
第64回長野県陸上競技選手権大会                                                  
　主催：長野陸上競技協会・（財）長野県体育協会・長野県高等学校体育連盟・        
　　　　長野県中学校体育連盟・信濃毎日新聞社・長野市教育委員会                  
　期日：平成23年9月3日（土）・4日（日）                                         

決勝記録一覧表
GR=大会新　GT=大会タイ 女  子 【競技場】201010  長野市営陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
09/04 女子  -0.6 宮澤 有紀(1) 12.50 田原　花純(2) 12.66 瀧澤 祐未(3) 12.69 三枝 夏季 12.93 北澤 奈々美(2) 13.06 中村 泉紀(1) 高校･松商学園高 13.10 宮脇 玲菜(3) 13.28

100m 大学･富山大 高校･穂高商業高 高校･松商学園高 一般･信大こまくさAC 高校･篠ﾉ井高 藤牧 夏美(2) 高校･長野吉田高 中学･駒ヶ根東中
09/03  -0.3 瀧澤 祐未(3) 25.25 瀧澤 彩(2) 25.58 望月 絵美(2) 26.15 金田 華実(2) 26.48 北澤 奈々美(2) 26.57 加納 茉弥(2) 26.67 藤牧 夏美(2) 26.83 山田 聡子(2) 27.03

200m 高校･松商学園高 高校･長野高 高校･豊科高 中学･浅間中 高校･篠ﾉ井高 中学･櫻ヶ岡中 高校･長野吉田高 高校･長野高
09/04 山本 瑞(3) 56.59 望月 絵美(2) 58.69 山﨑 菜月(1) 59.61 高橋 美由紀(3) 1,00.68 小合 沙季(3) 1,00.70 梅村 映美(2) 1,01.40 上條 麻奈(3) 1,01.77 小林 果鈴(2) 1,02.63

400m 高校･小諸高 高校･豊科高 高校･上田高 高校･東海大三高 中学･穂高西中 高校･東海大三高 中学･鉢盛中 大学･松本大
09/03 山本 瑞(3) 2,12.50 木田 真美子(2) 2,14.19 塩入 瑛美(3) 2,17.38 梅村 映美(2) 2,17.98 山﨑 菜月(1) 2,19.36 小合 沙季(3) 2,19.88 北田 芽衣(1) 2,27.10 白坂 舞(1) 2,29.29

800m 高校･小諸高 GR 高校･長野吉田高 高校･丸子修学館高 高校･東海大三高 高校･上田高 中学･穂高西中 高校･長野日大高 高校･松商学園高
09/04 小口 雪音(3) 4,38.83 木田 真美子(2) 4,40.41 吉田 夏子(2) 4,41.50 甘利 祐子(2) 4,47.98 塩入 瑛美(3) 4,48.97 小林希良莉(2) 4,51.89 千野 恵実(1) 4,52.85 中村 結(2) 4,53.44

1500m 中学･下諏訪中 高校･長野吉田高 高校･東海大三高 中学･東御東部中 高校･丸子修学館高 川中島中 中学･坂城中 高校･上田高
09/03 真柳 亜美(2) 16,55.93 湯澤 ほのか(2) 16,59.79 満澤 茜(3) 17,07.69 安原 光(3) 17,11.44 細田 あい(1) 17,14.44 北澤 春香(3) 17,16.56 北林 由里(1) 17,17.08 荒井 友花(2) 17,35.56

5000m 高校･長野東高 高校･長野東高 高校･長野東高 高校･長野東高 高校･長野東高 高校･長野東高 高校･長野東高 高校･長野東高
09/04  -2.3 瀧澤 彩(2) 15.23 清水 未来 15.50 立花 千春(2) 15.71 佐藤 静香(2) 16.35 小山 綾菜(3) 16.48 麻田 紗希(2) 16.56 吉田 秀代(2) 16.82 庄田 ひかり(2) 17.03

100mH(0.840) 高校･長野高 一般･ﾔﾏﾄﾔ 大学･松本大 高校･小諸高 中学･坂城中 高校･豊科高 高校･長野吉田高 高校･長野吉田高
09/03 内山 成実(1) 1,02.71 清水 未来 1,03.73 佐藤 静香(2) 1,04.28 高橋 美由紀(3) 1,06.04 川上 美葉(2) 1,07.32 山田 聡子(2) 1,08.52 庄田 ひかり(2) 1,10.63 米村 望(2) 1,14.23

