
第６５回国民体育大会陸上競技大会長野県予選会 
 

（大会コード：10200009） 
 

記 録 集 
 

主 催 長野陸上競技協会・(財)長野県体育協会・長野県教育委員会 

共 催 松本市教育委員会・長野高等学校体育連盟・長野県中学校体育連盟 
 

 
 

期 日 平成 22 年７月 10 日（土）７月 11 日（日） 

会 場 松本平広域公園陸上競技場（201020） 

 
■ この大会で樹立された記録 

月日 種目 予・決 記録 氏名 男女 所属 従来の記録 備考 

7・10 少女Ｂ 100mYH 決勝 １４秒６６(+0.7) 瀧澤 彩 女 長野高 1 １５秒０７ 県高校新

         

 
■ グラウンドコンディション 

 2010/ 7/10    9:30    0.2    26.5
  10:00    2.8    27.5
  11:00    2.0    28.5
  12:00    1.6    29.0
  13:00    1.7    29.5
  14:00    2.0    29.0
  15:00    1.5    30.0

 2010/ 7/11    8:30    1.5    22.5
   9:00    1.0    22.0
  10:00    2.5    22.0
  11:00    1.8    23.0
  12:00    1.8    23.5
  13:00    3.8    23.0
  14:00    1.2    22.5
  15:00    0.6    23.0

天候日付 時刻 気温 ℃ 湿度 ％風速 m/s風向
晴れ 東南東  58.0
晴れ 南東  53.0
晴れ 東  48.0
晴れ 東  49.0
晴れ 南東  46.0
晴れ 南  46.0
曇り 南南西  47.0
曇り 南南東  70.0
曇り 南東  70.0
曇り 南西  70.0
曇り 南南東  67.0
雨 南  63.0

雨 南南西  83.0

曇り 南東  71.0
雨 南  87.0

 



第65回国民体育大会陸上競技大会長野県予選会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森茂幸
主催：長野県教育委員会、(財)長野県体育協会、長野陸上競技協会 跳躍審判長 富松健夫
共催：松本市教育委員会、長野県高等学校体育連盟、長野県中学校体育連盟 投擲審判長 伊藤利博
【開催日】 平成22年7月10日（土）・11日（日） 招集所審判 藤本勝彦
【主催団体】 長野県教育委員会、(財)長野県体育協会、長野陸上競技 決勝記録一覧表 記録主任： 竹内秀樹
(HR:県高校新) 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
 7/11 成年女子  +2.5 三枝 夏季 12.18 渋沢 彩花(1) 12.96 廣川 美沙紀(3) 13.09 森下 綾乃 13.20 田澤  愛(3) 13.35 川口 萌実(3) 13.99

100m 信大AC 武蔵丘短大 東京学芸大 ﾄﾞﾘｰﾑA.C 東京学芸大 信州大
 7/11 峰村 いずみ(2) 4:37.84

1500m 中央大
 7/10  +1.7 田澤  愛(3) 15.83

100mH 東京学芸大
 7/11 大和 千秋(2) 23:17.38 新井 志歩(1) 26:53.43 板倉 唯(1) 28:00.07

5000m競歩 中部学院大 日女体大 国際武道大
 7/10 前田 朋子 3.60

棒高跳 愛  知･中京大ｸﾗﾌﾞ
 7/10 三澤 涼子 6.02(+1.9) 廣川美沙紀(3) 5.61(+0.6) 古越 美帆(1) 5.56(+1.7) 田澤  愛(3) 5.08(+0.8) 青柳 好美 4.88(+0.9) 関澤 沙苗 4.81(+0.1) 渡辺 理穂(2) 4.77(+0.8)

走幅跳 ﾔﾏﾄﾔ 東京学芸大 群  馬･上武大 東京学芸大 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 信州大
 7/11 少年女子共通 二本松 花名子(3) 2:16.20 山本 瑞(2) 2:19.92 木田 真美子(1) 2:19.92 山﨑 菜月(3) 2:22.03 河西 いづみ(3) 2:23.38 小池 望(3) 2:24.71 藤澤 楓(3) 2:25.67 塩入 瑛美(2) 2:26.65

800m 市立長野高 小諸高 長野吉田高 篠ﾉ井西中 長峰中 諏訪二葉高 長野日大高 丸子修学館高
 7/10 有賀 楓子(2) 1.66 水野 菜子(3) 1.55 松島 愛(2) 1.55 太田 真衣(1) 1.50 堀内 綾乃(1) 上田染谷丘高 1.45 竹内 彩華(1) 1.45

走高跳 伊那北高 北佐久農業高 伊那西高 松本蟻ヶ崎高 徳武 里乃(2) 松本蟻ヶ崎高 篠ﾉ井高
山浦 小春(2) 北佐久農業高

 7/10 伊澤 楓(2) 3.10 田中 優奈(3) 2.80 上原 悠紀(3) 2.80 松本 真季(2) 2.70 藤澤 芽吹(2) 2.60 郷津  樹 2.60 桜井 まどか(1) 2.40 若狭 杏子(1) 2.40
棒高跳 高遠高 茅野東部中 永明中 高遠高 高遠高 長野清泉高 高遠高 諏訪二葉高

 7/10 中島 未歩(3) 40.65 児島 里咲(3) 35.52 武重 綾乃(3) 33.34 上原 絵理香(3) 32.20 中澤 千夏(2) 28.10 久保田 夏弥(3) 27.15 村田 香織(3) 26.95 両角 遥夏(2) 25.06
円盤投 丸子修学館高 大町高 丸子修学館高 須坂商高 市立長野高 明科高 松代高 上田染谷丘高

 7/11 武重 綾乃(3) 42.79 林 あすみ(3) 38.50 竹内 希(3) 38.23 山道  思野(3) 36.89 中島 未歩(3) 36.84 輪島 繭理(2) 34.76 上條 志織(3) 32.41 山田 沙代子(2) 30.48
やり投 丸子修学館高 松商学園高 松代高 岩村田高 丸子修学館高 長野吉田高 梓川高 篠ﾉ井高

 7/11 少年女子A  +0.9 田中 美沙(3) 12.61 宮坂 楓(3) 12.61 清水 麻由美(3) 12.85 瀧澤 祐未(2) 12.86 小川 真未(3) 12.99 三村 楓(3) 13.04 小平 亜湖(3) 13.05 山浦 小春(2) 13.32
100m 長野吉田高 東海大三高 阿南高 松商学園高 松本深志高 豊科高 長野吉田高 北佐久農業高

 7/10 山本 瑞(2) 57.15 田中 美沙(3) 57.85 瀧澤 祐未(2) 59.86 川上円佳(3) 1:00.35 竹村 純菜(3) 1:01.08 三村 楓(3) 1:01.88 深谷 里佳(2) 1:02.46 根橋 美希(2) 1:03.15
400m 小諸高 長野吉田高 松商学園高 松川高 松商学園高 豊科高 諏訪実業高 諏訪清陵高

 7/11 佐々木 文華(2) 9:43.63 矢野 結香(2) 9:46.21 小島 捺月(3) 9:59.92 中島 菜都美(3) 10:00.13 山田瑞歩(2) 10:17.44 満澤 茜(2) 10:22.58 小井土 美希(3) 10:23.05 割田 有貴(3) 10:35.49
3000m 長野東高 東海大三高 長野東高 松商学園高 長野日大高 長野東高 東海大三高 長野日大高

 7/10  +2.5 小平 亜湖(3) 14.66 吉村 知夏(2) 14.96 鈴木 理也(3) 15.15 関 真優(3) 15.64 中嶋  恵菜(2) 16.92 井出 優香子(2) 17.47 牛山 奈緒(2) 17.60 中村 友紀子(2) 17.93
100mH 長野吉田高 長野吉田高 東海大三高 小諸高 岩村田高 諏訪清陵高 諏訪二葉高 松本蟻ヶ崎高

 7/11 吉川世里香(3) 26:05.76 宮林 侑梨(3) 27:15.85 安田ゆず葉(2) 27:53.54 竹鼻 紫(2) 28:28.01 中村 美咲(2) 29:26.47 平井 奏(2) 29:26.84 仁尾 沙織(2) 30:04.09 野口 京(2) 30:28.31
5000m競歩 松川高 長野東高 松川高 上田染谷丘高 上田東高 須坂高 松代高 北佐久農業高

 7/10 宮坂 楓(3) 5.85(-1.3) 桐山 明日香(3)5.76(+1.2) 井出 有希子(3)5.07(+2.6) 小口 明音(3) 5.04(-0.6) 大久保 萌花(2)4.93(+1.2) 田口 瑠莉(2) 4.84(+0.4) 市村 美紀(2) 4.80(+1.9) 金森 光代(2) 4.66(+1.6)
走幅跳 東海大三高 伊那弥生ヶ丘高 諏訪実業高 諏訪二葉高 伊那西高 上伊那農業高 市立長野高 穂高商業高

