腰越JSC     4,06.26   1   7
  14 帯刀 結(4) 小学 真田ｸﾗﾌﾞ     4,08.38   2   7
  15 山地 沙耶(6) 小学 西小     4,11.93   1   8
  16 中屋 栞菜(5) 小学 真田陸上教室     4,14.96   2   8
  17 菊原 希颯(6) 小学 滋野小     4,26.83   1   9
  18 七海 真帆(4) 小学 東御市陸上教室     4,27.87   2   9
  19 安本 桃音(4) 小学 東御市陸上教室     4,28.69   2  10
  20 宮坂 真央(6) 小学 真田陸上教室     4,30.22   2  11
  21 松木 結菜(5) 小学 神科小     4,31.58   1  10
  22 堀池 粋吹(4) 小学 滋野小     4,38.38   1  11
  23 小相沢 麗海(4) 小学 腰越JSC     4,42.41   1  12   62
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決勝 6月3日 14:55

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 軽井沢A&AC    42 佐伯 三葉(3)     50.79 

ｶﾙｲｻﾞﾜA&AC ｻｴｷ ﾐﾂﾊﾞ
   27 土屋 ほのか(3)

ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ
   46 荻原 希乃愛(2)

ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ
   38 市村 彩美(3)

ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ
 2   5 東御東部中(A)  4407 細田 怜奈(2)     52.46 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ
 4392 上野 心愛(3)

ｳｴﾉ ｺｱ
 4394 櫻林 生成(3)

ｻｸﾗﾊﾞﾔｼ ｷﾅﾘ
 4393 堤 ヒトミ(3)

ﾂﾂﾐ ﾋﾄﾐ
 3   8 上田第五中(A)  4675 有賀 明子(2)     54.45 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳA ｱﾙｶﾞ ｱｷｺ
 4687 岩下 栞(3)

ｲﾜｼﾀ ｼｵﾘ
 4676 神林 杏花(2)

ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ
 4691 栁澤 優羽(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ
 4   6 上田第一中  8812 峯村 樹奈(2)     55.02 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳ ﾐﾈﾑﾗ ｼﾞｭﾅ
 4597 髙尾 玲良(3)

ﾀｶｵ ﾚｲﾗ
 8816 山田 菜々美(2)

ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾅﾐ
 8813 髙寺 凜(2)

ﾀｶﾃﾗ ﾘﾝ
 5   4 上田第四中   149 須崎 菜緒(3)     56.46 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝﾁｭｳ ｽｻﾞｷ ﾅｵ
  145 田中 咲(3)

ﾀﾅｶ ｻｷ
  148 前島 遥(3)

ﾏｴｼﾞﾏ ﾊﾙｶ
  150 細田 音衣(3)

ﾎｿﾀﾞ ｵﾄｲ
 6   2 上田第五中(B)  4678 北澤 咲希(2)     58.36 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳB ｷﾀｻﾞﾜ ｻｷ
 4677 下島 佳純(2)

ｼﾓｼﾞﾏ ｶｽﾐ
 4680 松木 紗良(1)

ﾏﾂｷ ｻﾗ
 4679 秋山 佳己(1)

ｱｷﾔﾏ ｶｺ
 7   3 東御東部中(B)  4418 荒井 菜々美(1)   1,00.54 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞﾁｭｳB ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ
 4409 阿部 礼佳(2)

ｱﾍﾞ ｱﾔｶ
 4415 小柳 梨乃(1)

ｺﾔﾅｷﾞ ﾘﾉ
 4408 三輪 希々葉(2)

ﾐﾜ ﾉﾉﾊ

中学女子

4x100mR             

決勝



決勝 6月3日 14:30

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 真田陸上教室(C)  229 阿部 葉月(3)   1,16.82 

ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂC ｱﾍﾞ ﾊﾂﾞｷ
  207 若林 千紗(2)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾁｻ
  215 金田 耀花(2)

ｶﾈﾀﾞ ﾖｳｶ
  184 柳澤 莉央(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｵ
 2   3 上田JSC   123 大澤 百恵(2)   1,17.09 

ｳｴﾀﾞｼﾞｪｲｴｽｼｰ ｵｵｻﾜ ﾓﾓｴ
  130 小池 結月(2)

ｺｲｹ ﾕﾂﾞｷ
  133 関澤 まほろ(3)

ｾｷｻﾞﾜ ﾏﾎﾛ
  121 箱山 恵莉那(3)

ﾊｺﾔﾏ ｴﾘﾅ

小学1･2･3年女

4x100mR

決勝



決勝 6月3日 14:35

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 真田ｸﾗﾌﾞ   163 髙橋 彩花(5)   1,05.69  1   5 軽井沢A&AC    26 並木 彩華(5)   1,01.23 

