
第38回長野県高等学校新人陸上競技対校選手権大会                                  
　期日：平成21年9月25日（金）-27日（日）                                        

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】201010  長野市営陸上競技場

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
09/26女子  +3.3田中 美沙(2) 12.22廣川 さつき(2) 12.31桐山 明日香(2) 12.42小平 亜湖(2) 12.47塩川 瑞希(1) 12.72黒山 あかね(1) 12.78瀧澤 祐未(1) 12.80三村 楓(2) 12.95

100m 長野吉田 文大長野 伊那弥生ヶ丘 長野吉田 岩村田 佐久長聖 松商学園 豊科
09/27  -0.7田中 美沙(2) 25.53塩川 瑞希(1) 25.94廣川 さつき(2) 26.22吉村 知夏(1) 26.27瀧澤 祐未(1) 26.48竹村 純菜(2) 26.86山本 瑞(1) 26.97黒山 あかね(1) 27.20

200m 長野吉田 岩村田 文大長野 長野吉田 松商学園 松商学園 小諸 佐久長聖
09/25 田中 美沙(2) 57.76山本 瑞(1) 59.86小松 夕姫(2) 1,00.31川上 円佳(2) 1,00.53竹村 純菜(2) 1,01.07野口 彩夏(2) 1,01.34青沼 瑞季(2) 1,01.47高橋 美由紀(1) 1,01.86

400m 長野吉田 小諸 丸子修学館 松川 松商学園 諏訪清陵 長野吉田 東海大三
09/27 小池 望(2) 2,16.12二本松 花名子(2)2,19.45北田 萌(1) 2,20.23藤澤 楓(2) 2,21.55神津 あずさ(2) 2,23.09亀山 聖華(2) 2,24.37塩入 瑛美(1) 2,24.70林 優子(2) 2,28.38

800m 諏訪二葉 市立長野 長野吉田 長野日大 上田 飯田風越 丸子修学館 諏訪清陵
09/25 安原 光(1) 4,40.41中村 早(2) 4,41.51中島 菜都美(2) 4,45.71篠田 美樹(2) 4,46.61割田 麻紀(2) 4,53.93竹村 知世(1) 4,55.55小松 紗姫(1) 4,57.78北田 萌(1) 4,59.24

1500m 長野東 長野 松商学園 長野東 長野日大 伊那弥生ヶ丘 下諏訪向陽 長野吉田
09/27 牛越 あかね(2) 9,57.64小島 捺月(2) 9,59.89中村 早(2) 10,06.07小井土 美希(2) 10,13.92竹村 知世(1) 10,22.28松山 なつみ(2) 10,24.79中島 菜都美(2) 10,26.36矢野 結香(1) 10,38.04

3000m 長野東 長野東 長野 東海大三 伊那弥生ヶ丘 中野立志館 松商学園 東海大三
09/25  +1.8小平 亜湖(2) 14.60宮澤 七夕子(2) 15.26吉村 知夏(1) 15.30鈴木 理也(2) 15.53小竹 亜紀穂(2) 15.67関 真優(2) 16.29笹川 悠紀(1) 17.25牛山 和奈(2) 17.78

100mH(0.840)長野吉田 大会新 長野吉田 長野吉田 東海大三 小諸 小諸 下諏訪向陽 長野
09/26 関 真優(2) 1,06.10小竹 亜紀穂(2) 1,07.79青沼 瑞季(2) 1,08.03高橋 美由紀(1) 1,09.47野口 彩夏(2) 1,09.96浪岡 志帆(2) 1,12.32齊藤 優衣(1) 1,13.04小松 ひかり(1) 1,13.86

400mH(0.762)小諸 小諸 長野吉田 東海大三 諏訪清陵 小諸 諏訪実業 丸子修学館
09/25 秦 初音(1) 15,08.95吉川 世里香(2) 15,57.61矢島 成美(2) 16,05.83宮林 侑梨(2) 16,21.50小島 梨紗(1) 17,22.31笠原 祥江(1) 17,59.34土屋 亜美(2) 18,10.77小山 優里(1) 18,13.56

3000mW長野東 松川 東海大三 長野東 長野 諏訪二葉 佐久長聖 須坂園芸
09/27 有賀 楓子(1) 1.60花岡 直美(2) 1.55松島 愛(1) 1.50徳武 里乃(1) 1.50水野 菜子(2) 1.45山浦 小春(1) 1.45寺島 ひかり(1) 長野吉田 1.45

走高跳 伊那北 下諏訪向陽 伊那西 松本蟻ヶ崎 北佐久農業 北佐久農業 宮澤 七夕子(2) 長野吉田
09/26 伊澤 楓(1) 2.90玉井 沙友夏(1) 2.50小牧 柚香(1) 伊那北 2.20

棒高跳(ｵｰﾌﾟﾝ) 高遠 文大長野 松本 真季(1) 高遠
09/25 宮坂 楓(2) 5.75(-1.3)桐山明日香(2) 5.46(0.0)溝口悠季乃(1)5.36(+0.2)小口 明音(2) 5.11(-0.8)伊東 美紀(2) 5.05(+0.3)井出有希子(2)5.04(+0.4)長野 安那(2) 4.92(+2.0)松本あやめ(2)4.90(+1.5)

走幅跳 東海大三 伊那弥生ヶ丘 上田 諏訪二葉 松本県ヶ丘 諏訪実業 長野東 長野吉田
09/26 武重 綾乃(2) 10.74児島 里咲(2) 10.51山﨑 真希(2) 10.30中島 未歩(2) 10.21中村 麻衣(2) 9.40古田 迪子(2) 9.15内山 紗由美(2) 9.00浪岡 志帆(2) 8.54

砲丸投(4.0kg) 丸子修学館 大町 飯山北 丸子修学館 中野立志館 松商学園 長野西 小諸
09/27 中島 未歩(2) 37.45上原 絵理香(2) 32.08児島 里咲(2) 31.78中澤 千夏(1) 29.87斉藤 あや華(2) 28.91武重 綾乃(2) 28.24原山 祐希(1) 27.30両角 遥夏(1) 27.02

円盤投(1.0kg) 丸子修学館 須坂商業 大町 市立長野 小諸 丸子修学館 文大長野 上田染谷丘
09/25 武重 綾乃(2) 38.71岸 莉穂(2) 35.82山道 思野(2) 35.80竹内 希(2) 35.30中島 未歩(2) 34.95輪島 繭理(1) 33.14両角 遥夏(1) 30.74山﨑 真希(2) 30.30

やり投(600g) 丸子修学館 野沢南 岩村田 松代 丸子修学館 長野吉田 上田染谷丘 飯山北
09/26 長野吉田       49.37丸子修学館       51.59文大長野       51.88長野日大       52.30小諸       52.35諏訪実業       52.83諏訪二葉       53.04岩村田       54.16

4×100mR 檀原 三枝(1) 中島 未歩(2) 石井 友衣(1) 土屋 友里(2) 斉藤 あや華(2) 井出 有希子(2) 牛山 奈緒(1) 中嶋 恵菜(1)
田中 美沙(2) 木村 里穂(2) 飯塚 瑛菜(2) 田中 萌(2) 関 真優(2) 深谷 里佳(1) 小口 明音(2) 塩川 瑞希(1)
小平 亜湖(2) 塚田 美穂(2) 前原 愛美(1) 門井 詩織(2) 山本 瑞(1) 今井 萌美(1) 濵 汐音(1) 山道 思野(2)
吉村 知夏(1) 小松 夕姫(2) 廣川 さつき(2) 菅野 舞(2) 小竹 亜紀穂(2) 三井 恵梨香(2) 小池 望(2) 小林 貴恵(2)

09/27 長野吉田     3,57.65長野日大     4,08.41上田東     4,10.94伊那弥生ヶ丘     4,11.59小諸     4,11.98諏訪清陵     4,12.45丸子修学館     4,13.41諏訪実業     4,18.06
4×400mR 小平 亜湖(2) 大会新 門井 詩織(2) 金箱 茉由(1) 桐山 明日香(2) 小竹 亜紀穂(2) 根橋 美希(1) 塚田 美穂(2) 井出 有希子(2)

青沼 瑞季(2) 田中 萌(2) 坂部 真希(2) 小池 麻美(2) 関 真優(2) 林 優子(2) 木村 里穂(2) 三井 恵梨香(2)
吉村 知夏(1) 菅野 舞(2) 児玉 梓(2) 寺平 稚博(2) 山本 瑞(1) 上原 瑛美(1) 塩入 瑛美(1) 齊藤 優衣(1)
田中 美沙(2) 藤澤 楓(2) 中澤 結花(2) 池田 奈美(1) 上原 彩(2) 野口 彩夏(2) 小松 夕姫(2) 深谷 里佳(1)

09/27 宮澤 七夕子(2) 4073関 真優(2) 3528寺島 ひかり(1) 3357水野 菜子(2) 3333伊藤 美智花(2) 3192笹川 悠紀(1) 3127浪岡 志帆(2) 2998山田 麻衣(2) 2911
七種競技 長野吉田 大会新 小諸 長野吉田 北佐久農業 伊那弥生ヶ丘 下諏訪向陽 小諸 長野吉田