 7/10 江守 静香(3) 18.11 上條 志織(3) 15.49 中澤 千夏(2) 11.71
ﾊﾝﾏｰ投 文大長野高 梓川高 市立長野高

 7/11 少年女子B  -0.8 田澤 陽(1) 12.94 田原 花純(1) 12.97 田中 里奈(1) 13.10 宮武 志帆(3) 13.13 野村 あずさ(1) 13.18 佐藤 静香(1) 13.18 相澤 はるか(1) 13.26 梅村 映美(1) 13.31
100m 松本県ヶ丘高 穂高商業高 佐久長聖高 長野東部中 東海大三高 小諸高 佐久長聖高 東海大三高

 7/11 真柳 亜美(1) 4:43.22 細田 あい(3) 4:44.47 湯澤 ほのか(1) 4:44.79 吉田 夏子(1) 4:47.74 山本 紗友美(1) 4:55.17 成田 愛理(3) 4:55.52 江口 由真(1) 4:57.19 宮入 杏里(1) 4:58.14
1500m 長野東高 長峰中 長野東高 東海大三高 松本県ヶ丘高 菅野中 東海大三高 丸子修学館高

 7/10  +0.7 瀧澤 彩(1) 14.66 麻田 紗希(1) 15.50 大日方 紗愛(1) 15.73 佐藤 静香(1) 15.92 中澤 久美(1) 16.13 井口 恵里佳(1) 16.76 篠原 麻衣子(1) 17.22 平林 恵子(1) 17.25
100mYH 長野高 HR 豊科高 文大長野高 小諸高 松本蟻ヶ崎高 諏訪二葉高 諏訪実業高 丸子修学館高

 7/10 青木亜里沙(1) 5.23(-0.3) 小林 睦美(1) 5.06(+2.0) 高橋 知里(3) 4.88(+1.5) 大日方 紗愛(1)4.88(-1.9) 吉池 桃子(1) 4.86(+0.1) 三村 捺美(1) 4.83(+1.5) 庄田ひかり(1) 4.48(-2.0) 羽賀まどか(1) 4.35(-0.2)
走幅跳 伊那弥生ヶ丘高 上田東高 佐久東中 文大長野高 丸子修学館高 飯田風越高 長野吉田高 大町高



決勝 7月11日 14:55

風速 +2.5

 1 三枝 夏季    12.18 
ﾐｴﾀﾞ ﾅﾂｷ 信大AC

 2 渋沢 彩花(1)    12.96 
ｼﾌﾞｻﾜ ｱﾔｶ 武蔵丘短大

 3 廣川 美沙紀(3)    13.09 
ﾋﾛｶﾜ  ﾐｻｷ 東京学芸大

 4 森下 綾乃    13.20 
ﾓﾘｼﾀ ｱﾔﾉ ﾄﾞﾘｰﾑA.C

 5 田澤  愛(3)    13.35 
ﾀｻﾞﾜ  ﾒｸﾞﾐ 東京学芸大

 6 川口 萌実(3)    13.99 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾓｴﾐ 信州大

5  8020

4  8046

3  8017

6  8682

8  8534

7  8055

成年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 7月11日 10:45
決勝 7月11日 14:40

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速 -0.9

 1 三井 恵梨香(3)    13.56 1 清水 麻由美(3)    12.99 q
ﾐﾂｲ ｴﾘｶ 諏訪実業高 ｼﾐｽﾞﾏﾕﾐ 阿南高

 2 小池 麻美(3)    13.83 2 檀原 三枝(2)    13.74 
ｺｲｹ ｱｻﾐ 伊那弥生ヶ丘高 ﾀﾞﾝﾊﾞﾗ ﾐｴ 長野吉田高

 3 渋沢 愛里(2)    14.01 3 根橋 美希(2)    13.83 
ｼﾌﾞｻﾜ ｱｲﾘ 丸子修学館高 ﾈﾊﾞｼ ﾐｷ 諏訪清陵高

 4 青木柚佳(2)    14.66 4 深谷 里佳(2)    13.90 
ｱｵｷ ﾕｶ 松川高 ﾌｶﾔ ﾘｶ 諏訪実業高

 5 下平 真希(2)    14.97 5 清水 ひとみ(2)    14.14 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏｷ 飯田女子高 ｼﾐｽﾞ ﾋﾄﾐ 大町高
廣川 さつき(3) 6 堀内 奈緒美(2)    15.65 
ﾋﾛｶﾜ ｻﾂｷ 文大長野高 ﾎﾘｳﾁ ﾅｵﾐ 岡谷南高
中澤 佳奈(2) 7 入江亜寿紗(2)    15.94 
ﾅｶｻﾞﾜ ｶﾅ 佐久長聖高 ｲﾘｴ ｱｽﾞｻ 松川高
塩川  瑞希(2) 桐山 明日香(3)
ｼｵｶﾜ ﾐｽﾞｷ 岩村田高 ｷﾘﾔﾏ ｱｽｶ 伊那弥生ヶ丘高

[ 3組] 風速 -1.6 [ 4組] 風速 +0.9

 1 田中 美沙(3)    12.99 q 1 宮坂 楓(3)    12.57 q
ﾀﾅｶ ﾐｻ 長野吉田高 ﾐﾔｻｶ ｶｴﾃﾞ 東海大三高

 2 小川 真未(3)    13.23 q 2 三村 楓(3)    13.19 q
ｵｶﾞﾜ ﾏﾐ 松本深志高 ﾐﾑﾗ ｶｴﾃﾞ 豊科高

 3 増澤 菜々子(3)    13.77 3 山浦 小春(2)    13.31 q
ﾏｽｻﾞﾜ ﾅﾅｺ 伊那弥生ヶ丘高 ﾔﾏｳﾗ ｺﾊﾙ 北佐久農業高

 4 向澤 璃茄(2)    14.23 4 小口 綾香(2)    13.62 
ﾑｶｲｻﾞﾜ ﾘﾅ 諏訪実業高 ｵｸﾞﾁ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎高

 5 前原 愛美(2)    14.37 5 齊藤 優衣(2)    14.00 
ﾏｴﾊﾗ ﾏﾅﾐ 文大長野高 ｻｲﾄｳ ﾕｲ 諏訪実業高
高橋 美由紀(2) 6 浦野 木乃実(2)    14.07 
ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｷ 東海大三高 ｳﾗﾉ ｺﾉﾐ 伊那西高
金子 美穂(2) 7 小林 祥子(2)    14.38 
ｶﾈｺ ﾐﾎ 伊那北高 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｺ 岡谷南高
菊池 さくら(2)
ｷｸﾁ ｻｸﾗ 野沢南高

[ 5組] 風速 +0.7

 1 瀧澤 祐未(2)    12.90 q
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松商学園高

 2 小平 亜湖(3)    12.96 q
ｺﾀﾞｲﾗ ｱｺ 長野吉田高

 3 井出 有希子(3)    13.42 
ｲﾃﾞ ﾕｷｺ 諏訪実業高

 4 鈴木 理也(3)    13.79 
ｽｽﾞｷ ﾘﾔ 東海大三高

 5 渋谷 多江(3)    14.05 
ｼﾌﾞﾔ ﾀｴ 伊那弥生ヶ丘高

 6 濵 汐音(2)    14.27 
ﾊﾏ ｼｵﾈ 諏訪二葉高
相澤 沙希(2)
ｱｲｻﾞﾜ ｻｷ 北部高

風速 +0.9

 1 田中 美沙(3)    12.61 
ﾀﾅｶ ﾐｻ 長野吉田高

 2 宮坂 楓(3)    12.61 
ﾐﾔｻｶ ｶｴﾃﾞ 東海大三高

 3 清水 麻由美(3)    12.85 
ｼﾐｽﾞﾏﾕﾐ 阿南高

 4 瀧澤 祐未(2)    12.86 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松商学園高

 5 小川 真未(3)    12.99 
ｵｶﾞﾜ ﾏﾐ 松本深志高

 6 三村 楓(3)    13.04 
ﾐﾑﾗ ｶｴﾃﾞ 豊科高

 7 小平 亜湖(3)    13.05 
ｺﾀﾞｲﾗ ｱｺ 長野吉田高

 8 山浦 小春(2)    13.32 
ﾔﾏｳﾗ ｺﾊﾙ 北佐久農業高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

少年女子A

100m

予選 通過基準  5組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

9   318

所属名 記録／備考
6    58

2  1405

5   395

欠場

4   981
欠場

7  1304

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

欠場
8  1280

3   424

4   752

所属名 記録／備考
3   548

6  1680

8    80

7    51

5   315
欠場

2   166

9   391

所属名 記録／備考
6   767

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

9   320

2    53

7  1788

3    26
欠場

4   280

8   990

所属名 記録／備考
7    28
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3   324
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8    60
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5   765
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5  1253

