
第50回長野県春季大会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森茂幸
　兼　東海陸上競技選手権大会予選 跳躍審判長 浦野義忠
　兼　国体予選会 投擲審判長 伊藤利博
【開催日】 平成22年4月24日(土)・25日(日) 記録主任： 竹内秀樹
【主催団体】 長野陸上競技陸協 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子 【競技場】県松本平広域公園

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
 4/25 女子  +0.1三枝 夏季 12.46 仲田 千秋(4) 12.76 廣川 さつき(3) 12.88 今村久美子(2) 12.96 田中 美沙(3) 12.98 清水 麻由美(3) 13.07 塩川  瑞希(2) 13.16 二宮 萌々(3) 13.52

100m ヤマトヤ 至学館大 文大長野高 福島大 長野吉田高 阿南高 岩村田高 駒ヶ根東中
 4/24  +2.5廣川 さつき(3) 26.11 塩川  瑞希(2) 26.35 瀧澤 祐未(2) 26.84 海野 由貴(3) 26.88 内山 成実(3) 27.13 清水 麻由美(3) 27.17 中村 泉紀(3) 27.66 三村 楓(3) 28.33

200m 文大長野高 岩村田高 松商学園高 屋代高 小布施中 阿南高 鉢盛中 豊科高
 4/25 田中 美沙(3) 58.35 山本 瑞(2) 58.84 川上円佳(3) 59.96 内山 成実(3) 1:00.29 高橋 美由紀(2) 1:00.32 小松 夕姫(3) 1:01.00 仲田 あかり(3) 1:01.23 野口 彩夏(3) 1:02.47

400m 長野吉田高 小諸高 松川高 小布施中 東海大三高 丸子修学館高 下伊那農業高 諏訪清陵高
 4/24 二本松 花名子(3)2:19.59 山本 瑞(2) 2:24.69 小宮山 悠(2) 2:26.62 北原 成美(2) 2:27.53 渡邊 かりん(2) 2:28.69 山﨑 千夏(3) 2:29.39 塩入 瑛美(2) 2:30.60 山﨑 菜月 2:35.99

800m 市立長野高 小諸高 八千穂中 東海大三高 広徳中 戸倉上山田中 丸子修学館高 篠ﾉ井西中
 4/25 安原 光(2) 4:39.36 真柳 亜美(1) 4:42.24 佐々木 文華(2) 4:43.02 中村 結(1) 4:45.15 玉城かんな(2) 4:46.40 伊藤 千夏(2) 4:48.33 青木 菜摘(3) 4:49.22 矢野 結香(2) 4:51.78

1500m 長野東高 長野東高 長野東高 上田高 川中島中 山辺中 東海大三高 東海大三高
 4/24 安原 光(2) 10:00.65 満澤 茜(2) 10:03.23 小島 捺月(3) 10:09.94 牛越 あかね(3) 10:14.51 青木 菜摘(3) 10:18.03 佐々木 文華(2) 10:18.90 荒井 友花(1) 10:19.50 湯澤 ほのか(1) 10:20.50

3000m 長野東高 長野東高 長野東高 長野東高 東海大三高 長野東高 長野東高 長野東高
 4/25 小島 捺月(3) 17:16.4 小井土 美希(3) 18:01.4 北澤 春香(2) 18:06.8 野口 京(2) 21:10.3

5000m 長野東高 東海大三高 長野東高 北佐久農業高
 4/25  +1.1吉村 知夏(2) 15.37 宮澤 七夕子(3) 15.43 鈴木 理也(3) 15.79 関 真優(3) 16.86 依田 万波(3) 16.92 小竹 亜紀穂(3) 17.12 渋谷 多江(3) 18.01 山田 麻衣(3) 18.08

100mH 長野吉田高 長野吉田高 東海大三高 小諸高 野沢北高 小諸高 伊那弥生ヶ丘高 長野吉田高
 4/25  +1.3市岡 奈月(3) 15.91 麻田 紗希(1) 16.21 大日方 紗愛(1) 16.98 奥島 美空(3) 17.59 篠原 麻衣子(1) 17.66 松木 もか(3) 17.75 須江 絢子(1) 18.11

100mYH 波田中 豊科高 文大長野高 豊科北中 諏訪実業高 長野東部中 佐久長聖高
 4/24 吉村 知夏(2) 1:06.07 高橋 優香(3) 1:07.17 高橋 美由紀(2) 1:08.20 関 真優(3) 1:08.26 竹村 純菜(3) 1:10.43 野口 彩夏(3) 1:10.91 青沼 瑞季(3) 1:13.13 浪岡 志帆(3) 1:15.92

400mH 長野吉田高 松本大 東海大三高 小諸高 松商学園高 諏訪清陵高 長野吉田高 小諸高
 4/24 大和 千秋(2) 24:05.9 吉川世里香(3) 26:18.0 宮林 侑梨(3) 27:25.1 竹鼻 紫(2) 28:46.9 野口 京(2) 29:06.3 安田ゆず葉(2) 29:07.2 土屋 亜美(3) 31:04.4 中村美咲(2) 31:08.7

5000m競歩 中部学院大 松川高 長野東高 上田染谷丘高 北佐久農業高 松川高 佐久長聖高 上田東高
 4/24 今村久美子(2) 1.65 田中 恵(2) 1.60 有賀 楓子(2) 1.60 戸谷 真理子(3) 1.55 水野 菜子(3) 1.55 内山 成実(3) 小布施中 1.55 徳武 里乃(2) 1.50

走高跳 福島大 松本大 伊那北高 大阪国際大 北佐久農業高 松島 愛(2) 伊那西高 松本蟻ヶ崎高
 4/24 伊澤 楓(2) 3.00 鹿野 恵里(2) 3.00 田中 優奈(3) 2.70 松本 真季(2) 2.60 上原 悠紀(3) 2.50 郷津 樹(1) 2.50 若狭 杏子(1) 2.50 高原 乃友莉(3) 2.40

棒高跳 高遠高 至学館大 茅野東部中 高遠高 永明中 長野清泉 諏訪二葉高 更北中
 4/25 宮坂 楓(3) 5.85(+1.4) 桐山明日香(3)5.51(-2.0) 廣川美沙紀(3)5.28(+2.9) 小口 明音(3) 5.20(-1.0) 井出 有希子(3)5.15(-0.5) 溝口悠季乃(2)5.05(+0.9) 渡辺 里穂(2) 5.04(-0.9) 青木亜里沙(1)4.98(+1.0)

走幅跳 東海大三高 伊那弥生ヶ丘高 東京学芸大 諏訪二葉高 諏訪実業高 上田高 信州大 伊那弥生ヶ丘高
 4/24 三澤 涼子 12.35(+2.7) 西澤 香 11.05(+0.9) 青柳 好美 9.99(-0.6) 有賀 楓子(2) 9.93(+1.1)

三段跳 ヤマトヤ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 伊那北高
 4/25 武重 綾乃(3) 11.27 児島 里咲(3) 10.76 山﨑 真希(3) 10.27 古田 迪子(3) 9.81 中村 麻衣(3) 8.88 今井 裕美(2) 8.87 内山 紗由美(3) 8.78 飯嶋 桜子(2) 8.49

砲丸投 丸子修学館高 大町高 飯山北高 松商学園高 中野立志館高 上田東高 長野西高 長野西高
 4/24 中島 未歩(3) 39.94 児島 里咲(3) 31.42 武重 綾乃(3) 31.18 原山 祐希(2) 29.71 藤澤 緑(4) 29.05 上原 絵理香(3) 28.23 両角 遥夏(2) 27.46 中澤 千夏(2) 27.15

円盤投 丸子修学館高 大町高 丸子修学館高 文大長野高 長野高専 須坂商業高 上田染谷丘高 市立長野高
 4/25 小林 茜(1) 33.34

ﾊﾝﾏｰ投 松本大
 4/25 塩島 絵未 47.84 武重 綾乃(3) 40.73 竹内 希(3) 39.03 伴野 祥子(2) 38.93 山道  思野(3) 36.33 上條 志織(3) 35.24 岸 莉穂(3) 34.59 輪島 繭理(2) 33.32

やり投 日体大 丸子修学館高 松代高 東女体育大 岩村田高 梓川高 野沢南高 長野吉田高
 4/24 長野吉田高       50.44 東海大三高       51.02 伊那弥生ヶ丘高      51.77 佐久長聖高       51.97 丸子修学館高      52.14 鉢盛中       52.39 長野日大高       52.58 駒ヶ根東中       53.27

4×100mR 檀原 三枝(2) 高橋 美由紀(2) 桐山 明日香(3) 田中 里奈(1) 中島 未歩(3) 上條 麻奈(2) 土屋  友里(3) 今井 美月(3)
田中 美沙(3) 上條 愛海(1) 小池 麻美(3) 黒山 あかね(2) 木村 里穂(3) 山田 愛(2) 田中 萌(3) 本島 沙百合(3)
宮澤 七夕子(3) 鈴木 理也(3) 伊藤 美智花(3) 今村 実香子(2) 塚田 美穂(3) 粟津原 史菜(3) 門井 詩織(3) 北原 詩織(2)
吉村 知夏(2) 宮坂 楓(3) 増澤 菜々子(3) 相澤 はるか(1) 小松 夕姫(3) 中村 泉紀(3) 菅野 舞(3) 二宮 萌々(3)

 4/25 長野吉田高     4:08.02 小諸高     4:17.26 伊那弥生ヶ丘高    4:20.56 上田東高     4:20.93 鉢盛中     4:20.98 上田高     4:21.50 下諏訪向陽高    4:21.59 諏訪清陵高     4:22.44
4×400mR 宮澤 七夕子(3) GR 上原 彩(3) 桐山 明日香(3) 宮坂 はづき(3) 中村 泉紀(3) 溝口 悠季乃(2) 笠原 春乃 野口 彩夏(3)

青沼 瑞季(3) 関 真優(3) 伊藤 美智花(3) 坂部 真希(3) 粟津原 史菜(3) 神津 あずさ(3) 笹川 悠紀(2) 林 優子(3)
吉村 知夏(2) 佐藤 静香(1) 小池 麻美(3) 中澤 結花(3) 山田 愛(2) 間宮 葵(2) 田中 伶奈 上原 瑛美(2)
田中 美沙(3) 山本 瑞(2) 池田 奈美(2) 児玉 梓(3) 上條 麻奈(2) 中村 結(1) 花岡 直美 根橋 美希(2)

 4/24 ｵｰﾌﾟﾝ女子 前田 朋子 3.80
棒高跳 愛  知･中京大ｸﾗﾌﾞ



第50回長野県春季大会

競技場：県松本平広域公園

グランドコンディション

 2010/ 4/24    9:00    1.6     9.0
  10:00    0.9    10.0
  11:00    0.5    11.0
  12:00    1.2    11.0
  13:00    2.2    11.0
  14:00    2.6    12.0
  15:00    2.8    12.0
  16:00    2.5    11.0
  17:00    2.0     9.5

 2010/ 4/25    8:30    0.2     9.0
   9:00    0.3     9.0
  10:00    1.6    10.5
  11:00    0.3    12.5
  12:00    0.8    15.0
  13:00    1.5    16.0
  14:00    1.6    17.0
  15:00    0.8    16.0
  16:00    1.6    16.0
  17:00    1.4    15.0曇り 南  25.0

曇り 南東  32.0
曇り 西  28.0

曇り 南東  32.0
曇り 南  30.0

晴れ 南西  32.0
晴れ 南  30.0

晴れ 南  45.0
晴れ 西南西  38.0

曇り 西南西  30.0
晴れ 南南東  45.0

曇り 南南東  23.0
曇り 南東  24.0

曇り 西  35.0
曇り 南南西  27.0

曇り 南  35.0
曇り 南西  35.0

曇り 南南東  42.0
曇り 南南西  38.0

天候日付 計測場所時刻 気温 ℃ 湿度 ％風速 m/s風向



予選 4月25日  9:00
準決勝 4月25日 14:40
決勝 4月25日 16:00

長野県記録(KR)                  11.98 三枝　夏季                   ヤマトヤTC       2007/06/09  
大会記録(GR)                    12.00 山内　範子                   体育センター     1981        

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 -0.6

 1 田原 花純(1)     13.61 q  1 二宮 萌々(3)     13.18 q
ﾀﾊﾗ ｶｽﾐ 穂高商業高 ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ 駒ヶ根東中

 2 小山 綾菜(2)     13.73  2 田中 里奈(1)     13.61 q
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 坂城中 ﾀﾅｶ ﾘﾅ 佐久長聖高

 3 今村 実香子(2)     13.73  3 沖 菜津美(3)     14.22 
ｲﾏﾑﾗ ﾐｶｺ 佐久長聖高 ｵｷ ﾅﾂﾐ 豊科北中

 4 竹之内 こずえ(2)     14.14  4 原 ひかり(1)     14.85 
ﾀｹﾉｳﾁ ｺｽﾞｴ 上田五中 ﾊﾗ  ﾋｶﾘ 野沢北高

 5 重田 佐友里(3)     14.40  5 加藤 利佳(2)     15.16 
ｼｹﾞﾀ ｻﾕﾘ 波田中 ｶﾄｳ ﾘｶ 櫻ヶ岡中

 6 大沼 葉月(2)     14.47  6 竹内 佑季     15.31 
ｵｵﾇﾏ ﾊﾂﾞｷ 鉢盛中 ﾀｹｳﾁ ﾕｷ 小諸商業高

 7 池田 茉由(2)     14.76  7 宮澤 沙織(2)     15.88 
ｲｹﾀﾞ ﾏﾕ 更北中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｵﾘ 赤穂中

 8 櫻井 紗由里(2)     15.16 中嶋 貴子(2)
ｻｸﾗｲ ｻﾕﾘ 芦原中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶｺ 中野立志館高

 9 伊藤 幸乃(3)     15.61 宮下 杏香(2)
ｲﾄｳ ﾕｷﾉ 菅野中 ﾐﾔｼﾀ ｷｮｳｶ 赤穂高

[ 3組] 風速 +2.1 [ 4組] 風速 +1.2

 1 山田 愛(2)     13.40 q  1 廣川 さつき(3)     12.71 q
ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 鉢盛中 ﾋﾛｶﾜ ｻﾂｷ 文大長野高

 2 田中 耶々(3)     13.86  2 八釼 夏帆(3)     13.77 
ﾀﾅｶ ﾔﾔ 小諸東中 ﾔﾂﾙｷﾞ ｶﾎ 梓川中

 3 大久保 萌花(2)     13.88  3 牛丸 紅美(2)     13.95 
ｵｵｸﾎﾞ  ﾓｴｶ 伊那西高 ｳｼﾏﾙ ｸﾐ 波田中

 4 宮坂 苑実(2)     14.57  4 浦野 木乃実(2)     14.18 
ﾐﾔｻｶ ｿﾉﾐ 櫻ヶ岡中 ｳﾗﾉ  ｺﾉﾐ 伊那西高

 5 神谷 桃香(3)     14.61  5 黒岩 夏都妃(2)     14.23 
ｶﾐﾔ ﾓﾓｶ 諏訪南中 ｸﾛｲﾜ  ﾅﾂｷ 相森中

 6 竹内 晶美(2)     14.78  6 中條 綾香(3)     14.32 
ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾐ 広徳中 ﾅｶｼﾞｮｳ ｱﾔｶ 松本美須々高

 7 吉田 萌佳(2)     15.26  7 中田 亜希(2)     14.35 
ﾖｼﾀﾞ ﾓｴｶ 上田五中 ﾅｶﾀ ｱｷ 更北中
中野 風香(2) 小池 麻美(3)
ﾅｶﾉ ﾌｳｶ 赤穂中 ｺｲｹ ｱｻﾐ 伊那弥生ヶ丘高
小平 亜湖(3) 松澤 莉歩(3)
ｺﾀﾞｲﾗ ｱｺ 長野吉田高 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾘﾎ 上諏訪中

[ 5組] 風速 +1.4 [ 6組] 風速 +0.1

 1 清水 麻由美(3)     12.90 q  1 塩川  瑞希(2)     13.15 q
ｼﾐｽﾞ ﾏﾕﾐ 阿南高 ｼｵｶﾜ ﾐｽﾞｷ 岩村田高

 2 吉原 沙季(3)     13.51 q  2 山浦 小春(2)     13.44 q
ﾖｼﾊﾗ ｻｷ 長野高専 ﾔﾏｳﾗ ｺﾊﾙ 北佐久農業高

 3 北原 詩織(2)     13.90  3 粟津原 史菜(3)     13.87 
ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ 駒ヶ根東中 ｱﾜﾂﾞﾊﾗ ﾌﾐﾅ 鉢盛中

 4 牛山 奈緒(2)     14.02  4 猪木原 千佳(3)     14.61 
ｳｼﾔﾏ ﾅｵ 諏訪二葉高 ｲﾉｷﾊﾗ ﾁｶ 丸子北中

 5 上原 亜里沙(1)     14.16  5 木下 真凜(2)     14.76 
ｳｴﾊﾗ ｱﾘｻ 諏訪実業高 ｷﾉｼﾀ ﾏﾘﾝ 小諸東中

 6 星野 貴楽里(2)     14.51  6 吉瀬 瞳(3)     14.81 
ﾎｼﾉ ｷﾗﾘ 野沢南高 ｷｾ  ﾋﾄﾐ 伊那西高

 7 深澤 壽利(3)     14.77  7 野口 那奈美(2)     14.89 
ﾌｶｻﾞﾜ ｼﾞｭﾘ 丸ﾉ内中 ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 諏訪南中

 8 浅沼 采花(3)     15.00  8 中村 鈴佳(3)     15.18 
ｱｻﾇﾏ ｱﾔｶ 小諸東中 ﾅｶﾑﾗ ｽｽﾞｶ 丸子中

 9 北澤 舞(3)     15.63 越 美沙子(3)
ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｲ 須坂商業高 ｺｼ ﾐｻｺ 犀陵中
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[ 7組] 風速 +2.7 [ 8組] 風速 +0.4

 1 小口 綾香(2)     13.68  1 瀧澤 祐未(2)     13.03 q
ｵｸﾞﾁ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎高 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松商学園高

 2 石井 芽衣(3)     14.10  2 飯塚 瑛菜(3)     13.62 q
ｲｼｲ ﾒｲ 長野東部中 ｲｲﾂﾞｶ ｱｷﾅ 文大長野高

 3 田幸 結花(2)     14.12  3 檀原 三枝(2)     13.62 q
ﾀｺｳ ﾕｶ 中野立志館高 ﾀﾞﾝﾊﾞﾗ ﾐｴ 長野吉田高

 4 山本 亜沙美(3)     14.83  4 田口 瑠莉(2)     14.22 
ﾔﾏﾓﾄ ｱｻﾐ 小諸東中 ﾀｸﾞﾁ ﾙﾘ 上伊那農業高

 5 寺平 葵(3)     14.88  5 峯村 春香(2)     14.44 
ﾃﾗﾀﾞｲﾗ ｱｵｲ 駒ヶ根東中 ﾐﾈﾑﾗ ﾊﾙｶ 芦原中

 6 酒井 雛(2)     14.94  6 岩倉 志穂子(2)     14.71 
ｻｶｲ ﾋﾅ 更北中 ｲﾜｸﾗ ｼﾎｺ 丸ﾉ内中

 7 中村 叶(3)     15.15  7 三浦 早央里(3)     14.77 
ﾅｶﾑﾗ ｶﾅｴ 岡谷南高 ﾐｳﾗ ｻｵﾘ 小諸東中
丸山 はるか(3)  8 菊池 さくら(2)     14.80 
ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾙｶ 豊科北中 ｷｸﾁ ｻｸﾗ 野沢南高
ﾃﾞｨｱｽ ﾀｲﾅ(3)  9 安澤 梨那(2)     15.05 
ﾀﾞｨｱｽ ﾀｲﾅ 鎌田中 ﾔｽｻﾞﾜ ﾘﾅ 諏訪南中

[ 9組] 風速 +1.7 [ 10組] 風速 +1.9

 1 相澤 はるか(1)     13.64  1 竹内 希(3)     13.88 
ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 佐久長聖高 ﾀｹｳﾁ ﾉｿﾞﾐ 松代高

 2 中村 夏生(3)     13.96  2 水庫 郁実(3)     14.33 
ﾅｶﾑﾗ ｶｵ 長野東部中 ﾐｽﾞｸﾗ ｲｸﾐ 長野東部中

 3 本島 沙百合(3)     14.15  3 澤井 瑞紀(3)     14.43 
ﾓﾄｼﾞﾏ ｻﾕﾘ 駒ヶ根東中 ｻﾜｲ ﾐｽﾞｷ 佐久東中

 4 降旗 美幸(3)     14.48  4 柳澤 歩(3)     14.53 
ﾌﾘﾊﾀ ﾐｻﾁ 菅野中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾕﾐ 篠ﾉ井西中

 5 山浦  夏実(3)     14.83  5 井出 真梨子(3)     15.00 
ﾔﾏｳﾗ ﾅﾂﾐ 岩村田高 ｲﾃﾞ ﾏﾘｺ 小諸東中

 6 桂川 志織(3)     15.18  6 永原 瑞稀(2)     15.19 
ｶﾂﾗｶﾞﾜ ｼｵﾘ 赤穂中 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 鉢盛中

 7 小松 萌実(3)     15.22  7 中曽根 萌(2)     15.42 
ｺﾏﾂ ﾒｸﾞﾐ 小諸東中 ﾅｶｿﾈ ﾓｴ 上田五中

 8 筒井 朋美(2)     15.33 清水 真希(3)
ﾂﾂｲ ﾄﾓﾐ 鉢盛中 ｼﾐｽﾞ ﾏｷ 竜東中
武井 祐里香(3) 松浦 さくら(3)
ﾀｹｲ ﾕﾘｶ 宮田中 ﾏﾂｳﾗ ｻｸﾗ 豊科北中

[ 11組] 風速 +1.8 [ 12組] 風速 -0.8

 1 三枝 夏季     12.35 q  1 田中 美沙(3)     12.78 q
ﾐｴﾀﾞ ﾅﾂｷ ヤマトヤ ﾀﾅｶ ﾐｻ 長野吉田高

 2 中原 里奈(3)     13.55 q  2 上條 礼音(2)     13.55 q
ﾅｶﾊﾗﾘﾅ 辰野高 ｶﾐｼﾞｮｳ ｱﾔﾈ 菅野中

 3 古谷 砂弥(3)     13.64  3 塚田 美穂(3)     14.32 
ﾌﾙﾔ ｻﾔ 上諏訪中 ﾂｶﾀﾞ ﾐﾎ 丸子修学館高

 4 菊原 彩加(2)     13.81  4 原田 結希(3)     14.53 
ｷｸﾊﾗ  ｱﾔｶ 野沢北高 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷ 波田中