400mH(0.762) 高校･長野吉田高 一般･ﾔﾏﾄﾔ 高校･小諸高 高校･東海大三高 高校･小諸高 高校･長野高 高校･長野吉田高 高校･小諸高
09/03 黒河内 奈恵(3) 25,40.41 江口 由真(2) 25,56.33 吉田 英里子(1) 27,33.51 曽根 真奈(2) 28,03.44 安田 ゆず葉(3) 28,09.98 西澤 可奈子(2) 29,12.54 永田 有希(2) 30,19.15 溝口 友己歩(2) 31,11.47

5000mW 高校･上伊那農業高 高校･東海大三高 高校･東海大三高 高校･長野高 高校･松川高 高校･上田染谷丘高 高校･長野吉田高 中学･王滝中
09/04 有賀 楓子(3) 1.68 田中 恵(3) 1.65 松島 愛(3) 1.60 内山 成実(1) 1.55 中村 芽以(1) 1.50 町田 佳菜子(2) 1.50 井口 華穂(1) 1.45 堀内 綾乃(2) 1.45

走高跳 高校･伊那北高 大学･松本大 高校･伊那西高 高校･長野吉田高 高校･松本美須々丘高 高校･長野吉田高 高校･市立長野高 高校･上田染谷丘高
09/03 伊澤 楓(3) 3.30 櫻井 まどか(2) 2.90 依田 遵子 2.70 依田 郷子 一般･いよだAC 2.70 藤澤 芽吹(3) 2.70 上原 悠紀(1) 2.60 原 奈津美(1) 2.60

棒高跳 高校･高遠高 高校･高遠高 一般･いよだAC 高原 乃友莉(1) 高校･篠ﾉ井高 高校･高遠高 高校･諏訪清陵高 高校･上伊那農業高
原 裕美佳(3)
中学･伊那東部中

09/04 桐山明日香(1) 5.74(+3.3) 三澤 涼子 5.65(+1.6) 大日方紗愛(2) 5.48(+2.0) 小林 睦美(2) 5.44(+3.7) 麻田 紗希(2) 5.26(+3.3) 田口 瑠莉(3) 5.21(+3.3) 栗空亜沙美(2) 5.11(+1.6) 中曽根沙耶(2) 5.01(+1.5)
走幅跳 大学･日本女子体育大 一般･ﾔﾏﾄﾔ 高校･学園長野高 高校･上田東高 高校･豊科高 高校･上伊那農業高 中学･王滝中 高校･長野日大高

09/03 三澤 涼子 12.75(+0.6) 大日方 紗愛(2)11.39(+1.2) 西澤 香 11.22(+2.3) 高橋 遼香(2) 10.14(+3.7) 吉池 桃子(2) 10.09(+1.9)
三段跳 一般･ﾔﾏﾄﾔ 高校･学園長野高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 高校･中野立志館高 高校･丸子修学館高

09/04 渡邉 莉帆(2) 11.27 今井 裕美(3) 10.63 両角 遥夏(3) 10.57 山口 萌々(1) 10.46 巣山 夏歩(1) 9.73 中川 希(3) 9.39 下村 美幸(2) 9.19 木村 優衣(2) 8.86
砲丸投 高校･長野商業高 高校･上田東高 高校･上田染谷丘高 高校･豊科高 高校･丸子修学館高 中学･鉢盛中 高校･上田染谷丘高 高校･上田染谷丘高

09/03 両角 遥夏(3) 32.39 山口 萌々(1) 31.64 下村 美幸(2) 27.76 木村 優衣(2) 27.49 中沢 佳子(2) 25.89 巣山 夏歩(1) 25.68 依田 菜月(1) 25.38 栗原 真衣子(2) 25.05
円盤投 高校･上田染谷丘高 高校･豊科高 高校･上田染谷丘高 高校･上田染谷丘高 高校･須坂園芸高 高校･丸子修学館高 高校･学園長野高 高校･屋代高

09/04 依田 菜月(1) 21.25 吉田 かほり(2) 17.04
ﾊﾝﾏｰ投 高校･学園長野高 高校･丸子修学館高

09/03 川上 美葉(2) 38.89 櫻井 志緒理(2) 38.23 井口 華穂(1) 36.75 原山 志帆(2) 31.80 甲田 彩華(2) 31.16 巣山 夏歩(1) 31.15 渡邉 帆南(2) 29.04 若林 美樹(2) 27.15
やり投(600g) 高校･小諸高 高校･松商学園高 高校･市立長野高 高校･須坂東高 高校･更級農業高 高校･丸子修学館高 高校･長野商業高 高校･更級農業高