欠場

3    29

7   317

2    57

欠場

決勝

6   104

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

8   749

7    28

所属名 記録／備考
9   767

3  1788

4   548

5  1921

2  1294

8  1997

6   765



予選 7月11日 10:20
決勝 7月11日 14:35

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 -1.9

 1 宮武 志帆(3)     13.41 q  1 田原 花純(1)     13.09 q
ﾐﾔﾀｹ ｼﾎ 長野東部中 ﾀﾊﾗ ｶｽﾐ 穂高商業高

 2 青木 亜里沙(1)     13.69  2 臼井 佳奈(1)     13.85 
ｱｵｷ ｱﾘｻ 伊那弥生ヶ丘高 ｳｽｲ ｶﾅ 松本蟻ヶ崎高

 3 上原 亜里沙(1)     13.72  3 佐藤 未来(1)     14.03 
ｳｴﾊﾗ ｱﾘｻ 諏訪実業高 ｻﾄｳ ﾐｸ 丸子修学館高

 4 栁澤 祐希(1)     13.99  4 小伊藤 詩織(1)     14.09 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｷ 佐久長聖高 ｺｲﾄｳ ｼｵﾘ 篠ﾉ井高

 5 傘木 ひかる(3)     14.79  5 松田 紗季(1)     14.27 
ｶｻｷﾞ ﾋｶﾙ 穂高東中 ﾏﾂﾀﾞ ｻｷ 松商学園高

 6 佐々木 歩(1)     15.48  6 米村 望(1)     14.30 
ｻｻｷ ｱﾕﾐ 岡谷東高 ﾖﾈﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 小諸高
宮下 菜都美(1)  7 小林 愛麗(1)     14.34 
ﾐﾔｼﾀ ﾅﾂﾐ 飯田女子高 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾘ 文大長野高
上條 愛海(1)  8 西堀 彩夏(1)     14.74 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｱﾐ 東海大三高 ﾆｼﾎﾞﾘ  ｱﾔｶ 市立長野高

[ 3組] 風速 -0.7 [ 4組] 風速 +0.4

 1 田中 里奈(1)     13.23 q  1 梅村 映美(1)     13.25 q
ﾀﾅｶ ﾘﾅ 佐久長聖高 ｳﾒﾑﾗ ｴﾐ 東海大三高

 2 奥原 志織(1)     14.49  2 長村 紋(1)     13.84 
ｵｸﾊﾗ ｼｵﾘ 穂高商業高 ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 創造学園高

 3 北原 亜美(1)     14.53  3 岩崎 尚美(1)     14.06 
ｷﾀﾊﾗ ｱﾐ 伊那弥生ヶ丘高 ｲﾜｻｷ ﾅｵﾐ 小諸高

 4 春日 美咲(1)     15.13  4 大澤 亜紀(3)     14.23 
ｶｽｶﾞ ﾐｻｷ 篠ﾉ井高 ｵｵｻﾜ ｱｷ 穂高東中

 5 石井 綾(1)     15.39  5 武田 真緒(1)     14.24 
ｲｼｲ ｱﾔ 松本県ヶ丘高 ﾀｹﾀﾞ ﾏｵ 伊那弥生ヶ丘高
上垣外 仁美(1)  6 降旗 美幸(3)     14.58 
ｶﾐｶﾞｲﾄ ﾋﾄﾐ 木曽青峰高高 ﾌﾘﾊﾀ ﾐｻﾁ 菅野中
望月 絵美(1)  7 帶刀 千佳(3)     15.17 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ 豊科高 ﾀﾃﾜｷ ﾁｶ 飯綱中
新井 美貴子(1) 瀧澤 彩(1)
ｱﾗｲ ﾐｷｺ 長野高 ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ 長野高

[ 5組] 風速 -0.3 [ 6組] 風速 -0.5

 1 野村 あずさ(1)     13.02 q  1 佐藤 静香(1)     13.38 q
ﾉﾑﾗ ｱｽﾞｻ 東海大三高 ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 小諸高

 2 相澤 はるか(1)     13.13 q  2 細野 真由(1)     13.54 
ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 佐久長聖高 ﾎｿﾉ ﾏﾕ 明科高

 3 櫻井 志緒理(1)     14.12  3 山﨑 彩(3)     13.70 
ｻｸﾗｲ ｼｵﾘ 松商学園高 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔ 櫻ヶ岡中

 4 町田 佳穂(1)     14.16  4 麻田 紗希(1)     13.77 
ﾏﾁﾀﾞ ｶﾎ 伊那北高 ｱｻﾀﾞ ｻｷ 豊科高

 5 樋口 智子(3)     14.18  5 金井 ゆり子(1)     14.22 
ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 菅野中 ｶﾅｲﾕﾘｺ 屋代高

 6 中村 栞(1)     14.38  6 菅沢 友里圭(1)     14.58 
ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ 木曽青峰高高 ｽｹﾞｻﾜ ﾕﾘｶ 松本県ヶ丘高

 7 林 美歩(1)     14.61  7 山田 結花(1)     14.72 
ﾊﾔｼ ﾐﾎ 諏訪二葉高 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶ 諏訪清陵高

 8 小池 裕子     15.07  8 伊藤 幸乃(3)     15.67 
ｺｲｹ ﾕｳｺ 長野清泉高 ｲﾄｳ ﾕｷﾉ 菅野中

[ 7組] 風速 +0.8

 1 田澤 陽(1)     13.02 q
ﾀｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ 松本県ヶ丘高

 2 北澤 奈々美(1)     13.47 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 篠ﾉ井高

 3 清水 真希(3)     13.53 
ｼﾐｽﾞ ﾏｷ 竜東中

 4 石谷 瑞希(1)     13.87 
ｲｼﾔ ﾐｽﾞｷ 大町高

 5 工藤 瑞希(1)     14.02 
ｸﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ 佐久長聖高

 6 保坂 実嶺(1)     14.13 
ﾎｻｶ ﾐﾚｲ 岩村田高

 7 村松 広捺(3)     14.33 
ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ 飯綱中
高橋 知里(3)
ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ 佐久東中

2  4839

6  4345
欠場
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3  1282
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7  1928

2  1336

6  1388
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少年女子B

100m

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



風速 -0.8

 1 田澤 陽(1)     12.94 
ﾀｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ 松本県ヶ丘高

 2 田原 花純(1)     12.97 
ﾀﾊﾗ ｶｽﾐ 穂高商業高

 3 田中 里奈(1)     13.10 
ﾀﾅｶ ﾘﾅ 佐久長聖高

 4 宮武 志帆(3)     13.13 
ﾐﾔﾀｹ ｼﾎ 長野東部中

 5 野村 あずさ(1)     13.18 
ﾉﾑﾗ ｱｽﾞｻ 東海大三高

 6 佐藤 静香(1)     13.18 
ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 小諸高

 7 相澤 はるか(1)     13.26 
ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 佐久長聖高

 8 梅村 映美(1)     13.31 
ｳﾒﾑﾗ ｴﾐ 東海大三高

7  1307

8    27

6    39

2  1332

9  1305

3  4618

5  1830

4  1712

少年女子B

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 7月10日 9:30
決勝 7月10日 13:10

[ 1組] [ 2組]

 1 竹村 純菜(3)  1:01.96 q 1 川上円佳(3)  1:01.68 q
ﾀｹﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 松商学園高 ｶﾜｶﾐﾏﾄﾞｶ 松川高

 2 根橋 美希(2)  1:02.45 q 2 三井 恵梨香(3)  1:02.52 
ﾈﾊﾞｼ ﾐｷ 諏訪清陵高 ﾐﾂｲ ｴﾘｶ 諏訪実業高

 3 塩入 瑛美(2)  1:03.77 3 小口 綾香(2)  1:05.91 
ｼｵｲﾘ ｴﾐ 丸子修学館高 ｵｸﾞﾁ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎高

 4 寺平 稚博(3)  1:06.14 4 堀 緩菜(2)  1:06.60 
ﾃﾗﾀﾞｲﾗ ﾁﾋﾛ 伊那弥生ヶ丘高 ﾎﾘ ｶﾝﾅ 須坂高

 5 塩野谷 実果  1:07.38 5 小林 郁美(2)  1:06.90 
ｼｵﾉﾔ ﾐｶ 長野清泉高 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｸﾐ 上田東高

 6 阪本 さくら(3)  1:08.31 6 池田 奈美(2)  1:07.27 
ｻｶﾓﾄ ｻｸﾗ 市立長野高 ｲｹﾀﾞ ﾅﾐ 伊那弥生ヶ丘高

 7 前原 愛美(2)  1:12.90 7 山口 芽吹(2)  1:10.05 
ﾏｴﾊﾗ ﾏﾅﾐ 文大長野高 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾒﾌﾞｷ 市立長野高
小林 愛(2) 塩川  瑞希(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｶ 北部高 ｼｵｶﾜ ﾐｽﾞｷ 岩村田高

[ 3組] [ 4組]