 5 高野 雅子(3)     14.14  5 瀬戸 千映(3)     15.09 
ﾀｶﾉ ﾏｻｺ 仁科台中 ｾﾄ  ﾁｱｷ 伊那西高

 6 二茅 愛未(2)     14.38  6 丹羽 朱里(1)     15.24 
ﾆｶﾞﾔ ﾏﾅﾐ 鉢盛中 ﾆﾜ ｱｶﾘ 茅野北部中

 7 佐藤 有生(2)     14.38  7 小出 あかね(3)     15.43 
ｻﾄｳ ﾕｲ 小諸東中 ｺｲﾃﾞ ｱｶﾈ 上諏訪中

 8 池田 綾美(2)     14.82 金井 亜衣梨(3)
ｲｹﾀﾞ ｱﾔﾐ 上田五中 ｶﾅｲ ｱｲﾘ 諏訪南中

 9 堀内 奈緒美(2)     15.37 畑 瑠衣菜(2)
ﾎﾘｳﾁ ﾅｵﾐ 岡谷南高 ﾊﾀ ﾙｲﾅ 辰野中
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[ 13組] 風速 +0.2 [ 14組] 風速 -1.0

 1 仲田 千秋(4)     12.73 q  1 金田 華実(1)     13.46 q
ﾅｶﾀ ﾁｱｷ 至学館大 ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 浅間中

 2 内山 成実(3)     13.42 q  2 三村 楓(3)     13.50 q
ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 小布施中 ﾐﾑﾗ ｶｴﾃﾞ 豊科高

 3 川口 萌実(3)     13.95  3 濵 汐音(2)     14.26 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾓｴﾐ 信州大 ﾊﾏ ｼｵﾈ 諏訪二葉高

 4 小川 真未(3)     14.10  4 飯島 南(2)     14.40 
ｵｶﾞﾜ ﾏﾐ 松本深志高 ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 豊科北中

 5 渋谷 多江(3)     14.15  5 遠山  祥(2)     14.47 
ｼﾌﾞﾔ ﾀｴ 伊那弥生ヶ丘高 ﾄｵﾔﾏ  ｻﾁ 野沢北高

 6 相澤 沙希(2)     14.16  6 高梨 美岐(2)     14.61 
ｱｲｻﾞﾜ ｻｷ 北部高 ﾀｶﾅｼ ﾐｷ 駒ヶ根東中

 7 茅野 奈美希(3)     14.94  7 小林 愛麗(1)     14.88 
ﾁﾉ ﾅﾐｷ 仁科台中 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾘ 文大長野高
土屋 みなみ(3)  8 江守 あかね(2)     16.56 
ﾂﾁﾔ ﾐﾅﾐ 小諸東中 ｴﾓﾘ ｱｶﾈ 櫻ヶ岡中
前川 真央
ﾏｴｶﾜ ﾏｵ 小諸商業高

[ 15組] 風速 +0.8 [ 16組] 風速 +1.8

 1 中村 泉紀(3)     13.21 q  1 原田 麻亜(3)     13.41 q
ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 鉢盛中 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ 飯田高陵中

 2 温井 結(2)     13.63  2 高橋 知里(3)     13.73 
ﾇｸｲ ﾕｲ 丸子北中 ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ 佐久東中

 3 戸田 麻由(2)     13.93  3 安倍 史恵(3)     13.88 
ﾄﾀﾞ ﾏﾕ 犀陵中 ｱﾍﾞ ﾌﾐｴ 篠ﾉ井西中

 4 工藤 瑞希(1)     14.02  4 中澤 佳奈(2)     14.65 
ｸﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ 佐久長聖高 ﾅｶｻﾞﾜ ｶﾅ 佐久長聖高

 5 髙橋 文香(2)     14.26  5 澁谷 麻友(2)     14.77 
ﾀｶﾊｼ ﾌﾐｶ 長野東部中 ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕ 小谷中

 6 青木柚佳(2)     14.81  6 座間 星蘭(3)     14.86 
ｱｵｷﾕｶ 松川高 ｻﾞﾏ ｾｲﾗ 高瀬中
若林 優佳(3)  7 武田 沙也加(1)     15.62 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 長野俊英高 ﾀｹﾀﾞ ｻﾔｶ 松代高
西埜 波姫(2)  8 伊藤 未波(2)     15.66 
ﾆｼﾉ ﾅﾐｷ 中野立志館高 ｲﾄｳ ﾐﾅﾐ 駒ヶ根東中

[ 17組] 風速 +0.5 [ 18組] 風速 +1.5

 1 今村久美子(2)     12.90 q  1 関 真優(3)     13.20 q
ｲﾏﾑﾗ ｸﾐｺ 福島大 ｾｷ ﾏﾕ 小諸高

 2 市岡 奈月(3)     13.50 q  2 三井 恵梨香(3)     13.57 q
ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 波田中 ﾐﾂｲ ｴﾘｶ 諏訪実業高

 3 石井 友衣(2)     13.64  3 宮武 志帆(3)     13.60 q
ｲｼｲ ﾕｲ 文大長野高 ﾐﾔﾀｹ ｼﾎ 長野東部中

 4 倉科 桃子(2)     14.34  4 今井 美月(3)     13.67 
ｸﾗｼﾅ ﾓﾓｺ 菅野中 ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ 駒ヶ根東中

 5 林 優花(3)     14.45  5 増澤 菜々子(3)     13.67 
ﾊﾔｼ ﾕｳｶ 駒ヶ根東中 ﾏｽｻﾞﾜ ﾅﾅｺ 伊那弥生ヶ丘高

 6 ｱﾙｯｶﾞﾏｹﾞ 未美利(3)     14.72  6 前原 愛美(2)     14.12 
ｱﾙｯｶﾞﾏｹﾞ ﾋﾞﾖﾘ 赤穂中 ﾏｴﾊﾗ ﾏﾅﾐ 文大長野高

 7 柄澤 美佐(3)     15.08  7 大日方 あやね(2)     15.21 
ｶﾗｻﾜ ﾐｻ 長野東部中 ｵﾋﾞﾅﾀ ｱﾔﾈ 更北中
黒山 あかね(2)  8 宮澤 彩華(2)     15.32 
ｸﾛﾔﾏ ｱｶﾈ 佐久長聖高 ﾐﾔｻﾞﾜｱﾔｶ 辰野高
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[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +0.5

 1 三枝 夏季     12.38 Q  1 廣川 さつき(3)     12.70 Q
ﾐｴﾀﾞ ﾅﾂｷ ヤマトヤ ﾋﾛｶﾜ ｻﾂｷ 文大長野高

 2 清水 麻由美(3)     12.95 Q  2 今村久美子(2)     12.90 Q
ｼﾐｽﾞ ﾏﾕﾐ 阿南高 ｲﾏﾑﾗ ｸﾐｺ 福島大

 3 瀧澤 祐未(2)     13.07  3 塩川  瑞希(2)     13.05 q
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松商学園高 ｼｵｶﾜ ﾐｽﾞｷ 岩村田高

 4 原田 麻亜(3)     13.45  4 上條 礼音(2)     13.31 
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ 飯田高陵中 ｶﾐｼﾞｮｳ ｱﾔﾈ 菅野中

 5 三村 楓(3)     13.48  5 中村 泉紀(3)     13.36 
ﾐﾑﾗ ｶｴﾃﾞ 豊科高 ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 鉢盛中

 6 山田 愛(2)     13.53  6 内山 成実(3)     13.36 
ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 鉢盛中 ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 小布施中

 7 吉原 沙季(3)     13.55  7 市岡 奈月(3)     13.49 
ﾖｼﾊﾗ ｻｷ 長野高専 ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 波田中

 8 田原 花純(1)     13.67  8 飯塚 瑛菜(3)     13.54 
ﾀﾊﾗ ｶｽﾐ 穂高商業高 ｲｲﾂﾞｶ ｱｷﾅ 文大長野高

 9 田中 里奈(1)     13.75  9 宮武 志帆(3)     13.60 
ﾀﾅｶ ﾘﾅ 佐久長聖高 ﾐﾔﾀｹ ｼﾎ 長野東部中

[ 3組] 風速 +1.4

 1 田中 美沙(3)     12.51 Q
ﾀﾅｶ ﾐｻ 長野吉田高

 2 仲田 千秋(4)     12.55 Q
ﾅｶﾀ ﾁｱｷ 至学館大

 3 二宮 萌々(3)     13.05 q
ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ 駒ヶ根東中

 4 関 真優(3)     13.10 
ｾｷ ﾏﾕ 小諸高

 5 金田 華実(1)     13.24 
ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 浅間中

 6 山浦 小春(2)     13.30 
ﾔﾏｳﾗ ｺﾊﾙ 北佐久農業高

 7 中原 里奈(3)     13.42 
ﾅｶﾊﾗﾘﾅ 辰野高

 8 檀原 三枝(2)     13.51 
ﾀﾞﾝﾊﾞﾗ ﾐｴ 長野吉田高

 9 三井 恵梨香(3)     13.65 
ﾐﾂｲ ｴﾘｶ 諏訪実業高

風速 +0.1

 1 三枝 夏季     12.46 
ﾐｴﾀﾞ ﾅﾂｷ ヤマトヤ

 2 仲田 千秋(4)     12.76 
ﾅｶﾀ ﾁｱｷ 至学館大

 3 廣川 さつき(3)     12.88 
ﾋﾛｶﾜ ｻﾂｷ 文大長野高

 4 今村久美子(2)     12.96 
ｲﾏﾑﾗ ｸﾐｺ 福島大

 5 田中 美沙(3)     12.98 
ﾀﾅｶ ﾐｻ 長野吉田高

 6 清水 麻由美(3)     13.07 
ｼﾐｽﾞ ﾏﾕﾐ 阿南高

 7 塩川  瑞希(2)     13.16 
ｼｵｶﾜ ﾐｽﾞｷ 岩村田高

 8 二宮 萌々(3)     13.52 
ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ 駒ヶ根東中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
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予選 4月24日 10:15
決勝 4月24日 16:10

長野県記録(KR)                  24.49 山内　範子                   中京大           1980/10/05  
大会記録(GR)                    25.0  山内　範子                   体育センター     1981        

[ 1組] 風速 +1.3 [ 2組] 風速 -0.6

 1 安倍 史恵(3)     28.06  1 小松 夕姫(3)     27.68 
ｱﾍﾞ ﾌﾐｴ 篠ﾉ井西中 ｺﾏﾂ ﾕｷ 丸子修学館高

 2 八釼 夏帆(3)     28.53  2 溝口 悠季乃(2)     27.96 
ﾔﾂﾙｷﾞ ｶﾎ 梓川中 ﾐｿﾞｸﾞﾁ  ﾕｷﾉ 上田高

 3 依田 菜月(3)     29.03  3 小坂 奈桜(2)     29.87 
ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ 櫻ヶ岡中 ｺｻｶ ﾅｵ 鉢盛中

 4 高野 雅子(3)     29.36  4 森山 愛里(3)     30.62 
ﾀｶﾉ ﾏｻｺ 仁科台中 ﾓﾘﾔﾏ ｱｲﾘ 須坂東中

 5 前田 璃奈(2)     29.56  5 今井 萌美(2)     30.86 
ﾏｴﾀﾞ ﾘﾅ 長野東部中 ｲﾏｲ ﾓｴﾐ 諏訪実業高

 6 竹内 佑季     31.88  6 宮島 真美(2)     31.03 
ﾀｹｳﾁ ﾕｷ 小諸商業高 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾏﾐ 松本県ヶ丘高
内山 真理子(3)  7 原 ひかり(1)     31.05 
ｳﾁﾔﾏ ﾏﾘｺ 豊科高 ﾊﾗ  ﾋｶﾘ 野沢北高
澤田 真那(2) 黒山 あかね(2)
ｻﾜﾀﾞ ﾏﾅ 信州大 ｸﾛﾔﾏ ｱｶﾈ 佐久長聖高
宮川 雪菜(2) 今井 美月(3)
ﾐﾔｶﾞﾜ  ﾕｷﾅ 下高井農林高 ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ 駒ヶ根東中

[ 3組] 風速 -3.3 [ 4組] 風速 +0.4

 1 内山 成実(3)     27.40 q  1 坂部 真希(3)     27.63 
ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 小布施中 ｻｶﾍﾞ ﾏｷ 上田東高

 2 望月 絵美(1)     28.46  2 檀原 三枝(2)     28.42 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ 豊科高 ﾀﾞﾝﾊﾞﾗ ﾐｴ 長野吉田高

 3 本島 沙百合(3)     29.62  3 塚田 美穂(3)     29.33 
ﾓﾄｼﾞﾏ ｻﾕﾘ 駒ヶ根東中 ﾂｶﾀﾞ ﾐﾎ 丸子修学館高

 4 柳澤 歩(3)     29.92  4 二茅 愛未(2)     29.44 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾕﾐ 篠ﾉ井西中 ﾆｶﾞﾔ ﾏﾅﾐ 鉢盛中

 5 峰村 美穂(3)     30.16  5 竹之内 こずえ(2)     29.83 
ﾐﾈﾑﾗ ﾐﾎ 長野北部中 ﾀｹﾉｳﾁ ｺｽﾞｴ 上田五中

 6 竹内 香織(2)     30.23  6 栗田 愛(2)     29.87 
ﾀｹｳﾁ  ｶｵﾘ 須坂高 ｸﾘﾀ ﾒｸﾞﾐ 松本蟻ヶ崎高

 7 永原 瑞稀(2)     30.87  7 上原 亜里沙(1)     30.23 
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 鉢盛中 ｳｴﾊﾗ ｱﾘｻ 諏訪実業高

 8 福嶋 美香(3)     31.14  8 中嶋 優菜(3)     33.48 
ﾌｸｼﾏ ﾐｶ 梓川中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾅ 菅野中
髙橋 優希(3) 松浦 さくら(3)
ﾀｶﾊｼ ﾕｷ 松本美須々高 ﾏﾂｳﾗ ｻｸﾗ 豊科北中

[ 5組] 風速 -2.5 [ 6組] 風速 +1.2

 1 廣川 さつき(3)     27.30 q  1 塩川  瑞希(2)     26.38 q
ﾋﾛｶﾜ ｻﾂｷ 文大長野高 ｼｵｶﾜ ﾐｽﾞｷ 岩村田高

 2 二宮 萌々(3)     27.93  2 今村 実香子(2)     27.94 
ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ 駒ヶ根東中 ｲﾏﾑﾗ ﾐｶｺ 佐久長聖高

 3 粟津原 史菜(3)     28.53  3 伊東 美紀(3)     28.42 
ｱﾜﾂﾞﾊﾗ ﾌﾐﾅ 鉢盛中 ｲﾄｳ ﾐｷ 松本県ヶ丘高

 4 仁科 恵理子(3)     29.90  4 吉原 沙季(3)     28.53 
ﾆｼﾅ ｴﾘｺ 松本蟻ヶ崎高 ﾖｼﾊﾗ ｻｷ 長野高専

 5 下岡 夕奈(3)     30.81  5 沖 菜津美(3)     29.39 
ｼﾓｶ  ﾕｳﾅ 櫻ヶ岡中 ｵｷ ﾅﾂﾐ 豊科北中

 6 上條晴香(3)     30.84  6 髙橋 文香(2)     29.57 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊﾙｶ 塩尻広陵中 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐｶ 長野東部中

 7 岩崎 尚美(1)     30.95  7 井口 華穂(3)     29.87 
ｲﾜｻｷ ﾅﾐ 小諸高 ｲｸﾞﾁ ｶﾎ 櫻ヶ岡中
丸山 はるか(3)  8 前原 愛美(2)     30.62 
ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾙｶ 豊科北中 ﾏｴﾊﾗ ﾏﾅﾐ 文大長野高
前川 真央 木下 真凜(2)
ﾏｴｶﾜ ﾏｵ 小諸商業高 ｷﾉｼﾀ ﾏﾘﾝ 小諸東中
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[ 7組] 風速 -0.8 [ 8組] 風速 -1.5

 1 中原 里奈(3)     28.78  1 深谷 里佳(2)     28.64 
ﾅｶﾊﾗﾘﾅ 辰野高 ﾌｶﾔ ﾘｶ 諏訪実業高

 2 大久保 萌花(2)     29.30  2 櫻井 志緒理(1)     29.72 
ｵｵｸﾎﾞ  ﾓｴｶ 伊那西高 ｻｸﾗｲ ｼｵﾘ 松商学園高

 3 石井 菜月(3)     29.72  3 大谷 はるひ(2)     29.91 
ｲｼｲ ﾅﾂｷ 上諏訪中 ｵｵﾀﾆ ﾊﾙﾋ 丸ﾉ内中

 4 児玉 梓(3)     30.28  4 三浦 早央里(3)     30.66 
ｺﾀﾞﾏ ｱｽﾞｻ 上田東高 ﾐｳﾗ ｻｵﾘ 小諸東中

 5 飯島 南(2)     30.28  5 菊池 さくら(2)     30.72 
ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 豊科北中 ｷｸﾁ ｻｸﾗ 野沢南高

 6 栗空 亜沙美(1)     31.28  6 中澤 結花(3)     31.18 
ｸﾘｿﾞﾗ  ｱｻﾐ 王滝中 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｶ 上田東高

 7 立井 夏美(2)     31.49 黒岩 彩花(2)
ﾀﾃｲ ﾅﾂﾐ 長野東高 ｸﾛｲﾜ ｱﾔｶ 中野立志館高
西埜 波姫(2) 三枝 夏季
ﾆｼﾉ ﾅﾐｷ 中野立志館高 ﾐｴﾀﾞ ﾅﾂｷ ﾔﾏﾄﾔ
ﾃﾞｨｱｽ ﾀｲﾅ(3) 奥島 美空(3)
ﾀﾞｨｱｽ ﾀｲﾅ 鎌田中 ｵｸｼﾏ ﾐｸ 豊科北中

[ 9組] 風速 +2.4 [ 10組] 風速 +1.7

 1 山田 愛(2)     27.47  1 三村 楓(3)     27.41 q
ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 鉢盛中 ﾐﾑﾗ ｶｴﾃﾞ 豊科高

 2 田中 里奈(1)     27.74  2 上條 麻奈(2)     27.92 
ﾀﾅｶ ﾘﾅ 佐久長聖高 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 鉢盛中

 3 三井 恵梨香(3)     27.89  3 小口 明音(3)     28.42 
ﾐﾂｲ ｴﾘｶ 諏訪実業高 ｵｸﾞﾁ ｱｶﾈ 諏訪二葉高

 4 清水 ひとみ(2)     28.40  4 温井 結(2)     28.69 
ｼﾐｽﾞ ﾋﾄﾐ 大町高 ﾇｸｲ ﾕｲ 丸子北中

 5 保科 千絵(3)     29.85  5 中村 夏生(3)     29.12 
ﾎｼﾅ  ﾁｴ 伊那西高 ﾅｶﾑﾗ ｶｵ 長野東部中

 6 下川 友梨江(2)     30.04  6 村田 香織(3)     29.28 
ｼﾓｶﾜ ﾕﾘｴ 塩尻中 ﾑﾗﾀ ｶｵﾘ 松代高

 7 川上 美葉(1)     30.49  7 相澤 沙希(2)     29.58 
ｶﾜｶﾐ ﾐﾊ 小諸高 ｱｲｻﾞﾜ ｻｷ 北部高
畑 瑠衣菜(2)  8 樋口 智子(3)     30.28 
ﾊﾀ ﾙｲﾅ 辰野中 ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 菅野中
渋沢 愛里(2)
ｼﾌﾞｻﾜ ｱｲﾘ 丸子修学館高

[ 11組] 風速 +0.7 [ 12組] 風速 -3.6

 1 清水 麻由美(3)     26.72 q  1 佐藤 静香(1)     28.24 
ｼﾐｽﾞ ﾏﾕﾐ 阿南高 ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 小諸高

 2 宮澤 留美(5)     28.21  2 有賀 菜央(3)     28.93 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙﾐ 長野高専 ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 辰野中

 3 宮武 志帆(3)     28.48  3 堀 緩菜(2)     29.19 
ﾐﾔﾀｹ ｼﾎ 長野東部中 ﾎﾘ  ｶﾝﾅ 須坂高

 4 田中 耶々(3)     28.51  4 平松 奏美(3)     29.28 
ﾀﾅｶ ﾔﾔ 小諸東中 ﾋﾗﾏﾂ ｶﾅﾐ 篠ﾉ井西中

 5 大沼 葉月(2)     29.58  5 宮坂 はづき(3)     29.97 
ｵｵﾇﾏ ﾊﾂﾞｷ 鉢盛中 ﾐﾔｻｶ ﾊﾂﾞｷ 上田東高

 6 長崎 彩(2)     30.53  6 高山 夏美(3)     30.86 
ﾅｶﾞｻｷ ｱﾔ 豊科北中 ﾀｶﾔﾏ ﾅﾂﾐ 諏訪南中
小池 麻美(3)  7 猪木原 千佳(3)     30.93 
ｺｲｹ ｱｻﾐ 伊那弥生ヶ丘高 ｲﾉｷﾊﾗ ﾁｶ 丸子北中
菅野 舞(3)  8 掛川 遥(3)     32.09 
ｶﾝﾉ ﾏｲ 長野日大高 ｶｹｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 野沢南高

[ 13組] 風速 -2.2 [ 14組] 風速 +1.2

 1 海野 由貴(3)     26.93 q  1 中村 泉紀(3)     27.11 q
ｳﾝﾉ ﾕｷ 屋代高 ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 鉢盛中

 2 川上円佳(3)     27.81  2 根橋 美希(2)     28.18 
ｶﾜｶﾐﾏﾄﾞｶ 松川高 ﾈﾊﾞｼ ﾐｷ 諏訪清陵高

 3 野村 知佐(4)     28.53  3 古谷 砂弥(3)     28.64 
ﾉﾑﾗ ﾁｻ 信州大 ﾌﾙﾔ ｻﾔ 上諏訪中

 4 塩澤 ゆり奈(3)     28.57  4 栁澤 祐希(1)     29.79 
ｼｵｻﾞﾜ ﾕﾘﾅ 飯田高陵中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｷ 佐久長聖高

 5 麻田 紗希(1)     29.20  5 吉瀬 瞳(3)     30.61 
ｱｻﾀﾞ ｻｷ 豊科高 ｷｾ  ﾋﾄﾐ 伊那西高

 6 濵 汐音(2)     29.60  6 小林 睦美(1)     31.03 
ﾊﾏ ｼｵﾈ 諏訪二葉高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾑﾂﾐ 上田東高

 7 宮原 千恵(3)     30.59  7 上原 彩(3)     31.07 
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾁｴ 櫻ヶ岡中 ｳｴﾊﾗ ｱﾔ 小諸高
土屋 みなみ(3) 寺平 葵(3)
ﾂﾁﾔ ﾐﾅﾐ 小諸東中 ﾃﾗﾀﾞｲﾗ ｱｵｲ 駒ヶ根東中
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[ 15組] 風速 -1.7

 1 瀧澤 祐未(2)     27.02 q
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松商学園高

 2 木村 里穂(3)     27.84 
ｷﾑﾗ ﾘﾎ 丸子修学館高

 3 井出 有希子(3)     28.67 
ｲﾃﾞ ﾕｷｺ 諏訪実業高

 4 浦野 木乃実(2)     29.18 
ｳﾗﾉ  ｺﾉﾐ 伊那西高

 5 川口 萌実(3)     29.36 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾓｴﾐ 信州大

 6 石谷 瑞希(1)     29.49 
ｲｼﾔ ﾐｽﾞｷ 大町高

 7 加藤 恭香(2)     29.65 
ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 丸子北中
宮下 杏香(2)
ﾐﾔｼﾀ ｷｮｳｶ 赤穂高

風速 +2.5

 1 廣川 さつき(3)     26.11 
ﾋﾛｶﾜ ｻﾂｷ 文大長野高

 2 塩川  瑞希(2)     26.35 
ｼｵｶﾜ ﾐｽﾞｷ 岩村田高

 3 瀧澤 祐未(2)     26.84 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松商学園高

 4 海野 由貴(3)     26.88 
ｳﾝﾉ ﾕｷ 屋代高

 5 内山 成実(3)     27.13 
ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 小布施中

 6 清水 麻由美(3)     27.17 
ｼﾐｽﾞ ﾏﾕﾐ 阿南高

 7 中村 泉紀(3)     27.66 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 鉢盛中

 8 三村 楓(3)     28.33 
ﾐﾑﾗ ｶｴﾃﾞ 豊科高

氏  名 所属名 記録／備考
2  1921

7  1383

女子

200m
順 ﾚｰﾝ No.