09/03 松商学園高       48.67 長野吉田高       49.04 小諸高       50.83 佐久長聖高       51.55 御代田中       51.74 篠ﾉ井高       52.11 坂城中       53.39
4×100mR 中村 泉紀(1) GR 山崎 智世(2) 米村 望(2) 田中 耶々(1) 岩崎 若葉(3) 小伊藤 詩織(2) 春原 愛莉紗(1)

松浦 さくら(1) 内山 成実(1) 岩崎 尚美(2) 田中 里奈(2) 高橋 奈弓(3) 北澤 奈々美(2) 宮下 あかね(1)
奥島 美空(1) 藤牧 夏美(2) 川上 美葉(2) 柳澤 祐希(2) 外池 留佳(3) 竹内 彩華(2) 田中 祐里(1)
瀧澤 祐未(3) 鈴木 千穂(1) 佐藤 静香(2) 相澤 はるか(2) 土屋 なつみ(2) 高原 乃友莉(1) 田村 有利奈(1)

09/04 長野吉田高     3,57.29 小諸高     3,57.85 東海大三高     4,03.99 佐久長聖高     4,11.59 丸子修学館高     4,12.74 上田高     4,16.28 鉢盛中     4,16.59 学園長野高     4,17.70
4×400mR 鈴木 千穂(1) GR 岩崎 尚美(2) GR 梅村 映美(2) 相澤 はるか(2) 佐藤 未来(2) 井出 七彩(2) 山田 愛(3) 原山 美優(1)

村上 りさ子(1) 佐藤 静香(2) 高橋 美由紀(3) 花里 裕良(1) 吉池 桃子(2) 山﨑 千夏(1) 蛭田 凛(3) 山﨑 彩(1)
内山 成実(1) 川上 美葉(2) 原田 麻亜(1) 柳澤 祐希(2) 佐藤 くるみ(1) 齋藤 みちる(2) 菅沼 真衣(3) 浅沼 彩花(2)
木田 真美子(2) 山本 瑞(3) 野村 あずさ(2) 田中 耶々(1) 塩入 瑛美(3) 山﨑 菜月(1) 上條 麻奈(3) 大日方 紗愛(2)



予選 9月4日 11:45
決勝 9月4日 14:05

県新                11.98
大会新              12.15

[ 1組] 風速 -2.7 [ 2組] 風速 -2.5

 1 瀧澤 祐未(3) 高校    13.08 q 1 田原　花純(2) 高校    12.90 q
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松商学園高 ﾀﾊﾗ ｶｽﾐ 穂高商業高

 2 小林 奈央(2) 中学    13.37 2 北澤 奈々美(2) 高校    13.09 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 中野平中 ｷﾀｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 篠ﾉ井高

 3 吉原 沙季(4) 一般    13.61 3 渡辺 七海(2) 中学    13.55 
ﾖｼﾊﾗ ｻｷ 長野高専 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅﾐ 山ﾉ内中

 4 北原 詩織(3) 中学    13.63 4 田中 里佳(1) 中学    13.82 
ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ 駒ヶ根東中 ﾀﾅｶ ﾘｶ 望月AC

 5 小山 綾菜(3) 中学    13.71 5 林 美朱(1) 高校    13.94 
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 坂城中 ﾊﾔｼ ﾐｱｶ 上田染谷丘高

 6 岩崎 若葉(3) 中学    14.29 6 佐藤 くるみ(1) 高校    14.31 
ｲﾜｻｷ ﾜｶﾊﾞ 御代田中 ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館高

 7 関 沙紀穂(2) 中学    14.55 7 杉原 りこ(2) 中学    14.52 
ｾｷ ｻｷﾎ 浅間中 ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｺ 御代田中

 8 大澤 映穂(1) 高校    14.98 8 花岡 美憂(1) 高校    14.88 
ｵｵｻﾜ ｱｷﾎ 上田東高 ﾊﾅｵｶ ﾐﾕｳ 上田東高

 9 清水 晶絵(2) 中学    15.21 桐山 明日香(1) 大学
ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ 望月AC ｷﾘﾔﾏ ｱｽｶ 日本女子体育大

[ 3組] 風速 -2.2 [ 4組] 風速 -3.5

 1 金田 華実(2) 中学    13.27 1 中村 泉紀(1) 高校    13.26 q
ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 浅間中 ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 松商学園高

 2 鈴木 千穂(1) 高校    13.29 2 加納 茉弥(2) 中学    13.30 
ｽｽﾞｷ ﾁﾎ 長野吉田高 ｶﾉｳ ﾏﾔ 櫻ヶ岡中

 3 三村 楓(1) 大学    13.51 3 山田 愛(3) 中学    13.58 
ﾐﾑﾗ  ｶｴﾃﾞ 至学館大 ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 鉢盛中