ｻﾅﾀﾞｸﾗﾌﾞ ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ ｶﾙｲｻﾞﾜA&AC ﾅﾐｷ ｱﾔｶ
  172 帯刀 詩(6)    30 中嶋 杏佳(5)

ｵﾋﾞﾅﾀ ｳﾀ ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ
  173 帯刀 結(4)    28 田口 朱音(6)

ｵﾋﾞﾅﾀ ﾕｲ ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ
  168 北原 和(4)    31 大森 玲花(5)

ｷﾀﾊﾗ ﾅｺﾞﾐ ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ
 2   4 祢津小   369 長谷川 砂来(5)   1,06.65  2   3 川辺小(A)   301 菊池 美咲(6)   1,03.78 

ﾈﾂｼｮｳ ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾗ ｶﾜﾍﾞｼｮｳA ｷｸﾁ ﾐｻｷ
  368 別府 輝璃(5)   287 赤尾 美月(6)

ﾍﾞｯﾌﾟ ﾋｶﾘ ｱｶｵ ﾐﾂﾞｷ
  370 竹内 姫織(5)   302 甘利 胡春(6)

ﾀｹｳﾁ ﾋｵﾘ ｱﾏﾘ ｺﾊﾙ
  371 菊地 遥奈(5)   284 村上 桃南(6)

ｷｸﾁ ﾊﾙﾅ ﾑﾗｶﾐ ﾓﾅ
 3   6 川辺小(B)   292 松嶋 咲良(6)   1,08.12  3   4 塩尻小    17 坂下 奏花(6)   1,05.73 

ｶﾜﾍﾞｼｮｳB ﾏﾂｼﾏ ｻｸﾗ ｼｵｼﾞﾘｼｮｳ ｻｶｼﾀ ｿﾅ
  300 駒津 菜々美(6)    15 清水 優花(6)

ｺﾏﾂ ﾅﾅﾐ ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ
  286 倉沢 音葉(6)    21 金井 未知花(6)

ｸﾗｻﾜ ｵﾄﾊ ｶﾅｲ ﾐﾁｶ
  267 髙﨑 莉緒(6)    19 原野 美憂(6)

ﾀｶｻｷ ﾘｵ ﾊﾗﾉ ﾐｳ
 4   3 滋野小   113 堀池 粋吹(4)   1,09.26  4   2 真田陸上教室(A)  216 金田 馨花(5)   1,07.80 

ｼｹﾞﾉｼｮｳ ﾎﾘｲｹ ｲﾌﾞｷ ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂA ｶﾈﾀﾞ ｷｮｳｶ
  117 下條 美涼(4)   212 三井 里咲(5)

ｼﾓｼﾞｮｳ ﾐｽｽﾞ ﾐﾂｲ ﾘｻ
  115 菊原 千聖(4)   228 一之瀬 朱音(5)

ｷｸﾊﾗ ﾁｻﾄ ｲﾁﾉｾ ｱｶﾈ
  114 武田 せりな(4)   219 加藤 憩(5)

ﾀｹﾀﾞ ｾﾘﾅ ｶﾄｳ ｲｺｲ
 5   2 川辺小(C)   275 塚越 一華(4)   1,12.07  5   6 真田陸上教室(B)  205 小林 由奈(4)   1,11.72 

ｶﾜﾍﾞｼｮｳC ﾂｶｺﾞｼ ｲﾁｶ ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂB ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ
  285 増田 颯花(4)   192 田中 朝(4)

ﾏｽﾀﾞ ｿﾅ ﾀﾅｶ ﾄﾓ
  276 中武 ひなた(4)   209 山口 真央(5)

ﾅｶﾀｹ ﾋﾅﾀ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｵ
  280 竹内 結愛(4)   200 石原 生芙希(6)