5   324

6  8046

8    57

4  4844

3   352

9  1673

欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  1921

8   981

5  1280

4   548

7  1141

2  4545

9  4404

3  1997



予選 4月25日 11:55
決勝 4月25日 15:50

長野県記録(KR)                  54.56 竹内　昌子                   福島大           2003/05/05  
大会記録(GR)                    57.07 山内　範子                   中京大           1979        

[ 1組] [ 2組]

 1 田中 美沙(3)     58.89 q  1 内山 成実(3)   1:02.22 q
ﾀﾅｶ ﾐｻ 長野吉田高 ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 小布施中

 2 川上円佳(3)   1:00.71 q  2 望月 絵美(1)   1:04.15 
ｶﾜｶﾐﾏﾄﾞｶ 松川高 ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ 豊科高

 3 仲田 あかり(3)   1:01.62 q  3 小口 綾香(2)   1:07.35 
ﾅｶﾀ ｱｶﾘ 下伊那農業高 ｵｸﾞﾁ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎高

 4 宮下 唯(3)   1:04.23  4 石谷 瑞希(1)   1:08.40 
ﾐﾔｼﾀ ﾕｲ 上田染谷丘高 ｲｼﾔ ﾐｽﾞｷ 大町高

 5 岡山 未来(2)   1:06.13  5 宮脇 杏菜(2)   1:09.19 
ｵｶﾔﾏ ﾐｷ 飯田高陵中 ﾐﾔﾜｷ ｱﾝﾅ 駒ヶ根東中

 6 栗田 愛(2)   1:06.24  6 宮原 千恵(3)   1:10.13 
ｸﾘﾀ ｱｲ 松本蟻ヶ崎高 ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾁｴ 櫻ヶ岡中

 7 今井 萌美(2)   1:08.75 関島 芽維(3)
ｲﾏｲ ﾓｴﾐ 諏訪実業高 ｾｷｼﾞﾏ  ﾒｲ 飯田風越高

 8 下岡 夕奈(3)   1:10.21 宮川 雪菜(2)
ｼﾓｶ  ﾕｳﾅ 櫻ヶ岡中 ﾐﾔｶﾞﾜ  ﾕｷﾅ 下高井農林高

 9 太田 真生(2)   1:13.83 黒岩 彩花(2)
ｵｵﾀ ﾏｲ 長野東部中 ｸﾛｲﾜ ｱﾔｶ 中野立志館高

[ 3組] [ 4組]

 1 竹村 純菜(3)   1:02.45  1 高橋 美由紀(2)   1:00.57 q
ﾀｹﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 松商学園高 ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｷ 東海大三高

 2 中田 倭菜(1)   1:02.61  2 神津 あずさ(3)   1:04.48 
ﾅｶﾀ ｼｽﾞﾅ 福島大 ｺｳﾂﾞ  ｱｽﾞｻ 上田高

 3 根橋 美希(2)   1:03.62  3 中澤 結花(3)   1:06.03 
ﾈﾊﾞｼ ﾐｷ 諏訪清陵高 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｶ 上田東高

 4 中曽根 慈(2)   1:04.02  4 野村 知佐(4)   1:06.17 
ﾅｶｿﾈ ﾒｸﾞﾐ 上田染谷丘高 ﾉﾑﾗ ﾁｻ 信州大

 5 児玉 梓(3)   1:06.11  5 上原 瑛美(2)   1:06.58 
ｺﾀﾞﾏ ｱｽﾞｻ 上田東高 ｳｴﾊﾗ ｴﾐ 諏訪清陵高
川上 美葉(1)  6 春日 ともえ(3)   1:08.84 
ｶﾜｶﾐ ﾐﾊ 小諸高 ｶｽｶﾞ ﾄﾓｴ 駒ヶ根東中
小林 愛(1)  7 山岸 沙也加(3)   1:11.43 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｶ 北部高 ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾔｶ 長野東部中
内山 真理子(3)  8 阪本 さくら(3)   1:13.14 
ｳﾁﾔﾏ ﾏﾘｺ 豊科高 ｻｶﾓﾄ ｻｸﾗ 市立長野高
清水 ひとみ(2)
ｼﾐｽﾞ ﾋﾄﾐ 大町高

[ 5組] [ 6組]

 1 坂部 真希(3)   1:02.29  1 山本 瑞(2)   1:01.97 q
ｻｶﾍﾞ ﾏｷ 上田東高 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 小諸高

 2 笠原 悠紀(2)   1:02.30  2 深谷 里佳(2)   1:03.22 
ｶｻﾊﾗ ﾕｳｷ 文大長野高 ﾌｶﾔ ﾘｶ 諏訪実業高

 3 二本松 花名子(3)   1:02.63  3 青沼 瑞季(3)   1:04.93 
ﾆﾎﾝﾏﾂ ｶﾅｺ 市立長野高 ｱｵﾇﾏ ﾐｽﾞｷ 長野吉田高

 4 海野 由貴(3)   1:03.89  4 竹内 華奈子(3)   1:07.12 
ｳﾝﾉ ﾕｷ 屋代高 ﾀｹｳﾁ ｶﾅｺ 駒ヶ根東中

 5 佐藤 静香(1)   1:04.40  5 小林 郁美(1)   1:07.55 
ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 小諸高 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｸﾐ 上田東高

 6 田中 伶奈   1:04.74  6 林 優子(3)   1:07.81 
ﾀﾅｶ ﾚｲﾅ 下諏訪向陽高 ﾊﾔｼ ﾕｳｺ 諏訪清陵高

 7 柏原 麻祐(3)   1:07.68  7 荒井 美優(3)   1:15.14 
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾏﾕ 大町高 ｱﾗｲ ﾐﾕ 長野東部中

 8 栁澤 千尋(3)   1:11.97 池田 奈美(2)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁﾋﾛ 丸子北中 ｲｹﾀﾞ ﾅﾐ 伊那弥生ヶ丘高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

女子

400m

予選 通過基準  7組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

8   387

所属名 記録／備考
6   767

5  4895

4   483

9  1474

7  1887

2    52

No. 氏  名 所属名

3  4047

順

1  4457

1  2001

9  1886

記録／備考
2  4545

ﾚｰﾝ

4  4816

8  4453

5  1673

6   579
欠場

7   650

3   454
欠場

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

6    80

3  1941

4  8052

1  1335
欠場

2  1471

7  1450

欠場

5   750
欠場

8  1999

氏  名 所属名 記録／備考
6    26

欠場

4  1445

9  8006

2  1413

7  4352

3  4620

8    83

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

5   917

9  1680

8   997

所属名 記録／備考
3  1447

9  1332

2   916

5  1141

7  4400

4   126

6  1671

所属名 記録／備考
5  1339

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

9   766

2  4353

3    51

4    85

8  4619

6  1437

7   296
欠場



[ 7組]

 1 野口 彩夏(3)   1:02.01 q
ﾉｸﾞﾁ ｱﾔｶ 諏訪清陵高

 2 小松 夕姫(3)   1:02.23 q
ｺﾏﾂ ﾕｷ 丸子修学館高

 3 伊藤 美智花(3)   1:05.00 
ｲﾄｳ ﾐﾁｶ 伊那弥生ヶ丘高

 4 上原 彩(3)   1:06.93 
ｳｴﾊﾗ ｱﾔ 小諸高

 5 深見 香奈(3)   1:07.24 
ﾌｶﾐ ｶﾅ 中野立志館高

 6 佐藤 史穂(2)   1:07.61 
ｻﾄｳ ｼﾎ 野沢南高

 7 宮坂 はづき(3)   1:07.67 
ﾐﾔｻｶ ﾊﾂﾞｷ 上田東高

 8 酒井 ちふみ(3)   1:09.45 
ｻｶｲ ﾁﾌﾐ 佐久長聖高

 1 田中 美沙(3)     58.35 
ﾀﾅｶ ﾐｻ 長野吉田高

 2 山本 瑞(2)     58.84 
ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 小諸高

 3 川上円佳(3)     59.96 
ｶﾜｶﾐﾏﾄﾞｶ 松川高

 4 内山 成実(3)   1:00.29 
ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 小布施中

 5 高橋 美由紀(2)   1:00.32 
ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｷ 東海大三高

 6 小松 夕姫(3)   1:01.00 
ｺﾏﾂ ﾕｷ 丸子修学館高

 7 仲田 あかり(3)   1:01.23 
ﾅｶﾀ ｱｶﾘ 下伊那農業高

 8 野口 彩夏(3)   1:02.47 
ﾉｸﾞﾁ ｱﾔｶ 諏訪清陵高

氏  名 所属名 記録／備考
5    79

8  1399

女子

400m
順 ﾚｰﾝ No.

6  1346

9   648

2   316

4  1449

3  1302

7  1254

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6   387

7   767

9  1339

3  1399

2  4545

5    26

4   483

8    79



予選 4月24日 11:55
決勝 4月24日 16:20

長野県記録(KR)                2:09.70 矢沢　悦子                   東京女子体育大   1998/09/07  
大会記録(GR)                  2:16.9  岩田　千恵                   東女体大         1986        

[ 1組] [ 2組]

 1 宮下 夏奈(3)   2:26.81  1 渡邊 かりん(2)   2:25.11 q
ﾐﾔｼﾀ ｶﾅ 諏訪南中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 広徳中

 2 蛭田 凜(2)   2:27.75  2 桃井 由佳(3)   2:37.95 
ﾋﾙﾀ ﾘﾝ 鉢盛中 ﾓﾓｲ ﾕｶ 菅野中

 3 笠原 悠紀(2)   2:31.57  3 宮脇 杏菜(2)   2:39.94 
ｶｻﾊﾗ ﾕｳｷ 文大長野高 ﾐﾔﾜｷ ｱﾝﾅ 駒ヶ根東中

 4 吉田 英里子(3)   2:36.17  4 笠原 春乃   2:40.32 
ﾖｼﾀﾞ  ｴﾘｺ 王滝中 ｶｻﾊﾗ ﾊﾙﾉ 下諏訪向陽高

 5 原山 美優(3)   2:42.11  5 小林 美奈(2)   2:45.36 
ﾊﾗﾔﾏ ﾐﾕｳ 櫻ヶ岡中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅ 長野北部中

 6 寺平 稚博(3)   2:43.30  6 丸橋 由紀子(1)   2:45.81 
ﾃﾗﾀﾞｲﾗ ﾁﾋﾛ 伊那弥生ヶ丘高 ﾏﾙﾊｼ ﾕｷｺ 浅科中

 7 山口 芽吹(2)   2:46.68  7 上條 美咲(3)   2:52.08 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾒﾌﾞｷ 市立長野高 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐｻｷ 鉢盛中

 8 小林 愛(1)   2:49.95  8 小林 真理恵(3)   3:01.43 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｶ 北部高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘｴ 小諸東中

 9 吉田 萌佳(2)   2:52.92 清澤 優佳(2)
ﾖｼﾀﾞ ﾓｴｶ 上田五中 ｷﾖｻﾜ ﾕｶ 田川高

10 柳沢 有香(2)   2:52.97 志村 有美(3)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 芦原中 ｼﾑﾗ ﾕｳﾐ 松本県ヶ丘高

[ 3組] [ 4組]

 1 小宮山 悠(2)   2:23.42 q  1 佐藤 史穂(2)   2:36.03 
ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ 八千穂中 ｻﾄｳ ｼﾎ 野沢南高

 2 成田 愛理(3)   2:28.79  2 小林 里穂(3)   2:40.81 
ﾅﾘﾀ ｱｲﾘ 菅野中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾎ 鉢盛中

 3 齊藤 百香(3)   2:30.68  3 小林 千紗(1)   2:43.05 
ｻｲﾄｳ ﾓﾓｶ 鉢盛中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｻ 菅野中

 4 亀山 聖華(3)   2:37.33  4 河西 いづみ(3)   2:43.89 
ｶﾒﾔﾏ  ｾｲｶ 飯田風越高 ｶｻｲ ｲﾂﾞﾐ 長峰中

 5 荒木 瑞葉(2)   2:45.72  5 小平 瑞希(2)   2:47.49 
ｱﾗｷ ﾐｽﾞﾊ 原中 ｺﾀﾞｲﾗ ﾐｽﾞｷ 伊那弥生ヶ丘高

 6 山岸 沙也加(3)   2:48.35  6 寺沢 月花(3)   2:47.49 
ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾔｶ 長野東部中 ﾃﾗｻﾜ ﾂｷｶ 須坂東中

 7 宮﨑 沙織(2)   2:49.40  7 和田 はるか(3)   2:49.07 
ﾐﾔｻﾞｷ ｻｵﾘ 駒ヶ根東中 ﾜﾀﾞ  ﾊﾙｶ 篠ﾉ井高

 8 原 瞳(3)   3:04.73  8 河崎 夏美(3)   2:49.71 
ﾊﾗ ﾋﾄﾐ 諏訪南中 ﾜｻｷ ﾅﾂﾐ 上諏訪中
酒井 ちふみ(3)  9 長谷川 りか(2)   3:15.69 
ｻｶｲ ﾁﾌﾐ 佐久長聖高 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｶ 広徳中
祢津 すずみ(2) 藤田 英理(3)
ﾈﾂ ｽｽﾞﾐ 長野北部中 ﾌｼﾞﾀ ｴﾘ 阿南高

[ 5組] [ 6組]

 1 塩入 瑛美(2)   2:24.82 q  1 吉田 夏子(1)   2:27.30 
ｼｵｲﾘ ｴﾐ 丸子修学館高 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｺ 東海大三高

 2 北田 萌(2)   2:29.71  2 神津 あずさ(3)   2:28.52 
ｷﾀﾀﾞ ﾓｴ 長野吉田高 ｺｳﾂﾞ  ｱｽﾞｻ 上田高

 3 小合 沙季(2)   2:31.18  3 今川 愛未(2)   2:34.05 
ｵｺﾞｳ  ｻｷ 穂高西中 ｲﾏｶﾞﾜ ｴﾐ 豊科北中

 4 中曽根 慈(2)   2:31.87  4 曽根 まりな(3)   2:34.07 
ﾅｶｿﾈ ﾒｸﾞﾐ 上田染谷丘高 ｿﾈ ﾏﾘﾅ 鉢盛中

 5 安田 佳織(2)   2:32.94  5 宮脇 玲菜(2)   2:37.82 
ﾔｽﾀﾞ ｶｵﾘ 鉢盛中 ﾐﾔﾜｷ ﾚｲﾅ 駒ヶ根東中

 6 上原 瑛美(2)   2:32.95  6 降籏 あかり(2)   2:45.46 
ｳｴﾊﾗ ｴﾐ 諏訪清陵高 ﾌﾘﾊﾀ ｱｶﾘ 開成中

 7 胡桃沢 佑衣(1)   2:49.61  7 藤澤 園子(2)   2:48.37 
ｸﾙﾐｻﾞﾜ  ﾕｲ 王滝中 ﾌｼﾞｻﾜ ｿﾉｺ 波田中

 8 熊澤 絃(1)   2:50.04  8 大杉 知佳(2)   2:51.78 
ｸﾏｻﾞﾜ ﾕﾐ 佐久長聖高 ｵｵｽｷﾞ ﾁｶ 伊那東部中

 9 倉田 優美(2)   2:54.99  9 松﨑 玲佳(2)   3:09.18 
ｸﾗﾀ ｽｸﾞﾐ 伊那東部中 ﾏﾂｻﾞｷ ﾚｲｶ 上田五中
小岩井 翠(2) 折橋真生(3)
ｺｲﾜｲ ﾐﾄﾞﾘ 松本深志高 ｵﾘﾊｼ ﾏｵ 塩尻広陵中

女子

800m

予選 通過基準  10組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

所属名 記録／備考
7  4560

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

3   997

10  4500

2  4918

1   319

4   923

6  4461

8  4831

5  4971
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[ 7組] [ 8組]

 1 山﨑 千夏(3)   2:24.83 q  1 北原 成美(2)   2:23.90 q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾅﾂ 戸倉上山田中 ｷﾀﾊﾗ ﾅﾙﾐ 東海大三高

 2 山﨑 菜月   2:26.60 q  2 小林 郁美(1)   2:32.61 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂｷ 篠ﾉ井西中 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｸﾐ 上田東高

 3 竹内 華奈子(3)   2:33.51  3 滝内 美来(3)   2:35.48 
ﾀｹｳﾁ ｶﾅｺ 駒ヶ根東中 ﾀｷｳﾁ ﾐｸ 菅野中

 4 柏原 麻祐(3)   2:39.79  4 春日 ともえ(3)   2:36.05 
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾏﾕ 大町高 ｶｽｶﾞ ﾄﾓｴ 駒ヶ根東中

 5 傘木 みちる(3)   2:44.40  5 中山 真緒(2)   2:45.51 
ｶｻｷﾞ ﾐﾁﾙ 松本美須々高 ﾅｶﾔﾏ ﾏｵ 伊那東部中

 6 後藤 優菜(2)   2:45.84  6 髙山 友璃(3)   2:45.61 
ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾅ 諏訪南中 ﾀｶﾔﾏ ﾕﾘ 豊科北中

 7 白坂 舞(3)   2:46.81  7 唐澤 萌香(2)   2:53.24 
ｼﾗｻｶ ﾏｲ 豊科北中 ｶﾗｻﾜﾓｴｶ 辰野高

 8 筒井 朋美(2)   2:51.56  8 野村 安奈(3)   3:02.83 
ﾂﾂｲ ﾄﾓﾐ 鉢盛中 ﾉﾑﾗ ｱﾝﾅ 鉢盛中

 9 松澤 莉歩(3)   3:11.51 池田 奈美(2)
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾘﾎ 上諏訪中 ｲｹﾀﾞ ﾅﾐ 伊那弥生ヶ丘高
馬塲 優生(3) 武居 麻美(3)
ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｷ 赤穂中 ﾀｹｲ ｱｻﾐ 丸ﾉ内中

[ 9組] [ 10組]

 1 二本松 花名子(3)   2:24.46 q  1 山本 瑞(2)   2:24.58 q
ﾆﾎﾝﾏﾂ ｶﾅｺ 市立長野高 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 小諸高

 2 高田 花林   2:31.41  2 林 優子(3)   2:30.71 
ﾀｶﾀﾞ ｶﾘﾝ 上田西高 ﾊﾔｼ ﾕｳｺ 諏訪清陵高

 3 大野 晴香(2)   2:31.46  3 菅沼 真衣(2)   2:35.13 
ｵｵﾉ ﾊﾙｶ 更北中 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏｲ 鉢盛中

 4 山本 怜実(3)   2:31.75  4 金川 都づ美   2:36.45 
ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾐ 鉢盛中 ｶﾅｶﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ 篠ﾉ井西中

 5 原 奈々(2)   2:35.93  5 佐藤 深由(3)   2:41.87 
ﾊﾗ ﾅﾅ 辰野高 ｻﾄｳ ﾐﾕｳ 小諸東中

 6 三村 静香(1)   2:36.75  6 小出 あかね(3)   2:54.69 
ﾐﾑﾗ ｼｽﾞｶ 菅野中 ｺｲﾃﾞ ｱｶﾈ 上諏訪中

 7 濵 麗(3)   2:38.17  7 荒井 美優(3)   3:00.62 
ﾊﾏ ｳﾗﾗ 梓川中 ｱﾗｲ ﾐﾕ 長野東部中

 8 溝口 友己歩(1)   2:47.49 岸本 優里(3)
ﾐｿﾞｸﾁ  ﾕｷﾎ 王滝中 ｷｼﾓﾄ ﾕﾘ 松本県ヶ丘高

 9 栁澤 千尋(3)   2:48.36 小池 望(3)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁﾋﾛ 丸子北中 ｺｲｹ ﾉｿﾞﾐ 諏訪二葉高

10 米窪 麻衣(2)   3:08.71 
ﾖﾈｸﾎﾞ ﾏｲ 塩尻中

 1 二本松 花名子(3)   2:19.59 
ﾆﾎﾝﾏﾂ ｶﾅｺ 市立長野高

 2 山本 瑞(2)   2:24.69 
ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 小諸高

 3 小宮山 悠(2)   2:26.62 
ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ 八千穂中

 4 北原 成美(2)   2:27.53 
ｷﾀﾊﾗ ﾅﾙﾐ 東海大三高

 5 渡邊 かりん(2)   2:28.69 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 広徳中

 6 山﨑 千夏(3)   2:29.39 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾅﾂ 戸倉上山田中