 4 田村 有利奈(1) 中学    13.69 4 宮沢 留美(3) 大学    14.29 
ﾀﾑﾗ  ﾕﾘﾅ 坂城中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙﾐ 信州大

 5 岩崎 尚美(2) 高校    13.92 5 春日 美咲(2) 高校    14.46 
ｲﾜｻｷ ﾅｵﾐ 小諸高 ｶｽｶﾞ ﾐｻｷ 篠ﾉ井高

 6 細田 真央(2) 中学    13.93 6 外池 留佳(3) 中学    14.72 
ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 東御東部中 ｿﾄｲｹ ﾙｶ 御代田中

 7 湯本 紗弓(2) 中学    14.68 7 堀米 祐花(2) 中学    14.74 
ﾕﾓﾄ ｻﾕﾐ 山ﾉ内中 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕｳｶ 山ﾉ内中

 8 高原 乃友莉(1) 高校    14.88 稲垣 樹里(1) 高校
ﾀｶﾊﾗ ﾉﾕﾘ 篠ﾉ井高 ｲﾅｶﾞｷ ｼﾞｭﾘ 長野吉田高

[ 5組] 風速 -3.2 [ 6組] 風速 -1.2

 1 宮澤 有紀(1) 大学    12.77 q 1 藤牧 夏美(2) 高校    13.09 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷ 富山大 ﾌｼﾞﾏｷ ﾅﾂﾐ 長野吉田高

 2 松浦 さくら(1) 高校    13.41 2 野村 あずさ(2) 高校    13.36 
ﾏﾂｳﾗ ｻｸﾗ 松商学園高 ﾉﾑﾗ ｱｽﾞｻ 東海大三高

 3 西村 佳菜子(1)    13.46 3 高橋 奈弓(3) 中学    13.46 
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 信明中 ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 御代田中

 4 土屋 なつみ(2) 中学    13.95 4 相澤 はるか(2) 高校    13.67 
ﾂﾁﾔ ﾅﾂﾐ 御代田中 ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 佐久長聖高

 5 田中 真理(2) 大学    14.14 5 石谷 瑞希(2) 高校    14.11 
ﾀﾅｶ ﾏﾘ 東女体大 ｲｼﾔ ﾐｽﾞｷ 大町高

 6 渡辺 ゆきの(2) 中学    14.22 6 山本 真綺(2) 中学    14.50 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ 長野東部中 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｱﾔ 山ﾉ内中

 7 高橋 知里(1) 高校    14.28 7 西澤 羽純(1) 中学    14.51 
ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ 佐久長聖高 ﾆｼｻﾞﾜ ﾊｽﾐ 豊科北中

 8 片桐 穂花(2) 中学    14.42 細野 真由(2) 高校
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 望月AC ﾎｿﾉ ﾏﾕ 明科高
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2  1096

6  4229

5  4913

氏  名 所属名 記録／備考
4  1933

9  7005

7  1100

8  1340

3   592

6  8071

5  4385

4  7012

2   766

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

6  1441

9  8065

5  1396

8  4315

3  7020

7  1482

4  1097

2  7004

No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  1712

2  8697

順 ﾚｰﾝ

1  7011

3  1442

9  4801

6  4313

7  8076

5  4813

記録／備考
4  1921

8  4316

女子

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



[ 7組] 風速 +0.2

 1 三枝 夏季 一般    12.81 q
ﾐｴﾀﾞ ﾅﾂｷ 信大こまくさAC

 2 宮脇 玲菜(3) 中学    13.08 q
ﾐﾔﾜｷ ﾚｲﾅ 駒ヶ根東中

 3 唐沢 美玲(3) 中学    13.43 
ｶﾗｻﾜ ﾐﾚｲ 長野東部中

 4 井出 七彩(2) 高校    13.47 
ｲﾃﾞ ﾅﾅｾ 上田高

 5 藤澤 紗也(1) 高校    13.53 
ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔ 大町高

 6 小伊藤 詩織(2) 高校    13.84 
ｺｲﾄｳ ｼｵﾘ 篠ﾉ井高

 7 関 泉(2) 高校    14.29 
ｾｷ ｲｽﾞﾐ 上田東高
平林 穂乃花(1) 高校
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ  ﾎﾉｶ 上田西高

風速 -0.6

 1 宮澤 有紀(1) 大学    12.50 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷ 富山大

 2 田原　花純(2) 高校    12.66 
ﾀﾊﾗ ｶｽﾐ 穂高商業高

 3 瀧澤 祐未(3) 高校    12.69 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松商学園高