ﾀｹｳﾁ ﾕﾅ ｲｼﾊﾗ ｲﾌﾞｷ

   1 軽井沢A&AC   1,01.23 並木 彩華(5) 中嶋 杏佳(5) 田口 朱音(6) 大森 玲花(5)   2   1
   2 川辺小(A)   1,03.78 菊池 美咲(6) 赤尾 美月(6) 甘利 胡春(6) 村上 桃南(6)   2   2
   3 真田ｸﾗﾌﾞ   1,05.69 髙橋 彩花(5) 帯刀 詩(6) 帯刀 結(4) 北原 和(4)   1   1
   4 塩尻小   1,05.73 坂下 奏花(6) 清水 優花(6) 金井 未知花(6) 原野 美憂(6)   2   3
   5 祢津小   1,06.65 長谷川 砂来(5) 別府 輝璃(5) 竹内 姫織(5) 菊地 遥奈(5)   1   2
   6 真田陸上教室(A)   1,07.80 金田 馨花(5) 三井 里咲(5) 一之瀬 朱音(5) 加藤 憩(5)   2   4
   7 川辺小(B)   1,08.12 松嶋 咲良(6) 駒津 菜々美(6) 倉沢 音葉(6) 髙﨑 莉緒(6)   1   3
   8 滋野小   1,09.26 堀池 粋吹(4) 下條 美涼(4) 菊原 千聖(4) 武田 せりな(4)   1   4
   9 真田陸上教室(B)   1,11.72 小林 由奈(4) 田中 朝(4) 山口 真央(5) 石原 生芙希(6)   2   5
  10 川辺小(C)   1,12.07 塚越 一華(4) 増田 颯花(4) 中武 ひなた(4) 竹内 結愛(4)   1   5

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

小学4･5･6年女

4x100mR

決勝

小学4･5･6年女

4x100mR
タイムレース

ｵｰﾀﾞｰ2



決勝 6月3日  9:00
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決勝 6月3日  9:00

大滝 萌乃音(3) 中学
ｵｵﾀｷ ﾓﾉﾝ 上田第四中
大森 里香(2) 中学
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 軽井沢A&AC
荻原 希乃愛(2) 中学
ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 軽井沢A&AC
髙寺 凜(2) 中学
ﾀｶﾃﾗ ﾘﾝ 上田第一中
宮越 美緒(3) 中学
ﾐﾔｺｼ ﾐｵ 上田第四中
岡田 莉歩(1) 中学
ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 軽井沢A&AC
峯村 樹奈(2) 中学
ﾐﾈﾑﾗ ｼﾞｭﾅ 上田第一中
山田 菜々美(2) 中学
ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾅﾐ 上田第一中
小柳 梨乃(1) 中学 欠場
ｺﾔﾅｷﾞ ﾘﾉ 東御東部中
阿部 礼佳(2) 中学 欠場
ｱﾍﾞ ｱﾔｶ 東御東部中
荒井 菜々美(1) 中学 欠場
ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 東御東部中
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XXO XXX
7 4  8812

- O O

 1.25

 1.35

6 5    47
XO O O XO XXX

O XO XO XXX
5 8   155

- - XO

XO XXX  1.35

 1.35

4 9  8813
- - - O O

- O O XXX
3 7    46

- - -

O XXO XXX  1.40

 1.40

2 10    32
- - - - XO

O O O O XXX

1m50 記録 備考
1 11   147

- - -

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 6月3日 10:30

橋本 真理子(1) 一般   4.66   4.43   4.75    4.75 
ﾊｼﾓﾄ ﾏﾘｺ 長野大学   +0.9    0.0   +0.4    +0.4