 1 笠原 悠紀(2)  1:03.20 1 田中 美沙(3)    59.07 q
ｶｻﾊﾗ ﾕｳｷ 文大長野高 ﾀﾅｶ ﾐｻ 長野吉田高

 2 栗田 愛(2)  1:04.74 2 三村 楓(3)  1:01.94 q
ｸﾘﾀ ﾒｸﾞﾐ 松本蟻ヶ崎高 ﾐﾑﾗ ｶｴﾃﾞ 豊科高

 3 内山 真理子(3)  1:05.59 3 深谷 里佳(2)  1:02.42 q
ｳﾁﾔﾏ ﾏﾘｺ 豊科高 ﾌｶﾔ ﾘｶ 諏訪実業高

 4 竹内 香織(2)  1:06.63 4 上原 瑛美(2)  1:04.90 
ﾀｹｳﾁ ｶｵﾘ 須坂高 ｳｴﾊﾗ ｴﾐ 諏訪清陵高

 5 今井 萌美(2)  1:08.34 5 佐藤 史穂(2)  1:06.86 
ｲﾏｲ ﾓｴﾐ 諏訪実業高 ｻﾄｳ ｼﾎ 野沢南高

 6 木下香奈絵(2)  1:13.03 6 入江亜寿紗(2)  1:15.63 
ｷﾉｼﾀｶﾅｴ 松川高 ｲﾘｴ ｱｽﾞｻ 松川高
高橋 美由紀(2) 中 ともみ(2)
ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｷ 東海大三高 ﾅｶ ﾄﾓﾐ 飯田女子高

[ 5組]

 1 山本 瑞(2)  1:00.16 q
ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 小諸高

 2 瀧澤 祐未(2)  1:00.43 q
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松商学園高

 3 中曽根 慈(2)  1:03.63 
ﾅｶｿﾈ ﾒｸﾞﾐ 上田染谷丘高

 4 清水 ひとみ(2)  1:05.56 
ｼﾐｽﾞ ﾋﾄﾐ 大町高

 5 齊藤 優衣(2)  1:06.36 
ｻｲﾄｳ ﾕｲ 諏訪実業高

 6 青木柚佳(2)  1:07.11 
ｱｵｷ ﾕｶ 松川高
中澤 佳奈(2)
ﾅｶｻﾞﾜ ｶﾅ 佐久長聖高

 1 山本 瑞(2)    57.15 
ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 小諸高

 2 田中 美沙(3)    57.85 
ﾀﾅｶ ﾐｻ 長野吉田高

 3 瀧澤 祐未(2)    59.86 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松商学園高

 4 川上円佳(3)  1:00.35 
ｶﾜｶﾐﾏﾄﾞｶ 松川高

 5 竹村 純菜(3)  1:01.08 
ﾀｹﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 松商学園高

 6 三村 楓(3)  1:01.88 
ﾐﾑﾗ ｶｴﾃﾞ 豊科高

 7 深谷 里佳(2)  1:02.46 
ﾌｶﾔ ﾘｶ 諏訪実業高

 8 根橋 美希(2)  1:03.15 
ﾈﾊﾞｼ ﾐｷ 諏訪清陵高
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3  1304
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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予選 通過基準  5組  0着 + 8 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 7月11日 12:30
決勝 7月11日 15:10

[ 1組] [ 2組]

 1 北原 成美(2)   2:23.82  1 二本松 花名子(3)   2:19.83 q
ｷﾀﾊﾗ ﾅﾙﾐ 東海大三高 ﾆﾎﾝﾏﾂ ｶﾅｺ 市立長野高

 2 北田 萌(2)   2:28.91  2 河西 いづみ(3)   2:22.88 q
ｷﾀﾀﾞ ﾓｴ 長野吉田高 ｶｻｲ ｲﾂﾞﾐ 長峰中

 3 池田 文美(1)   2:29.01  3 小林由佳(2)   2:29.48 
ｲｹﾀﾞ ﾕｷﾐ 長野吉田高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ 長野日大高

 4 笠原 悠紀(2)   2:29.80  4 佐藤 史穂(2)   2:34.48 
ｶｻﾊﾗ ﾕｳｷ 文大長野高 ｻﾄｳ ｼﾎ 野沢南高

 5 上條 実加(1)   2:33.40  5 清水 真唯(1)   2:44.32 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐｶ 松本蟻ヶ崎高 ｼﾐｽﾞ ﾏｲ 上伊那農業高

 6 小岩井 翠(2)   2:45.84  6 気賀澤 愛香(1)   2:56.99 
ｺｲﾜｲ ﾐﾄﾞﾘ 松本深志高 ｹｶﾞｻﾜ ﾁｶ 伊那北高

 7 萩原 真理(2)   3:06.47 江口 由真(1)
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏﾘ 穂高商業高 ｴｸﾞﾁ ﾕﾏ 東海大三高
和田 はるか(3) 平澤 美佳(1)
ﾜﾀﾞ ﾊﾙｶ 篠ﾉ井高 ﾋﾗｻﾜ ﾐｶ 飯田女子高
大野 唯(1) 五味 あずさ(2)
ｵｵﾉ ﾕｲ 豊科高 ｺﾞﾐ ｱｽﾞｻ 松本蟻ヶ崎高

[ 3組] [ 4組]

 1 小池 望(3)   2:20.95 q  1 山﨑 菜月(3)   2:20.87 q
ｺｲｹ ﾉｿﾞﾐ 諏訪二葉高 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂｷ 篠ﾉ井西中

 2 塩入 瑛美(2)   2:22.74 q  2 藤澤 楓(3)   2:21.80 q
ｼｵｲﾘ ｴﾐ 丸子修学館高 ﾌｼﾞｻﾜ ｶｴﾃﾞ 長野日大高

 3 吉田 英里子(3)   2:28.63  3 中曽根 慈(2)   2:28.49 
ﾖｼﾀ  ﾞｴﾘｺ 王滝中 ﾅｶｿﾈ ﾒｸﾞﾐ 上田染谷丘高

 4 今井 萌美(2)   2:39.93  4 大野 史緖里(1)   2:31.12 
ｲﾏｲ ﾓｴﾐ 諏訪実業高 ｵｵﾉ ｼｵﾘ 長野吉田高

 5 西澤 可奈子(1)   2:39.96  5 安田 祐香(1)   2:33.35 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶﾅｺ 上田染谷丘高 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｶ 木曽青峰高高

 6 毛利 友梨奈(1)   2:47.41  6 松下 恵里(1)   2:33.49 
ﾓｳﾘ ﾕﾘﾅ 上伊那農業高 ﾏﾂｼﾀ ｴﾘ 小諸高
寺平 稚博(3)  7 滝内 美来(3)   2:33.65 
ﾃﾗﾀﾞｲﾗ ﾁﾋﾛ 伊那弥生ヶ丘高 ﾀｷｳﾁ ﾐｸ 菅野中
川上円佳(3) 熊澤 絃(1)
ｶﾜｶﾐﾏﾄﾞｶ 松川高 ｸﾏｻﾞﾜ ﾕﾐ 佐久長聖高
吉田 夏子(1)
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｺ 東海大三高

[ 5組]

 1 山本 瑞(2)   2:19.66 q
ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 小諸高

 2 木田 真美子(1)   2:20.00 q
ｷﾀﾞ ﾏﾐｺ 長野吉田高

 3 伊東 玲奈(1)   2:27.54 
ｲﾄｳ ﾚｲﾅ 東海大三高

 4 小林 郁美(2)   2:29.58 
ｺﾊﾞﾔｼ ｲｸﾐ 上田東高

 5 上原 瑛美(2)   2:30.08 
ｳｴﾊﾗ ｴﾐ 諏訪清陵高

 6 池田 奈美(2)   2:38.73 
ｲｹﾀﾞ ﾅﾐ 伊那弥生ヶ丘高

 7 石田 葵(1)   2:51.73 
ｲｼﾀﾞ ｱｵｲ 北部高
中 ともみ(2)
ﾅｶ ﾄﾓﾐ 飯田女子高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

少年女子共通

800m

予選 通過基準  5組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

6   755

所属名 記録／備考
7    34

2  1892

8   761

5   997

途中棄権

4  1785

9  1708

No. 氏  名 所属名

1  2003
欠場

順

3  1077

7  4613

3   953

記録／備考
6   916

ﾚｰﾝ

1   231

2   281

9  1254

5   426
欠場

8  1889

4    36
欠場

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

9  4500

6   103

1  1403

7   232

8    52

3  1477

欠場

2   319
欠場

4   387

氏  名 所属名 記録／備考
5  4956

欠場

7  1471

8   771

4   962

6  1334

3  4579

9  1573

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

2  1309
欠場

5    33

8   760

所属名 記録／備考
5  1339

6    83

4    37

3  1437

7   428
欠場

2   296

9   746



 1 二本松 花名子(3)   2:16.20 
ﾆﾎﾝﾏﾂ ｶﾅｺ 市立長野高

 2 山本 瑞(2)   2:19.92 
ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 小諸高

 3 木田 真美子(1)   2:19.92 
ｷﾀﾞ ﾏﾐｺ 長野吉田高

 4 山﨑 菜月(3)   2:22.03 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂｷ 篠ﾉ井西中