 4 三枝 夏季 一般    12.93 
ﾐｴﾀﾞ ﾅﾂｷ 信大こまくさAC

 5 北澤 奈々美(2) 高校    13.06 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 篠ﾉ井高

 6 中村 泉紀(1) 高校    13.10 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 松商学園高

 6 藤牧 夏美(2) 高校    13.10 
ﾌｼﾞﾏｷ ﾅﾂﾐ 長野吉田高

 8 宮脇 玲菜(3) 中学    13.28 
ﾐﾔﾜｷ ﾚｲﾅ 駒ヶ根東中

8   764

9  4815

3  1097

2  1933

5  1921

7  8534

記録／備考
4  7023

6  1712

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6  1434

2  1537
欠場

8  1684

3  1095

5  4048

4  1411

9  8534

7  4815

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

女子

100m



予選 9月3日 11:30
決勝 9月3日 15:15

県新                24.49
大会新              25.07

[ 1組] 風速 -2.9 [ 2組] 風速 -4.4

 1 瀧澤 祐未(3) 高校    26.00 q 1 山田 聡子(2) 高校    26.89 q
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松商学園高 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｺ 長野高

 2 藤牧 夏美(2) 高校    26.98 q 2 高橋 奈弓(3) 中学    27.39 
ﾌｼﾞﾏｷ ﾅﾂﾐ 長野吉田高 ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 御代田中

 3 野村 あずさ(2) 高校    27.27 3 三村 楓(1) 大学    27.69 
ﾉﾑﾗ ｱｽﾞｻ 東海大三高 ﾐﾑﾗ  ｶｴﾃﾞ 至学館大

 4 相澤 はるか(2) 高校    27.74 4 松浦 さくら(1) 高校    27.80 
ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 佐久長聖高 ﾏﾂｳﾗ ｻｸﾗ 松商学園高

 5 飯島 南(3) 中学    28.41 5 清水 真希(1) 高校    28.28 
ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 豊科北中 ｼﾐｽﾞ ﾏｷ 飯田風越高

 6 中村 夏生(1) 高校    28.50 6 今井 美月(1) 高校    29.04 
ﾅｶﾑﾗ ｶｵ 長野高 ｲﾏｲ ﾐｽﾞｷ 東海大三高

 7 宮坂 苑実(3) 中学    29.09 7 花岡 美憂(1) 高校    30.18 
ﾐﾔｻｶ ｿﾉﾐ 櫻ヶ岡中 ﾊﾅｵｶ ﾐﾕｳ 上田東高

 8 関 泉(2) 高校    29.29 8 平林 恵子(2) 高校    33.20 
ｾｷ ｲｽﾞﾐ 上田東高 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲｺ 丸子修学館高
北原 瑛里香(1) 中学 赤羽 美柚(2)
ｷﾀﾊﾗ ｴﾘｶ 伊那AC ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ 信明中

[ 3組] 風速 -1.0 [ 4組] 風速 -2.2

 1 井出 七彩(2) 高校    27.51 1 望月 絵美(2) 高校    26.87 q
ｲﾃﾞ ﾅﾅｾ 上田高 ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ 豊科高

 2 両角 若菜(1) 中学    27.84 2 山田 愛(3) 中学    27.75 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾜｶﾅ 諏訪南中 ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 鉢盛中

 3 柳澤 祐希(2) 高校    28.29 3 原田 麻亜(1) 高校    28.22 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｷ 佐久長聖高 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ 東海大三高

 4 吉池 桃子(2) 高校    28.69 4 山﨑 彩(1) 高校    28.29 
ﾖｼｲｹ ﾓﾓｺ 丸子修学館高 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔ 学園長野高

 5 宮沢 留美(3) 大学    28.78 5 長岩 妃代里(2) 中学    28.92 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙﾐ 信州大 ﾅｶﾞｲﾜ ﾋﾖﾘ 豊科北中

 6 長﨑 彩(3) 中学    29.74 6 松澤 怜央(1) 高校    29.64 
ﾅｶﾞｻｷ ｱﾔ 豊科北中 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾚｵ 更級農業高

 7 大澤 映穂(1) 高校    30.88 7 塚田 舞(2) 高校    29.73 
ｵｵｻﾜ ｱｷﾎ 上田東高 ﾂｶﾀﾞ ﾏｲ 長野高
石原 美咲(1) 高校 田中 里佳(1) 中学
ｲｼﾊﾗ ﾐｻｷ 上田染谷丘高 ﾀﾅｶ ﾘｶ 望月AC
宮澤 有紀(1) 大学
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷ 富山大