長野吉田 108小諸 56丸子修学館 54長野東 43東海第三 31伊那弥生ヶ丘 29松商学園 24文大長野 21
女子総合



トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第38回長野県高等学校新人陸上(2009.9.25-27）                                     ｺｰﾄﾞ  [09203003]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
女子 09/26 +3.3 1田中 美沙(2)    12.22 2廣川 さつき(2)    12.31 3桐山 明日香(2)    12.42 4小平 亜湖(2)    12.47

長野吉田 文大長野 伊那弥生ヶ丘 長野吉田
 5塩川 瑞希(1)    12.72 6黒山 あかね(1)    12.78 7瀧澤 祐未(1)    12.80 8三村 楓(2)    12.95

岩村田 佐久長聖 松商学園 豊科
女子 09/27 -0.7 1田中 美沙(2)    25.53 2塩川 瑞希(1)    25.94 3廣川 さつき(2)    26.22 4吉村 知夏(1)    26.27

長野吉田 岩村田 文大長野 長野吉田
 5瀧澤 祐未(1)    26.48 6竹村 純菜(2)    26.86 7山本 瑞(1)    26.97 8黒山 あかね(1)    27.20

松商学園 松商学園 小諸 佐久長聖
女子 09/25  1田中 美沙(2)    57.76 2山本 瑞(1)    59.86 3小松 夕姫(2)  1,00.31 4川上 円佳(2)  1,00.53

長野吉田 小諸 丸子修学館 松川
 5竹村 純菜(2)  1,01.07 6野口 彩夏(2)  1,01.34 7青沼 瑞季(2)  1,01.47 8高橋 美由紀(1)  1,01.86

松商学園 諏訪清陵 長野吉田 東海大三
女子 09/27  1小池 望(2)  2,16.12 2二本松 花名子(2)  2,19.45 3北田 萌(1)  2,20.23 4藤澤 楓(2)  2,21.55

諏訪二葉 市立長野 長野吉田 長野日大
 5神津 あずさ(2)  2,23.09 6亀山 聖華(2)  2,24.37 7塩入 瑛美(1)  2,24.70 8林 優子(2)  2,28.38

上田 飯田風越 丸子修学館 諏訪清陵
女子 09/25  1安原 光(1)  4,40.41 2中村 早(2)  4,41.51 3中島 菜都美(2)  4,45.71 4篠田 美樹(2)  4,46.61

長野東 長野 松商学園 長野東
 5割田 麻紀(2)  4,53.93 6竹村 知世(1)  4,55.55 7小松 紗姫(1)  4,57.78 8北田 萌(1)  4,59.24

長野日大 伊那弥生ヶ丘 下諏訪向陽 長野吉田
 9松山 なつみ(2)  5,00.6910間宮 葵(1)  5,10.94割田 有貴(2) 棄権    北原 成美(1) 棄権    

中野立志館 上田 長野日大 東海大三
女子 09/27  1牛越 あかね(2)  9,57.64 2小島 捺月(2)  9,59.89 3中村 早(2) 10,06.07 4小井土 美希(2) 10,13.92

長野東 長野東 長野 東海大三
 5竹村 知世(1) 10,22.28 6松山 なつみ(2) 10,24.79 7中島 菜都美(2) 10,26.36 8矢野 結香(1) 10,38.04

伊那弥生ヶ丘 中野立志館 松商学園 東海大三
 9割田 麻紀(2) 10,47.5110上條 洋子(1) 11,09.3611間宮 葵(1) 11,09.9312清水 麻由子(1) 11,10.63

長野日大 松商学園 上田 飯田
13杉崎 日向子(2) 11,17.1014小林 萌華(2) 11,41.6115飯嶋 諒子(2) 11,50.0116村澤 恵理(2) 11,59.04

上田東 上伊那農業 大町 飯田
17酒井 はるか(2) 11,59.7718佐々木 亜美(1) 12,17.1419前島 美希(1) 12,24.8920中村 美咲(1) 12,44.50

伊那西 飯田風越 長野 上田東
21花澤 明優美(1) 13,56.60佐々木文華(1) 欠場    枝 美沙希(2) 欠場    塩入 瑛美(1) 欠場    

野沢北 長野東 松商学園 丸子修学館
割田 有貴(2) 欠場    

長野日大
女子 09/25 +1.8 1小平 亜湖(2)    14.60 2宮澤 七夕子(2)    15.26 3吉村 知夏(1)    15.30 4鈴木 理也(2)    15.53

長野吉田 大会新 長野吉田 長野吉田 東海大三
 5小竹 亜紀穂(2)    15.67 6関 真優(2)    16.29 7笹川 悠紀(1)    17.25 8牛山 和奈(2)    17.78

小諸 小諸 下諏訪向陽 長野
女子 09/26  1関 真優(2)  1,06.10 2小竹 亜紀穂(2)  1,07.79 3青沼 瑞季(2)  1,08.03 4高橋 美由紀(1)  1,09.47

小諸 小諸 長野吉田 東海大三
 5野口 彩夏(2)  1,09.96 6浪岡 志帆(2)  1,12.32 7齊藤 優衣(1)  1,13.04 8小松 ひかり(1)  1,13.86

諏訪清陵 小諸 諏訪実業 丸子修学館
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トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第38回長野県高等学校新人陸上(2009.9.25-27）                                     ｺｰﾄﾞ  [09203003]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

女子 09/25  1秦 初音(1) 15,08.95 2吉川 世里香(2) 15,57.61 3矢島 成美(2) 16,05.83 4宮林 侑梨(2) 16,21.50
長野東 松川 東海大三 長野東

 5小島 梨紗(1) 17,22.31 6笠原 祥江(1) 17,59.34 7土屋 亜美(2) 18,10.77 8小山 優里(1) 18,13.56
長野 諏訪二葉 佐久長聖 須坂園芸

 9小林 実央(1) 18,16.4510塩澤 玲子(2) 18,23.3911吉川 美穂(1) 18,29.6512野口 京(1) 18,34.49
長野 伊那西 松川 北佐久農業

13竹鼻 紫(1) 18,45.8914増田 陽華(2) 19,10.8315萩原 真理(1) 21,15.7816仁尾 沙織(1) 21,17.75
上田染谷丘 更級農業 穂高商業 松代

七種競技 09/26 1組 +3.1 1寺島 ひかり(1)    27.65 2中澤 彩乃(1)    28.97 3中曽根 くるみ(2)    29.08 4岸本 優里(2)    29.98
長野吉田 岡谷南 丸子修学館 松本県ヶ丘

 5百瀬 幸(1)    33.93村上 汐里(2) 欠場    桐山 明日香(2) 欠場    
松本県ヶ丘 文大長野 伊那弥生ヶ丘

 2組 +3.8 1関 真優(2)    26.50 2伊藤 美智花(2)    28.15 3山田 麻衣(2)    28.81 4浪岡 志帆(2)    29.12
小諸 伊那弥生ヶ丘 長野吉田 小諸

 5渋谷 多江(2)    29.43 6小松 ひかり(1)    29.50 7宮島 真美(1)    31.52
伊那弥生ヶ丘 丸子修学館 松本県ヶ丘

 3組 +3.7 1宮澤 七夕子(2)    26.40 2山浦 小春(1)    27.55 3水野 菜子(2)    28.41 4笹川 悠紀(1)    29.16
長野吉田 北佐久農業 北佐久農業 下諏訪向陽

 5新井 彩紀(1)    32.20北澤 佳奈(2) 欠場    
穂高商業 文大長野

七種競技 09/27 1組  1岸本 優里(2)  2,39.77 2中曽根 くるみ(2)  2,41.70 3小松 ひかり(1)  2,41.77 4中澤 彩乃(1)  2,42.75
松本県ヶ丘 丸子修学館 丸子修学館 岡谷南

 5渋谷 多江(2)  2,54.90 6新井 彩紀(1)  3,05.23 7百瀬 幸(1)  3,06.45 8宮島 真美(1)  3,21.75
伊那弥生ヶ丘 穂高商業 松本県ヶ丘 松本県ヶ丘

 2組  1宮澤 七夕子(2)  2,28.37 2水野 菜子(2)  2,33.13 3笹川 悠紀(1)  2,33.51 4浪岡 志帆(2)  2,35.31
長野吉田 北佐久農業 下諏訪向陽 小諸

 5伊藤 美智花(2)  2,35.89 6関 真優(2)  2,41.72 7寺島 ひかり(1)  2,42.72 8山田 麻衣(2)  2,51.81
伊那弥生ヶ丘 小諸 長野吉田 長野吉田

七種競技 09/26 1組 +1.8 1宮澤 七夕子(2)    15.11 2関 真優(2)    16.00 3伊藤 美智花(2)    18.58 4寺島 ひかり(1)    18.68
長野吉田 小諸 伊那弥生ヶ丘 長野吉田