 5 河西 いづみ(3)   2:23.38 
ｶｻｲ ｲﾂﾞﾐ 長峰中

 6 小池 望(3)   2:24.71 
ｺｲｹ ﾉｿﾞﾐ 諏訪二葉高

 7 藤澤 楓(3)   2:25.67 
ﾌｼﾞｻﾜ ｶｴﾃﾞ 長野日大高

 8 塩入 瑛美(2)   2:26.65 
ｼｵｲﾘ ｴﾐ 丸子修学館高

少年女子共通

800m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7   760

6   916

4  1339

8   103

5  4956

2  4613

9   962

3  1403



決勝 7月11日 9:40

 1 峰村 いずみ(2)  4:37.84 
ﾐﾈﾑﾗ ｲｽﾞﾐ 中央大

15  8039

成年女子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 7月11日  9:40

[ 1組] [ 2組]

 1 江口 由真(1)   4:57.19  1 真柳 亜美(1)   4:43.22 
ｴｸﾞﾁ ﾕﾏ 東海大三高 ﾏﾔﾅｷﾞ ｱﾐ 長野東高

 2 鶯巣美冴(1)   5:06.88  2 細田 あい(3)   4:44.47 
ｳｸﾞｽﾐｻｴ 松川高 ﾎｿﾀﾞ ｱｲ 長峰中

 3 松下 恵里(1)   5:12.51  3 湯澤 ほのか(1)   4:44.79 
ﾏﾂｼﾀ ｴﾘ 小諸高 ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 長野東高

 4 山口 菜月(1)   5:21.15  4 吉田 夏子(1)   4:47.74 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 大町高 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｺ 東海大三高

 5 田畑 三紗(1)   5:21.56  5 山本 紗友美(1)   4:55.17 
ﾀﾊﾞﾀ ﾐｻ 飯田女子高 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾕﾐ 松本県ヶ丘高

 6 浅沼 彩花(1)   5:22.23  6 成田 愛理(3)   4:55.52 
ｱｻﾇﾏ ｱﾔｶ 文大長野高 ﾅﾘﾀ ｱｲﾘ 菅野中

 7 植松 ゆき(1)   5:32.35  7 宮入 杏里(1)   4:58.14 
ｳｴﾏﾂ ﾕｷ 諏訪清陵高 ﾐﾔｲﾘ ｱﾝﾘ 丸子修学館高

 8 関川 美波(1)   5:34.40  8 小松 彩乃(3)   5:02.25 
ｾｷｶﾜ ﾐﾅﾐ 伊那北高 ｺﾏﾂ ｱﾔﾉ 菅野中

 9 飯嶋 まりこ(1)   5:36.05  9 伊藤 玲美優(3)   5:08.35 
ｲｲｼﾞﾏ ﾏﾘｺ 松本県ヶ丘高 ｲﾄｳ ﾚﾋﾞﾕ 菅野中

10 中島 悠(1)   5:37.62 10 池田 優子(3)   5:08.53 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 飯田女子高 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｺ 丸子中

11 瀧澤 さくら(1)   5:46.16 11 宮坂 茜(1)   5:12.49 
ﾀｷｻﾞﾜ ｻｸﾗ 篠ﾉ井高 ﾐﾔｻｶ ｱｶﾈ 長野日大高

12 青木 陽子(1)   5:55.76 12 白倉 由美(1)   5:24.33 
ｱｵｷ ﾖｳｺ 長野日大高 ｼﾗｸﾗ ﾕﾐ 上田東高

13 金田 晴夏(1)   6:17.83 13 桃井 由佳(3)   5:33.89 
ｶﾅﾀﾞｾｲｶ 阿南高 ﾓﾓｲ ﾕｶ 菅野中

14 小池 花苗(1)   6:52.47 14 和田 泉紀(1)   5:38.18 
ｺｲｹ ｶﾅｴ 諏訪清陵高 ﾜﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 長野日大高

少年女子B

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

11  1334

14    36

1   388

2   992

12  1681

8   421

 1099

9  1819

13    77

10   285

5    78

7  2155

9  1829

5  1392

3   551

4   429

6

所属名 記録／備考
6   879

順 No.

8   880

14    33

10  4614

13  4576

3  4578

4   963

11  4575

2  4067

12   956

7  1433

1  4581



   1 真柳 亜美(1) 長野東高     4:43.22   2   1
   2 細田 あい(3) 長峰中     4:44.47   2   2
   3 湯澤 ほのか(1) 長野東高     4:44.79   2   3
   4 吉田 夏子(1) 東海大三高     4:47.74   2   4
   5 山本 紗友美(1) 松本県ヶ丘高     4:55.17   2   5
   6 成田 愛理(3) 菅野中     4:55.52   2   6
   7 江口 由真(1) 東海大三高     4:57.19   1   1
   8 宮入 杏里(1) 丸子修学館高     4:58.14   2   7
   9 小松 彩乃(3) 菅野中     5:02.25   2   8
  10 鶯巣美冴(1) 松川高     5:06.88   1   2
  11 伊藤 玲美優(3) 菅野中     5:08.35   2   9
  12 池田 優子(3) 丸子中     5:08.53   2  10
  13 宮坂 茜(1) 長野日大高     5:12.49   2  11
  14 松下 恵里(1) 小諸高     5:12.51   1   3
  15 山口 菜月(1) 大町高     5:21.15   1   4
  16 田畑 三紗(1) 飯田女子高     5:21.56   1   5
  17 浅沼 彩花(1) 文大長野高     5:22.23   1   6
  18 白倉 由美(1) 上田東高     5:24.33   2  12
  19 植松 ゆき(1) 諏訪清陵高     5:32.35   1   7
  20 桃井 由佳(3) 菅野中     5:33.89   2  13
  21 関川 美波(1) 伊那北高     5:34.40   1   8
  22 飯嶋 まりこ(1) 松本県ヶ丘高     5:36.05   1   9
  23 中島 悠(1) 飯田女子高     5:37.62   1  10
  24 和田 泉紀(1) 長野日大高     5:38.18   2  14
  25 瀧澤 さくら(1) 篠ﾉ井高     5:46.16   1  11
  26 青木 陽子(1) 長野日大高     5:55.76   1  12
  27 金田 晴夏(1) 阿南高     6:17.83   1  13
  28 小池 花苗(1) 諏訪清陵高     6:52.47   1  14

少年女子B

1500m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

  880
   33
 1829
 4578

組 順位
  879
 4614

 4575
 4067
  963
 1334

   36
 1392
 4576
  388

   77
 4581
  285
 1819

 1681
  421
  992
 1433

  551
   78

  429
  956
 1099
 2155



決勝 7月11日 14:15

 1 佐々木 文華(2)  9:43.63 
ｻｻｷ ﾌﾐｶ 長野東高

 2 矢野 結香(2)  9:46.21 
ﾔﾉ ﾕｶ 東海大三高

 3 小島 捺月(3)  9:59.92 
ｺｼﾞﾏ ﾅﾂｷ 長野東高

 4 中島 菜都美(3) 10:00.13 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ 松商学園高

 5 山田瑞歩(2) 10:17.44 
ﾔﾏﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ 長野日大高

 6 満澤 茜(2) 10:22.58 
ﾐﾂｻﾞﾜ ｱｶﾈ 長野東高

 7 小井土 美希(3) 10:23.05 
ｺｲﾄﾞ ﾐｷ 東海大三高

 8 割田 有貴(3) 10:35.49 
ﾜﾘﾀ ﾕｷ 長野日大高

 9 竹村 知世(2) 10:48.05 
ﾀｹﾑﾗ ﾄﾓﾖ 伊那弥生ヶ丘高

10 小松 紗姫(2) 11:03.89 
ｺﾏﾂ ｻｷ 下諏訪向陽高

11 清水 麻由子(2) 11:29.49 
ｼﾐｽﾞ ﾏﾕｺ 飯田高

12 小林 萌華(3) 11:31.50 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ 上伊那農業高

13 鹿野 知世(2) 11:37.86 
ｼｶﾉ ﾄﾓﾖ 伊那弥生ヶ丘高

14 小山 翔子(2) 11:43.52 
ｺﾔﾏ ｼｮｳｺ 須坂高

15 小平 瑞希(2) 11:53.80 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾐｽﾞｷ 伊那弥生ヶ丘高

16 黒河内 奈恵(2) 12:19.39 
ｸﾛｺｳﾁ ﾅｴ 上伊那農業高

17 原山 麻耶(2) 12:25.29 
ﾊﾗﾔﾏ ﾏﾔ 長野吉田高

18 下澤 翔子(2) 12:38.24 
ｼﾓｻﾜ ｼｮｳｺ 飯田女子高
関川 佳奈(2)
ｾｷｶﾞﾜ ｶﾅ 松代高
割田麻紀(3)
ﾜﾘﾀ ﾏｷ 長野日大高
安原 光(2)
ﾔｽﾊﾗ ﾋｶﾘ 長野東高
青木 菜摘(3)
ｱｵｷ ﾅﾂﾐ 東海大三高