 7 塩入 瑛美(2)   2:30.60 
ｼｵｲﾘ ｴﾐ 丸子修学館高

 8 山﨑 菜月   2:35.99 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂｷ 篠ﾉ井西中
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予選 4月25日 11:00
決勝 4月25日 16:10

長野県記録(KR)                4:23.10 土屋　智美                   長野吉田高       2002/08/03  
大会記録(GR)                  4:39.59 土屋　智美                   長野吉田高       2002        

[ 1組] [ 2組]

 1 真柳 亜美(1)    4:45.1 Q  1 青木 菜摘(3)    4:49.6 Q
ﾏﾔﾅｷﾞ ｱﾐ 長野東高 ｱｵｷ ﾅﾂﾐ 東海大三高

 2 矢野 結香(2)    4:58.0 Q  2 細田 あい(3)    4:58.4 Q
ﾔﾉ ﾕｶ 東海大三高 ﾎｿﾀﾞ ｱｲ 長峰中

 3 小宮山 悠(2)    5:01.5 q  3 笹澤 今日子(2)    5:00.5 q
ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ 八千穂中 ｻｻｻﾞﾜ ｷｮｳｺ 丸子中

 4 八木 緋夏莉(3)    5:01.9 q  4 小口 雪音(1)    5:03.9 
ﾔｷﾞ ﾋｶﾘ 長野日大高 ｵｸﾞﾁ ﾕｷﾈ 下諏訪中

 5 安田 佳織(2)    5:02.8  5 山本 怜実(3)    5:05.1 
ﾔｽﾀﾞ ｶｵﾘ 鉢盛中 ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾐ 鉢盛中

 6 鶯巣美冴(1)    5:03.5  6 竹村 知世(2)    5:11.2 
ｳｸﾞｽﾐｻｴ 松川高 ﾀｹﾑﾗ ﾄﾓﾖ 伊那弥生ヶ丘高

 7 曽根 まりな(3)    5:12.7  7 吉田 英里子(3)    5:19.7 
ｿﾈ ﾏﾘﾅ 鉢盛中 ﾖｼﾀﾞ  ｴﾘｺ 王滝中

 8 今川 愛未(2)    5:15.8  8 五味 あずさ(2)    5:20.7 
ｲﾏｶﾞﾜ ｴﾐ 豊科北中 ｺﾞﾐ ｱｽﾞｻ 松本蟻ヶ崎高

 9 松下 恵里(1)    5:20.5  9 伊藤 玲美優(3)    5:27.2 
ﾏﾂｼﾀ ｴﾘ 小諸高 ｲﾄｳ ﾚﾋﾞﾕ 菅野中

10 滝内 美来(3)    5:21.3 10 宮阪 絢子(1)    5:28.6 
ﾀｷｳﾁ ﾐｸ 菅野中 ﾐﾔｻｶ ｱﾔｺ 田川高

11 稲垣 芙雪(3)    5:22.7 11 赤井 麗佳(2)    5:28.9 
ｲﾅｶﾞｷ ﾌﾕｷ 篠ﾉ井西中 ｱｶｲ ﾚｲｶ 菅野中

12 近藤 由実(2)    5:23.3 12 小林 里穂(3)    5:29.3 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ 長野商業高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾎ 鉢盛中

13 枝 美沙希(3)    5:31.0 13 綱嶋 由佳(3)    5:29.6 
ｴﾀﾞ ﾐｻｷ 松商学園高 ﾂﾅｼﾏ ﾕｶ 市立長野高

14 鹿野 知世(2)    5:33.6 14 小泉 愛花(2)    5:30.6 
ｼｶﾉ ﾄﾓﾖ 伊那弥生ヶ丘高 ｺｲｽﾞﾐ ｱｲｶ 小諸東中

15 酒井 はるか(3)    5:34.1 15 麻田ゆりえ(2)    5:32.0 
ｻｶｲ  ﾊﾙｶ 伊那西高 ｱｻﾀﾞ ﾕﾘｴ 豊科北中

16 竹下 舞香(2)    5:45.4 16 伊東 玲奈(1)    5:35.3 
ﾀｹｼﾀ ﾏｲｶ 原中 ｲﾄｳ ﾚｲﾅ 東海大三高

17 山野井 香苗(3)    5:46.7 17 渡辺 夏妃(2)    5:36.9 
ﾔﾏﾉｲ ｶﾅｴ 長野東部中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｷ 飯山北高

18 仁尾 沙織(2)    6:29.3 18 大硲 梨央(2)    6:02.7 
ﾆｵ ｻｵﾘ 松代高 ｵｵﾊﾞ ﾘｵ 長野西高
中島 栄梨香(3) 19 木下香奈絵(2)    6:14.1 
ﾅｶｼﾞﾏ ｴﾘｶ 下伊那農業高 ｷﾉｼﾀｶﾅｴ 松川高
唐澤 萌香(2) 20 松浦 莉沙(2)    6:20.6 
ｶﾗｻﾜﾓｴｶ 辰野高 ﾏﾂｳﾗ ﾘｻ 上田五中
市川 綾香(3) 21 長谷川 りか(2)    6:28.1 
ｲﾁｶﾜ ｱﾔｶ 須坂商業高 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｶ 広徳中
小池 望(3) 上條 洋子(2)
ｺｲｹ ﾉｿﾞﾐ 諏訪二葉高 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾖｳｺ 松商学園高
亀山 聖華(3) 満澤 茜(2)
ｶﾒﾔﾏ  ｾｲｶ 飯田風越高 ﾐﾂｻﾞﾜ ｱｶﾈ 長野東高
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[ 3組] [ 4組]

 1 佐々木 文華(2)    4:50.4 Q  1 安原 光(2)    4:43.5 Q
ｻｻｷ ﾌﾐｶ 長野東高 ﾔｽﾊﾗ ﾋｶﾘ 長野東高

 2 北原 成美(2)    4:50.6 Q  2 中村 結(1)    4:51.4 Q
ｷﾀﾊﾗ ﾅﾙﾐ 東海大三高 ﾅｶﾑﾗ  ﾕｲ 上田高

 3 伊藤 千夏(2)    4:51.1 q  3 渡邊 かりん(2)    4:57.1 q
ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 山辺中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 広徳中

 4 成田 愛理(3)    5:02.6  4 吉田 夏子(1)    5:03.1 
ﾅﾘﾀ ｱｲﾘ 菅野中 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｺ 東海大三高

 5 蛭田 凜(2)    5:03.4  5 齊藤 百香(3)    5:03.6 
ﾋﾙﾀ ﾘﾝ 鉢盛中 ｻｲﾄｳ ﾓﾓｶ 鉢盛中

 6 間宮 葵(2)    5:04.8  6 関 里華(2)    5:08.0 
ﾏﾐﾔ  ｱｵｲ 上田高 ｾｷ ﾘｶ 上田第二中

 7 北田 萌(2)    5:09.4  7 岩波 宏佳(3)    5:08.2 
ｷﾀﾀﾞ ﾓｴ 長野吉田高 ｲﾜﾅﾐ ﾋﾛｶ 諏訪南中

 8 高田 花林    5:12.9  8 勝山 真子(3)    5:08.5 
ﾀｶﾀﾞ ｶﾘﾝ 上田西高 ｶﾂﾔﾏ ﾏｺ 戸倉上山田中

 9 河西 いづみ(3)    5:25.8  9 池田 優子(3)    5:08.7 
ｶｻｲ ｲﾂﾞﾐ 長峰中 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｺ 丸子中

10 中澤 瑠梨(3)    5:30.9 10 下島 郁奈(3)    5:08.9 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾙﾅ 豊科北中 ｼﾓｼﾞﾏ ｶﾅ 駒ヶ根東中

11 丸山 恵(3)    5:32.7 11 小松 彩乃(3)    5:09.7 
ﾏﾙﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 長野東部中 ｺﾏﾂ ｱﾔﾉ 菅野中

12 宮脇 玲菜(2)    5:34.1 12 関川 佳奈(2)    5:24.6 
ﾐﾔﾜｷ ﾚｲﾅ 駒ヶ根東中 ｾｷｶﾞﾜ ｶﾅ 松代高

13 中村 亜由香(3)    5:36.0 13 松井 利恵(2)    5:27.4 
ﾅｶﾑﾗ ｱﾕｶ 犀陵中 ﾏﾂｲ ﾘｴ 仁科台中

14 小平 瑞希(2)    5:42.6 14 勝山 友梨子(3)    5:28.9 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾐｽﾞｷ 伊那弥生ヶ丘高 ｶﾂﾔﾏ ﾕﾘｺ 松本美須々高

15 黒河内 奈恵(2)    5:46.8 15 降籏 あかり(2)    5:31.0 
ｸﾛｺﾞｳﾁ ﾅｴ 上伊那農業高 ﾌﾘﾊﾀ ｱｶﾘ 開成中

16 胡桃沢 佑衣(1)    6:02.5 16 佐藤 深由(3)    5:33.7 
ｸﾙﾐｻﾞﾜ  ﾕｲ 王滝中 ｻﾄｳ ﾐﾕｳ 小諸東中

17 黒川 由夏    6:04.2 17 丸山 愛真(3)    5:38.2 
ｸﾛｶﾜ ﾕｶ 中野西高 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾙﾐ 豊科北中

18 野村 安奈(3)    6:04.8 18 上條 美咲(3)    5:42.4 
ﾉﾑﾗ ｱﾝﾅ 鉢盛中 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐｻｷ 鉢盛中

19 青沼 郁奈(3)    6:10.8 19 河崎 夏美(3)    5:46.3 
ｱｵﾇﾏ ﾌﾐﾅ 波田中 ﾜｻｷ ﾅﾂﾐ 上諏訪中

20 萩原 真理(2)    6:59.3 20 上原 千穂(2)    5:57.9 
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏﾘ 穂高商業高 ｳｴﾊﾗ ﾁﾎ 上田五中
山田瑞歩(2) 傳田 雪香(2)
ﾔﾏﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ 長野日大高 ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｷｶ 長野東部中
和田 はるか(3) 曽根原 加奈(2)
ﾜﾀﾞ  ﾊﾙｶ 篠ﾉ井高 ｿﾈﾊﾗ ｶﾅ 大町高
杉崎 日向子(3)
ｽｷﾞｻｷ ﾋﾅｺ 上田東高
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順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名順

13  4901

15   888

11    34

20  1418

2  4578

17  4918

19  4613

1   755

5  1532

10  4815

18  4702

9  4615

4   245

22  4944

16   300

8  4108

12   663

欠場
23  1444

14   959
欠場

3  4405

21  1077

7  4660

6  1708

4  4521

8  4402

18  4559

13  1412

所属名 記録／備考
1   887

No.

10  4710

22    33

19  4067

3  4351

14  4517

7  1133

17  4103

5  4576

9  4989

20  4540

16  1855

2  4411

12  4964

6  4699

11  4053
欠場

15  1682

21  4106

欠場

欠場



[ 5組]

 1 小林真帆(3)    4:52.3 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾎ 更北中

 2 玉城かんな(2)    4:52.7 Q
ﾀﾏｷ ｶﾝﾅ 川中島中

 3 江口 由真(1)    4:55.1 q
ｴｸﾞﾁ ﾕﾏ 東海大三高

 4 小松 紗姫(2)    5:03.0 
ｺﾏﾂ ｻｷ 下諏訪向陽高

 5 山﨑 千夏(3)    5:03.8 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾅﾂ 戸倉上山田中

 6 塩入 瑛美(2)    5:10.0 
ｼｵｲﾘ ｴﾐ 丸子修学館高

 7 菅沼 真衣(2)    5:17.6 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏｲ 鉢盛中

 8 飯嶋 諒子(3)    5:24.6 
ｲｲｼﾞﾏ ﾘｮｳｺ 大町高

 9 桃井 由佳(3)    5:29.8 
ﾓﾓｲ ﾕｶ 菅野中

10 原 奈々(2)    5:35.9 
ﾊﾗ ﾅﾅ 辰野高

11 河原田 彩(2)    5:37.4 
ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ｻﾔｶ 東北中

12 溝口 友己歩(1)    5:46.1 
ﾐｿﾞｸﾁ  ﾕｷﾎ 王滝中

13 宮﨑 沙織(2)    5:47.5 
ﾐﾔｻﾞｷ ｻｵﾘ 駒ヶ根東中

14 福田 梨花(3)    5:56.1 
ﾌｸﾀ  ﾘｶ 松本蟻ヶ崎高

15 宍戸 萌(2)    6:25.3 
ｼｼﾄﾞ ﾓｴ 豊科北中

16 花澤 明優美(2)    6:44.0 
ﾊﾅｻﾞﾜ  ｱﾕﾐ 野沢北高
藤田 英理(3)
ﾌｼﾞﾀ ｴﾘ 阿南高
中島 菜都美(3)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ 松商学園高
佐々木 亜美(2)
ｻｻｷ  ｱﾐ 飯田風越高
鈴木 真綾(2)
ｽｽﾞｷ ﾏｱﾔ 長野東高
小林 萌華(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ 上伊那農業高
割田 有貴(3)
ﾜﾘﾀ ﾕｷ 長野日大高

女子

1500m
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

22    36

13  4793

15  4738

1  1403

12   124

5  4169

2  4581

9  4916

7  1678

11  4109

14   214

19  4131

21  4890

4  4811

8  1880

欠場
6  1944

欠場

10  1228

3   547

欠場
18   238

欠場

16   455
欠場

17   886

20   964
欠場



 1 安原 光(2)   4:39.36 
ﾔｽﾊﾗ ﾋｶﾘ 長野東高

 2 真柳 亜美(1)   4:42.24 
ﾏﾔﾅｷﾞ ｱﾐ 長野東高

 3 佐々木 文華(2)   4:43.02 
ｻｻｷ ﾌﾐｶ 長野東高

 4 中村 結(1)   4:45.15 
ﾅｶﾑﾗ  ﾕｲ 上田高

 5 玉城かんな(2)   4:46.40 
ﾀﾏｷ ｶﾝﾅ 川中島中

 6 伊藤 千夏(2)   4:48.33 
ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 山辺中

 7 青木 菜摘(3)   4:49.22 
ｱｵｷ ﾅﾂﾐ 東海大三高

 8 矢野 結香(2)   4:51.78 
ﾔﾉ ﾕｶ 東海大三高

 9 小林真帆(3)   4:52.63 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾎ 更北中

10 渡邊 かりん(2)   4:53.34 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 広徳中

11 細田 あい(3)   4:54.60 
ﾎｿﾀﾞ ｱｲ 長峰中

12 江口 由真(1)   4:55.00 
ｴｸﾞﾁ ﾕﾏ 東海大三高

13 笹澤 今日子(2)   4:55.92 
ｻｻｻﾞﾜ ｷｮｳｺ 丸子中

14 北原 成美(2)   4:59.08 
ｷﾀﾊﾗ ﾅﾙﾐ 東海大三高

15 小宮山 悠(2)   5:06.71 
ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ 八千穂中

16 八木 緋夏莉(3)   5:08.10 
ﾔｷﾞ ﾋｶﾘ 長野日大高

氏  名 所属名 記録／備考

女子

14   887
大会新

12   879

1500m
決勝

順 No.

2  1412

1  4738

15   888

3    32

7    35

4  4901

6  4521

10  4614

8  4793

16  4513

9    34

5    36

13   960

11  4664



決勝 4月24日 14:35

長野県記録(KR)                9:16.29 石原　さつき                 諏訪実高         1991/10/14  
大会記録(GR)                  9:43.86 下村　　茜                   丸子中           1999        

[ 1組] [ 2組]

 1 山下 奈津子(2)  10:45.12  1 安原 光(2)  10:00.65 
ﾔﾏｼﾀ ﾅﾂｺ 岡谷北部中 ﾔｽﾊﾗ ﾋｶﾘ 長野東高

 2 小松 紗姫(2)  10:48.82  2 満澤 茜(2)  10:03.23 
ｺﾏﾂ ｻｷ 下諏訪向陽高 ﾐﾂｻﾞﾜ ｱｶﾈ 長野東高

 3 間宮 葵(2)  11:11.44  3 小島 捺月(3)  10:09.94 
ﾏﾐﾔ  ｱｵｲ 上田高 ｺｼﾞﾏ ﾅﾂｷ 長野東高

 4 関 里華(2)  11:11.83  4 牛越 あかね(3)  10:14.51 
ｾｷ ﾘｶ 上田第二中 ｳｼｺｼ ｱｶﾈ 長野東高

 5 杉崎 日向子(3)  11:18.44  5 青木 菜摘(3)  10:18.03 
ｽｷﾞｻｷ ﾋﾅｺ 上田東高 ｱｵｷ ﾅﾂﾐ 東海大三高

 6 小松 彩乃(3)  11:20.77  6 佐々木 文華(2)  10:18.90 
ｺﾏﾂ ｱﾔﾉ 菅野中 ｻｻｷ ﾌﾐｶ 長野東高

 7 池田 優子(3)  11:21.26  7 荒井 友花(1)  10:19.50 
ｲｹﾀﾞ ﾕｳｺ 丸子中 ｱﾗｲ ﾕｶ 長野東高

 8 下島 郁奈(3)  11:21.71  8 湯澤 ほのか(1)  10:20.50 
ｼﾓｼﾞﾏ ｶﾅ 駒ヶ根東中 ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 長野東高

 9 関川 佳奈(2)  11:30.52  9 鈴木 真綾(2)  10:31.02 
ｾｷｶﾞﾜ ｶﾅ 松代高 ｽｽﾞｷ ﾏｱﾔ 長野東高

10 飯嶋 諒子(3)  11:34.70 10 細田 あい(3)  10:32.51 
ｲｲｼﾞﾏ ﾘｮｳｺ 大町高 ﾎｿﾀﾞ ｱｲ 長峰中

11 清水 麻由子(2)  11:44.45 11 小井土､ 美希(3)  10:32.93 
ｼﾐｽﾞ ﾏﾕｺ 飯田高 ｺｲﾄﾞ ﾐｷ 東海大三高

12 松井 利恵(2)  11:49.12 12 割田麻紀(3)  10:36.46 
ﾏﾂｲ ﾘｴ 仁科台中 ﾜﾘﾀ ﾏｷ 長野日大高

13 中島 栄梨香(3)  11:54.60 13 松山 なつみ(3)  10:37.03 
ﾅｶｼﾞﾏ ｴﾘｶ 下伊那農業高 ﾏﾂﾔﾏ ﾅﾂﾐ 中野立志館高

14 丸山 愛真(3)  11:56.92 14 笹澤 今日子(2)  10:39.12 
ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾙﾐ 豊科北中 ｻｻｻﾞﾜ ｷｮｳｺ 丸子中

15 赤井 麗佳(2)  12:03.25 15 矢野 結香(2)  10:42.11 
ｱｶｲ ﾚｲｶ 菅野中 ﾔﾉ ﾕｶ 東海大三高

16 酒井 はるか(3)  12:03.39 16 北澤 春香(2)  10:43.06 
ｻｶｲ  ﾊﾙｶ 伊那西高 ｷﾀｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 長野東高

17 鹿野 知世(2)  12:10.00 17 中村 結(1)  10:43.79 
ｼｶﾉ ﾄﾓﾖ 伊那弥生ヶ丘高 ﾅｶﾑﾗ  ﾕｲ 上田高

18 中澤 瑠梨(3)  12:11.92 18 八木 緋夏莉(3)  10:49.30 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾙﾅ 豊科北中 ﾔｷﾞ ﾋｶﾘ 長野日大高

19 酒井 理紗(3)  12:19.68 19 勝山 真子(3)  10:57.08 
ｻｶｲ ﾘｻ 小布施中 ｶﾂﾔﾏ ﾏｺ 戸倉上山田中

20 黒河内 奈恵(2)  12:20.25 20 出口 栞里  11:35.71 
ｸﾛｺﾞｳﾁ ﾅｴ 上伊那農業高 ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｵﾘ 東御東部中

21 佐々木 亜美(2)  12:26.17 21 枝 美沙希(3)  11:38.78 
ｻｻｷ  ｱﾐ 飯田風越高 ｴﾀﾞ ﾐｻｷ 松商学園高

22 原山 麻耶(2)  12:53.27 22 伊藤 玲美優(3)  11:48.99 
ﾊﾗﾔﾏ ﾏﾔ 長野吉田高 ｲﾄｳ ﾚﾋﾞﾕ 菅野中

23 小林 菜織(2)  14:55.29 真柳 亜美(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 上田五中 ﾏﾔﾅｷﾞ ｱﾐ 長野東高
原 菜月(2) 中島 菜都美(3)
ﾊﾗ ﾅﾂｷ 飯田高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ 松商学園高
村沢 恵理(3) 竹村 知世(2)
ﾑﾗｻﾜ ｴﾘ 飯田高 ﾀｹﾑﾗ ﾄﾓﾖ 伊那弥生ヶ丘高
木下香奈絵(2) 上條 洋子(2)
ｷﾉｼﾀｶﾅｴ 松川高 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾖｳｺ 松商学園高
鶯巣美冴(1) 篠田 美樹(3)
ｳｸﾞｽﾐｻｴ 松川高 ｼﾉﾀﾞ ﾐｷ 長野東高
小林 萌華(3) 秦 初音(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ 上伊那農業高 ﾊﾀ ﾊﾂﾈ 長野東高
神田 瑞紀(3)
ｶﾝﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 岡谷南高

女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

25  1418

27  4822

24   124

3  4576

4  4710

9  1444

19  1133

28  4067

17  4351

5  4103

6  1678

21   410

15  4820

1   485

10  4699

12  4702

8   322

26   299

20   455

18  4542

2   245

  394

7   412
途中棄権

29   756

13  4824

欠場
23   174

欠場
16   388

欠場

8    32

27   878

22   238

11   415
欠場

14

所属名 記録／備考
25   887

順 No.