 5水野 菜子(2)    19.19 6岸本 優里(2)    19.99桐山 明日香(2) 欠場    
北佐久農業 松本県ヶ丘 伊那弥生ヶ丘

 2組 +3.1 1笹川 悠紀(1)    17.04 2山田 麻衣(2)    17.84 3浪岡 志帆(2)    17.86 4中曽根 くるみ(2)    18.33
下諏訪向陽 長野吉田 小諸 丸子修学館

 5中澤 彩乃(1)    19.49 6宮島 真美(1)    21.90 7新井 彩紀(1)    21.92
岡谷南 松本県ヶ丘 穂高商業

 3組 +2.4 1渋谷 多江(2)    18.19 2小松 ひかり(1)    19.14 3山浦 小春(1)    20.27 4百瀬 幸(1)    25.86
伊那弥生ヶ丘 丸子修学館 北佐久農業 松本県ヶ丘

北澤 佳奈(2) 欠場    村上 汐里(2) 欠場    
文大長野 文大長野
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トラック種目・予  選・[準決勝]・決勝・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第38回長野県高等学校新人陸上(2009.9.25-27）                                     ｺｰﾄﾞ  [09203003]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
女子 09/26 1組 +1.3 1田中 美沙(2)    12.42 2小平 亜湖(2)    12.55 3塩川 瑞希(1)    12.80 4黒山 あかね(1)    12.94

長野吉田 長野吉田 岩村田 佐久長聖
 5清水 麻由美(2)    13.06 6小川 真未(2)    13.19 7海野 由貴(2)    13.27 8木村 里穂(2)    13.32

阿南 松本深志 屋代 丸子修学館
 2組 +2.5 1廣川 さつき(2)    12.58 2桐山 明日香(2)    12.60 3瀧澤 祐未(1)    12.93 4三村 楓(2)    13.01

文大長野 伊那弥生ヶ丘 松商学園 豊科
 5檀原 三枝(1)    13.07 6坂部 真希(2)    13.17 7今村 実香子(1)    13.28 8小松 夕姫(2)    13.38

長野吉田 上田東 佐久長聖 丸子修学館
女子 09/27 1組 -0.1 1塩川 瑞希(1)    25.88 2田中 美沙(2)    26.17 3廣川 さつき(2)    26.74 4竹村 純菜(2)    26.82

岩村田 長野吉田 文大長野 松商学園
 5今村 実香子(1)    27.40 6檀原 三枝(1)    27.48 7三村 楓(2)    27.53 8清水 麻由美(2)    27.67

佐久長聖 長野吉田 豊科 阿南
 2組 0.0 1吉村 知夏(1)    26.57 2瀧澤 祐未(1)    26.69 3黒山 あかね(1)    26.87 4山本 瑞(1)    27.01

長野吉田 松商学園 佐久長聖 小諸
 5高橋 美由紀(1)    27.55 6川上 円佳(2)    27.67 7菅野 舞(2)    27.69 8海野 由貴(2)    27.79

東海大三 松川 長野日大 屋代
女子 09/25 1組  1田中 美沙(2)  1,00.56 2山本 瑞(1)  1,00.86 3竹村 純菜(2)  1,01.15 4川上 円佳(2)  1,01.51

長野吉田 小諸 松商学園 松川
 5高橋 美由紀(1)  1,01.96 6根橋 美希(1)  1,02.76 7菅野 舞(2)  1,03.04 8海野 由貴(2)  1,04.38

東海大三 諏訪清陵 長野日大 屋代
 2組  1野口 彩夏(2)  1,00.93 2小松 夕姫(2)  1,00.98 3青沼 瑞季(2)  1,01.42 4藤澤 楓(2)  1,02.36

諏訪清陵 丸子修学館 長野吉田 長野日大
 5三村 楓(2)  1,02.80 6神津 あずさ(2)  1,02.96小池 望(2) 棄権    二本松 花名子(2) 棄権    

豊科 上田 諏訪二葉 市立長野
女子 09/26 1組  1二本松 花名子(2)  2,23.52 2藤澤 楓(2)  2,24.28 3北田 萌(1)  2,24.59 4林 優子(2)  2,27.53

市立長野 長野日大 長野吉田 諏訪清陵
 5佐藤 史穂(1)  2,33.40 6池田 奈美(1)  2,36.88 7五味 あずさ(1)  2,38.42 8藤田 英里(2)  2,49.05

野沢南 伊那弥生ヶ丘 松本蟻ヶ崎 阿南
 2組  1小池 望(2)  2,20.89 2神津 あずさ(2)  2,27.31 3塩入 瑛美(1)  2,27.61 4亀山 聖華(2)  2,28.15

諏訪二葉 上田 丸子修学館 飯田風越
 5小松 紗姫(1)  2,32.05 6小林 郁美(1)  2,34.60 7八木 緋夏莉(2)  2,35.23 8上條 洋子(1)  2,42.44

下諏訪向陽 上田東 長野日大 松商学園
女子 09/25 1組 +0.1 1宮澤 七夕子(2)    15.39 2吉村 知夏(1)    15.52 3関 真優(2)    16.32 4依田 万波(2)    17.79

長野吉田 長野吉田 小諸 野沢北
 5齊藤 優衣(1)    17.87 6溝口 悠季乃(1)    17.88 7小林 ゆき圭(2)    18.29 8中嶋 恵菜(1)    18.40

諏訪実業 上田 大町 岩村田
 2組 +3.0 1小平 亜湖(2)    14.57 2鈴木 理也(2)    15.57 3小竹 亜紀穂(2)    15.85 4笹川 悠紀(1)    16.82

長野吉田 東海大三 小諸 下諏訪向陽
 5牛山 和奈(2)    17.71 6井出 優香子(1)    17.85 7熊井 麻美(2)    18.11 8向澤 璃茄(1)    18.39

長野 諏訪清陵 長野西 諏訪実業
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トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第38回長野県高等学校新人陸上(2009.9.25-27）                                     ｺｰﾄﾞ  [09203003]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
女子 09/25 1組 +2.8 1桐山 明日香(2)    12.45 2檀原 三枝(1)    12.90 3今村 実香子(1)    12.97 4海野 由貴(2)    13.06

伊那弥生ヶ丘 長野吉田 佐久長聖 屋代
 5小松 夕姫(2)    13.07 6井出 有希子(2)    13.17 7伊東 美紀(2)    13.52竹村 純菜(2) 欠場    

丸子修学館 諏訪実業 松本県ヶ丘 松商学園
 2組 +2.6 1田中 美沙(2)    12.33 2黒山 あかね(1)    12.84 3小川 真未(2)    13.02 4山本 瑞(1)    13.16

長野吉田 佐久長聖 松本深志 小諸
 5飯塚 瑛菜(2)    13.22 6宮下 杏香(1)    13.42 7小口 綾香(1)    13.44宮坂 楓(2) 欠場    

文大長野 赤穂 松本蟻ヶ崎 東海大三
 3組 +1.4 1廣川 さつき(2)    12.64 2瀧澤 祐未(1)    12.84 3清水 麻由美(2)    12.85 4坂部 真希(2)    13.11

文大長野 松商学園 阿南 上田東
 5木村 里穂(2)    13.14 6田中 萌(2)    13.38 7根橋 美希(1)    13.50 8内山 真理子(2)    13.70

丸子修学館 長野日大 諏訪清陵 豊科
 4組 +1.0 1塩川 瑞希(1)    12.74 2小平 亜湖(2)    12.75 3三村 楓(2)    12.98 4中原 里奈(2)    13.32

岩村田 長野吉田 豊科 辰野
 5竹内 希(2)    13.41 6塚田 美穂(2)    13.46 7髙橋 優希(2)    13.89川上 円佳(2) 欠場    

松代 丸子修学館 松本美須々ヶ丘 松川
女子 09/27 1組 -1.5 1田中 美沙(2)    27.04 2黒山 あかね(1)    27.51 3竹村 純菜(2)    27.58 4小川 真未(2)    28.35

長野吉田 佐久長聖 松商学園 松本深志
 5宮下 杏香(1)    28.49 6小野 加奈(1)    28.63 7深谷 里佳(1)    28.68坂部 真希(2) 欠場    

赤穂 篠ノ井 諏訪実業 上田東
 2組 0.0 1今村 実香子(1)    27.59 2廣川 さつき(2)    27.64 3高橋 美由紀(1)    27.64 4檀原 三枝(1)    27.92

佐久長聖 文大長野 東海大三 長野吉田
 5木村 里穂(2)    27.93 6根橋 美希(1)    27.98 7伊東 美紀(2)    28.39 8内山 真理子(2)    28.75

丸子修学館 諏訪清陵 松本県ヶ丘 豊科
 3組 -0.1 1吉村 知夏(1)    26.74 2山本 瑞(1)    26.89 3三村 楓(2)    27.03 4清水 麻由美(2)    27.23

長野吉田 小諸 豊科 阿南
 5小池 麻美(2)    28.25 6田中 萌(2)    28.38 7髙橋 優希(2)    28.90小松 夕姫(2) 欠場    