No. 氏  名 所属名 記録／備考
9   888

12    35

少年女子A

3000m

決勝

順

13  1944

22   959

1   869

2    31

16   964

5   889

15   124

3   410

21   297

7   299

20   734

8   238

6   245

10   756

19   300

11  1133
欠場

14   965

4   423

18    32
欠場

欠場
17   887

欠場



決勝 7月10日 14:05

風速 +1.7

 1 田澤  愛(3)    15.83 
ﾀｻﾞﾜ  ﾒｸﾞﾐ 東京学芸大

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  8020

成年女子

100mH

決勝

順 ﾚｰﾝ



予選 7月10日 11:50
決勝 7月10日 13:55

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 +1.8

 1 小平 亜湖(3)    14.99 q 1 吉村 知夏(2)    15.38 q
ｺﾀﾞｲﾗ ｱｺ 長野吉田高 ﾖｼﾑﾗ ﾁﾅﾂ 長野吉田高

 2 鈴木 理也(3)    15.49 q 2 中嶋  恵菜(2)    17.08 q
ｽｽﾞｷ ﾘﾔ 東海大三高 ﾅｶｼﾞﾏ ｴﾅ 岩村田高

 3 関 真優(3)    15.62 q 3 牛山 奈緒(2)    17.88 q
ｾｷ ﾏﾕ 小諸高 ｳｼﾔﾏ ﾅｵ 諏訪二葉高

 4 井出 優香子(2)    17.74 q 4 向澤 璃茄(2)    18.50 
ｲﾃﾞ ﾕｶｺ 諏訪清陵高 ﾑｶｲｻﾞﾜ ﾘﾅ 諏訪実業高

 5 中村 友紀子(2)    18.45 q 5 渋谷 多江(3)    18.60 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｷｺ 松本蟻ヶ崎高 ｼﾌﾞﾔ ﾀｴ 伊那弥生ヶ丘高

 6 下平 真希(2)    18.46 6 星野 貴楽里(2)    20.52 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏｷ 飯田女子高 ﾎｼﾉ ｷﾗﾘ 野沢南高
風間 萌衣(2)
ｶｻﾞﾏ ﾓｴ 篠ﾉ井高

風速 +2.5

 1 小平 亜湖(3)    14.66 
ｺﾀﾞｲﾗ ｱｺ 長野吉田高

 2 吉村 知夏(2)    14.96 
ﾖｼﾑﾗ ﾁﾅﾂ 長野吉田高

 3 鈴木 理也(3)    15.15 
ｽｽﾞｷ ﾘﾔ 東海大三高

 4 関 真優(3)    15.64 
ｾｷ ﾏﾕ 小諸高

 5 中嶋  恵菜(2)    16.92 
ﾅｶｼﾞﾏ ｴﾅ 岩村田高

 6 井出 優香子(2)    17.47 
ｲﾃﾞ ﾕｶｺ 諏訪清陵高

 7 牛山 奈緒(2)    17.60 
ｳｼﾔﾏ ﾅｵ 諏訪二葉高

 8 中村 友紀子(2)    17.93 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｷｺ 松本蟻ヶ崎高

3   106

2  1885

8  1281

9    76

7    29

5  1343

4   765

6   751

5  1255

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6    53

氏  名 所属名 記録／備考
8   751

ﾚｰﾝ No.

7   106

3   317

4  1281

8   424

3  1094
欠場

5  1885

7  1343

2    76

6    29

所属名 記録／備考
4   765

少年女子A

100mH

予選 通過基準  2組  0着 + 8 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 7月10日 11:35
決勝 7月10日 13:45

県高校記録(HR)                  15.07 

[ 1組] 風速 +1.5 [ 2組] 風速 +2.9

 1 大日方 紗愛(1)    15.60 q 1 瀧澤 彩(1)    14.71 q
ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ 文大長野高 ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ 長野高

 2 中澤 久美(1)    16.25 q 2 麻田 紗希(1)    15.52 q
ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ 松本蟻ヶ崎高 ｱｻﾀﾞ ｻｷ 豊科高

 3 佐藤 静香(1)    16.76 q 3 井口 恵里佳(1)    16.72 q
ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 小諸高 ｲｸﾞﾁ ｴﾘｶ 諏訪二葉高

 4 篠原 麻衣子(1)    17.25 q 4 平林 恵子(1)    17.42 q
ｼﾉﾊﾗ ﾏｲｺ 諏訪実業高 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲｺ 丸子修学館高

 5 吉池 桃子(1)    17.71 5 川上 美葉(1)    17.59 
ﾖｼｲｹ ﾓﾓｺ 丸子修学館高 ｶﾜｶﾐ ﾐﾊ 小諸高

 6 米村 望(1)    18.75 6 大西 梨帆(1)    17.93 
ﾖﾈﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 小諸高 ｵｵﾆｼ ﾘﾎ 穂高商業高
須江 絢子(1) 宮下 菜都美(1)
ｽｴ ｱﾔｺ 佐久長聖高 ﾐﾔｼﾀ ﾅﾂﾐ 飯田女子高
羽賀 まどか(1)
ﾊｶﾞ ﾏﾄﾞｶ 大町高

風速 +0.7

 1 瀧澤 彩(1)    14.66 
ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ 長野高

 2 麻田 紗希(1)    15.50 
ｱｻﾀﾞ ｻｷ 豊科高

 3 大日方 紗愛(1)    15.73 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ 文大長野高

 4 佐藤 静香(1)    15.92 
ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 小諸高

 5 中澤 久美(1)    16.13 
ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ 松本蟻ヶ崎高

 6 井口 恵里佳(1)    16.76 
ｲｸﾞﾁ ｴﾘｶ 諏訪二葉高

 7 篠原 麻衣子(1)    17.22 
ｼﾉﾊﾗ ﾏｲｺ 諏訪実業高

 8 平林 恵子(1)    17.25 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲｺ 丸子修学館高

8   110

3    47

2  1389

9  1332

4  1890

6  2002

7   999

記録／備考

欠場
9

5   813
県高校新

3   430
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5  1335

6  1713

8   110

7  1389

記録／備考
4   813

2  2002

 1308

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

7  1391

 1682
欠場

6  1336

8

4  1332

2    47

記録／備考
3   999

5  1890

少年女子B

100mYH

予選 通過基準  2組  0着 + 8 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



決勝 7月10日 10:00

有賀 楓子(2)
ｱﾙｶﾞ ﾌｳｺ 伊那北高
水野 菜子(3)
ﾐｽﾞﾉ ﾅｺ 北佐久農業高
松島 愛(2)
ﾏﾂｼﾏ ｱｲ 伊那西高
太田 真衣(1)
ｵｵﾀ ﾏｲ 松本蟻ヶ崎高
堀内 綾乃(1)
ﾎﾘｳﾁ ｱﾔﾉ 上田染谷丘高
徳武 里乃(2)
ﾄｸﾀｹ ﾘﾉ 松本蟻ヶ崎高
山浦 小春(2)
ﾔﾏｳﾗ ｺﾊﾙ 北佐久農業高
竹内 彩華(1)
ﾀｹｳﾁ ｻﾔｶ 篠ﾉ井高
武田 真緒(1)
ﾀｹﾀﾞ ﾏｵ 伊那弥生ヶ丘高
寺島 ひかり(2)
ﾃﾗｼﾏ ﾋｶﾘ 長野吉田高
五十嵐 静香(1) 記録なし
ｲｶﾞﾗｼ ｼｽﾞｶ 明科高
北澤 舞(1) 記録なし
ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｲ 更級農業高
岩崎 尚美(1) 記録なし
ｲﾜｻｷ ﾅｵﾐ 小諸高
青木 友里絵(1) 記録なし
ｱｵｷ ﾕﾘｴ 伊那北高
原山 果歩(1) 記録なし
ﾊﾗﾔﾏｶﾎ 屋代高
小野沢 彩加(1) 記録なし
ｵﾉｻﾞﾜ ｱﾔｶ 穂高商業高
川上 美葉(1) 記録なし
ｶﾜｶﾐ ﾐﾊ 小諸高
井出 優香子(2) 欠場
ｲﾃﾞ ﾕｶｺ 諏訪清陵高
苫坂 奈々(2) 欠場
ﾄﾏｻｶ ﾅﾅ 小諸高
中原 遥菜(1) 欠場
ﾅｶﾊﾗ ﾊﾙﾅ 高遠高