13   868

5   889

15   869

9   880

17   888

24    31

11   886

20  4614

26  4513

28   965

12   647

2  1412

18    35

3   884

10  4639

14   960

6  4517

1   879
欠場

22  1943

23  4575

欠場
16  1923

欠場

4  1944
欠場

7   297

欠場

欠場

19   870
欠場

21   885



   1 安原 光(2) 長野東高    10:00.65   2   1
   2 満澤 茜(2) 長野東高    10:03.23   2   2
   3 小島 捺月(3) 長野東高    10:09.94   2   3
   4 牛越 あかね(3) 長野東高    10:14.51   2   4
   5 青木 菜摘(3) 東海大三高    10:18.03   2   5
   6 佐々木 文華(2) 長野東高    10:18.90   2   6
   7 荒井 友花(1) 長野東高    10:19.50   2   7
   8 湯澤 ほのか(1) 長野東高    10:20.50   2   8
   9 鈴木 真綾(2) 長野東高    10:31.02   2   9
  10 細田 あい(3) 長峰中    10:32.51   2  10
  11 小井土､ 美希(3) 東海大三高    10:32.93   2  11
  12 割田麻紀(3) 長野日大高    10:36.46   2  12
  13 松山 なつみ(3) 中野立志館高    10:37.03   2  13
  14 笹澤 今日子(2) 丸子中    10:39.12   2  14
  15 矢野 結香(2) 東海大三高    10:42.11   2  15
  16 北澤 春香(2) 長野東高    10:43.06   2  16
  17 中村 結(1) 上田高    10:43.79   2  17
  18 山下 奈津子(2) 岡谷北部中    10:45.12   1   1
  19 小松 紗姫(2) 下諏訪向陽高    10:48.82   1   2
  20 八木 緋夏莉(3) 長野日大高    10:49.30   2  18
  21 勝山 真子(3) 戸倉上山田中    10:57.08   2  19
  22 間宮 葵(2) 上田高    11:11.44   1   3
  23 関 里華(2) 上田第二中    11:11.83   1   4
  24 杉崎 日向子(3) 上田東高    11:18.44   1   5
  25 小松 彩乃(3) 菅野中    11:20.77   1   6
  26 池田 優子(3) 丸子中    11:21.26   1   7
  27 下島 郁奈(3) 駒ヶ根東中    11:21.71   1   8
  28 関川 佳奈(2) 松代高    11:30.52   1   9
  29 飯嶋 諒子(3) 大町高    11:34.70   1  10
  30 出口 栞里 東御東部中    11:35.71   2  20
  31 枝 美沙希(3) 松商学園高    11:38.78   2  21
  32 清水 麻由子(2) 飯田高    11:44.45   1  11
  33 伊藤 玲美優(3) 菅野中    11:48.99   2  22
  34 松井 利恵(2) 仁科台中    11:49.12   1  12
  35 中島 栄梨香(3) 下伊那農業高    11:54.60   1  13
  36 丸山 愛真(3) 豊科北中    11:56.92   1  14
  37 赤井 麗佳(2) 菅野中    12:03.25   1  15
  38 酒井 はるか(3) 伊那西高    12:03.39   1  16
  39 鹿野 知世(2) 伊那弥生ヶ丘高    12:10.00   1  17
  40 中澤 瑠梨(3) 豊科北中    12:11.92   1  18
  41 酒井 理紗(3) 小布施中    12:19.68   1  19
  42 黒河内 奈恵(2) 上伊那農業高    12:20.25   1  20
  43 佐々木 亜美(2) 飯田風越高    12:26.17   1  21
  44 原山 麻耶(2) 長野吉田高    12:53.27   1  22
  45 小林 菜織(2) 上田五中    14:55.29   1  23

女子

3000m
タイムレース

備考 組順位 No. 氏  名 都道府県

  868
   32
  888
  878

順位
  887
  889
  869

所属名 記録

  965
  647
 4513
   35

  880
  886
 4614
   31

  960
 4517
 1418
 4710

  884
 1412
 4822
  124

 1133
 1678
 4639
 1943

 1444
 4576
 4067
 4351

 4699
 4820
  322
  299

  410
 4575
 4103
  485

  756
 4824

 4702
 4542
  245
  455



決勝 4月25日  9:40

長野県記録(KR)               15:52.08 小田切　亜希                 長野東高         2008/10/18  
大会記録(GR)                 16:36.59 小田切亜希                   長野東高         2007        

 1 小島 捺月(3)   17:16.4 
ｺｼﾞﾏ ﾅﾂｷ 長野東高

 2 小井土､ 美希(3)   18:01.4 
ｺｲﾄﾞ ﾐｷ 東海大三高

 3 北澤 春香(2)   18:06.8 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 長野東高

 4 野口 京(2)   21:10.3 
ﾉｸﾞﾁ ﾐﾔｺ 北佐久農業高
牛越 あかね(3)
ｳｼｺｼ ｱｶﾈ 長野東高
浅田 志帆(4)
ｱｻﾀﾞ ｼﾎ 信州大
篠田 美樹(3)
ｼﾉﾀﾞ ﾐｷ 長野東高

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   869

2    31

女子

5000m

決勝

順

6  1295

1   868

3   884

7   870
欠場

欠場
4  8008

欠場



予選 4月25日 15:15
決勝 4月25日 16:35

長野県記録(KR)                  13.81 茂木　多美江                 小諸高校教員     1978/10/15  
大会記録(GR)                    14.4  茂木多美江                   小諸高教         1979        

[ 1組] 風速 +1.6 [ 2組] 風速 +1.0

 1 宮澤 七夕子(3)     15.46 Q  1 吉村 知夏(2)     15.66 Q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂｺ 長野吉田高 ﾖｼﾑﾗ ﾁﾅﾂ 長野吉田高

 2 小竹 亜紀穂(3)     16.67 Q  2 鈴木 理也(3)     15.88 Q
ｺﾀｹ ｱｷﾎ 小諸高 ｽｽﾞｷ ﾘﾔ 東海大三高

 3 依田 万波(3)     17.24 q  3 浪岡 志帆(3)     18.20 
ﾖﾀﾞ  ﾏﾅﾐ 野沢北高 ﾅﾐｵｶ ｼﾎ 小諸高

 4 渋谷 多江(3)     17.96 q  4 井出 優香子(2)     18.37 
ｼﾌﾞﾔ ﾀｴ 伊那弥生ヶ丘高 ｲﾃﾞ ﾕｶｺ 諏訪清陵高

 5 中嶋  恵菜(2)     18.23  5 佐藤 和月(3)     18.60 
ﾅｶｼﾞﾏ ｴﾅ 岩村田高 ｻﾄｳ ﾅﾂｷ 長野俊英高

 6 齊藤 優衣(2)     18.91  6 清水 友里(3)     19.06 
ｻｲﾄｳ ﾕｲ 諏訪実業高 ｼﾐｽﾞ ﾕﾘ 上田東高

 7 風間 萌衣(2)     19.63  7 中村 友紀子(2)     19.85 
ｶｻﾞﾏ  ﾓｴ 篠ﾉ井高 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷｺ 松本蟻ヶ崎高
岸本 優里(3)  8 星野 貴楽里(2)     20.37 
ｷｼﾓﾄ ﾕﾘ 松本県ヶ丘高 ﾎｼﾉ ｷﾗﾘ 野沢南高

[ 3組] 風速 -1.5

 1 関 真優(3)     16.70 Q
ｾｷ ﾏﾕ 小諸高

 2 山田 麻衣(3)     18.16 Q
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲ 長野吉田高

 3 笹川 悠紀(2)     18.18 
ｻｻｶﾞﾜ ﾕｳｷ 下諏訪向陽高

 4 向澤 璃茄(2)     19.20 
ﾑｶｲｻﾞﾜ ﾘﾅ 諏訪実業高

 5 小林 ゆき圭(3)     19.28 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷｶ 大町高

 6 土屋 杏那(2)     19.38 
ﾂﾁﾔ  ｷｮｳﾅ 野沢北高

 7 浅田 恵(3)     19.96 
ｱｻﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 松本県ヶ丘高
小平 亜湖(3)
ｺﾀﾞｲﾗ ｱｺ 長野吉田高

風速 +1.1

 1 吉村 知夏(2)     15.37 
ﾖｼﾑﾗ ﾁﾅﾂ 長野吉田高

 2 宮澤 七夕子(3)     15.43 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂｺ 長野吉田高

 3 鈴木 理也(3)     15.79 
ｽｽﾞｷ ﾘﾔ 東海大三高

 4 関 真優(3)     16.86 
ｾｷ ﾏﾕ 小諸高

 5 依田 万波(3)     16.92 
ﾖﾀﾞ  ﾏﾅﾐ 野沢北高

 6 小竹 亜紀穂(3)     17.12 
ｺﾀｹ ｱｷﾎ 小諸高

 7 渋谷 多江(3)     18.01 
ｼﾌﾞﾔ ﾀｴ 伊那弥生ヶ丘高

 8 山田 麻衣(3)     18.08 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲ 長野吉田高

2   317

8   769

3  1226

9  1349

5    29

6  1343

記録／備考
7   751

4   768

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5  1826

2   765
欠場

7  1672

3  1227

8   123

4    53

9  1343

6   769

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  1885

5  1255

2  2463

6  1431

3  1348

4    76

記録／備考
9   751

8    29

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

7  1094

8  1809

6  1281

5    60

2  1226

4   317

記録／備考
3   768

9  1349

女子

100mH

予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 4月25日 15:05
決勝 4月25日 16:30

長野県中学記録(CR)                    

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速 -0.6

 1 市岡 奈月(3)     16.19 Q  1 麻田 紗希(1)     16.35 Q
ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 波田中 ｱｻﾀﾞ ｻｷ 豊科高

 2 須江 絢子(1)     17.84 Q  2 山﨑 彩(3)     17.31 Q
ｽｴ ｱﾔｺ 佐久長聖高 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔ 櫻ヶ岡中

 3 松木 もか(3)     17.88 q  3 薄井 美晴(3)     18.78 
ﾏﾂｷ ﾓｶ 長野東部中 ｳｽｲ ﾐﾊﾙ 高瀬中

 4 佐藤 花菜子(3)     19.03  4 柄澤 美佐(3)     18.92 
ｻﾄｳ ｶﾅｺ 飯田高陵中 ｶﾗｻﾜ ﾐｻ 長野東部中

 5 神田 真有(3)     19.76  5 寺本 美穂(3)     19.63 
ｶﾝﾀﾞ ﾏﾕ 櫻ヶ岡中 ﾃﾗﾓﾄ ﾐﾎ 仁科台中

 6 浅沼 采花(3)     20.11  6 原 皐月(1)     20.88 
ｱｻﾇﾏ ｱﾔｶ 小諸東中 ﾊﾗ ｻﾂｷ 茅野北部中
青木 莉奈(2)
ｱｵｷ ﾘﾅ 上田五中

[ 3組] 風速 +0.2

 1 大日方 紗愛(1)     17.37 Q
ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ 文大長野高

 2 篠原 麻衣子(1)     17.55 Q
ｼﾉﾊﾗ ﾏｲｺ 諏訪実業高

 3 奥島 美空(3)     18.04 q
ｵｸｼﾏ ﾐｸ 豊科北中

 4 神谷 桃香(3)     18.33 
ｶﾐﾔ ﾓﾓｶ 諏訪南中

 5 小林 梨緒菜(2)     18.87 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵﾅ 櫻ヶ岡中

 6 竹内 恵(1)     20.49 
ﾀｹｳﾁ ﾒｸﾞﾐ 広徳中

風速 +1.3

 1 市岡 奈月(3)     15.91 
ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 波田中

 2 麻田 紗希(1)     16.21 
ｱｻﾀﾞ ｻｷ 豊科高

 3 大日方 紗愛(1)     16.98 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ 文大長野高

 4 奥島 美空(3)     17.59 
ｵｸｼﾏ ﾐｸ 豊科北中

 5 篠原 麻衣子(1)     17.66 
ｼﾉﾊﾗ ﾏｲｺ 諏訪実業高

 6 松木 もか(3)     17.75 
ﾏﾂｷ ﾓｶ 長野東部中

 7 須江 絢子(1)     18.11 
ｽｴ ｱﾔｺ 佐久長聖高
山﨑 彩(3)
ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔ 櫻ヶ岡中 棄権

9  1308

5  4452

8    47

3  4623

7   999

2  4696

記録／備考
4  4657

6  2002

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5  4837

6  4992

4  4696

7  4563

8   999

3    47

3  4030

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  4632

氏  名 所属名 記録／備考
6  2002

ﾚｰﾝ No.

5  4536

8  4065

7  4452

6  4730

3  4828
欠場

2  4455

5  4623

7  4367

8  1308

所属名 記録／備考
4  4657

女子

100mYH

予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 順



予選 4月24日 11:40
決勝 4月24日 16:40

長野県記録(KR)                  59.34 春原　夕子                   東京女子体育大   1994/06/12  
大会記録(GR)                  1:02.07 春原　夕子                   東京女子体大     1994        

[ 1組] [ 2組]

 1 関 真優(3)   1:09.99 Q  1 吉村 知夏(2)   1:07.51 Q
ｾｷ ﾏﾕ 小諸高 ﾖｼﾑﾗ ﾁﾅﾂ 長野吉田高

 2 野口 彩夏(3)   1:10.17 Q  2 高橋 優香(3)   1:08.21 Q
ﾉｸﾞﾁ ｱﾔｶ 諏訪清陵高 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｶ 松本大

 3 中曽根 くるみ(3)   1:14.49  3 竹村 純菜(3)   1:08.36 q
ﾅｶｿﾈ ｸﾙﾐ 丸子修学館高 ﾀｹﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 松商学園高

 4 中嶋  恵菜(2)   1:17.19  4 浪岡 志帆(3)   1:13.38 q
ﾅｶｼﾞﾏ ｴﾅ 岩村田高 ﾅﾐｵｶ ｼﾎ 小諸高

 5 深見 香奈(3)   1:19.41  5 篠原 麻衣子(1)   1:18.51 
ﾌｶﾐ ｶﾅ 中野立志館高 ｼﾉﾊﾗ ﾏｲｺ 諏訪実業高

 6 向澤 璃茄(2)   1:21.69  6 片平 いづみ(2)   1:18.60 
ﾑｶｲｻﾞﾜ ﾘﾅ 諏訪実業高 ｶﾀﾋﾗ ｲﾂﾞﾐ 丸子修学館高

 7 村上 汐里(3)   1:22.80 阪本 さくら(3)
ﾑﾗｶﾐ ｼｵﾘ 文大長野高 ｻｶﾓﾄ ｻｸﾗ 市立長野高

[ 3組]

 1 高橋 美由紀(2)   1:08.55 Q
ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｷ 東海大三高

 2 青沼 瑞季(3)   1:11.55 Q
ｱｵﾇﾏ ﾐｽﾞｷ 長野吉田高

 3 小竹 亜紀穂(3)   1:13.54 
ｺﾀｹ ｱｷﾎ 小諸高

 4 齊藤 優衣(2)   1:15.29 
ｻｲﾄｳ ﾕｲ 諏訪実業高

 5 北澤 佳奈(3)   1:20.48 
ｷﾀｻﾞﾜ ｶﾅ 文大長野高
帯刀 彩章(2)
ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｷ 穂高商業高
小林  貴恵(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｷｴ 岩村田高

 1 吉村 知夏(2)   1:06.07 
ﾖｼﾑﾗ ﾁﾅﾂ 長野吉田高

 2 高橋 優香(3)   1:07.17 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｶ 松本大

 3 高橋 美由紀(2)   1:08.20 
ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｷ 東海大三高

 4 関 真優(3)   1:08.26 
ｾｷ ﾏﾕ 小諸高

 5 竹村 純菜(3)   1:10.43 
ﾀｹﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 松商学園高

 6 野口 彩夏(3)   1:10.91 
ﾉｸﾞﾁ ｱﾔｶ 諏訪清陵高

 7 青沼 瑞季(3)   1:13.13 
ｱｵﾇﾏ ﾐｽﾞｷ 長野吉田高

 8 浪岡 志帆(3)   1:15.92 
ﾅﾐｵｶ ｼﾎ 小諸高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

女子

400mH

予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

5    79

所属名 記録／備考
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4    53
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順 ﾚｰﾝ No.
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5    47
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    26

5   766

8    60
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欠場

決勝

2  1707
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

4  1275

7  8015

所属名 記録／備考
4   751

5  1941

6    26

8  1343

3  1348

9    79

2   766



決勝 4月24日 10:00

長野県記録(KR)               23:10.04 鳥羽　詩織                   長野東高         2009/05/04  
大会記録(GR)                 23:25.6  鳥羽　詩織                   長野東高         2009        

 1 大和 千秋(2)   24:05.9 
ﾔﾏﾄ ﾁｱｷ 中部学院大

 2 吉川世里香(3)   26:18.0 
ﾖｼｶﾜｾﾘｶ 松川高

 3 宮林 侑梨(3)   27:25.1 
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾕﾘ 長野東高

 4 竹鼻 紫(2)   28:46.9 
ﾀｹﾊﾅ ﾕｶﾘ 上田染谷丘高

 5 野口 京(2)   29:06.3 
ﾉｸﾞﾁ ﾐﾔｺ 北佐久農業高

 6 安田ゆず葉(2)   29:07.2 
ﾔｽﾀﾞﾕｽﾞﾊ 松川高

 7 土屋 亜美(3)   31:04.4 
ﾂﾁﾔ ｱﾐ 佐久長聖高

 8 中村美咲(2)   31:08.7 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ 上田東高

 9 仁尾 沙織(2)   31:57.5 
ﾆｵ ｻｵﾘ 松代高

10 大井 美咲(2)   34:09.1 
ｵｵｲ ﾐｻｷ 小諸高
増田 陽華(3)
ﾏｽﾀﾞ ﾊﾙｶ 更級農業高
光田 理子(2)
ﾐﾂﾀﾞ ﾘｺ 信州大
宮下 唯(3)
ﾐﾔｼﾀ ﾕｲ 上田染谷丘高
塩澤 玲子(3)
ｼｵｻﾞﾜ  ﾚｲｺ 伊那西高

女子

5000m競歩

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

6   867

12  8028

7   389

11   392

14  1473

4  1295

2  1132

5  1301

1  1438

失格
8  8044

欠場

9  1341

3  2135

欠場

10  1474
欠場

13   332



予選 4月24日 13:30
決勝 4月24日 16:50

長野県記録(KR)                  47.90 諏訪実業高                   諏訪実業高       1994/06/18  
（伊藤育・伊藤恵・篠原・田中）

大会記録(GR)                    48.00 県選抜                       長野県           1983        

[ 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   4 文大長野高   990 前原 愛美(2)     51.01 q  1   3 松商学園高  1928 松田 紗季(1)     52.81 

ﾌﾞﾝﾀﾞｲﾅｶﾞﾉｺｳ ﾏｴﾊﾗ ﾏﾅﾐ ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾏﾂﾀﾞ ｻｷ
  988 石井 友衣(2)  1941 竹村 純菜(3)

ｲｼｲ ﾕｲ ﾀｹﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ
  982 飯塚 瑛菜(3)  1929 櫻井 志緒理(1)

ｲｲﾂﾞｶ ｱｷﾅ ｻｸﾗｲ ｼｵﾘ
  981 廣川 さつき(3)  1921 瀧澤 祐未(2)

ﾋﾛｶﾜ ｻﾂｷ ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ
 2   9 伊那弥生ヶ丘高   315 桐山 明日香(3)     51.65 q  2   4 長野東部中  4626 石井 芽衣(3)     53.30 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｷﾘﾔﾏ ｱｽｶ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｲｼｲ ﾒｲ
  318 小池 麻美(3)  4618 宮武 志帆(3)

ｺｲｹ ｱｻﾐ ﾐﾔﾀｹ ｼﾎ
  316 伊藤 美智花(3)  4627 中曽根 沙耶(3)

ｲﾄｳ ﾐﾁｶ ﾅｶｿﾈ ｻﾔ
  320 増澤 菜々子(3)  4628 中村 夏生(3)

ﾏｽｻﾞﾜ ﾅﾅｺ ﾅｶﾑﾗ ｶｵ
 3   8 小諸高  1348 浪岡 志帆(3)     52.45  3   5 飯山城北中  4671 村上 りさ子(3)     53.85 

ｺﾓﾛｺｳ ﾅﾐｵｶ ｼﾎ ｲｲﾔﾏｼﾞｮｳﾎｸﾁｭｳ ﾑﾗｶﾐ ﾘｻｺ
 1343 関 真優(3)  4673 中村 穂乃花(3)

ｾｷ ﾏﾕ ﾅｶﾑﾗ ﾎﾉｶ
 1339 山本 瑞(2)  4679 斎藤 若菜(3)

ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞｷ ｻｲﾄｳ ﾜｶﾅ
 1332 佐藤 静香(1)  4678 鈴木 千穂(3)

ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ ｽｽﾞｷ ﾁﾎ
 4   3 篠ノ井西中  4954 柳澤 歩(3)     54.67  4   9 櫻ヶ岡中  4453 宮原 千恵(3)     54.12 

ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾕﾐ ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳ ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾁｴ
 4958 安倍 史恵(3)  4452 山﨑 彩(3)

ｱﾍﾞ ﾌﾐｴ ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔ
 4959 中村 綾恵  4451 依田 菜月(3)

ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｴ ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ
 4957 平松 奏美(3)  4459 井口 華穂(3)

ﾋﾗﾏﾂ ｶﾅﾐ ｲｸﾞﾁ ｶﾎ
 5   5 須坂東中  4570 森山 愛里(3)     55.02  5   7 丸ノ内中  4084 藤原 ゆき(3)     56.76 

ｽｻﾞｶｱｽﾞﾏﾁｭｳ ﾓﾘﾔﾏ ｱｲﾘ ﾏﾙﾉｳﾁﾁｭｳ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｷ
 4569 信太 ひなの(2)  4078 岩倉 志穂子(2)

ﾉﾌﾞﾀ ﾋﾅﾉ ｲﾜｸﾗ ｼﾎｺ
 4565 丸山 瑞季(3)  4079 大谷 はるひ(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾐｽﾞｷ ｵｵﾀﾆ ﾊﾙﾋ
 4567 駒津 美祈(3)  4080 志知 鈴菜(3)

ｺﾏﾂ ﾐﾉﾘ ｼﾁ ﾚｲﾅ
 6   2 犀陵中  4948 戸田 麻由(2)     56.03  6   6 岡谷南高   188 小林 祥子(2)     56.97 

ｻｲﾘｮｳﾁｭｳ ﾄﾀﾞ ﾏﾕ ｵｶﾔﾐﾅﾐｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｺ
 4943 深沢 たまき(3)   177 中澤 彩乃(2)

ﾌｶｻﾞﾜ ﾀﾏｷ ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾔﾉ
 4944 中村 亜由香(3)   166 堀内 奈緒美(2)

ﾅｶﾑﾗ ｱﾕｶ ﾎﾘｳﾁ ﾅｵﾐ
 4947 本澤 彩(3)   187 小泉 若菜(3)

ﾓﾄｻﾞﾜ ｱﾔ ｺｲｽﾞﾐ ﾜｶﾅ
 7   6 上田第五中  4827 中曽根 萌(2)     58.28  7   8 野沢南高  1255 星野 貴楽里(2)     57.00 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳ ﾅｶｿﾈ ﾓｴ ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ﾎｼﾉ ｷﾗﾘ
 4106 上原 千穂(2)  1253 菊池 さくら(2)