伊那弥生ヶ丘 長野日大 松本美須々ヶ丘 丸子修学館
 4組 -1.8 1塩川 瑞希(1)    26.59 2瀧澤 祐未(1)    27.28 3海野 由貴(2)    27.51 4菅野 舞(2)    27.60

岩村田 松商学園 屋代 長野日大
 5川上 円佳(2)    27.62 6仁科 恵理子(2)    28.53 7中原 里奈(2)    28.66金箱 茉由(1) 欠場    

松川 松本蟻ヶ崎 辰野 上田東
女子 09/25 1組  1高橋 美由紀(1)  1,00.94 2田中 美沙(2)  1,01.26 3小松 夕姫(2)  1,01.41 4根橋 美希(1)  1,01.54

東海大三 長野吉田 丸子修学館 諏訪清陵
 5内山 真理子(2)  1,03.91 6大日方 友理(1)  1,05.47 7上原 彩(2)  1,05.56 8古厩 愛望(1)  1,06.17

豊科 長野 小諸 松本蟻ヶ崎
 2組  1小池 望(2)    59.94 2青沼 瑞季(2)  1,02.22 3藤澤 楓(2)  1,02.52 4神津 あずさ(2)  1,03.42

諏訪二葉 長野吉田 長野日大 上田
 5小池 麻美(2)  1,03.78 6中曽根 慈(1)  1,04.50 7栗田 愛(1)  1,05.38瀧澤 祐未(1) 欠場    

伊那弥生ヶ丘 上田染谷丘 松本蟻ヶ崎 松商学園
 3組  1二本松 花名子(2)  1,01.77 2竹村 純菜(2)  1,01.95 3川上 円佳(2)  1,02.24 4菅野 舞(2)  1,02.73

市立長野 松商学園 松川 長野日大
 5深谷 里佳(1)  1,04.34 6小林 貴恵(2)  1,05.48 7清水 ひとみ(1)  1,07.50木村 里穂(2) 欠場    

諏訪実業 岩村田 大町 丸子修学館
 4組  1山本 瑞(1)  1,00.55 2野口 彩夏(2)  1,01.23 3海野 由貴(2)  1,01.44 4三村 楓(2)  1,02.84

小諸 諏訪清陵 屋代 豊科
 5春日 智香(2)  1,03.55 6中澤 結花(2)  1,03.81 7小野 加奈(1)  1,03.81 8佐藤 淳美(2)  1,07.34

伊那北 上田東 篠ノ井 松本県ヶ丘
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トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第38回長野県高等学校新人陸上(2009.9.25-27）                                     ｺｰﾄﾞ  [09203003]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
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女子 09/26 1組  1藤澤 楓(2)  2,25.58 2塩入 瑛美(1)  2,25.91 3五味 あずさ(1)  2,34.85 4藤田 英里(2)  2,35.89
長野日大 丸子修学館 松本蟻ヶ崎 阿南

 5大井 美咲(1)  2,48.02笠原 悠紀(1) 欠場    北原 成美(1) 欠場    柏原 麻祐(2) 欠場    
小諸 文大長野 東海大三 大町

 2組  1亀山 聖華(2)  2,29.97 2神津 あずさ(2)  2,30.36 3八木 緋夏莉(2)  2,32.09 4上條 紗泰雅(1)  2,52.65
飯田風越 上田 長野日大 塩尻志学館

杉崎 日向子(2) 欠場    中島 菜都美(2) 欠場    鈴木 真綾(1) 欠場    矢野 結香(1) 欠場    
上田東 松商学園 長野東 東海大三

 3組  1二本松 花名子(2)  2,26.16 2林 優子(2)  2,26.78 3小松 紗姫(1)  2,28.94 4小林 郁美(1)  2,32.01
市立長野 諏訪清陵 下諏訪向陽 上田東

 5上條 洋子(1)  2,37.20 6間宮 葵(1)  2,37.71 7和田 はるか(2)  2,42.99志村 有美(2) 欠場    
松商学園 上田 篠ノ井 松本県ヶ丘

 4組  1小池 望(2)  2,23.32 2北田 萌(1)  2,29.77 3池田 奈美(1)  2,32.81 4佐藤 史穂(1)  2,33.92
諏訪二葉 長野吉田 伊那弥生ヶ丘 野沢南

 5酒井 ちふみ(2)  2,37.94 6清澤 優佳(1)  2,39.77 7三溝 あかね(1)  2,42.67 8栢下 汀(1)  2,49.48
佐久長聖 田川 長野 松商学園

女子 09/25 1組  1割田 麻紀(2)  4,57.80 2北田 萌(1)  5,03.66 3間宮 葵(1)  5,07.98 4小林 郁美(1)  5,09.36
長野日大 長野吉田 上田 上田東

 5志村 有美(2)  5,10.01 6五味 あずさ(1)  5,15.54 7小林 萌華(2)  5,15.60 8上條 洋子(1)  5,27.77
松本県ヶ丘 松本蟻ヶ崎 上伊那農業 松商学園

 9牧田 琴美(1)  5,34.72北澤 春香(1) 欠場    小井土 美希(2) 欠場    
伊那北 長野東 東海大三

 2組  1安原 光(1)  4,41.78 2中島 菜都美(2)  4,45.48 3中村 早(2)  4,46.44 4割田 有貴(2)  4,56.17
長野東 松商学園 長野 長野日大

 5竹村 知世(1)  4,57.85 6小松 紗姫(1)  5,01.75 7杉崎 日向子(2)  5,15.74 8勝山 友梨子(2)  5,30.20
伊那弥生ヶ丘 下諏訪向陽 上田東 松本美須々ヶ丘

 9福田 梨花(2)  5,34.1410酒井 ちふみ(2)  5,42.2011大井 美咲(1)  5,50.12
松本蟻ヶ崎 佐久長聖 小諸

 3組  1篠田 美樹(2)  4,46.72 2北原 成美(1)  4,48.65 3松山 なつみ(2)  4,54.59 4亀山 聖華(2)  5,12.83
長野東 東海大三 中野立志館 飯田風越

 5清水 麻由子(1)  5,14.80 6飯嶋 諒子(2)  5,18.27 7清澤 優佳(1)  5,36.56 8中村 美咲(1)  5,40.03
飯田 大町 田川 上田東

 9花澤 明優美(1)  6,20.88塩入 瑛美(1) 欠場    
野沢北 丸子修学館

女子 09/25 1組 -0.9 1小平 亜湖(2)    15.42 2井出 優香子(1)    17.92 3溝口 悠季乃(1)    17.92 4向澤 璃茄(1)    18.46
長野吉田 諏訪清陵 上田 諏訪実業

 5依田 万波(2)    18.54 6岸本 優里(2)    19.02 7徳武 里乃(1)    19.76 8風間 萌衣(1)    20.76
野沢北 松本県ヶ丘 松本蟻ヶ崎 篠ノ井

 2組 0.0 1宮澤 七夕子(2)    15.66 2関 真優(2)    17.45 3齊藤 優衣(1)    17.87 4佐藤 和月(2)    18.57
長野吉田 小諸 諏訪実業 長野俊英

 5中村 友紀子(1)    18.98 6小松 ひかり(1)    19.01 7牛山 奈緒(1)    19.32 8浅田 恵(2)    19.61
松本蟻ヶ崎 丸子修学館 諏訪二葉 松本県ヶ丘

 3組 +0.8 1吉村 知夏(1)    15.66 2鈴木 理也(2)    15.85 3小竹 亜紀穂(2)    16.46 4土屋 杏那(1)    18.70
長野吉田 東海大三 小諸 野沢北

 5渋谷 多江(2)    18.75 6土屋 友里(2)    18.87 7西山 萌(2)    19.42 8小口 綾香(1)    19.62
伊那弥生ヶ丘 長野日大 大町 松本蟻ヶ崎

1500m

100mH(0.840)

800m



トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第38回長野県高等学校新人陸上(2009.9.25-27）                                     ｺｰﾄﾞ  [09203003]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

 4組 +1.7 1笹川 悠紀(1)    17.23 2中嶋 恵菜(1)    17.77 3熊井 麻美(2)    18.12 4牛山 和奈(2)    18.20
下諏訪向陽 岩村田 長野西 長野

 5小林 ゆき圭(2)    18.49 6下平 真希(1)    18.86 7清水 友里(2)    19.89
大町 飯田女子 上田東

女子 09/26 1組  1関 真優(2)  1,07.93 2野口 彩夏(2)  1,10.73 3阪本 さくら(2)  1,15.99 4深見 香奈(2)  1,18.07
小諸 諏訪清陵 市立長野 中野立志館

 5片平 いづみ(1)  1,18.44 6渋谷 多江(2)  1,20.09中嶋 恵菜(1) 欠場    柏原 麻祐(2) 欠場    
丸子修学館 伊那弥生ヶ丘 岩村田 大町

 2組  1小竹 亜紀穂(2)  1,09.62 2青沼 瑞季(2)  1,12.05 3齊藤 優衣(1)  1,12.48 4小松 ひかり(1)  1,12.94
小諸 長野吉田 諏訪実業 丸子修学館