18   247

3  1337

1    76

12  1335
xxx

9  1711
xxx

7  1150
xxx

6   275
xxx

5  1340
xxx

4  2136
xxx

 1.40

2  2018
xxx

10 11   753
xo xxx

 1.40

 1.45

9 10   302
o xxx

8 14  1098
xo xo xxx

 1.45

 1.45

5 16  1294
o o xxx

5 13  1884
- o xxx

 1.45

 1.50

5 8  1475
o o xxx

xxx
4 15  1891

o o o

 1.55

 1.55

3 17   326
- - xo xo xxx

xo xxx
2 19  1293

- - o

o xo xxx  1.66
1 20   277

- - o o o

記録 備考1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m63 1m66 1m69

少年女子共通

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 7月10日 10:30

前田 朋子
ﾏｴﾀﾞ  ﾄﾓｺ 中京大ｸﾗﾌﾞ 愛知

成年女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考3m60 3m70
1 1  7000

xo xxx  3.60



決勝 7月10日 10:30

3m10 3m20
伊澤 楓(2) - - - - - - o o xxo o
ｲｻﾜ ｶｴﾃﾞ 高遠高 xo xxx
田中 優奈(3) - - o o o xo o o xxx
ﾀﾅｶ ﾕﾅ 茅野東部中
上原 悠紀(3) - - - o xo o xo o xxx
ｳｴﾊﾗ ﾕｷ 永明中
松本 真季(2) - - - xo o xxo o xxx
ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ 高遠高
藤澤 芽吹(2) - - - o o xo xxx
ﾌｼﾞｻﾜ ﾒﾌﾞｷ 高遠高
郷津  樹 - - o o xxo xxo xxx
ｺﾞｳﾂﾞ ｲﾂｷ 長野清泉高
桜井 まどか(1) o o o o xxx
ｻｸﾗｲ ﾏﾄﾞｶ 高遠高
若狭 杏子(1) xo o xo o xxx
ﾜｶｻ ｷｮｳｺ 諏訪二葉高
小牧 柚香(2) o xxo o xxx
ｺﾏｷ ﾕｶ 伊那北高
竹松 多恵子(1) xxo xxx
ﾀｹﾏﾂ ﾀｴｺ 高遠高
中村 美輝(3) xxx 記録なし
ﾅｶﾑﾗ ﾐｷ 飯綱中

少年女子共通

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
2m10 2m20 2m30 2m40 2m50 2m60 2m70 2m80 2m90 3m00

1 10   262

記録

3 9  4497
 2.80

 3.10

2 11  4125
 2.80

5 3   265
 2.60

4 5   261
 2.70

7 7   246
 2.40

6 8  1024
 2.60

9 2   278
 2.30

8 6   108
 2.40

4  4834

10 1   248
 2.10



決勝 7月10日 10:00

３回の
最高記録

三澤 涼子  5.68  5.71  5.79   5.79  5.88  5.57   6.02    6.02 
ﾐｻﾜ ﾘｮｳｺ ﾔﾏﾄﾔ  -1.0  -0.8  +2.0   +2.0  +2.4  +1.7   +1.9    +1.9
廣川 美沙紀(3)  5.30  5.53  5.42   5.53   x   x   5.61    5.61 
ﾋﾛｶﾜ  ﾐｻｷ 東京学芸大  +0.8  +0.5  -1.0   +0.5   +0.6    +0.6
古越 美帆(1)  5.18  5.11  5.26   5.26  5.43  5.56   5.37    5.56 
ﾌﾙｺｼﾐﾎ 上武大   0.0  -1.2  +1.7   +1.7  +2.1  +1.7   +0.9    +1.7
田澤  愛(3)  5.08   x   x   5.08   x   x    x    5.08 
ﾀｻﾞﾜ  ﾒｸﾞﾐ 東京学芸大  +0.8   +0.8    +0.8
青柳 好美  4.69   x   x   4.69  4.64  4.78   4.88    4.88 
ｱｵﾔｷﾞ ﾖｼﾐ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  +0.9   +0.9  +0.7  +1.3   +0.9    +0.9
関澤 沙苗  4.71  4.76  4.72   4.76  4.74   x   4.81    4.81 
ｾｷｻﾞﾜ ｻﾅｴ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ  -1.0  +0.6  -0.7   +0.6  +0.4   +0.1    +0.1
渡辺 理穂(2)   x   x   x  4.77  4.54    x    4.77 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾎ 信州大  +0.8   0.0    +0.8

成年女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 6  8558

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

2 3  8017

3 7  7010

4 5  8020

5 2  8645

6 1  8636

7 4  8049



決勝 7月10日 12:30

３回の
最高記録

宮坂 楓(3)  5.76   x  5.85   5.85  5.70  5.85   5.78    5.85 
ﾐﾔｻｶ ｶｴﾃﾞ 東海大三高  +0.7  +3.3   +3.3  +0.5  -1.3   +0.6    -1.3
桐山 明日香(3)  5.76   x   x   5.76   -   -    -    5.76 
ｷﾘﾔﾏ ｱｽｶ 伊那弥生ヶ丘高  +1.2   +1.2    +1.2
井出 有希子(3)  5.07   x  4.66   5.07  4.97  2.93   4.97    5.07 
ｲﾃﾞ ﾕｷｺ 諏訪実業高  +2.6  +0.5   +2.6  +1.8  +1.7   +1.3    +2.6
小口 明音(3)  4.90  4.93  4.90   4.93  5.03  5.01   5.04    5.04 
ｵｸﾞﾁ ｱｶﾈ 諏訪二葉高  +1.7  +2.3  -1.5   +2.3  +2.8  +0.3   -0.6    -0.6
大久保 萌花(2)  4.84  4.93   x   4.93  4.90  4.73   4.41    4.93 
ｵｵｸﾎﾞ ﾓｴｶ 伊那西高  +0.6  +1.2   +1.2  +1.6  +0.3   +0.1    +1.2
田口 瑠莉(2)   x  4.84  4.83   4.84   x  4.79    x    4.84 
ﾀｸﾞﾁ ﾙﾘ 上伊那農業高  +0.4  +1.3   +0.4  -0.2    +0.4
市村 美紀(2)  4.75  4.80  4.70   4.80  4.65  4.78   4.78    4.80 
ｲﾁﾑﾗ ﾐｷ 市立長野高  -0.7  +1.9  +2.8   +1.9  +3.1  -0.4   -0.4    +1.9
金森 光代(2)  4.47  4.53  4.56   4.56  4.66  4.63    x    4.66 
ｶﾅﾓﾘ ﾐﾂﾖ 穂高商業高  +1.6  -0.9  +0.5   +0.5  +1.6  +0.5    +1.6
小林 祥子(2)  4.43  4.18   x   4.43    4.43 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｺ 岡谷南高  +1.7  -1.5   +1.7    +1.7
飯嶋 桃子(2)  4.37  4.15  4.15   4.37    4.37 
ｲｲｼﾞﾏ ﾓﾓｺ 長野商業高  +1.8  -0.7  +2.0   +1.8    +1.8
中嶋  恵菜(2)  4.23  4.36   -   4.36    4.36 
ﾅｶｼﾞﾏ ｴﾅ 岩村田高  -0.9  +0.8   +0.8    +0.8
宮島 真美(2)  3.81  4.10  3.95   4.10    4.10 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾏﾐ 松本県ヶ丘高   0.0  +1.4  +0.3   +1.4    +1.4
宮澤 真由(2)   x   x   x    x 記録なし
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾕ 長野日大高
古厩 愛望(2) 欠場
ﾕﾙﾏﾔ ﾏﾅﾐ 松本蟻ヶ崎高
中澤 佳奈(2) 欠場
ﾅｶｻﾞﾜ ｶﾅ 佐久長聖高

少年女子A

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 14    28

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

2 13   315

3 12    57

4 11   102

5 9   330

6 10   244

7 8   922

8 6  1709

9 4   188

10 5   828

11 7  1281

12 1  1801

3  2151

2  1888

15  1304



決勝 7月10日 12:30

３回の
最高記録

青木 亜里沙(1)  5.20  4.88  4.75   5.20  4.46  5.23    x    5.23 
ｱｵｷ ｱﾘｻ 伊那弥生ヶ丘高  +0.5  +0.8  +2.5   +0.5  +1.4  -0.3    -0.3
小林 睦美(1)   x  4.93  5.03   5.03  5.06  5.01   5.04    5.06 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾑﾂﾐ 上田東高  +2.4  +1.0   +1.0  +2.0  +1.0   +1.1    +2.0
高橋 知里(3)  4.88  4.85   -   4.88   -   -    -    4.88 
ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ 佐久東中  +1.5  +1.6   +1.5    +1.5
大日方 紗愛(1)  4.46   x   x   4.46  4.88   x   4.82    4.88 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ 文大長野高   0.0  -0.5    0.0  -1.9   -0.6    -1.9
吉池 桃子(1)  4.67  4.50  4.72   4.72  4.86  4.78   4.81    4.86 
ﾖｼｲｹ ﾓﾓｺ 丸子修学館高  -1.0  +1.6  +2.6   +2.6  +0.1  +1.0   +1.0    +0.1
三村 捺美(1)  4.48  4.57  4.48   4.57  4.83  4.40   4.51    4.83 
ﾐﾑﾗ  ﾅﾂﾐ 飯田風越高  -0.8  +1.2  +3.5   +1.2  +1.5  -2.0   -1.3    +1.5
庄田 ひかり(1)  4.20  4.35  4.48   4.48  4.46   x   4.48    4.48 
ｼｮｳﾀﾞ ﾋｶﾘ 長野吉田高  +0.7  +0.4  +1.4   +1.4  -0.2   -2.0    -2.0
羽賀 まどか(1)   x  4.35  4.27   4.35   x  4.22    x    4.35 
ﾊｶﾞ ﾏﾄﾞｶ 大町高  -0.2  +2.1   -0.2  +0.3    -0.2
石谷 瑞希(1)  3.71  3.80  3.89   3.89    3.89 
ｲｼﾔ ﾐｽﾞｷ 大町高  -1.1  +1.2  +1.5   +1.5    +1.5
工藤 瑞希(1)  3.69  3.58  3.58   3.69    3.69 
ｸﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ 佐久長聖高  +1.2  -1.0  +1.8   +1.2    +1.2
中村 栞(1)   x   x   x    x 記録なし
ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ 木曽青峰高高
山崎 諒子 欠場
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳｺ 長野清泉高
望月 絵美(1) 欠場
ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ 豊科高