ｳｴﾊﾗ ﾁﾎ ｷｸﾁ ｻｸﾗ
 4829 池田 綾美(2)  1251 掛川 遥(3)

ｲｹﾀﾞ ｱﾔﾐ ｶｹｶﾞﾜ ﾊﾙｶ
 4826 竹之内 こずえ(2)  1254 佐藤 史穂(2)

ﾀｹﾉｳﾁ ｺｽﾞｴ ｻﾄｳ ｼﾎ
  7 信州大   2 長野北部中

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ 欠場 ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳ 欠場

女子

4×100m

予選 通過基準  6組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組] [ 4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 鉢盛中  4915 上條 麻奈(2)     51.53 q  1   9 丸子修学館高  1384 中島 未歩(3)     51.57 q

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝｺｳ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾎ
 4913 山田 愛(2)  1383 木村 里穂(3)

ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ ｷﾑﾗ ﾘﾎ
 4406 粟津原 史菜(3)  1387 塚田 美穂(3)

ｱﾜﾂﾞﾊﾗ ﾌﾐﾅ ﾂｶﾀﾞ ﾐﾎ
 4404 中村 泉紀(3)  1399 小松 夕姫(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ ｺﾏﾂ ﾕｷ
 2   8 野沢北高  1227 土屋 杏那(2)     53.72  2   5 長野日大高   958 土屋  友里(3)     52.32 

ﾉｻﾞﾜｷﾀｺｳ ﾂﾁﾔ  ｷｮｳﾅ ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ﾂﾁﾔ ﾄﾓﾘ
 1231 菊原 彩加(2)   957 田中 萌(3)

ｷｸﾊﾗ  ｱﾔｶ ﾀﾅｶ ﾓｴ
 1230 遠山  祥(2)   952 門井 詩織(3)

ﾄｵﾔﾏ  ｻﾁ ｶﾄﾞｲ ｼｵﾘ
 1226 依田 万波(3)   951 菅野 舞(3)

ﾖﾀﾞ  ﾏﾅﾐ ｶﾝﾉ ﾏｲ
 3   7 松本蟻ヶ崎高  1885 中村 友紀子(2)     54.31  3   2 伊那西高   324 浦野 木乃実(2)     53.71 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷｺｳ ﾅｶﾑﾗ ﾕｷｺ ｲﾅﾆｼｺｳ ｳﾗﾉ  ｺﾉﾐ
 1886 小口 綾香(2)   330 大久保 萌花(2)

ｵｸﾞﾁ ｱﾔｶ ｵｵｸﾎﾞ  ﾓｴｶ
 1890 中澤 久美(1)   335 吉瀬 瞳(3)

ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ ｷｾ  ﾋﾄﾐ
 1882 仁科 恵理子(3)   326 松島 愛(2)

ﾆｼﾅ ｴﾘｺ ﾏﾂｼﾏ  ｱｲ
 4   6 大町高  1672 小林 ゆき圭(3)     54.52  4   8 下諏訪向陽高   120 笠原 春乃     54.17 

ｵｵﾏﾁｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷｶ ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ ｶｻﾊﾗ ﾊﾙﾉ
 1680 清水 ひとみ(2)   123 笹川 悠紀(2)

ｼﾐｽﾞ ﾋﾄﾐ ｻｻｶﾞﾜ ﾕｳｷ
 1676 西山 萌(3)   126 田中 伶奈

ﾆｼﾔﾏ ﾓｴ ﾀﾅｶ ﾚｲﾅ
 1673 石谷 瑞希(1)   118 花岡 直美

ｲｼﾔ ﾐｽﾞｷ ﾊﾅｵｶ ﾅｵﾐ
 5   9 上田東高  1449 宮坂 はづき(3)     54.57  5   7 佐久東中  4847 澤井 瑞紀(3)     55.91 

ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼｺｳ ﾐﾔｻｶ ﾊﾂﾞｷ ｻｸﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｻﾜｲ ﾐｽﾞｷ
 1447 坂部 真希(3)  4345 高橋 知里(3)

ｻｶﾍﾞ ﾏｷ ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ
 1450 児玉 梓(3)  4344 花里 裕良(3)

ｺﾀﾞﾏ ｱｽﾞｻ ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ
 1445 中澤 結花(3)  4343 廣瀬 葉(3)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｶ ﾋﾛｾ ﾖｳ
  4 松本県ヶ丘高  1826 浅田 恵(3)  6   6 長峰中  4057 池上 真理奈(2)     56.75 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ｱｻﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 失格 ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ｲｹｶﾞﾐ ﾏﾘﾅ
 1808 伊東 美紀(3) R1(3-4)  4062 吉水 麻莉(3)

ｲﾄｳ ﾐｷ ﾖｼﾐｽﾞ ﾏﾘ
 1809 岸本 優里(3)  4061 山田 小夜子(3)

ｷｼﾓﾄ ﾕﾘ ﾔﾏﾀﾞ ｻﾖｺ
 1807 志村 有美(3)  4060 松坂 葉月(3)

ｼﾑﾗ ﾕｳﾐ ﾏﾂｻﾞｶ ﾊﾂﾞｷ
  2 豊科高  7   3 仁科台中  4103 松井 利恵(2)     57.06 

ﾄﾖｼﾅｺｳ 欠場 ﾆｼﾅﾀﾞｲﾁｭｳ ﾏﾂｲ ﾘｴ
 4065 寺本 美穂(3)

ﾃﾗﾓﾄ ﾐﾎ
 4102 茅野 奈美希(3)

ﾁﾉ ﾅﾐｷ
 4064 高野 雅子(3)

ﾀｶﾉ ﾏｻｺ
  3 中野立志館高  8   4 諏訪実業高    57 井出 有希子(3)     58.11 

ﾅｶﾉﾘｯｼｶﾝｺｳ 欠場 ｽﾜｼﾞﾂｷﾞｮｳｺｳ ｲﾃﾞ ﾕｷｺ
   51 深谷 里佳(2)

ﾌｶﾔ ﾘｶ
   52 今井 萌美(2)

ｲﾏｲ ﾓｴﾐ
   58 三井 恵梨香(3)

ﾐﾂｲ ｴﾘｶ

女子

4×100m



[ 5組] [ 6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   3 東海大三高    26 高橋 美由紀(2)     51.27 q  1   5 長野吉田高   752 檀原 三枝(2)     49.52 q

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｻﾝｺｳ ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｷ ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ﾀﾞﾝﾊﾞﾗ ﾐｴ
   38 上條 愛海(1)   767 田中 美沙(3)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｱﾐ ﾀﾅｶ ﾐｻ
   29 鈴木 理也(3)   765 小平 亜湖(3)

ｽｽﾞｷ ﾘﾔ ｺﾀﾞｲﾗ ｱｺ
   28 宮坂 楓(3)   751 吉村 知夏(2)

ﾐﾔｻｶ ｶｴﾃﾞ ﾖｼﾑﾗ ﾁﾅﾂ
 2   6 岩村田高  1277 山道  思野(3)     53.34  2   7 佐久長聖高  1305 田中 里奈(1)     51.16 q

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ﾔﾏﾐﾁ ｼﾉ ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ﾀﾅｶ ﾘﾅ
 1280 塩川  瑞希(2)  1303 黒山 あかね(2)

ｼｵｶﾜ ﾐｽﾞｷ ｸﾛﾔﾏ ｱｶﾈ
 1276 山浦  夏実(3)  1300 今村 実香子(2)

ﾔﾏｳﾗ ﾅﾂﾐ ｲﾏﾑﾗ ﾐｶｺ
 1275 小林  貴恵(3)  1307 相澤 はるか(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｷｴ ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾙｶ
 3   5 豊科北中  4679 斎藤 若菜(3)     54.39  3   9 駒ヶ根東中  4349 今井 美月(3)     52.32 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ｻｲﾄｳ ﾜｶﾅ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ
 4701 山口 萌々(3)  4356 本島 沙百合(3)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓ ﾓﾄｼﾞﾏ ｻﾕﾘ
 4891 飯島 南(2)  4813 北原 詩織(2)

ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ
 4696 奥島 美空(3)  4350 二宮 萌々(3)

ｵｸｼﾏ ﾐｸ ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ
 4   7 丸子北中  4844 加藤 恭香(2)     54.67  4   2 波田中  4656 原田 結希(3)     52.88 

ﾏﾙｺｷﾀﾁｭｳ ｶﾄｳ ｷｮｳｶ ﾊﾀﾁｭｳ ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷ
 4823 温井 結(2)  4066 牛丸 紅美(2)

ﾇｸｲ ﾕｲ ｳｼﾏﾙ ｸﾐ
 4843 赤羽 凜華(2)  4658 重田 佐友里(3)

ｱｶﾊﾞﾈ ﾘﾝｶ ｼｹﾞﾀ ｻﾕﾘ
 4399 猪木原 千佳(3)  4657 市岡 奈月(3)

ｲﾉｷﾊﾗ ﾁｶ ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ
 5   8 小諸東中  4730 浅沼 采花(3)     55.61  5   3 諏訪南中  4563 神谷 桃香(3)     56.53 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｱｻﾇﾏ ｱﾔｶ ｽﾜﾐﾅﾐﾁｭｳ ｶﾐﾔ ﾓﾓｶ
 4731 田中 耶々(3)  4562 高山 夏美(3)

ﾀﾅｶ ﾔﾔ ﾀｶﾔﾏ ﾅﾂﾐ
 4723 井出 真梨子(3)  4018 野口 那奈美(2)

ｲﾃﾞ ﾏﾘｺ ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ
 4726 三浦 早央里(3)  4770 金井 亜衣梨(3)

ﾐｳﾗ ｻｵﾘ ｶﾅｲ ｱｲﾘ
 6   4 春富中  4856 下島 彩夢(2)     56.44  5   4 上田染谷丘高  1472 両角 遥夏(2)     56.53 

ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ﾓﾛｽﾞﾐ ﾊﾙｶ
 4788 春日 小雪(3)  1471 中曽根 慈(2)

ｶｽｶﾞ ｺﾕｷ ﾅｶｿﾈ ﾒｸﾞﾐ
 4721 橋本 紗季(3)  1474 宮下 唯(3)

ﾊｼﾓﾄ ｻｷ ﾐﾔｼﾀ ﾕｲ
 4722 大脇 愛菜(3)  1475 堀内 綾乃(1)

ｵｵﾜｷ ｱｲﾅ ﾎﾘｳﾁ ｱﾔﾉ
 7   9 菅野中  4818 上條 礼音(2)     57.32  7   6 上諏訪中  4967 松澤 莉歩(3)     57.29 

ｽｶﾞﾉﾁｭｳ ｶﾐｼﾞｮｳ ｱﾔﾈ ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾘﾎ
 4583 樋口 智子(3)  4962 古谷 砂弥(3)

ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓｺ ﾌﾙﾔ ｻﾔ
 4009 倉科 桃子(2)  4965 小出 あかね(3)

ｸﾗｼﾅ ﾓﾓｺ ｺｲﾃﾞ ｱｶﾈ
 4757 降旗 美幸(3)  4963 石井 菜月(3)

ﾌﾘﾊﾀ ﾐｻﾁ ｲｼｲ ﾅﾂｷ
 8   2 穂高西中  4687 三澤 彩(3)     59.92  8   8 赤穂中  4589 桂川 志織(3)   1:00.04 

ﾎﾀｶﾆｼﾁｭｳ ﾐｻﾜ  ｱﾔ ｱｶﾎﾁｭｳ ｶﾂﾗｶﾞﾜ ｼｵﾘ
 4681 丸山 実来(3)  4942 中野 風香(2)

ﾏﾙﾔﾏ  ﾐｸ ﾅｶﾉ ﾌｳｶ
 4689 川西 ひかる(3)  4941 宮澤 沙織(2)

ｶﾏﾆｼ  ﾋｶﾙ ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｵﾘ
 4872 小合 沙季(2)  4588 ｱﾙｯｶﾞﾏｹﾞ 未美利(3)

ｵｺﾞｳ  ｻｷ ｱﾙｯｶﾞﾏｹﾞ ﾋﾞﾖﾘ

女子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 長野吉田高   752 檀原 三枝(2)     50.44 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ﾀﾞﾝﾊﾞﾗ ﾐｴ
  767 田中 美沙(3)

ﾀﾅｶ ﾐｻ
  768 宮澤 七夕子(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂｺ
  751 吉村 知夏(2)

ﾖｼﾑﾗ ﾁﾅﾂ
 2   7 東海大三高    26 高橋 美由紀(2)     51.02 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｻﾝｺｳ ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｷ
   38 上條 愛海(1)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｱﾐ
   29 鈴木 理也(3)

ｽｽﾞｷ ﾘﾔ
   28 宮坂 楓(3)

ﾐﾔｻｶ ｶｴﾃﾞ
 3   8 伊那弥生ヶ丘高   315 桐山 明日香(3)     51.77 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｷﾘﾔﾏ ｱｽｶ
  318 小池 麻美(3)

ｺｲｹ ｱｻﾐ
  316 伊藤 美智花(3)

ｲﾄｳ ﾐﾁｶ
  320 増澤 菜々子(3)

ﾏｽｻﾞﾜ ﾅﾅｺ
 4   5 佐久長聖高  1305 田中 里奈(1)     51.97 

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ﾀﾅｶ ﾘﾅ
 1303 黒山 あかね(2)

ｸﾛﾔﾏ ｱｶﾈ
 1300 今村 実香子(2)

ｲﾏﾑﾗ ﾐｶｺ
 1307 相澤 はるか(1)

ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾙｶ
 5   3 丸子修学館高  1384 中島 未歩(3)     52.14 

ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝｺｳ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾎ
 1383 木村 里穂(3)

ｷﾑﾗ ﾘﾎ
 1387 塚田 美穂(3)

ﾂｶﾀﾞ ﾐﾎ
 1399 小松 夕姫(3)

ｺﾏﾂ ﾕｷ
 6   9 鉢盛中  4915 上條 麻奈(2)     52.39 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ
 4913 山田 愛(2)

ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ
 4406 粟津原 史菜(3)

ｱﾜﾂﾞﾊﾗ ﾌﾐﾅ
 4404 中村 泉紀(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ
 7   1 長野日大高   958 土屋  友里(3)     52.58 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ﾂﾁﾔ ﾄﾓﾘ
  957 田中 萌(3)

ﾀﾅｶ ﾓｴ
  952 門井 詩織(3)

ｶﾄﾞｲ ｼｵﾘ
  951 菅野 舞(3)

ｶﾝﾉ ﾏｲ
 8   2 駒ヶ根東中  4349 今井 美月(3)     53.27 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ
 4356 本島 沙百合(3)

ﾓﾄｼﾞﾏ ｻﾕﾘ
 4813 北原 詩織(2)

ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ
 4350 二宮 萌々(3)

ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ
 9   6 文大長野高   990 前原 愛美(2)     53.57 

ﾌﾞﾝﾀﾞｲﾅｶﾞﾉｺｳ ﾏｴﾊﾗ ﾏﾅﾐ
  988 石井 友衣(2)

ｲｼｲ ﾕｲ
  998 小林 愛麗(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾘ
  999 大日方 紗愛(1)

ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ

女子

4×100m
決勝



決勝 4月25日 16:55

長野県記録(KR)                3:53.38 東海大三高                   東海大三高       1993/08/28  
（矢沢・日下部・内藤・二木）

大会記録(GR)                  4:08.08 長野吉田高                   長野吉田高       2009        

[ 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   4 上田東高  1449 宮坂 はづき(3)   4:20.93  1   1 鉢盛中  4404 中村 泉紀(3)   4:20.98 

ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼｺｳ ﾐﾔｻｶ ﾊﾂﾞｷ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ
 1447 坂部 真希(3)  4406 粟津原 史菜(3)

ｻｶﾍﾞ ﾏｷ ｱﾜﾂﾞﾊﾗ ﾌﾐﾅ
 1445 中澤 結花(3)  4913 山田 愛(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｶ ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ
 1450 児玉 梓(3)  4915 上條 麻奈(2)

ｺﾀﾞﾏ ｱｽﾞｻ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ
 2   7 岩村田高  1275 小林  貴恵(3)   4:26.41  2   2 上田高  1416 溝口 悠季乃(2)   4:21.50 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｷｴ ｳｴﾀﾞｺｳ ﾐｿﾞｸﾞﾁ  ﾕｷﾉ
 1280 塩川  瑞希(2)  1413 神津 あずさ(3)

ｼｵｶﾜ ﾐｽﾞｷ ｺｳﾂﾞ  ｱｽﾞｻ
 1277 山道  思野(3)  1418 間宮 葵(2)

ﾔﾏﾐﾁ ｼﾉ ﾏﾐﾔ  ｱｵｲ
 1276 山浦  夏実(3)  1412 中村 結(1)

ﾔﾏｳﾗ ﾅﾂﾐ ﾅｶﾑﾗ  ﾕｲ
 3   1 長野東部中  4628 中村 夏生(3)   4:34.72  3   4 文大長野高   982 飯塚 瑛菜(3)   4:22.81 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾅｶﾑﾗ ｶｵ ﾌﾞﾝﾀﾞｲﾅｶﾞﾉｺｳ ｲｲﾂﾞｶ ｱｷﾅ
 4053 傳田 雪香(2)   997 笠原 悠紀(2)

ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｷｶ ｶｻﾊﾗ ﾕｳｷ
 4615 丸山 恵(3)   998 小林 愛麗(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾘ
 4620 山岸 沙也加(3)   988 石井 友衣(2)

ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾔｶ ｲｼｲ ﾕｲ
 4   5 篠ノ井西中  4955 稲垣 芙雪(3)   4:44.64  4   7 上田染谷丘高  1474 宮下 唯(3)   4:30.83 

ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳ ｲﾅｶﾞｷ ﾌﾕｷ ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ﾐﾔｼﾀ ﾕｲ
 4956 山﨑 菜月  1471 中曽根 慈(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂｷ ﾅｶｿﾈ ﾒｸﾞﾐ
 4952 宮入 春菜  1473 竹鼻 紫(2)

ﾐﾔｲﾘ ﾊﾙﾅ ﾀｹﾊﾅ ﾕｶﾘ
 4953 金川 都づ美  1472 両角 遥夏(2)

ｶﾅｶﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ ﾓﾛｽﾞﾐ ﾊﾙｶ
 5   3 野沢南高  1255 星野 貴楽里(2)   4:44.74  5   6 長野西高   779 矢島 穂菜美(3)   4:31.23 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ﾎｼﾉ ｷﾗﾘ ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ ﾔｼﾞﾏ ﾎﾅﾐ
 1253 菊池 さくら(2)   788 水庫 愛実(3)

ｷｸﾁ ｻｸﾗ ﾐｽﾞｸﾗ ｱｲﾐ
 1251 掛川 遥(3)   790 熊井 麻美(3)

ｶｹｶﾞﾜ ﾊﾙｶ ｸﾏｲ ｱｻﾐ
 1254 佐藤 史穂(2)   784 飯嶋 桜子(2)

ｻﾄｳ ｼﾎ ｲｲｼﾞﾏ ｻｸﾗｺ
 6   9 上田第五中  4106 上原 千穂(2)   5:01.12  6   9 松本蟻ヶ崎高  1884 徳武 里乃(2)   4:33.30 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳ ｳｴﾊﾗ ﾁﾎ ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷｺｳ ﾄｸﾀｹ ﾘﾉ
 4829 池田 綾美(2)  1886 小口 綾香(2)

ｲｹﾀﾞ ｱﾔﾐ ｵｸﾞﾁ ｱﾔｶ
 4831 吉田 萌佳(2)  1882 仁科 恵理子(3)

ﾖｼﾀﾞ ﾓｴｶ ﾆｼﾅ ｴﾘｺ
 4865 石倉 沙羅(2)  1887 栗田 愛(2)

ｲｼｸﾗ ｻﾗ ｸﾘﾀ ｱｲ
  2 松本美須々高  7   8 佐久長聖高  1304 中澤 佳奈(2)   4:35.76 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｺｳ 欠場 ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ﾅｶｻﾞﾜ ｶﾅ
 1302 酒井 ちふみ(3)

ｻｶｲ ﾁﾌﾐ
 1309 熊澤 絃(1)

ｸﾏｻﾞﾜ ﾕﾐ
 1300 今村 実香子(2)

ｲﾏﾑﾗ ﾐｶｺ
  6 信州大  8   5 松本県ヶ丘高  1808 伊東 美紀(3)   4:42.24 

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ 欠場 ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ｲﾄｳ ﾐｷ
 1826 浅田 恵(3)

ｱｻﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ
 1828 明石 晴菜(2)

ｱｶｼ ﾊﾙﾅ
 1801 宮島 真美(2)

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾏﾐ
  8 大町高  9   3 丸子北中  4823 温井 結(2)   4:46.71 

ｵｵﾏﾁｺｳ 欠場 ﾏﾙｺｷﾀﾁｭｳ ﾇｸｲ ﾕｲ
 4400 栁澤 千尋(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁﾋﾛ
 4844 加藤 恭香(2)

ｶﾄｳ ｷｮｳｶ
 4399 猪木原 千佳(3)

ｲﾉｷﾊﾗ ﾁｶ

女子

4×400mR

決勝



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 長野吉田高   768 宮澤 七夕子(3)   4:08.02 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂｺ 大会新
  766 青沼 瑞季(3)

ｱｵﾇﾏ ﾐｽﾞｷ
  751 吉村 知夏(2)

ﾖｼﾑﾗ ﾁﾅﾂ
  767 田中 美沙(3)

ﾀﾅｶ ﾐｻ
 2   3 小諸高  1346 上原 彩(3)   4:17.26 

ｺﾓﾛｺｳ ｳｴﾊﾗ ｱﾔ
 1343 関 真優(3)

ｾｷ ﾏﾕ
 1332 佐藤 静香(1)

ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ
 1339 山本 瑞(2)

ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞｷ
 3   9 伊那弥生ヶ丘高   315 桐山 明日香(3)   4:20.56 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｷﾘﾔﾏ ｱｽｶ
  316 伊藤 美智花(3)

ｲﾄｳ ﾐﾁｶ
  318 小池 麻美(3)

ｺｲｹ ｱｻﾐ
  296 池田 奈美(2)

ｲｹﾀﾞ ﾅﾐ
 4   4 下諏訪向陽高   120 笠原 春乃   4:21.59 

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ ｶｻﾊﾗ ﾊﾙﾉ
  123 笹川 悠紀(2)