 5小林 貴恵(2)  1,14.60 6杉江 美沙(1)  1,18.80 7町田 佳澄(2)  1,24.27北澤 佳奈(2) 欠場    
岩村田 伊那弥生ヶ丘 長野清泉 文大長野

 3組  1高橋 美由紀(1)  1,10.89 2浪岡 志帆(2)  1,12.55 3牛山 和奈(2)  1,13.19 4中曽根 くるみ(2)  1,14.14
東海大三 小諸 長野 丸子修学館

 5土屋 友里(2)  1,14.58 6向澤 璃茄(1)  1,16.85志村 有美(2) 欠場    久保田 沙恵(2) 欠場    
長野日大 諏訪実業 松本県ヶ丘 長野清泉

400mH(0.762)



リレー種目・予  選・[準決勝]・決勝・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第38回長野県高等学校新人陸上(2009.9.25-27）                                     ｺｰﾄﾞ  [09203003]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 順位 選手名２ 選手名３ 選手名４ 記  録 備  考
女子 09/25 1組     1長野吉田 檀原 三枝(1) 田中 美沙(2) 小平 亜湖(2) 吉村 知夏(1)       49.06

    2小諸 斉藤 あや華(2) 関 真優(2) 山本 瑞(1) 小竹 亜紀穂(2)       51.75
    3文大長野 玉井 沙友夏(1) 飯塚 瑛菜(2) 前原 愛美(1) 廣川 さつき(2)       51.98
    4諏訪実業 井出 有希子(2) 深谷 里佳(1) 今井 萌美(1) 三井 恵梨香(2)       52.24
    5岩村田 中嶋 恵菜(1) 塩川 瑞希(1) 山道 思野(2) 小林 貴恵(2)       52.53
    6佐久長聖 中澤 佳奈(1) 黒山 あかね(1) 今村 実香子(1) 古越 香帆(1)       52.88
    7上田東 宮坂 はづき(2) 坂部 真希(2) 児玉 梓(2) 金箱 茉由(1)       53.16
    8野沢北 土屋 杏那(1) 菊原 彩加(1) 遠山 祥(1) 依田 万波(2)       53.71

 2組     1丸子修学館 中島 未歩(2) 木村 里穂(2) 塚田 美穂(2) 小松 夕姫(2)       51.08
    2長野日大 土屋 友里(2) 田中 萌(2) 門井 詩織(2) 菅野 舞(2)       51.99
    3諏訪二葉 牛山 奈緒(1) 小口 明音(2) 濵 汐音(1) 小池 望(2)       52.37
    4松本蟻ヶ崎 中村 友紀子(1) 仁科 恵理子(2) 古厩 愛望(1) 小口 綾香(1)       52.88
    5中野立志館 中嶋 貴子(1) 黒岩 彩花(1) 西埜 波姫(1) 田幸 結花(1)       52.94
    6諏訪清陵 上原 瑛美(1) 野口 彩夏(2) 井出 優香子(1) 根橋 美希(1)       53.12
    7伊那北 有賀 楓子(1) 春日 智香(2) 小牧 柚香(1) 金子 美穂(1)       53.43

伊那西 瀬戸 千映(2) 大久保 萌花(1) 吉瀬 瞳(2) 松島 愛(1) 棄権      
女子 09/27 1組     1長野日大 門井 詩織(2) 田中 萌(2) 菅野 舞(2) 藤澤 楓(2)     4,07.08

    2上田東 金箱 茉由(1) 坂部 真希(2) 宮坂 はづき(2) 中澤 結花(2)     4,10.12
    3伊那弥生ヶ丘 桐山 明日香(2) 小池 麻美(2) 寺平 稚博(2) 池田 奈美(1)     4,11.38
    4諏訪実業 井出 有希子(2) 三井 恵梨香(2) 齊藤 優衣(1) 深谷 里佳(1)     4,13.09
    5松本県ヶ丘 伊東 美紀(2) 志村 有美(2) 佐藤 淳美(2) 岸本 優里(2)     4,17.41
    6伊那北 金子 美穂(1) 牧田 琴美(1) 小牧 柚香(1) 春日 智香(2)     4,20.45
    7大町 清水 ひとみ(1) 柏原 麻祐(2) 西山 萌(2) 飯嶋 諒子(2)     4,29.08

市立長野 阪本 さくら(2) 二本松 花名子(2) 山口 芽吹(1) 綱嶋 由佳(2) 棄権      
 2組     1長野吉田 小平 亜湖(2) 青沼 瑞季(2) 吉村 知夏(1) 田中 美沙(2)     4,07.18

    2丸子修学館 塚田 美穂(2) 木村 里穂(2) 塩入 瑛美(1) 小松 夕姫(2)     4,11.66
    3小諸 小竹 亜紀穂(2) 関 真優(2) 山本 瑞(1) 上原 彩(2)     4,11.91
    4諏訪清陵 野口 彩夏(2) 林 優子(2) 上原 瑛美(1) 根橋 美希(1)     4,12.07
    5長野西 矢島 穂菜美(2) 水庫 愛実(2) 熊井 麻美(2) 飯嶋 桜子(1)     4,20.31
    6松本蟻ヶ崎 小口 綾香(1) 福田 梨花(2) 古厩 愛望(1) 栗田 愛(1)     4,22.45
    7長野 外谷 安祐美(1) 大日方 友理(1) 三溝 あかね(1) 牛山 和奈(2)     4,25.00
    8長野商業 本間 友梨(1) 飯嶋 桃子(1) 金原 早希(2) 近藤 由実(1)     4,37.81

4×400mR

チーム名 選手名１

4×100mR



リレー種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第38回長野県高等学校新人陸上(2009.9.25-27）                                     ｺｰﾄﾞ  [09203003]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 順位 選手名２ 選手名３ 選手名４ 記  録 備  考
女子 09/25 1組     1長野吉田 檀原 三枝(1) 田中 美沙(2) 小平 亜湖(2) 吉村 知夏(1)       49.31

    2小諸 斉藤 あや華(2) 関 真優(2) 山本 瑞(1) 小竹 亜紀穂(2)       51.70
    3諏訪実業 井出 有希子(2) 深谷 里佳(1) 今井 萌美(1) 三井 恵梨香(2)       52.20
    4伊那西 瀬戸 千映(2) 大久保 萌花(1) 吉瀬 瞳(2) 松島 愛(1)       54.06
    5松代 柳澤 亜実(1) 竹内 希(2) 関川 佳奈(1) 村田 香織(2)       55.01
    6大町 清水 ひとみ(1) 小林 ゆき圭(2) 西山 萌(2) 飯嶋 諒子(2)       55.60
    7上田染谷丘 中曽根 慈(1) 宮下 唯(2) 竹鼻 紫(1) 両角 遥夏(1)       56.17
    8松本美須々ヶ丘 勝山 友梨子(2) 中條 綾香(2) 傘木 みちる(2) 髙橋 優希(2)       56.96

 2組     1丸子修学館 中島 未歩(2) 木村 里穂(2) 塚田 美穂(2) 小松 夕姫(2)       51.67
    2中野立志館 中嶋 貴子(1) 黒岩 彩花(1) 西埜 波姫(1) 田幸 結花(1)       52.39
    3諏訪二葉 牛山 奈緒(1) 小口 明音(2) 濵 汐音(1) 小池 望(2)       52.55
    4下諏訪向陽 田中 怜奈(1) 笹川 悠紀(1) 鮎沢 郁恵(1) 花岡 直美(2)       54.36
    5長野清泉 塩野谷 実果(1) 藤澤 友希(2) 徳武 麻希(2) 久保田 沙恵(2)       54.37
    6小諸商業 小林 奈月(1) 前川 真央(2) 竹内 佑季(1) 小林 優理亜(2)       56.20
    7穂高商業 金森 光代(1) 新井 彩紀(1) 帯刀 彩章(1) 萩原 真理(1)     1,00.32

松本県ヶ丘 浅田 恵(2) 伊東 美紀(2) 岸本 優里(2) 志村 有美(2) 失格      
 3組     1岩村田 中嶋 恵菜(1) 塩川 瑞希(1) 山道 思野(2) 小林 貴恵(2)       52.93

    2諏訪清陵 上原 瑛美(1) 野口 彩夏(2) 井出 優香子(1) 根橋 美希(1)       52.95
    3伊那北 有賀 楓子(1) 春日 智香(2) 小牧 柚香(1) 金子 美穂(1)       53.05
    4文大長野 玉井 沙友夏(1) 飯塚 瑛菜(2) 前原 愛美(1) 廣川 さつき(2)       53.26
    5野沢北 土屋 杏那(1) 菊原 彩加(1) 遠山 祥(1) 依田 万波(2)       54.07
    6長野 三溝 あかね(1) 外谷 安祐美(1) 牛山 和奈(2) 大日方 友理(1)       55.10