[ 5組] 風速 -3.7 [ 6組] 風速 -1.1

 1 新井 美貴子(2) 高校    27.62 1 瀧澤 彩(2) 高校    25.97 q
ｱﾗｲ ﾐｷｺ 長野高 ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ 長野高

 2 土屋 なつみ(2) 中学    28.19 2 加納 茉弥(2) 中学    26.77 q
ﾂﾁﾔ ﾅﾂﾐ 御代田中 ｶﾉｳ ﾏﾔ 櫻ヶ岡中

 3 高橋 遼香(2) 高校    28.54 3 金田 華実(2) 中学    26.79 q
ﾀｶﾊｼﾊﾙｶ 中野立志館高 ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 浅間中

 4 岩崎 尚美(2) 高校    28.76 4 北澤 奈々美(2) 高校    27.03 q
ｲﾜｻｷ ﾅｵﾐ 小諸高 ｷﾀｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 篠ﾉ井高

 5 温井 結(3) 中学    29.18 5 西村 佳菜子(1)    27.65 
ﾇｸｲ ﾕｲ 丸子北中 ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 信明中

 6 片桐 穂花(2) 中学    29.98 6 田中 耶々(1) 高校    28.34 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 望月AC ﾀﾅｶ ﾔﾔ 佐久長聖高
神田 真有(1) 高校 7 栗空 亜沙美(2) 中学    28.42 
ｶﾝﾀﾞ ﾏﾕ 更級農業高 ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 王滝中
細野 真由(2) 高校 8 米澤 緋那(1) 高校    28.53 
ﾎｿﾉ ﾏﾕ 明科高 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾋﾅ 飯田風越高

女子

200m

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 記録／備考
1  1921

9   764

6    39

8  1307

7  1434

5  4891

4   812

2  7001
欠場

順 ﾚｰﾝ

3  4866

No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   817

9  4949

5  8071

3  1922

8   455

4    28

6  1441

1  1389

2  4363
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考
2  1411

1  7010

8  1306

6  1391

4  1383
欠場

5  8072

9  4892

7  7023
欠場

順 ﾚｰﾝ No.
5  2001

3  1442

6  4913

9    29

2   982

3  4252

4  2140

8   819

7  7020
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   815

8  4314

3   654

9  1340

4  4823

6  8698

5  2141
欠場

7  2011
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   813

7  4229

8  7012

3  1097

5  4355

2  1298

9  4107

6   456



[ 7組] 風速 -2.5

 1 宮脇 玲菜(3) 中学    27.07 
ﾐﾔﾜｷ ﾚｲﾅ 駒ヶ根東中

 2 外谷 理緒奈(1) 高校    27.94 
ﾄﾔ ﾘｵﾅ 長野日大高

 3 渡辺 七海(2) 中学    28.04 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅﾐ 山ﾉ内中

 4 佐藤 未来(2) 高校    28.60 
ｻﾄｳ ﾐｸ 丸子修学館高

 5 宮武 志帆(1) 高校    29.14 
ﾐﾔﾀｹ ｼﾎ 長野西高

 6 柴田 佳歩(1) 高校    29.22 
ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ 飯田風越高

 7 宮坂 栞(3) 中学    30.12 
ﾐﾔｻｶ ｼｵﾘ 長野東部中
田中 里奈(2) 高校
ﾀﾅｶ ﾘﾅ 佐久長聖高

風速 -0.3

 1 瀧澤 祐未(3) 高校    25.25 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松商学園高

 2 瀧澤 彩(2) 高校    25.58 
ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ 長野高

 3 望月 絵美(2) 高校    26.15 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ 豊科高

 4 金田 華実(2) 中学    26.48 
ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 浅間中

 5 北澤 奈々美(2) 高校    26.57 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 篠ﾉ井高

 6 加納 茉弥(2) 中学    26.67 
ｶﾉｳ ﾏﾔ 櫻ヶ岡中

 7 藤牧 夏美(2) 高校    26.83 
ﾌｼﾞﾏｷ ﾅﾂﾐ 長野吉田高

 8 山田 聡子(2) 高校    27.03 
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｺ 長野高

女子

200m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  4815

6   951

3  7004

5  1388

7   798

2   446

9  4055

4  1305
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  1921

7   813

8  2001

5  7012

3  1097

4  4229

2   764

9   817



予選 9月4日 10:40
決勝 9月4日 13:30

県新                54.56
大会新              56.17

[ 1組] [ 2組]

 1 山﨑 菜月(1) 高校    59.30 Q 1 高橋 美由紀(3) 高校  1,01.24 Q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂｷ 上田高 ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｷ 東海大三高