ｻｻｶﾞﾜ ﾕｳｷ
  126 田中 伶奈

ﾀﾅｶ ﾚｲﾅ
  118 花岡 直美

ﾊﾅｵｶ ﾅｵﾐ
 5   5 諏訪清陵高    79 野口 彩夏(3)   4:22.44 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ﾉｸﾞﾁ ｱﾔｶ
   85 林 優子(3)

ﾊﾔｼ ﾕｳｺ
   83 上原 瑛美(2)

ｳｴﾊﾗ ｴﾐ
   80 根橋 美希(2)

ﾈﾊﾞｼ ﾐｷ
 6   2 諏訪実業高    51 深谷 里佳(2)   4:22.46 

ｽﾜｼﾞﾂｷﾞｮｳｺｳ ﾌｶﾔ ﾘｶ
   58 三井 恵梨香(3)

ﾐﾂｲ ｴﾘｶ
   60 齊藤 優衣(2)

ｻｲﾄｳ ﾕｲ
   52 今井 萌美(2)

ｲﾏｲ ﾓｴﾐ
 7   8 櫻ヶ岡中  4452 山﨑 彩(3)   4:22.59 

ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳ ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔ
 4461 原山 美優(3)

ﾊﾗﾔﾏ ﾐﾕｳ
 4459 井口 華穂(3)

ｲｸﾞﾁ ｶﾎ
 4451 依田 菜月(3)

ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ
 8   6 丸子修学館高  1382 中曽根 くるみ(3)   4:24.23 

ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝｺｳ ﾅｶｿﾈ ｸﾙﾐ
 1403 塩入 瑛美(2)

ｼｵｲﾘ ｴﾐ
 1405 渋沢 愛里(2)

ｼﾌﾞｻﾜ ｱｲﾘ
 1399 小松 夕姫(3)

ｺﾏﾂ ﾕｷ

女子

4×400mR



   1 長野吉田高   4:08.02 大会新 宮澤 七夕子(3) 青沼 瑞季(3) 吉村 知夏(2) 田中 美沙(3)   3   1
   2 小諸高   4:17.26 上原 彩(3) 関 真優(3) 佐藤 静香(1) 山本 瑞(2)   3   2
   3 伊那弥生ヶ丘高   4:20.56 桐山 明日香(3) 伊藤 美智花(3) 小池 麻美(3) 池田 奈美(2)   3   3
   4 上田東高   4:20.93 宮坂 はづき(3) 坂部 真希(3) 中澤 結花(3) 児玉 梓(3)   1   1
   5 鉢盛中   4:20.98 中村 泉紀(3) 粟津原 史菜(3) 山田 愛(2) 上條 麻奈(2)   2   1
   6 上田高   4:21.50 溝口 悠季乃(2) 神津 あずさ(3) 間宮 葵(2) 中村 結(1)   2   2
   7 下諏訪向陽高   4:21.59 笠原 春乃 笹川 悠紀(2) 田中 伶奈 花岡 直美   3   4
   8 諏訪清陵高   4:22.44 野口 彩夏(3) 林 優子(3) 上原 瑛美(2) 根橋 美希(2)   3   5
   9 諏訪実業高   4:22.46 深谷 里佳(2) 三井 恵梨香(3) 齊藤 優衣(2) 今井 萌美(2)   3   6
  10 櫻ヶ岡中   4:22.59 山﨑 彩(3) 原山 美優(3) 井口 華穂(3) 依田 菜月(3)   3   7
  11 文大長野高   4:22.81 飯塚 瑛菜(3) 笠原 悠紀(2) 小林 愛麗(1) 石井 友衣(2)   2   3
  12 丸子修学館高   4:24.23 中曽根 くるみ( 塩入 瑛美(2) 渋沢 愛里(2) 小松 夕姫(3)   3   8
  13 岩村田高   4:26.41 小林  貴恵(3) 塩川  瑞希(2) 山道  思野(3) 山浦  夏実(3)   1   2
  14 上田染谷丘高   4:30.83 宮下 唯(3) 中曽根 慈(2) 竹鼻 紫(2) 両角 遥夏(2)   2   4
  15 長野西高   4:31.23 矢島 穂菜美(3) 水庫 愛実(3) 熊井 麻美(3) 飯嶋 桜子(2)   2   5
  16 松本蟻ヶ崎高   4:33.30 徳武 里乃(2) 小口 綾香(2) 仁科 恵理子(3) 栗田 愛(2)   2   6
  17 長野東部中   4:34.72 中村 夏生(3) 傳田 雪香(2) 丸山 恵(3) 山岸 沙也加(3)   1   3
  18 佐久長聖高   4:35.76 中澤 佳奈(2) 酒井 ちふみ(3) 熊澤 絃(1) 今村 実香子(2)   2   7
  19 松本県ヶ丘高   4:42.24 伊東 美紀(3) 浅田 恵(3) 明石 晴菜(2) 宮島 真美(2)   2   8
  20 篠ノ井西中   4:44.64 稲垣 芙雪(3) 山﨑 菜月 宮入 春菜 金川 都づ美   1   4
  21 野沢南高   4:44.74 星野 貴楽里(2) 菊池 さくら(2) 掛川 遥(3) 佐藤 史穂(2)   1   5
  22 丸子北中   4:46.71 温井 結(2) 栁澤 千尋(3) 加藤 恭香(2) 猪木原 千佳(3)   2   9
  23 上田第五中   5:01.12 上原 千穂(2) 池田 綾美(2) 吉田 萌佳(2) 石倉 沙羅(2)   1   6

ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3

4×400mR
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録

女子



決勝 4月24日 13:30

長野県記録(KR)                   1.81 屋ヶ田　直美                 中央大           1984/10/05  
大会記録(GR)                     1.70 上原久美恵                   岡谷東高         1977        

小島　昌子                   伊那弥生ヶ丘高   1977        

今村久美子(2)
ｲﾏﾑﾗ ｸﾐｺ 福島大
田中 恵(2)
ﾀﾅｶ ｱﾔ 松本大
有賀 楓子(2)
ｱﾙｶﾞ ﾌｳｺ 伊那北高
戸谷 真理子(3)
ﾄﾔ ﾏﾘｺ 大阪国際大
水野 菜子(3)
ﾐｽﾞﾉ ﾅｺ 北佐久農業高
内山 成実(3)
ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 小布施中
松島 愛(2)
ﾏﾂｼﾏ  ｱｲ 伊那西高
徳武 里乃(2)
ﾄｸﾀｹ ﾘﾉ 松本蟻ヶ崎高
宮澤 七夕子(3)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂｺ 長野吉田高
花岡 直美
ﾊﾅｵｶ ﾅｵﾐ 下諏訪向陽高
山浦 小春(2)
ﾔﾏｳﾗ ｺﾊﾙ 北佐久農業高
伊藤 美智花(3)
ｲﾄｳ ﾐﾁｶ 伊那弥生ヶ丘高
市岡 奈月(3)
ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 波田中
中曽根 くるみ(3)
ﾅｶｿﾈ ｸﾙﾐ 丸子修学館高
寺島 ひかり(2)
ﾃﾗｼﾏ ﾋｶﾘ 長野吉田高
中嶋 貴子(2)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶｺ 中野立志館高
白澤 美雪(3)
ｼﾗｻﾜ  ﾐﾕｷ 伊那西高
寺澤 穂波(2)
ﾃﾗｻﾜ ﾎﾅﾐ 菅野中
花里 裕良(3)
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ 佐久東中
今井 ちひろ
ｲﾏｲ ﾁﾋﾛ 長野北部中
井出 真梨子(3)
ｲﾃﾞ ﾏﾘｺ 小諸東中
浅田 恵(3)
ｱｻﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 松本県ヶ丘高
加々見 紗希(2) 記録なし
ｶｶﾞﾐ ｻｷ 諏訪南中
市川 浩子(2) 記録なし
ｲﾁｶﾜ ﾋﾛｺ 丸ﾉ内中
藤森 若菜(3) 記録なし
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾜｶﾅ 諏訪南中
武田 ほのか(2) 記録なし
ﾀｹﾀﾞ ﾎﾉｶ 丸ﾉ内中
北村 理恵(2) 記録なし
ｷﾀﾑﾗ ﾘｴ 更北中
志知 鈴菜(3) 記録なし
ｼﾁ ﾚｲﾅ 丸ﾉ内中
西山 萌(3) 記録なし
ﾆｼﾔﾏ ﾓｴ 大町高
山中 すみれ(3) 記録なし
ﾔﾏﾅｶ ｽﾐﾚ 長野東部中
苫坂 奈々(2) 記録なし
ﾄﾏｻｶ ﾅﾅ 小諸高
井出 優香子(2) 記録なし
ｲﾃﾞ ﾕｶｺ 諏訪清陵高
奥島 美空(3) 記録なし
ｵｸｼﾏ ﾐｸ 豊科北中
中澤 彩乃(2) 記録なし
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾔﾉ 岡谷南高
水庫 郁実(3) 記録なし
ﾐｽﾞｸﾗ ｲｸﾐ 長野東部中
小野沢 彩加(1) 記録なし
ｵﾉｻﾞﾜ ｱﾔｶ 穂高商業高
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牛山 奈緒(2) 記録なし
ｳｼﾔﾏ ﾅｵ 諏訪二葉高
堀内 綾乃(1) 記録なし
ﾎﾘｳﾁ ｱﾔﾉ 上田染谷丘高
滝沢 万葉(3) 記録なし
ﾀｷｻﾞﾜ ﾏﾖ 丸子北中
溝尾 彩夏(2) 欠場
ﾐｿﾞｵ ｱﾔｶ 辰野中
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決勝 4月24日 13:30

長野県記録(KR)                   4.01 前田　朋子                   ヤマトヤＴＣ     2005/08/08  
大会記録(GR)                     3.30 前田　朋子                   中京大           2001        

伊澤 楓(2)
ｲｻﾜ ｶｴﾃﾞ 高遠高
鹿野 恵里(2)
ｼｶﾉ ｴﾘ 至学館大
田中 優奈(3)
ﾀﾅｶ ﾕﾅ 茅野東部中
松本 真季(2)
ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ 高遠高
上原 悠紀(3)
ｳｴﾊﾗ ﾕｷ 永明中
郷津 樹(1)
ｺﾞｳｽﾞ ｲﾂｷ 長野清泉
若狭 杏子(1)
ﾜｶｻ ｷｮｳｺ 諏訪二葉高
高原 乃友莉(3)
ﾀｶﾊﾗ ﾉﾕﾘ 更北中
小池 萌加(3)
ｺｲｹ ﾓｴｶ 更北中
藤澤 芽吹(2)
ﾌｼﾞｻﾜ ﾒﾌﾞｷ 高遠高
田幸 結花(2)
ﾀｺｳ ﾕｶ 中野立志館高
越野 ほのか(3)
ｺｼﾉ ﾎﾉｶ 更北中
宮坂 あきほ(2)
ﾐﾔｻｶ  ｱｷﾎ 永明中
広瀬 若菜(3)
ﾋﾛｾ ﾜｶﾅ 永明中
両角 果穂(3)
ﾓﾛｽﾞﾐ ｶﾎ 茅野東部中
堀川 遥奈(2) 記録なし
ﾎﾘｶﾜ ﾊﾙﾅ 更北中
高山 桃佳(3) 記録なし
ﾀｶﾔﾏ ﾓﾓｶ 更北中
宮本 華鈴(2) 記録なし
ﾐﾔﾓﾄ ｶﾘﾝ 更北中
中村 美輝(3) 記録なし
ﾅｶﾑﾗ ﾐｷ 飯綱中
小牧 柚香(2) 記録なし
ｺﾏｷ ﾕｶ 伊那北高
依田 遵子 欠場
ﾖﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ いよだAC
玉井 沙友夏(2) 欠場
ﾀﾏｲ ｻﾕｶ 文大長野高
依田 郷子 欠場
ﾖﾀﾞ ｻﾄｺ いよだAC
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決勝 4月24日 13:30

前田 朋子 愛  知
ﾏｴﾀﾞﾄﾓｺ 中京大ｸﾗﾌﾞ

 3.80
1 24  7001

xo xo xxx

記録 備考3m60 3m80 3m90

ｵｰﾌﾟﾝ女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



予選 (1,2組) 4月25日 10:00
決勝 4月25日 14:30

長野県記録(KR)                   6.41 湶　純江                     長野スズキ       1976/04/25  
大会記録(GR)                     6.41 湶　　純江                   長野スズキ       1976        

[ 1組]

宮坂 楓(3)   5.40   5.40 Q
ﾐﾔｻｶ ｶｴﾃﾞ 東海大三高    0.0    0.0
廣川 美沙紀(3)    x   5.26   5.26 Q
ﾋﾛｶﾜ ﾐｻｷ 東京学芸大   +0.3   +0.3
渡辺 里穂(2)   4.97   4.97 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾎ 信州大   -0.8   -0.8
溝口 悠季乃(2)   4.89   4.89 Q
ﾐｿﾞｸﾞﾁ  ﾕｷﾉ 上田高   +2.6   +2.6
深沢 たまき(3)    x   4.64   4.86   4.86 Q
ﾌｶｻﾞﾜ ﾀﾏｷ 犀陵中   -0.4    0.0    0.0
高橋 知里(3)   4.86   4.86 Q
ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ 佐久東中   +0.9   +0.9
青木 亜里沙(1)   4.62    x   4.81   4.81 Q
ｱｵｷ ｱﾘｻ 伊那弥生ヶ丘高   -0.4   +0.8   +0.8
中曽根 沙耶(3)    x   4.77    x   4.77 
ﾅｶｿﾈ ｻﾔ 長野東部中   +1.1   +1.1
関澤 沙苗    x   4.56   4.68   4.68 
ｾｷｻﾞﾜ ｻﾅｴ セイコーエプソン   +0.3   +0.1   +0.1
橋本 紗季(3)   4.51    o   4.56   4.56 
ﾊｼﾓﾄ ｻｷ 春富中   +0.9   +1.5   +1.5
竹下 茉美(3)   4.40    x   4.49   4.49 
ﾀｹｼﾀ ﾏﾐ 下伊那農業高   -1.1   -0.1   -0.1
中澤 佳奈(2)   3.95    o   4.47   4.47 
ﾅｶｻﾞﾜ ｶﾅ 佐久長聖高   -0.6   +0.7   +0.7
青柳 好美   4.43    o    o   4.43 
ｱｵﾔｷﾞ ﾖｼﾐ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +0.3   +0.3
小坂 奈桜(2)   4.14   4.41    o   4.41 
ｺｻｶ ﾅｵ 鉢盛中   +0.3    0.0    0.0
門井 詩織(3)   4.38    o    o   4.38 
ｶﾄﾞｲ ｼｵﾘ 長野日大高   -1.7   -1.7
土屋 杏那(2)   4.23    o    o   4.23 
ﾂﾁﾔ  ｷｮｳﾅ 野沢北高   +0.8   +0.8
竹内 恵(1)   4.13    o    o   4.13 
ﾀｹｳﾁ ﾒｸﾞﾐ 広徳中    0.0    0.0
金森 光代(2)   4.07    o    o   4.07 
ｶﾅﾓﾘ ﾐﾂﾖ 穂高商業高   +0.2   +0.2
宮澤 彩華(2)   4.02    o    o   4.02 
ﾐﾔｻﾞﾜｱﾔｶ 辰野高   +2.1   +2.1
栗空 亜沙美(1)   3.97    o    o   3.97 
ｸﾘｿﾞﾗ  ｱｻﾐ 王滝中   +0.5   +0.5
齋藤 春香(3)    x    x   3.95   3.95 
ｻｲﾄｳ ﾊﾙｶ 塩尻志学館高    0.0    0.0
熊井 麻美(3)   3.94    o    o   3.94 
ｸﾏｲ ｱｻﾐ 長野西高   -0.6   -0.6
山本 亜沙美(3)   3.93    x    x   3.93 
ﾔﾏﾓﾄ ｱｻﾐ 小諸東中   +0.9   +0.9
堀内 彩乃(2)   3.59    o    o   3.59 
ﾎﾘｳﾁ ｱﾔﾉ 諏訪南中   -0.2   -0.2
平松 奏美(3)   3.53    o    o   3.53 
ﾋﾗﾏﾂ ｶﾅﾐ 篠ﾉ井西中    0.0    0.0
百瀬 愛花(2)   3.48    o    x   3.48 
ﾓﾓｾ ｱｲｶ 波田中   +1.0   +1.0
小松 萌実(3)   3.47    o    o   3.47 
ｺﾏﾂ ﾒｸﾞﾐ 小諸東中    0.0    0.0
長島 郁梨(2)   3.40    o    o   3.40 
ﾅｶﾞｼﾏ ｶｵﾘ 更北中   -1.0   -1.0
田中 那奈(2)   3.21    o    x   3.21 
ﾀﾅｶ ﾅﾅ 更北中   -1.1   -1.1
清水 美希(2)    x   3.12    o   3.12 
ｼﾐｽﾞ ﾐｷ 櫻ヶ岡中    0.0    0.0
山口 優香(2)   2.96    o    x   2.96 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｶ 丸ﾉ内中   -0.1   -0.1
加藤 恭香(2)    x    x    x 記録なし
ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 丸子北中
青木柚佳(2) 欠場
ｱｵｷﾕｶ 松川高
金田 華実(1) 欠場
ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 浅間中
宇田 亜彩未(3) 欠場
ｳﾀﾞ  ｱｻﾐ 下高井農林高
中嶋 貴子(2) 欠場
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶｺ 中野立志館高

記録 備考
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走幅跳

予選 標準記録    4.80m Q:標準記録突破者  q：その他の通過者

-1- -2- -3-

1 35    28

所属名試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名順位

2 36  8017

3 29  8049

4 32  1416

5 30  4943

6 34  4345

7 22   301

8 33  4627

9 27  8636

10 15  4721

11 25   490

12 21  1304

13 31  8645

14 14  4909

15 28   952

16 19  1227

17 10  4992

18 17  1709

19 8   212

20 11  4107

21 18  1610

22 23   790

23 9  4727

24 6  4019

25 20  4957

26 7  4069

27 12  4728

28 5  4115

29 2  4114

30 13  4868

31 3  4136

24  4844

1   395

4  4091

16   577

26   649



[ 2組]

桐山 明日香(3)   5.25   5.25 Q
ｷﾘﾔﾏ ｱｽｶ 伊那弥生ヶ丘高   -0.6   -0.6
安田 弘江    x   5.07   5.07 Q
ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛｴ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +0.1   +0.1
松本 あやめ(3)    x   5.06   5.06 Q
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔﾒ 長野吉田高   +1.3   +1.3
井出 有希子(3)   4.95   4.95 Q
ｲﾃﾞ ﾕｷｺ 諏訪実業高   +2.0   +2.0
伊東 美紀(3)   4.95   4.95 Q
ｲﾄｳ ﾐｷ 松本県ヶ丘高   +2.3   +2.3
小口 明音(3)   4.81   4.81 Q
ｵｸﾞﾁ ｱｶﾈ 諏訪二葉高   +0.6   +0.6
上條 麻奈(2)   4.22   4.40   4.73   4.73 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 鉢盛中   -0.5   +0.8   +0.4   +0.4
小林  貴恵(3)    x   4.58   4.69   4.69 
ｺﾊﾞﾔｼ ｷｴ 岩村田高    0.0    0.0    0.0
大久保 萌花(2)   4.69    x    x   4.69 
ｵｵｸﾎﾞ  ﾓｴｶ 伊那西高   -1.2   -1.2
林 あすか(2)    x    x   4.62   4.62 
ﾊﾔｼ  ｱｽｶ 白馬中   +1.2   +1.2
市村 美紀(2)   4.43   4.50    o   4.50 
ｲﾁﾑﾗ ﾐｷ 市立長野高   -1.3   +1.2   +1.2
山田 麻衣(3)    x   4.45    x   4.45 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲ 長野吉田高    0.0    0.0
古厩 愛望(2)   4.42    x    x   4.42 
ﾌﾙﾏﾔ ﾏﾅﾐ 松本蟻ヶ崎高    0.0    0.0
田口 瑠莉(2)    x   4.37    x   4.37 
ﾀｸﾞﾁ ﾙﾘ 上伊那農業高   +1.5   +1.5
掛川 遥(3)   4.20    x    o   4.20 
ｶｹｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 野沢南高   -1.1   -1.1
原田 麻亜(3)   4.19    x    o   4.19 
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ 飯田高陵中   -0.5   -0.5
飯嶋 桃子(2)   4.16    o    o   4.16 
ｲｲｼﾞﾏ ﾓﾓｺ 長野商業高   -1.0   -1.0
今溝 聖子(3)   4.13    o    o   4.13 
ｲﾏﾐｿﾞ ｾｲｺ 南安曇農業高   +0.2   +0.2
杉原 明日香(3)   4.09    o    o   4.09 
ｽｷﾞﾊﾗ ｱｽｶ 丸子北中   -0.5   -0.5
上條 紗泰雅(2)    x   4.06    o   4.06 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾔｶ 塩尻志学館高   -0.2   -0.2
長崎 彩(2)    x   4.00    x   4.00 
ﾅｶﾞｻｷ ｱﾔ 豊科北中    0.0    0.0
江村 安美(3)   3.87    o    o   3.87 
ｴﾑﾗ ｱﾐ 櫻ヶ岡中   +0.1   +0.1
藤原 ゆき(3)   3.80    x    o   3.80 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｷ 丸ﾉ内中   +0.3   +0.3
佐越 佑美(2)   3.73    o    o   3.73 
ｻｺｼ ﾕﾐ 長野東部中   +0.8   +0.8
鈴木 紗綾(2)   3.66    o    o   3.66 
ｽｽﾞｷ ｻﾔ 長野東部中   +0.8   +0.8
北澤 佳奈(3)   3.26    o    o   3.26 
ｷﾀｻﾞﾜ ｶﾅ 文大長野高   -0.7   -0.7
宇都宮 つき(1)   3.22    o    o   3.22 
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾂｷ 広徳中   +1.4   +1.4
永平 有花(3)   3.00    o    o   3.00 
ﾅｶﾞﾋﾗ ﾕｳｶ 諏訪南中   -0.2   -0.2
村上 汐里(3)    x   2.89    o   2.89 
ﾑﾗｶﾐ ｼｵﾘ 文大長野高    0.0    0.0
加藤 まりな(3)   2.53    o    x   2.53 
ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田高陵中   +0.6   +0.6
小口 綾音(2) 欠場
ｵｸﾞﾁ ｱﾔﾈ 岡谷北部中
長野 彩香(3) 欠場
ﾅｶﾉ ｱﾔｶ 塩尻広陵中
小林 祥子(2) 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｺ 岡谷南高
中嶋  恵菜(2) 欠場
ﾅｶｼﾞﾏ ｴﾅ 岩村田高
大口 あづ記(2) 欠場
ｵｵｸﾞﾁ ｱﾂﾞｷ 飯山北高
小林 睦美(1) 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾑﾂﾐ 上田東高