松商学園 林 あすみ(2) 瀧澤 祐未(1) 古田 迪子(2) 竹村 純菜(2) 失格      
 4組     1長野日大 土屋 友里(2) 田中 萌(2) 門井 詩織(2) 菅野 舞(2)       52.47

    2佐久長聖 中澤 佳奈(1) 黒山 あかね(1) 今村 実香子(1) 古越 香帆(1)       53.03
    3上田東 宮坂 はづき(2) 坂部 真希(2) 児玉 梓(2) 金箱 茉由(1)       53.27
    4松本蟻ヶ崎 中村 友紀子(1) 仁科 恵理子(2) 古厩 愛望(1) 小口 綾香(1)       53.33
    5長野西 熊井 麻美(2) 矢島 穂菜美(2) 水庫 愛実(2) 飯嶋 桜子(1)       54.50
    6飯田女子 下平 真希(1) 吉江 有紗(1) 中 ともみ(1) 小島 悠衣(2)       56.29

伊那弥生ヶ丘 桐山 明日香(2) 小池 麻美(2) 伊藤 美智花(2) 増澤 菜々 子(2) 失格      
女子 09/26 1組     1諏訪清陵 野口 彩夏(2) 林 優子(2) 上原 瑛美(1) 根橋 美希(1)     4,12.96

    2上田東 宮坂 はづき(2) 坂部 真希(2) 児玉 梓(2) 中澤 結花(2)     4,13.82
    3長野西 矢島 穂菜美(2) 水庫 愛実(2) 熊井 麻美(2) 飯嶋 桜子(1)     4,23.14
    4長野 外谷 安祐美(1) 大日方 友理(1) 三溝 あかね(1) 牛山 和奈(2)     4,26.70
    5大町 清水 ひとみ(1) 柏原 麻祐(2) 西山 萌(2) 飯嶋 諒子(2)     4,29.81
    6松川 青木 柚佳(1) 川上 円佳(2) 吉川 世里香(2) 木下 香奈絵(1)     4,32.50
    7松本美須々ヶ丘 髙橋 優希(2) 中條 綾香(2) 勝山 友梨子(2) 傘木 みちる(2)     4,40.35
    8小諸商業 前川 真央(2) 小林 優理亜(2) 竹之内 美翠(1) 竹内 佑季(1)     4,50.47

 2組     1伊那弥生ヶ丘 桐山 明日香(2) 小池 麻美(2) 寺平 稚博(2) 鹿野 知世(1)     4,18.98
    2小諸 小竹 亜紀穂(2) 関 真優(2) 山本 瑞(1) 上原 彩(2)     4,19.51
    3市立長野 阪本 さくら(2) 二本松 花名子(2) 山口 芽吹(1) 綱嶋 由佳(2)     4,29.25
    4文大長野 前原 愛美(1) 飯塚 瑛菜(2) 北澤 佳奈(2) 廣川 さつき(2)     4,30.02
    5伊那西 松島 愛(1) 大久保 萌花(1) 吉瀬 瞳(2) 保科 千絵(2)     4,30.38
    6野沢南 星野 貴楽里(1) 菊池 さくら(1) 掛川 遥(2) 佐藤 史穂(1)     4,42.37

松商学園 欠場      

4×400mR

チーム名 選手名１

4×100mR



リレー種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第38回長野県高等学校新人陸上(2009.9.25-27）                                     ｺｰﾄﾞ  [09203003]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 順位 選手名２ 選手名３ 選手名４ 記  録 備  考チーム名 選手名１
 3組     1長野吉田 小平 亜湖(2) 青沼 瑞季(2) 吉村 知夏(1) 田中 美沙(2)     4,13.88

    2諏訪実業 井出 有希子(2) 三井 恵梨香(2) 今井 萌美(1) 深谷 里佳(1)     4,20.17
    3松本県ヶ丘 伊東 美紀(2) 志村 有美(2) 佐藤 淳美(2) 岸本 優里(2)     4,20.81
    4伊那北 金子 美穂(1) 牧田 琴美(1) 有賀 楓子(1) 春日 智香(2)     4,23.75
    5篠ノ井 小野 加奈(1) 風間 萌衣(1) 山田 沙代子(1) 和田 はるか(2)     4,40.30

佐久長聖 欠場      
岩村田 欠場      

 4組     1長野日大 門井 詩織(2) 田中 萌(2) 菅野 舞(2) 藤澤 楓(2)     4,12.71
    2丸子修学館 塚田 美穂(2) 木村 里穂(2) 塩入 瑛美(1) 小松 夕姫(2)     4,14.25
    3松本蟻ヶ崎 小口 綾香(1) 福田 梨花(2) 古厩 愛望(1) 栗田 愛(1)     4,27.86
    4長野商業 本間 友梨(1) 飯嶋 桃子(1) 丸山 智子(2) 近藤 由実(1)     4,29.08

下諏訪向陽 欠場      
穂高商業 欠場      
諏訪二葉 欠場      



フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第38回長野県高等学校新人陸上(2009.9.25-27）                                     ｺｰﾄﾞ  [09203003]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
女子 09/27  1有賀 楓子(1)    1.60 2花岡 直美(2)    1.55 3松島 愛(1)    1.50 4徳武 里乃(1)    1.50

伊那北 下諏訪向陽 伊那西 松本蟻ヶ崎
 5水野 菜子(2)    1.45 6山浦 小春(1)    1.45 7寺島 ひかり(1)    1.45 7宮澤 七夕子(2)    1.45

北佐久農業 北佐久農業 長野吉田 長野吉田
 9中嶋 貴子(1)    1.4510松本 あやめ(2)    1.4011浅田 恵(2)    1.3512西山 萌(2)    1.35

中野立志館 長野吉田 松本県ヶ丘 大町
13中曽根 慈(1)    1.3514中曽根 くるみ(2)    1.3515小口 明音(2)    1.3016水庫 愛実(2)    1.30

上田染谷丘 丸子修学館 諏訪二葉 長野西
16白澤 美雪(2)    1.3016牛山 奈緒(1)    1.3019清水 ひとみ(1)    1.3020苫坂 奈々 (1)    1.25

伊那西 諏訪二葉 大町 小諸
片平 いづみ(1) 記録なし 塚田 美穂(2) 記録なし 中澤 彩乃(1) 欠場    金箱 茉由(1) 欠場    

丸子修学館 丸子修学館 岡谷南 上田東
伊藤 美智花(2) 欠場    

伊那弥生ヶ丘
女子 09/26  1伊澤 楓(1)    2.90 2玉井 沙友夏(1)    2.50 3小牧 柚香(1)    2.20 3松本 真季(1)    2.20

高遠 文大長野 伊那北 高遠
藤澤 芽吹(1) 記録なし

高遠
女子 09/25  1宮坂 楓(2)    5.75 2桐山 明日香(2)    5.46 3溝口 悠季乃(1)    5.36 4小口 明音(2)    5.11

東海大三    -1.3 伊那弥生ヶ丘     0.0 上田    +0.2 諏訪二葉    -0.8
 5伊東 美紀(2)    5.05 6井出 有希子(2)    5.04 7長野 安那(2)    4.92 8松本 あやめ(2)    4.90

松本県ヶ丘    +0.3 諏訪実業    +0.4 長野東    +2.0 長野吉田    +1.5
 9大久保 萌花(1)    4.8110有賀 楓子(1)    4.7711田口 瑠莉(1)    4.7212花岡 直美(2)    4.69

伊那西    -0.5 伊那北    +0.5 上伊那農業    -1.4 下諏訪向陽    +1.7
13熊井 麻美(2)    4.6714門井 詩織(2)    4.6615小竹 亜紀穂(2)    4.6416外谷 安祐美(1)    4.52

長野西    +1.0 長野日大    +0.7 小諸    -0.9 長野     0.0
17市村 美紀(1)    4.4518中澤 佳奈(1)    4.4319坂部 真希(2)    4.4220金森 光代(1)    4.35

市立長野    +0.6 佐久長聖    +2.3 上田東    +0.8 穂高商業     0.0
21飯嶋 桃子(1)    4.3322今溝 聖子(2)    4.3123掛川 遥(2)    4.2824土屋 杏那(1)    4.27

長野商業    -0.3 南安曇農業    -0.5 野沢南    +0.4 野沢北    -1.7
25古厩 愛望(1)    4.2626宇田 亜彩未(2)    4.1527上條 紗泰雅(1)    4.0628齋藤 春香(2)    3.97

松本蟻ヶ崎    +0.8 下高井農林    +0.2 塩尻志学館    +0.4 塩尻志学館    -0.7
29山浦 恵(1)    3.8230加藤 ゆかり(2)    2.58小林 貴恵(2) 欠場    林 あすみ(2) 欠場    

蓼科    +0.5 松本県ヶ丘    +1.4 岩村田 松商学園

順
位

順
位

順
位

順
位

走高跳

棒高跳(ｵｰﾌﾟﾝ)

走幅跳



フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第38回長野県高等学校新人陸上(2009.9.25-27）                                     ｺｰﾄﾞ  [09203003]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