少年女子B

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 12   301

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

2 11  1432

3 10  4345

4 7   999

5 8  1391

6 9   457

7 5   758

8 2  1682

9 13  1683

10 1  1299

4  1572

3  1025

6  2001



決勝 7月10日 12:00

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
上原 絵理香(3)
ｳｴﾊﾗ ｴﾘｶ 須坂商高
中澤 千夏(2)
ﾅｶｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ 市立長野高
久保田 夏弥(3)
ｸﾎﾞﾀ ﾅﾂﾐ 明科高
村田 香織(3)
ﾑﾗﾀ ｶｵﾘ 松代高
両角 遥夏(2)
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 上田染谷丘高
柳沢 奈美(2)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅﾐ 小諸高
山口 萌々(3)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓ 豊科北
本間 友梨(2)
ﾎﾝﾏ ﾕﾘ 長野商業高
依田 菜月(3)
ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ 櫻ヶ岡中
栗原 真衣子(1)
ｸﾘﾊﾗﾏｲｺ 屋代高
齋藤知美(2)
ｻｲﾄｳﾄﾓﾐ 松川高
古林 早紀(2)
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ｻｷ 明科高
横山 仁夏(1)
ﾖｺﾔﾏ ﾐｶ 明科高
井出 爽香(1)
ｲﾃﾞ ｻﾔｶ 東御清翔高
酒井 菜津希(1)
ｻｶｲ ﾅﾂｷ 諏訪実業高
新井 彩紀(2)
ｱﾗｲ ｻｷ 穂高商業高
鳥羽 詩織(1)
ﾄﾊﾞ ｼｵﾘ 明科高
明石 晴菜(2)
ｱｶｼ ﾊﾙﾅ 松本県ヶ丘高
坂本 千夏(2)
ｻｶﾓﾄ ﾁｶ 北佐久農業高
名畑 美紗希(1)
ﾅﾊﾞﾀ ﾐｻｷ 更級農業高
丸山 瑞貴 欠場
ﾏﾙﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 長野清泉高
今井 裕美(2) 欠場
ｲﾏｲ ﾋﾛﾐ 上田東高
宮入 麻鈴(3) 欠場
ﾐﾔｲﾘ ﾏﾘﾝ 丸子修学館高

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

少年女子共通

円盤投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

  35.52

記録 備考

1 25  1384
   o  39.61    o   39.61

2 26  1677
   o  35.52    x    o    o    o  35.52 

   o    x  40.65  40.65

  29.33

   o    o   29.04  30.02
3 23  1401

 29.04

4 22   703
   x    x  29.33  30.96  32.20    x  32.20 

 33.34    o  33.34 

  26.73

   o    o   27.51  28.10
5 24   921

 27.51

6 18  2025
 26.73    o    o  27.15    o    x  27.15 

   o    o  28.10 

  24.84

   o    o   26.95    o
7 19  1136

 26.95

8 20  1472
   x  24.84    x    o    o  25.06  25.06 

   x    x  26.95 

  23.49

 24.22    o   24.22
9 17  1338

   o

10 13  4701
 23.49    o    o  23.49 

 24.22 

  22.89

   o  23.07   23.07
11 12   826

   x

12 16  4451
   o  22.89    o  22.89 
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決勝 7月10日 14:00

３回の
最高記録

江守 静香(3)
ｴﾓﾘ ｼｽﾞｶ 文大長野高
上條 志織(3)
ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｵﾘ 梓川高
中澤 千夏(2)
ﾅｶｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ 市立長野高

 11.71    o    o   10.74  11.71
3 3   921

 10.74    o    o

   o   15.42    o  15.49    o  15.49 

  18.11    o    x    o  18.11 
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   o  15.42

1 1   983
 18.11    x    o
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少年女子A

ﾊﾝﾏｰ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 7月11日 9:30

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
林 あすみ(3)
ﾊﾔｼ ｱｽﾐ 松商学園高
竹内 希(3)
ﾀｹｳﾁ ﾉｿﾞﾐ 松代高
山道  思野(3)
ﾔﾏﾐﾁ ｼﾉ 岩村田高
中島 未歩(3)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾎ 丸子修学館高
輪島 繭理(2)
ﾜｼﾞﾏ ﾏﾕﾘ 長野吉田高
上條 志織(3)
ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｵﾘ 梓川高
山田 沙代子(2)
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾖｺ 篠ﾉ井高
柳沢 奈美(2)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅﾐ 小諸高
増澤 菜々子(3)
ﾏｽｻﾞﾜ ﾅﾅｺ 伊那弥生ヶ丘高
丸山 佳奈(2)
ﾏﾙﾔﾏ ｶﾅ 長野工業高
金子 由香里(2)
ｶﾈｺ ﾕｶﾘ 長野日大高
下島 鈴花(3)
ｼﾓｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 上伊那農業高
落合 悟花(1)
ｵﾁｱｲ ｻﾄｺ 伊那北高
甲田 彩華(1)
ｺｳﾀﾞ ｻﾔｶ 更級農業高
両角 遥夏(2)
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 上田染谷丘高
原山 志帆(1)
ﾊﾗﾔﾏ ｼﾎ 須坂東高
向井 知佳(3)
ﾑｶｲ ﾁｶ 鉢盛中
松森 多恵(1)
ﾏﾂﾓﾘ ﾀｴ 松本県ヶ丘高
下村 美幸(1)
ｼﾓﾑﾗ ﾐﾕｷ 上田染谷丘高
百瀬 友美(1)
ﾓﾓｾ ﾕﾐ 松本県ヶ丘高
吉田 かほり(1)
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾘ 丸子修学館高
丸山 弥恵(1)
ﾏﾙﾔﾏ ﾔｴ 岩村田高
片平 いづみ(2)
ｶﾀﾋﾗ ｲﾂﾞﾐ 丸子修学館高
備前 美樹(2)
ﾋﾞｾﾞﾝ ﾐｷ 岡谷東高
若林 美樹(1)
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 更級農業高
吉澤 香那(2)
ﾖｼｻﾞﾜ ｶﾅ 明科高
古越 香帆(2) 欠場
ﾌﾙｺｼ ｶﾎ 佐久長聖高
苫坂 奈々(2) 欠場
ﾄﾏｻｶ ﾅﾅ 小諸高
岸 莉穂(3) 欠場
ｷｼ ﾘﾎ 野沢南高
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少年女子共通

やり投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 7月11日 8:30

 1 大和 千秋(2) 23:17.38 
ﾔﾏﾄ ﾁｱｷ 中部学院大

 2 新井 志歩(1) 26:53.43 
ｱﾗｲ  ｼﾎ 日女体大

 3 板倉 唯(1) 28:00.07 
ｲﾀｸﾗ ﾕｲ 国際武道大

25  8054

30  8028

28  8053

成年女子

5000m競歩

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 7月11日 8:30

 1 吉川世里香(3) 26:05.76 
ﾖｼｶﾜｾﾘｶ 松川高

 2 宮林 侑梨(3) 27:15.85 
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾕﾘ 長野東高

 3 安田ゆず葉(2) 27:53.54 
ﾔｽﾀﾞﾕｽﾞﾊ 松川高

 4 竹鼻 紫(2) 28:28.01 
ﾀｹﾊﾅ ﾕｶﾘ 上田染谷丘高

 5 中村 美咲(2) 29:26.47 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ 上田東高

 6 平井 奏(2) 29:26.84 
ﾋﾗｲ ｶﾅ 須坂高

 7 仁尾 沙織(2) 30:04.09 
ﾆｵ ｻｵﾘ 松代高

 8 野口 京(2) 30:28.31 
ﾉｸﾞﾁ ﾐﾔｺ 北佐久農業高

 9 増田 陽華(3) 31:26.41 
ﾏｽﾀﾞ ﾊﾙｶ 更級農業高
土屋 亜美(3)
ﾂﾁﾔ ｱﾐ 佐久長聖高
大井 美咲(2)
ｵｵｲ ﾐｻｷ 小諸高
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欠場

23  1301
欠場

29  1341

33  1132

31  1295

27  1438

22   736

32   392

34  1473

24   389

21   867

少年女子A

5000m競歩

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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