所属名 -1- -2- -3-
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記録 備考
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走幅跳
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8 30  1275

9 27   330

10 29  4663

11 23   922

12 12   769

13 14  1888

14 22   244

15 19  1251

16 26  4364

17 24   828

18 17  1722

19 18  4394

20 10  1597

21 13  4892

22 8  4460

23 5  4084

24 6  4050

25 11  4051

26 3   996

27 9  4518

28 2  4558

29 1   984

30 15  4362

4  4110

7  4001

16   188

36  1432

20  1281

25   598



 ３回の
 最高記録

宮坂 楓(3)   5.83   5.68   5.42    5.83   5.85   5.68   5.67    5.85 
ﾐﾔｻｶ ｶｴﾃﾞ 東海大三高   -2.4   +0.3   -1.7    -2.4   +1.4   -0.6   -0.9    +1.4
桐山 明日香(3)   5.03   5.51   5.32    5.51   5.26   5.42   5.51    5.51 
ｷﾘﾔﾏ ｱｽｶ 伊那弥生ヶ丘高   -1.3   +0.2   -1.5    +0.2   +2.0   -1.1   -2.0    -2.0
廣川 美沙紀(3)   5.24   5.28   5.01    5.28   5.17    x   5.09    5.28 
ﾋﾛｶﾜ ﾐｻｷ 東京学芸大   -0.5   +2.9   -1.0    +2.9   +0.8   -1.3    +2.9
小口 明音(3)   4.92   5.07   4.67    5.07   4.85   5.10   5.20    5.20 
ｵｸﾞﾁ ｱｶﾈ 諏訪二葉高   +0.1   +1.9   -2.0    +1.9   -0.2   -2.3   -1.0    -1.0
井出 有希子(3)   5.15   5.13   5.10    5.15   4.99    x    x    5.15 
ｲﾃﾞ ﾕｷｺ 諏訪実業高   -0.5   +0.4   -1.3    -0.5   +0.3    -0.5
溝口 悠季乃(2)   5.05   4.85   4.56    5.05    x   4.76   4.68    5.05 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ  ﾕｷﾉ 上田高   +0.9   +1.9   -0.6    +0.9   -0.2   -0.6    +0.9
渡辺 里穂(2)   5.04    x   4.97    5.04   4.80   4.82   4.89    5.04 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾎ 信州大   -0.9   +1.4    -0.9   -1.3   +0.8   +1.0    -0.9
青木 亜里沙(1)    x   4.98   4.81    4.98   4.76   4.83   4.46    4.98 
ｱｵｷ ｱﾘｻ 伊那弥生ヶ丘高   +1.0   -0.8    +1.0   +0.2   +1.6   -1.1    +1.0
安田 弘江   4.89   4.88   4.90    4.90    4.90 
ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛｴ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +0.2   +0.7   +0.4    +0.4    +0.4
伊東 美紀(3)    x   4.87    x    4.87    4.87 
ｲﾄｳ ﾐｷ 松本県ヶ丘高   -2.1    -2.1    -2.1
高橋 知里(3)   4.69   4.76   4.84    4.84    4.84 
ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ 佐久東中   +0.2   -0.3   +0.9    +0.9    +0.9
松本 あやめ(3)   4.80    x    x    4.80    4.80 
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔﾒ 長野吉田高   +0.4    +0.4    +0.4
深沢 たまき(3)   4.61   4.54   3.95    4.61    4.61 
ﾌｶｻﾞﾜ ﾀﾏｷ 犀陵中   -0.3   +0.8   -0.3    -0.3    -0.3

女子

走幅跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- 備考

1 12    28

-4- -5- -6- 記録

2 11   315

3 13  8017

4 9   102

5 5    57

6 8  1416

7 2  8049

8 7   301

9 4  8643

10 1  1808

11 3  4345

12 10   770

13 6  4943



決勝 4月24日  9:30

長野県記録(KR)                  13.10 三澤　涼子                   ヤマトヤＴＣ     2007/06/30  
大会記録(GR)                    12.76 三澤　涼子                   松本市陸協       2002        

 ３回の
 最高記録

三澤 涼子  11.94  11.84  12.20   12.20  11.99  12.35  12.03   12.35 
ﾐｻﾜ ﾘｮｳｺ ﾔﾏﾄﾔ   +1.7   +0.6   +1.5    +1.5   +0.6   +2.7   +0.4    +2.7
西澤 香  11.05  10.87    x   11.05    x    x    x   11.05 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｵﾘ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +0.9   +0.3    +0.9    +0.9
青柳 好美   9.79   9.88   9.93    9.93   9.99   9.97   9.77    9.99 
ｱｵﾔｷﾞ ﾖｼﾐ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +0.9   +1.0   +3.6    +3.6   -0.6   +2.1   +1.6    -0.6
有賀 楓子(2)   9.69   9.93   9.79    9.93    x   9.82    x    9.93 
ｱﾙｶﾞ ﾌｳｺ 伊那北高    0.0   +1.1   +2.4    +1.1   +1.1    +1.1
田澤 愛(3) 欠場
ﾀｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 東京学芸大

女子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 5  8558

-3- -4- -5- -6-

2 3  8689

3 1  8645

4 2   277

4  8020



決勝 4月25日 10:10

長野県記録(KR)                  13.70 鷹野　絹子                   東京女子体育大   1980/10/16  
大会記録(GR)                    13.12 大矢　結麻                   丸子実業高       2006        

 ３回の
 最高記録

武重 綾乃(3)
ﾀｹｼｹﾞ ｱﾔﾉ 丸子修学館高
児島 里咲(3)
ｺｼﾞﾏ ﾘｻ 大町高
山﨑 真希(3)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｷ 飯山北高
古田 迪子(3)
ﾌﾙﾀ ﾐﾁｺ 松商学園高
中村 麻衣(3)
ﾅｶﾑﾗ ﾏｲ 中野立志館高
今井 裕美(2)
ｲﾏｲ ﾋﾛﾐ 上田東高
内山 紗由美(3)
ｳﾁﾔﾏ ｻﾕﾐ 長野西高
飯嶋 桜子(2)
ｲｲｼﾞﾏ ｻｸﾗｺ 長野西高
中澤 千夏(2)
ﾅｶｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ 市立長野高
巣山 夏歩(3)
ｽﾔﾏ ｶﾎ 中込中
岸 莉穂(3)
ｷｼ ﾘﾎ 野沢南高
斉藤 あや華(3)
ｻｲﾄｳ ｱﾔｶ 小諸高
江守 静香(3)
ｴﾓﾘ ｼｽﾞｶ 文大長野高
丸山 佳奈(2)
ﾏﾙﾔﾏ ｶﾅ 長野工業高
下島 鈴花(3)
ｼﾓｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 上伊那農業高
山口 萌々(3)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓ 豊科北中
古田 輝美(3)
ﾌﾙﾀ ﾃﾙﾐ 木曽青峰高
西澤 雅(3)
ﾆｼｻﾞﾜﾐﾔﾋﾞ 辰野高
神事 優香(2)
ｼﾞﾝｼﾞ  ﾕｶ 松本深志高
本澤 彩(3)
ﾓﾄｻﾞﾜ ｱﾔ 犀陵中
齋藤知美(2)
ｻｲﾄｳﾄﾓﾐ 松川高
柳沢 奈美(2)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅﾐ 小諸高
向井 知佳(3)
ﾑｶｲ ﾁｶ 鉢盛中
小宮山 真由(3)
ｺﾐﾔﾏ ﾏﾕ 上田東高
中村 友理佳(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘｶ 須坂東高
岩本 千洸(3)
ｲﾜﾓﾄ ﾁﾋﾛ 須坂商業高
大木 梨真(2)
ｵｵｷ ﾘﾏ 松商学園高
加藤 ゆかり(3)
ｶﾄｳ ﾕｶﾘ 松本県ヶ丘高
土屋 鈴花(2)
ﾂﾁﾔ ｽｽﾞｶ 丸子北中
島田 佑生子(2)
ｼﾏﾀﾞ ﾕｷｺ 長野俊英高
石倉 沙羅(2)
ｲｼｸﾗ ｻﾗ 上田五中
小山 佳子(3)
ｺﾔﾏ ﾖｼｺ 犀陵中
赤羽 美咲(2)
ｱｶﾊﾞﾈ ﾐｻｷ 上田五中
飯嶋 桃子(2) 欠場
ｲｲｼﾞﾏ ﾓﾓｺ 長野商業高
宮入 麻鈴(3) 欠場
ﾐﾔｲﾘ ﾏﾘﾝ 丸子修学館高
両角 遥夏(2) 欠場
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 上田染谷丘高

30  1472

25  1400

   4.74   4.74 

18   828

33 6  4857
  4.74    o    o

   o    4.76   4.76 

   5.14   5.14 

32 3  4946
  4.76    o

31 2  4865
  5.14    o    o

   o    5.23   5.23 

   5.28   5.28 

30 1  2465
  5.23    o

29 9  4845
  5.28    o    o

   o    5.47   5.47 

   5.51   5.51 

28 5  1810
  5.47    o

27 17  1926
  5.51    o    o

   o    5.58   5.58 

   6.01   6.01 

26 4   702
  5.58    o

25 22   706
  6.01    o    o

   o    6.45   6.45 

   6.47   6.47 

24 12  1443
  6.45    o

23 11  4410
  6.47    o    o

   o    6.92   6.92 

   7.04   7.04 

22 26  1338
   x   6.92

21 7   390
  6.34    o   7.04

   o    7.08   7.08 

   7.12   7.12 

20 15  4947
  6.79   7.08

19 20  1776
  7.06    o   7.12

   o    7.21   7.21 

   7.22   7.22 

18 36   208
  6.72   7.21

17 13  1569
  7.07   7.22   7.22

   o    7.25   7.25 

   7.29   7.29 

16 8  4701
  7.25   7.23

15 14   242
  7.29   7.18   7.22

  7.44    7.76   7.76 

   7.92   7.92 

14 19   856
  7.15   7.76

13 16   983
  7.31   7.92   7.30

  7.55    7.94   7.94 

   8.00   8.00 

12 28  1345
  7.94   7.54

11 29  1250
  7.89   8.00   7.76

  7.81    8.03   8.03 

   8.38   8.38 

10 10  4042
  7.50   8.03

9 21   921
  7.89   8.38   8.33

  8.42    8.49   7.84   7.87   8.31   8.49 

   8.78   7.82   8.08    x   8.78 

8 24   784
  8.05   8.49

7 27   782
  8.78   7.92    x

   x    8.87   7.68   8.48   8.25   8.87 

   8.88   8.72   8.09   8.72   8.88 

6 23  1436
  8.66   8.87

5 31   646
  8.64   8.88   8.84

  8.86    9.08   9.35   9.81   9.48   9.81 

  10.17  10.21  10.04  10.27  10.27 

4 32  1945
  8.80   9.08

3 34   594
  9.57   9.77  10.17

  9.82   10.56   9.95  10.69  10.76  10.76 

  11.27    x  10.72  10.81  11.27 

2 35  1677
 10.56   9.91

1 33  1401
 11.27    x  11.04

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

砲丸投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



 ３回の
 最高記録

中島 未歩(3) 欠場
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾎ 丸子修学館高

備考

37  1384

-4- -5- -6- 記録

女子

砲丸投

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-



決勝 4月24日 12:30

長野県記録(KR)                  45.73 中島　沙織                   国士舘大         2008/08/30  
大会記録(GR)                    42.02 倉井　恵子                   東京女体大       1977        

 ３回の
 最高記録

中島 未歩(3)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾎ 丸子修学館高
児島 里咲(3)
ｺｼﾞﾏ ﾘｻ 大町高
武重 綾乃(3)
ﾀｹｼｹﾞ ｱﾔﾉ 丸子修学館高
原山 祐希(2)
ﾊﾗﾔﾏ ﾕｳｷ 文大長野高
藤澤 緑(4)
ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾄﾞﾘ 長野高専
上原 絵理香(3)
ｳｴﾊﾗ ｴﾘｶ 須坂商業高
両角 遥夏(2)
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 上田染谷丘高
中澤 千夏(2)
ﾅｶｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ 市立長野高
斉藤 あや華(3)
ｻｲﾄｳ ｱﾔｶ 小諸高
浅川 小巻(3)
ｱｻｶﾜ ｺﾏｷ 文大長野高
村田 香織(3)
ﾑﾗﾀ ｶｵﾘ 松代高
宮入 麻鈴(3)
ﾐﾔｲﾘ ﾏﾘﾝ 丸子修学館高
栗原 真衣子(1)
ｸﾘﾊﾗ ﾏｲｺ 屋代高
山口 萌々(3)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓ 豊科北中
本間 友梨(2)
ﾎﾝﾏ ﾕﾘ 長野商業高
久保田 夏弥(3)
ｸﾎﾞﾀ ﾅﾂﾐ 明科高
柳沢 奈美(2)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅﾐ 小諸高
中村 麻衣(3)
ﾅｶﾑﾗ ﾏｲ 中野立志館高
輪島 繭理(2)
ﾜｼﾞﾏ ﾏﾕﾘ 長野吉田高
有賀 菜央(3)
ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 辰野中
依田 菜月(3)
ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ 櫻ヶ岡中
上條 志織(3)
ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｵﾘ 梓川高
古林 早紀(2)
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ｻｷ 明科高
小山 千絵(3)
ｺﾔﾏ  ﾁｴ 伊那西高
矢ヶ崎 遙(3)
ﾔｶﾞｻｷ ﾊﾙｶ 塩尻志学館高
齋藤知美(2)
ｻｲﾄｳﾄﾓﾐ 松川高
土屋 鈴花(2)
ﾂﾁﾔ ｽｽﾞｶ 丸子北中
向井 知佳(3)
ﾑｶｲ ﾁｶ 鉢盛中
坂本 千夏(2)
ｻｶﾓﾄ ﾁｶ 北佐久農業高
明石 晴菜(2)
ｱｶｼ ﾊﾙﾅ 松本県ヶ丘高
西澤 雅(3) 記録なし
ﾆｼｻﾞﾜﾐﾔﾋﾞ 辰野高
山﨑 真希(3) 欠場
ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｷ 飯山北高

15   594

2   208
   x    x    x

   o   12.10  12.10 

  13.47  13.47 

30 3  1828
   x  12.10

29 8  1286
   o  13.47    o

   o   16.25  16.25 

  16.63  16.63 

28 1  4410
   x  16.25

27 6  4845
   o  16.63    x

 18.25   18.25  18.25 

  18.59  18.59 

26 4   390
   o    o

25 10  1613
 18.59    o    o

   x   19.44  19.44 

  19.82  19.82 

24 14   334
   o  19.44

23 17  2012
   o  19.82    x

   x   20.48  20.48 

  20.70  20.70 

22 9  1731
   o  20.48

21 26  4451
   o  20.70    o

 20.94   20.94  20.94 

  21.22  21.22 

20 5  4271
   o    o

19 11   754
   o    o  21.22

   o   22.54  22.54 

  22.68  22.68 

18 18   646
   o  22.54

17 13  1338
   o    o  22.68

   x   22.95  22.95 

  23.22  23.22 

16 19  2025
 22.95    o

15 20   826
   x  23.22    o

   o   23.34  23.34 

  23.96  23.96 

14 7  4701
 23.34    o

13 12  1146
 23.96    o    o

 24.83   24.83  24.83 

  24.86  24.86 

12 25  1400
   o    x

11 16  1136
   o  24.86    x

   o   25.54  25.54 

  26.64  26.64 

10 21   987
 25.54    x

9 27  1345
   o    o  26.64

   o   27.15    o    o    o  27.15 

  27.26  27.46    o    o  27.46 

8 24   921
 27.15    o

7 22  1472
   o  27.26    o

   o   28.23    o    x    o  28.23 

  28.95  29.05    o  29.05 

6 29   703
   o  28.23

5 28  8043
   x  28.95    o

   x   29.06  29.34    o  29.71  29.71 

  30.88    x    o  31.18  31.18 

4 23   991
   o  29.06

3 30  1401
 30.88    o    o

 30.81   30.81  31.42    o    o  31.42 

  39.94    o    -    o  39.94 

2 31  1677
   x    o

1 32  1384
   o    x  39.94

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

円盤投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 4月25日 11:30

長野県記録(KR)                  57.17 山本　晴美                   長野市陸協       2001/06/08  
大会記録(GR)                    51.12 山本　晴美                   中京大           2009        

 ３回の
 最高記録

塩島 絵未
ｼｵｼﾞﾏ ｴﾐ 日体大
武重 綾乃(3)
ﾀｹｼｹﾞ ｱﾔﾉ 丸子修学館高
竹内 希(3)
ﾀｹｳﾁ ﾉｿﾞﾐ 松代高
伴野 祥子(2)
ﾄﾓﾉ ｼｮｳｺ 東女体育大
山道  思野(3)
ﾔﾏﾐﾁ ｼﾉ 岩村田高
上條 志織(3)
ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｵﾘ 梓川高
岸 莉穂(3)
ｷｼ ﾘﾎ 野沢南高
輪島 繭理(2)
ﾜｼﾞﾏ ﾏﾕﾘ 長野吉田高
宮入 麻鈴(3)
ﾐﾔｲﾘ ﾏﾘﾝ 丸子修学館高
久保村 梓(3)
ｸﾎﾞﾑﾗ ｱｽﾞｻ 明科高
林 あすみ(3)
ﾊﾔｼ ｱｽﾐ 松商学園高
丸山 麻美(3)
ﾏﾙﾔﾏ ｱｻﾐ 松商学園高
柳沢 奈美(2)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅﾐ 小諸高
山﨑 真希(3)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｷ 飯山北高
山田 沙代子(2)
ﾔﾏﾀﾞ  ｻﾖｺ 篠ﾉ井高
江守 静香(3)
ｴﾓﾘ ｼｽﾞｶ 文大長野高
両角 遥夏(2)
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 上田染谷丘高
小林 ゆき圭(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷｶ 大町高
寺島 ひかり(2)
ﾃﾗｼﾏ ﾋｶﾘ 長野吉田高
齋藤 春香(3)
ｻｲﾄｳ ﾊﾙｶ 塩尻志学館高
苫坂 奈々(2)
ﾄﾏｻｶ ﾅﾅ 小諸高
大井 美咲(2)
ｵｵｲ ﾐｻｷ 小諸高
金原 早希(3)
ｷﾝﾊﾞﾗ ｻｷ 長野商業高
大木 梨真(2)
ｵｵｷ ﾘﾏ 松商学園高
関島 芽維(3)
ｾｷｼﾞﾏ  ﾒｲ 飯田風越高
古越 香帆(2)
ﾌﾙｺｼ ｶﾎ 佐久長聖高
小山 千絵(3)
ｺﾔﾏ  ﾁｴ 伊那西高
中澤 彩乃(2)
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾔﾉ 岡谷南高
備前 美樹(2)
ﾋﾞｾﾞﾝ ﾐｷ 岡谷東高
丸山 智子(3)
ﾏﾙﾔﾏ ｻﾄｺ 長野商業高
向井 知佳(3) 記録なし
ﾑｶｲ ﾁｶ 鉢盛中
古田 輝美(3) 記録なし
ﾌﾙﾀ ﾃﾙﾐ 木曽青峰高
水野 菜子(3) 記録なし
ﾐｽﾞﾉ ﾅｺ 北佐久農業高
増澤 菜々子(3) 記録なし
ﾏｽｻﾞﾜ ﾅﾅｺ 伊那弥生ヶ丘高
小泉 若菜(3) 欠場
ｺｲｽﾞﾐ ﾜｶﾅ 岡谷南高
坂本 千夏(2) 欠場
ｻｶﾓﾄ ﾁｶ 北佐久農業高

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

女子

やり投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

  40.73

記録 備考

1 38  6083
   o  47.15    o   47.15

2 31  1401
   o  40.73    o    o    o    o  40.73 

 47.84    o  47.84    o

  38.93

   x    o   35.44  39.03
3 32  1138

 35.44

4 37  8047
 38.93    o    x    o    x    o  38.93 

   o    o  39.03 

  35.24

   o  33.60   33.60    o
5 34  1277

   o

6 29  1731
 35.24    o    o    o    o    o  35.24 

   x  36.33  36.33 

  33.32

   o  34.59   34.59    o
7 36  1250

   o

8 28   754
   o  33.32    o    o    x    o  33.32 

   o    o  34.59 

  32.07

   o  33.22   33.22
9 33  1400

   o

10 25  2014
   o  32.07    o  32.07 

 33.22 

  28.97

 30.71    x   30.71
11 30  1942

   o

12 22  1939
 28.97    o    o  28.97 

 30.71 

  27.49

   o  28.82   28.82
13 23  1338

   o

14 27   594
   x    o  27.49  27.49 

 28.82 

  25.09

 25.73    o   25.73
15 17  1089

   o

16 9   983
   o    o  25.09  25.09 

 25.73 

  24.57

 25.02    o   25.02
17 26  1472

   x

18 21  1672
   o    o  24.57  24.57 

 25.02 

  23.58

   o    o   24.50
19 14   753

 24.50

20 16  1610
   o  23.58    o  23.58 

 24.50 

  23.16

   o  23.23   23.23
21 13  1337

   o

22 11  1341
   o    o  23.16  23.16 

 23.23 

  21.18

   o  21.80   21.80
23 12   824

   o

24 24  1926
   o    o  21.18  21.18 

 21.80 

  20.91

 20.96    o   20.96
25 15   454

   x

26 3  1310
   x    o  20.91  20.91 

 20.96 

  20.25

   o    x   20.26
27 7   334

 20.26

28 19   177
 20.25    o    o  20.25 

 20.26 

  13.08

   x  14.88   14.88
29 2   136

   x

30 18   825
   x    x  13.08  13.08 

 14.88 

   x    x
1  4410

   x

8  1569
   x    x    x

   x    x
10  1293

   x

20   320
   x    x    x

4   187

5  1286



 ３回の
 最高記録

新井 彩紀(2) 欠場
ｱﾗｲ ｻｷ 穂高商業高
中島 未歩(3) 欠場
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾎ 丸子修学館高
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長野県記録(KR)                  42.42 竹内　美夏                   須坂園芸高       1998/03/22  
大会記録(GR)                    39.72 竹内　美夏                   須坂園芸高       1997        
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小林 茜(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾈ 松本大
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