女子 09/26  1武重 綾乃(2)   10.74 2児島 里咲(2)   10.51 3山﨑 真希(2)   10.30 4中島 未歩(2)   10.21
丸子修学館 大町 飯山北 丸子修学館

 5中村 麻衣(2)    9.40 6古田 迪子(2)    9.15 7内山 紗由美(2)    9.00 8浪岡 志帆(2)    8.54
中野立志館 松商学園 長野西 小諸

 9中澤 千夏(1)    8.4910宮入 麻鈴(2)    8.1611岸 莉穂(2)    7.9812大澤 樹里(2)    7.76
市立長野 丸子修学館 野沢南 辰野

13斉藤 あや華(2)    7.7114西村 江未(1)    7.6715飯嶋 桃子(1)    7.6516飯嶋 桜子(1)    7.64
小諸 長野西 長野商業 長野西

17神事 優香(1)    7.5318輪島 繭理(1)    7.3119下島 鈴花(2)    7.0520森本 若菜(1)    7.02
松本深志 長野吉田 上伊那農業 上伊那農業

21西澤 雅(2)    7.0122柳沢 奈美(1)    6.8923前島 知子(2)    6.8624古田 輝美(2)    6.59
辰野 小諸 飯田 木曽青峰

25齋藤 知美(1)    6.2526久保田 夏弥(2)    6.2027丸山 麻美(2)    5.5728上條 志織(2)    5.55
松川 明科 松商学園 梓川

29古林 早紀(1)    5.38伊藤 美智花(2) 欠場    山道 思野(2) 欠場    小口 明音(2) 欠場    
明科 伊那弥生ヶ丘 岩村田 諏訪二葉

女子 09/27  1中島 未歩(2)   37.45 2上原 絵理香(2)   32.08 3児島 里咲(2)   31.78 4中澤 千夏(1)   29.87
丸子修学館 須坂商業 大町 市立長野

 5斉藤 あや華(2)   28.91 6武重 綾乃(2)   28.24 7原山 祐希(1)   27.30 8両角 遥夏(1)   27.02
小諸 丸子修学館 文大長野 上田染谷丘

 9山道 思野(2)   25.5310大澤 樹里(2)   25.4811山﨑 真希(2)   24.4912本間 友梨(1)   23.88
岩村田 辰野 飯山北 長野商業

13久保田 夏弥(2)   22.7014輪島 繭理(1)   22.6015浅川 小巻(2)   22.3416柳沢 奈美(1)   22.16
明科 長野吉田 文大長野 小諸

17中村 麻衣(2)   22.0418古田 迪子(2)   21.0319岸 莉穂(2)   20.7320宮入 麻鈴(2)   20.63
中野立志館 松商学園 野沢南 丸子修学館

21清澤 優佳(1)   20.5822西澤 雅(2)   19.8223古林 早紀(1)   19.6224上條 志織(2)   18.07
田川 辰野 明科 梓川

25齊藤 優衣(1)   17.8526小山 千絵(2)   17.2927齋藤 知美(1)   16.4928向澤 璃茄(1)   15.92
諏訪実業 伊那西 松川 諏訪実業

29古田 輝美(2)   15.2730増澤 菜々 子(2)   15.19新井 彩紀(1) 欠場    竹下 茉美(2) 欠場    
木曽青峰 伊那弥生ヶ丘 穂高商業 下伊那農業

女子 09/25  1武重 綾乃(2)   38.71 2岸 莉穂(2)   35.82 3山道 思野(2)   35.80 4竹内 希(2)   35.30
丸子修学館 野沢南 岩村田 松代

 5中島 未歩(2)   34.95 6輪島 繭理(1)   33.14 7両角 遥夏(1)   30.74 8山﨑 真希(2)   30.30
丸子修学館 長野吉田 上田染谷丘 飯山北

 9宮入 麻鈴(2)   29.6910上條 志織(2)   29.2211林 あすみ(2)   28.0912山田 麻衣(2)   27.63
丸子修学館 梓川 松商学園 長野吉田

13柳沢 奈美(1)   26.7914下島 鈴花(2)   26.3315増澤 菜々 子(2)   26.1416小林 ゆき圭(2)   25.83
小諸 上伊那農業 伊那弥生ヶ丘 大町

17中澤 千夏(1)   25.8218加藤 ゆかり(2)   25.3919五十里 麻桜(2)   25.3220山田 沙代子(1)   25.24
市立長野 松本県ヶ丘 長野清泉 篠ノ井

21児島 里咲(2)   24.9622小山 千絵(2)   23.8923原 明日香(2)   23.8024堀合 詩織(2)   22.80
大町 伊那西 飯田 蓼科

25上原 瑛美(1)   22.0026江守 静香(2)   21.6927小平 瑞希(1)   21.4028齋藤 春香(2)   20.39
諏訪清陵 文大長野 伊那弥生ヶ丘 塩尻志学館

29森本 若菜(1)   20.2830古田 輝美(2)   19.4331丸山 麻美(2)   18.2932備前 美樹(1)   17.95
上伊那農業 木曽青峰 松商学園 岡谷東

砲丸投(4.0kg)

円盤投(1.0kg)

やり投(600g)



フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第38回長野県高等学校新人陸上(2009.9.25-27）                                     ｺｰﾄﾞ  [09203003]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

七種競技 09/26  1宮澤 七夕子(2)    1.50 2水野 菜子(2)    1.50 3山浦 小春(1)    1.50 4伊藤 美智花(2)    1.45
長野吉田 北佐久農業 北佐久農業 伊那弥生ヶ丘

 5寺島 ひかり(1)    1.45 6中曽根 くるみ(2)    1.35 7関 真優(2)    1.35 8中澤 彩乃(1)    1.30
長野吉田 丸子修学館 小諸 岡谷南

 9笹川 悠紀(1)    1.3010浪岡 志帆(2)    1.2511岸本 優里(2)    1.2011宮島 真美(1)    1.20
下諏訪向陽 小諸 松本県ヶ丘 松本県ヶ丘

11山田 麻衣(2)    1.2011渋谷 多江(2)    1.2015小松 ひかり(1)    1.2016新井 彩紀(1)    1.20
長野吉田 伊那弥生ヶ丘 丸子修学館 穂高商業

17百瀬 幸(1)    1.10桐山 明日香(2) 欠場    北澤 佳奈(2) 欠場    村上 汐里(2) 欠場    
松本県ヶ丘 伊那弥生ヶ丘 文大長野 文大長野

七種競技 09/27  1関 真優(2)    4.66 2水野 菜子(2)    4.60 3宮澤 七夕子(2)    4.57 4寺島 ひかり(1)    4.49
小諸    +1.5 北佐久農業    +1.3 長野吉田    +1.3 長野吉田    +1.4

 5伊藤 美智花(2)    4.42 5笹川 悠紀(1)    4.42 7山浦 小春(1)    4.32 8渋谷 多江(2)    4.31
伊那弥生ヶ丘    +1.8 下諏訪向陽    +0.7 北佐久農業    +0.9 伊那弥生ヶ丘    +2.1

 9山田 麻衣(2)    4.2810中曽根 くるみ(2)    4.2811中澤 彩乃(1)    4.1312浪岡 志帆(2)    4.06
長野吉田    +1.0 丸子修学館    +1.8 岡谷南    +1.8 小諸    +0.4

13宮島 真美(1)    3.8914小松 ひかり(1)    3.7915岸本 優里(2)    3.7416新井 彩紀(1)    3.34
松本県ヶ丘    +0.8 丸子修学館    +1.9 松本県ヶ丘    +2.2 穂高商業    +0.8

17百瀬 幸(1)    2.70北澤 佳奈(2) 欠場    村上 汐里(2) 欠場    桐山 明日香(2) 欠場    
松本県ヶ丘    +1.7 文大長野 文大長野 伊那弥生ヶ丘

七種競技 09/26  1浪岡 志帆(2)    7.91 2寺島 ひかり(1)    7.21 3宮澤 七夕子(2)    6.98 4山田 麻衣(2)    6.76
小諸 長野吉田 長野吉田 長野吉田

 5伊藤 美智花(2)    6.67 6山浦 小春(1)    6.38 7中曽根 くるみ(2)    6.28 8笹川 悠紀(1)    6.07
伊那弥生ヶ丘 北佐久農業 丸子修学館 下諏訪向陽

 9水野 菜子(2)    5.8710渋谷 多江(2)    5.7811岸本 優里(2)    5.5212関 真優(2)    5.50
北佐久農業 伊那弥生ヶ丘 松本県ヶ丘 小諸

13中澤 彩乃(1)    5.4114新井 彩紀(1)    5.2815小松 ひかり(1)    5.0516百瀬 幸(1)    5.00
岡谷南 穂高商業 丸子修学館 松本県ヶ丘

17宮島 真美(1)    4.87村上 汐里(2) 欠場    北澤 佳奈(2) 欠場    桐山 明日香(2) 欠場    
松本県ヶ丘 文大長野 文大長野 伊那弥生ヶ丘