 2 小合 沙季(3) 中学  1,01.48 q 2 小林 果鈴(2) 大学  1,02.30 q
ｵｺﾞｳ ｻｷ 穂高西中 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾘﾝ 松本大

 3 川上 美葉(2) 高校  1,02.50 3 大野 史緒里(2) 高校  1,02.50 
ｶﾜｶﾐ ﾐﾊ 小諸高 ｵｵﾉ ｼｵﾘ 長野吉田高

 4 原田 麻亜(1) 高校  1,03.07 4 岩崎 尚美(2) 高校  1,03.74 
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ 東海大三高 ｲﾜｻｷ ﾅｵﾐ 小諸高

 5 西堀 彩夏(2) 高校  1,03.40 5 江守 あかね(3) 中学  1,07.66 
ﾆｼﾎﾞﾘ ｱﾔｶ 市立長野高 ｴﾓﾘ ｱｶﾈ 櫻ヶ岡中

 6 田中 耶々(1) 高校  1,03.70 6 瀧澤 さくら(2) 高校  1,09.32 
ﾀﾅｶ ﾔﾔ 佐久長聖高 ﾀｷｻﾞﾜ ｻｸﾗ 篠ﾉ井高

 7 原山 美優(1) 高校  1,06.12 田中 里奈(2) 高校
ﾊﾗﾔﾏ ﾐﾕ 学園長野高 ﾀﾅｶ ﾘﾅ 佐久長聖高
鈴木 千穂(1) 高校 温井 結(3) 中学
ｽｽﾞｷ ﾁﾎ 長野吉田高 ﾇｸｲ ﾕｲ 丸子北中

[ 3組] [ 4組]

 1 望月 絵美(2) 高校  1,00.85 Q 1 山本 瑞(3) 高校    58.66 Q
ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ 豊科高 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 小諸高

 2 佐藤 未来(2) 高校  1,03.44 2 梅村 映美(2) 高校  1,01.37 q
ｻﾄｳ ﾐｸ 丸子修学館高 ｳﾒﾑﾗ ｴﾐ 東海大三高

 3 小伊藤 詩織(2) 高校  1,03.61 3 上條 麻奈(3) 中学  1,01.51 q
ｺｲﾄｳ ｼｵﾘ 篠ﾉ井高 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 鉢盛中

 4 関 泉(2) 高校  1,04.85 4 柳澤 祐希(2) 高校  1,03.22 
ｾｷ ｲｽﾞﾐ 上田東高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｷ 佐久長聖高

 5 土屋 なつみ(2) 中学  1,04.88 5 宮島 志保美(1) 高校  1,04.04 
ﾂﾁﾔ ﾅﾂﾐ 御代田中 ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 飯田高

 6 小池 梓(2) 高校  1,05.03 6 春日 美咲(2) 高校  1,04.64 
ｺｲｹ ｱｽﾞｻ 飯田高 ｶｽｶﾞ ﾐｻｷ 篠ﾉ井高

 7 半田 聖蘭(2) 中学  1,05.14 7 赤羽 美柚(2)  1,05.89 
ﾊﾝﾀﾞ ｾｲﾗ 戸倉上山田中 ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ 信明中

 8 前田 璃奈(3) 中学  1,06.56 8 石谷 瑞希(2) 高校  1,06.36 
ﾏｴﾀﾞ ﾘﾅ 長野東部中 ｲｼﾔ ﾐｽﾞｷ 大町高

 1 山本 瑞(3) 高校    56.59 
ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 小諸高

 2 望月 絵美(2) 高校    58.69 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ 豊科高

 3 山﨑 菜月(1) 高校    59.61 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂｷ 上田高

 4 高橋 美由紀(3) 高校  1,00.68 
ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｷ 東海大三高

 5 小合 沙季(3) 中学  1,00.70 
ｵｺﾞｳ ｻｷ 穂高西中

 6 梅村 映美(2) 高校  1,01.40 
ｳﾒﾑﾗ ｴﾐ 東海大三高

 7 上條 麻奈(3) 中学  1,01.77 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 鉢盛中

 8 小林 果鈴(2) 大学  1,02.63 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾘﾝ 松本大

3  4915

2  8060

8  3456

9    27

7  1422

6    26

記録／備考
5  1339

4  2001

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

7  4363

4  1683

6   415

9  1096

2  4915

3  1306

氏  名 所属名 記録／備考
5  1339

8    27

8  4443

5  4054

9  4314

7   406

2  1095

6  1434

ﾚｰﾝ No.
3  2001

4  1388

9  4823
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

5  1099

3  1305
欠場

4  1340

8  4000

7  8060

6   771

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
2    26

3   983

4   766
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予選 通過基準  4組  1着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
8  1422