1 1   324
-3- -4- -5-所属名 -1- -2- -6- 記録 備考

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名



決勝 6月3日 10:30

佐伯 三葉(3) 中学    X    X   4.58    4.58 
ｻｴｷ ﾐﾂﾊﾞ 軽井沢A&AC   -1.9    -1.9
岩下 栞(3) 中学   4.29   4.36   3.94    4.36 
ｲﾜｼﾀ ｼｵﾘ 上田第五中   +0.1   +1.5   -0.3    +1.5
細田 怜奈(2) 中学   4.17   4.27   4.13    4.27 
ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ 東御東部中   +0.6    0.0   -0.1     0.0
有賀 明子(2) 中学   4.03    X   4.20    4.20 
ｱﾙｶﾞ ｱｷｺ 上田第五中   -0.2   +0.2    +0.2
佐伯 風帆(1) 中学   4.00   4.20   3.86    4.20 
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢A&AC    0.0   +1.2   +0.2    +1.2
漆原 衣咲(1) 中学   4.08   4.18   4.15    4.18 
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 軽井沢A&AC   +1.7   -0.4   +0.4    -0.4
諸星 美璃(3) 中学   3.91    X   4.13    4.13 
ﾓﾛﾎｼ ﾐﾘ 軽井沢A&AC   -1.1   +3.4    +3.4
上野 心愛(3) 中学   3.91   4.00   4.10    4.10 
ｳｴﾉ ｺｱ 東御東部中   +0.9    0.0   -0.6    -0.6
福田 葵(3) 中学   3.87   3.78   3.67    3.87 
ﾌｸﾀﾞ ｱｵｲ 上田第五中   +1.0   +0.3   -0.1    +1.0
三輪 希々葉(2) 中学   3.70   3.49   3.40    3.70 
ﾐﾜ ﾉﾉﾊ 東御東部中   +0.1   +1.0   +1.9    +0.1
北澤 咲希(2) 中学   3.44   3.60   3.30    3.60 
ｷﾀｻﾞﾜ ｻｷ 上田第五中   +0.8   +1.5   -0.1    +1.5
堤 ヒトミ(3) 中学   3.47   3.50   3.39    3.50 
ﾂﾂﾐ ﾋﾄﾐ 東御東部中   +2.1   +3.0    0.0    +3.0
竹内 彩夏(1) 中学   3.34   3.22   2.39    3.34 
ﾀｹｳﾁ ｱﾔｶ 東御東部中   +1.1   +1.6   +0.2    +1.1
下島 佳純(2) 中学    X   3.00   3.21    3.21 
ｼﾓｼﾞﾏ ｶｽﾐ 上田第五中   +0.6   -0.5    -0.5
小林 輝星(3) 中学   3.09    X   2.65    3.09 
ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾗ 上田第五中   +0.1   +0.1    +0.1
秋山 佳己(1) 中学   2.97   2.75   2.85    2.97 
ｱｷﾔﾏ ｶｺ 上田第五中   +0.6   +0.8   +1.4    +0.6
松木 紗良(1) 中学   2.83   2.59   2.37    2.83 
ﾏﾂｷ ｻﾗ 上田第五中   +1.4   +0.4    0.0    +1.4
松本 英里香(1) 中学   2.69   2.65   2.63    2.69 
ﾏﾂﾓﾄ ｴﾘｶ 東御東部中   +1.4   +1.6   +1.6    +1.4
小林 真緒(1) 中学   2.66   2.52   2.49    2.66 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｵ 東御東部中   +0.4    0.0   +1.5    +0.4
池田 心優(2) 中学    X    X    X 記録なし
ｲｹﾀﾞ ﾐﾕ 上田第四中
川上 野々花(1) 中学 欠場
ｶﾜｶﾐ ﾉﾉｶ 東御東部中
雫田 陽向(1) 中学 欠場
ｼｽﾞｸﾀﾞ ﾋﾅﾀ 東御東部中
脇中 夕渚(2) 中学 欠場
ﾜｷﾅｶ ｾﾅ 東御東部中
菅沼 花菜(2) 中学 欠場
ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ 望月AC
尾沼 未来(3) 中学 欠場
ｵﾇﾏ ﾐｸ 芦原中
比田井 凜(3) 中学 欠場
ﾋﾀﾞｲ ﾘﾝ 望月AC
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決勝 6月3日  9:00

大森 玲花(5) 小学   4.09    X    X    4.09 
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC   +1.7    +1.7
中嶋 杏佳(5) 小学   3.55   3.85   3.76    3.85 
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 軽井沢A&AC   +0.9   +2.5   +1.3    +2.5
並木 彩華(5) 小学   3.58   3.41   3.60    3.60 
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 軽井沢A&AC   +0.7   +1.5   +0.2    +0.2
大熊 杏美(5) 小学   3.48    X    X    3.48 
ｵｵｸﾏ ｱﾐ 坂城JAC   +2.5    +2.5
田口 朱音(6) 小学   3.45   3.23   3.23    3.45 
ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 軽井沢A&AC   +1.4   +1.3   +1.3    +1.4
土屋 夢萌(5) 小学   3.09   3.14   3.38    3.38 
ﾂﾁﾔ ﾕﾒ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +1.2   +0.8   +2.0    +2.0
佐藤 澪夏(4) 小学   3.13   3.06   3.24    3.24 
ｻﾄｳ ﾚｲﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +1.3   +1.3   +0.4    +0.4
山口 真央(5) 小学   2.92    X   3.06    3.06 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｵ 真田陸上教室   +2.2   +1.9    +1.9
岡嶋 芙空(4) 小学   2.49   2.50   3.01    3.01 
ｵｶｼﾞﾏ ﾌｸ 真田陸上教室   +1.3   +3.6   +1.4    +1.4
加藤 憩(5) 小学   2.96   2.93   2.98    2.98 
ｶﾄｳ ｲｺｲ 真田陸上教室   +1.4   +1.9   +2.3    +2.3
村上 桃南(6) 小学   2.97   2.84   2.41    2.97 
ﾑﾗｶﾐ ﾓﾅ 川辺小   +2.2   +2.4   +1.5    +2.2
菊池 美咲(6) 小学   2.91   2.47   2.79    2.91 
ｷｸﾁ ﾐｻｷ 川辺小   +1.4   +1.6   +0.9    +1.4
小林 由奈(4) 小学   2.61   2.47   2.66    2.66 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 真田陸上教室   +2.0   +1.1   +1.3    +1.3
甘利 胡春(6) 小学   2.53   2.61   2.41    2.61 
ｱﾏﾘ ｺﾊﾙ 川辺小   +1.0   +1.7   +1.7    +1.7
滝澤 舜菜(5) 小学    X   2.48   2.53    2.53 
ﾀｷｻﾞﾜ ｼｭﾝﾅ 真田陸上教室   +3.2   +1.7    +1.7
菊原 千聖(4) 小学   2.30   2.53    X    2.53 
ｷｸﾊﾗ ﾁｻﾄ 滋野小   +2.9   +1.8    +1.8
堀池 粋吹(4) 小学   2.23    X   2.48    2.48 
ﾎﾘｲｹ ｲﾌﾞｷ 滋野小   +1.7   +2.9    +2.9
菊原 希颯(6) 小学    X   2.47    X    2.47 
ｷｸﾊﾗ ﾉﾉｶ 滋野小   +2.4    +2.4
赤尾 美月(6) 小学   2.40    X   2.41    2.41 
ｱｶｵ ﾐﾂﾞｷ 川辺小   +1.7   +2.3    +2.3
武田 せりな(4) 小学    X   2.36   2.34    2.36 
ﾀｹﾀﾞ ｾﾘﾅ 滋野小   +2.0   +1.6    +2.0
髙﨑 莉緒(6) 小学   2.28    X    X    2.28 
ﾀｶｻｷ ﾘｵ 川辺小   +2.4    +2.4
福沢 あい(6) 小学 欠場
ﾌｸｻﾞﾜ ｱｲ 川辺小
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決勝 6月3日 10:30