七種競技 09/27  1寺島 ひかり(1)   25.66 2山田 麻衣(2)   25.23 3宮澤 七夕子(2)   24.29 4水野 菜子(2)   24.28
長野吉田 長野吉田 長野吉田 北佐久農業

 5関 真優(2)   22.66 6中澤 彩乃(1)   21.86 7小松 ひかり(1)   19.01 8笹川 悠紀(1)   17.92
小諸 岡谷南 丸子修学館 下諏訪向陽

 9浪岡 志帆(2)   17.7510伊藤 美智花(2)   17.0611新井 彩紀(1)   14.9812宮島 真美(1)   14.56
小諸 伊那弥生ヶ丘 穂高商業 松本県ヶ丘

13岸本 優里(2)   14.5114渋谷 多江(2)   14.0615百瀬 幸(1)   13.9216中曽根 くるみ(2)   10.84
松本県ヶ丘 伊那弥生ヶ丘 松本県ヶ丘 丸子修学館

山浦 小春(1) 棄権    桐山 明日香(2) 欠場    村上 汐里(2) 欠場    北澤 佳奈(2) 欠場    
北佐久農業 伊那弥生ヶ丘 文大長野 文大長野

オープン女子 09/25  1岸 さつき(3)   39.77
丸子修学館

砲丸投(4.0kg)

やり投(600g)

やり投(600g)

走高跳

走幅跳
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コード   09203003

コード　201010

15"11 827 16"00 714 18"68 421 19"19 373 18"58 430 17"04 592 17"86 503 17"84 505 18"33 455 19"49 346

+1.8 827 +1.8 714 +1.8 421 +1.8 373 +1.8 430 +3.1 592 +3.1 503 +3.1 505 +3.1 455 +3.1 346

1m50 621 1m35 460 1m45 566 1m50 621 1m45 566 1m30 409 1m25 359 1m20 312 1m35 460 1m30 409

1448 1174 987 994 996 1001 862 817 915 755

陸協名　　　長野陸上競技協会　コード

主催団体     長野県高等学校体育連盟

13821348316753 1293768

平成２１　年　　９　月　２６　日（　土　曜）～　　９　月　２７　日（　日　曜）

１００ｍＨ

走高跳

寺島 ひかり

長野吉田 1

中曽根 くるみ

丸子修学館 2

中澤 彩乃

岡谷南 1

浪岡 志帆

小諸 2

769

山田 麻衣

長野吉田 2

宮澤 七夕子

長野吉田 2

1343

関 真優

小諸 2

伊藤 美智花

伊那弥生ヶ丘 2

123

笹川 悠紀

下諏訪向陽 1

水野 菜子

北佐久農業 2

177

競技会名　　　長野県高等学校新人体育大会陸上競技大会

競技場名      長野市営陸上競技場

種 目

都
道府

県・所属

競技者名

ナ ン

混成競技(七種)記録得点表 （ 男 ・ 女 ）

記 録 員 宮坂 典明

記録主任 平林 哲郎

審 判 長 藤森 茂幸２ ０

1448 1174 987 994 996 1001 862 817 915 755

6m98 334 5m50 240 7m21 348 5m87 263 6m67 314 6m07 276 7m91 394 6m76 320 6m28 289 5m41 234

1782 1414 1335 1257 1310 1277 1256 1137 1204 989

26"40 763 26"50 754 27"65 659 28"41 599 28"15 619 29"16 542 29"12 545 28"81 568 29"08 548 28"97 556

+3.7 2545 +3.8 2168 +3.1 1994 +3.7 1856 +3.8 1929 +3.7 1819 +3.8 1801 +3.8 1705 +3.1 1752 +3.1 1545

第　１　日

得　点　計

順　　　位

4m57 446 4m66 469 4m49 426 4m60 454 4m42 408 4m42 408 4m06 322 4m28 374 4m28 374 4m13 338

+1.3 2991 +1.5 2637 +1.4 2420 +1.3 2310 +1.8 2337 +0.7 2227 +0.4 2123 +1.0 2079 +1.8 2126 +1.8 1883

24m29 369 22m66 338 25m66 395 24m28 369 17m06 234 17m92 250 17m75 247 25m23 387 10m84 121 21m86 324

3360 2975 2815 2679 2571 2477 2370 2466 2247 2207

2´28"37 713 2´41"72 553 2´42"72 542 2´33"13 654 2´35"89 621 2´33"51 650 2´35"31 628 2´51"81 445 2´41"70 554 2´42"75 542

4073 3528 3357 3333 3192 3127 2998 2911 2801 2749

2168

2

やり投

８００ｍ

走幅跳

高

砲丸投

２００ｍ

2545

1

1856

6

1994

3 7

1705

10

1752

9

1929

4

1819 1545

12

1801

8

4073 3528 3357 3333 3192 3127 2998 2911 2801 2749

第　２　日

得　点　計

総　得　点

順　　　位

　備考　　左の欄は記録、右の欄の上は得点、下は合計得点、風向･風速を必要とする種目には必ず追・向の別と風速を記録欄に記入のこと。

4

3528

1360 1477

3333

1363

2801

9

1206

2911

7

10491308

3127

1263

3192

　　　　　　走幅跳の最高記録の風速が４ｍを超えた場合、セカンド記録以下に４ｍ以内のものがあればそれを付記してください。

1528

4073
(大会新)

1 2 8

3357

10

1204

2749

1197

2998

3 5 6

種 目

都
道府

県・所属

競技者名

ナ ン

混成競技(七種)記録得点表 （ 男 ・ 女 ）

記 録 員 宮坂 典明

記録主任 平林 哲郎

審 判 長 藤森 茂幸２ ０



Ｐ　６５

コード   09203003

コード　201010

18"19 469 19"14 377 19"99 303 21"92 162 21"90 164 25"86 6 20"27 280

+2.4 469 +2.4 377 +1.8 303 +3.1 162 +3.1 164 +2.4 6 +2.4 280 DNS DNS DNS

1m20 312 1m20 312 1m20 312 1m20 312 1m20 312 1m10 222 1m50 621

781 689 615 474 476 228 901
走高跳

陸協名　　　長野陸上競技協会　コード

主催団体     長野県高等学校体育連盟

平成２１　年　　９　月　２６　日（　土　曜）～　　９　月　２７　日（　日　曜）

317 1402

競技場名      長野市営陸上競技場

松本県ヶ丘 2 北佐久農業 1

315 996

伊那弥生ヶ丘 2 文大長野 2 文大長野 2

１００ｍＨ

桐山 明日香 北澤 佳奈 村上 汐里

伊那弥生ヶ丘 2 丸子修学館 1

984

渋谷 多江 小松 ひかり 岸本 優里 新井 彩紀 宮島 真美 百瀬 幸 山浦 小春

1800 1294

競技会名　　　長野県高等学校新人体育大会陸上競技大会

1809 1710 1801

穂高商業 1 松本県ヶ丘 1 松本県ヶ丘 1種 目

都
道府

県・所属

競技者名

ナ ン

属

名

混成競技(七種)記録得点表 （ 男 ・ 女 ）

記 録 員 宮坂 典明

記録主任 平林 哲郎

審 判 長 藤森 茂幸２ ０

781 689 615 474 476 228 901

5m78 257 5m05 211 5m52 241 5m28 226 4m87 200 5m00 208 6m38 295

1038 900 856 700 676 436 1196

29"43 523 29"50 518 29"98 483 32"20 339 31"52 381 33"93 243 27"55 667

+3.8 1561 +3.8 1418 +3.1 1339 +3.7 1039 +3.8 1057 +3.1 679 +3.7 1863

第　１　日

得　点　計

順　　　位

4m31 381 3m79 261 3m74 250 3m34 168 3m89 283 2m70 60 4m32 384

+2.1 1942 +1.9 1679 +2.2 1589 +0.8 1207 +0.8 1340 +1.7 739 +0.9 2247

14m06 179 19m01 271 14m51 188 14m98 196 14m56 189 13m92 177

2121 1950 1777 1403 1529 916 DNF

2´54"90 414 2´41"77 553 2´39"77 575 3´05"23 318 3´21"75 190 3´06"45 308

2535 2503 2352 1721 1719 1224

高

砲丸投

２００ｍ

走幅跳

11 13 14

1561 1418 1339

やり投

８００ｍ

1863

17 516 15

1039 1057 679

2535 2503 2352 1721 1719 1224

第　２　日

得　点　計

総　得　点

順　　　位 11 12

974 1085 1013 682

13 14 15 16

2535 2503 2352 1721

　　　　　　走幅跳の最高記録の風速が４ｍを超えた場合、セカンド記録以下に４ｍ以内のものがあればそれを付記してください。

1719 1224

662 545

　備考　　左の欄は記録、右の欄の上は得点、下は合計得点、風向･風速を必要とする種目には必ず追・向の別と風速を記録欄に記入のこと。

種 目

都
道府

県・所属

競技者名

ナ ン

属

名

混成競技(七種)記録得点表 （ 男 ・ 女 ）

記 録 員 宮坂 典明

記録主任 平林 哲郎

審 判 長 藤森 茂幸２ ０
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