栁澤 優羽(3) 中学
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 上田第五中
土屋 ほのか(3) 中学
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 軽井沢A&AC
安達 朋笑(3) 中学
ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓｴ 上田第五中
市村 彩美(3) 中学
ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ 軽井沢A&AC
前島 遥(3) 中学
ﾏｴｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 上田第四中
神林 杏花(2) 中学
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ 上田第五中
須崎 菜緒(3) 中学
ｽｻﾞｷ ﾅｵ 上田第四中
中村 美奈子(3) 中学
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅｺ 東御東部中
髙尾 玲良(3) 中学
ﾀｶｵ ﾚｲﾗ 上田第一中
櫻井 あい美(2) 中学
ｻｸﾗｲ ｱｲﾐ 上田第四中
小林 真緒(1) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｵ 東御東部中
松本 英里香(1) 中学
ﾏﾂﾓﾄ ｴﾘｶ 東御東部中
竹内 彩夏(1) 中学
ﾀｹｳﾁ ｱﾔｶ 東御東部中
上野 愛梨(3) 中学 欠場
ｳｴﾉ ｱｲﾘ 望月AC
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決勝 6月3日 10:30

酒井美咲(2) 高校
ｻｶｲ ﾐｻｷ 丸子修学館高校

  8.39 
1 1  1383

 8.07  7.95  8.39
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決勝 6月3日 13:40

石原 生芙希(6) 小学
ｲｼﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 真田陸上教室
尾﨑 玲奈(5) 小学
ｵｻﾞｷ ﾚｲﾅ 神科小
中村 美結(6) 小学
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ 神科小
原野 美憂(6) 小学
ﾊﾗﾉ ﾐｳ 塩尻小
髙橋 陽依莉(4) 小学
ﾖﾀﾞ ﾋﾖﾘ 東御市陸上教室
手塚 華(5) 小学
ﾃﾂﾞｶ ﾊﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
菊地 遥奈(5) 小学
ｷｸﾁ ﾊﾙﾅ 祢津小
竹内 姫織(5) 小学
ﾀｹｳﾁ ﾋｵﾘ 祢津小
長谷川 砂来(5) 小学
ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾗ 祢津小
別府 輝璃(5) 小学
ﾍﾞｯﾌﾟ ﾋｶﾘ 祢津小
清水 優花(6) 小学
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 塩尻小
高木 咲良(4) 小学
ﾀｶｷﾞ ｻｸﾗ 田中小
金井 未知花(6) 小学
ｶﾅｲ ﾐﾁｶ 塩尻小
安本 桃音(4) 小学
ﾔｽﾓﾄ ﾓﾓﾈ 東御市陸上教室
坂下 奏花(6) 小学
ｻｶｼﾀ ｿﾅ 塩尻小
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