予選 9月3日 9:40
決勝 9月3日 14:00

県新              2,06.07
大会新            2,13.06

[ 1組] [ 2組]

 1 白坂 舞(1) 高校  2,24.22 Q 1 木田 真美子(2) 高校  2,18.00 Q
ｼﾗｻｶ ﾏｲ 松商学園高 ｷﾀﾞ ﾏﾐｺ 長野吉田高

 2 鶯巣 美冴(2) 高校  2,27.56 2 北田 芽衣(1) 高校  2,19.31 q
ｳｸﾞｽ  ﾐｻｴ 松川高 ｷﾀﾀﾞ ﾒｲ 長野日大高

 3 上條 麻奈(3) 中学  2,29.01 3 小宮山 悠(3) 中学  2,24.72 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 鉢盛中 ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ 八千穂中

 4 齋藤 みちる(2) 高校  2,32.28 4 前島 早瑛(2) 高校  2,25.64 
ｻｲﾄｳ ﾐﾁﾙ 上田高 ﾏｴｼﾞﾏ ｻｴ 長野高

 5 酒井 理紗(1) 高校  2,37.67 5 中沢 蒔(2) 中学  2,26.01 
ｻｶｲ ﾘｻ 須坂園芸高 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｲ 常盤中

 6 松下 恵里(2) 高校  2,39.30 6 山﨑 さくら(2) 中学  2,30.54 
ﾏﾂｼﾀ ｴﾘ 小諸高 ﾔﾏｻﾞｷ ｻｸﾗ 櫻ヶ岡中

 7 阿藤 あかり(3) 中学  2,42.28 7 池田 優子(1) 高校  2,33.35 
ｱﾄｳ ｱｶﾘ 中野平中 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｺ 丸子修学館高

 8 瀧澤 さくら(2) 高校  2,44.53 8 酒井 優梨愛(2) 中学  2,33.80 
ﾀｷｻﾞﾜ ｻｸﾗ 篠ﾉ井高 ｻｶｲ ﾕﾘｱ 塩尻広陵中
甘利 祐子(2) 中学
ｱﾏﾘ ﾕｳｺ 東御東部中

[ 3組] [ 4組]

 1 塩入 瑛美(3) 高校  2,17.17 Q 1 山本 瑞(3) 高校  2,13.77 Q
ｼｵｲﾘ ｴﾐ 丸子修学館高 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 小諸高

 2 山﨑 菜月(1) 高校  2,17.96 q 2 梅村 映美(2) 高校  2,17.61 q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂｷ 上田高 ｳﾒﾑﾗ ｴﾐ 東海大三高

 3 小合 沙季(3) 中学  2,18.64 q 3 千野 恵実(1) 中学  2,24.06 
ｵｺﾞｳ ｻｷ 穂高西中 ﾁﾉ  ﾒｸﾞﾐ 坂城中

 4 村上 りさ子(1) 高校  2,21.00 4 池田 文美(2) 高校  2,26.27 
ﾑﾗｶﾐ ﾘｻｺ 長野吉田高 ｲｹﾀﾞ ﾕｷﾐ 長野吉田高

 5 小林 真帆(1) 高校  2,30.85 5 鳥羽 美宇(1) 中学  2,28.81 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾎ 長野高 ﾄﾊﾞ ﾐｳ 明科中

 6 渋沢 百香(2) 中学  2,32.62 6 蛭田 凛(3) 中学  2,33.35 
ｼﾌﾞｻﾜ ﾓﾓｶ 常盤中 ﾋﾙﾀ ﾘﾝ 鉢盛中

 7 菅沼 真衣(3) 中学  2,35.34 7 小松 ひかり(3) 高校  2,48.68 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏｲ 鉢盛中 ｺﾏﾂ ﾋｶﾘ 丸子修学館高

 8 塩本 早央里(2) 中学  2,36.32 川口 真生(2) 高校
ｼｵﾓﾄ ｻｵﾘ 御代田中 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｵ 長野高

 1 山本 瑞(3) 高校  2,12.50 
ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 小諸高

 2 木田 真美子(2) 高校  2,14.19 
ｷﾀﾞ ﾏﾐｺ 長野吉田高

 3 塩入 瑛美(3) 高校  2,17.38 
ｼｵｲﾘ ｴﾐ 丸子修学館高

 4 梅村 映美(2) 高校  2,17.98 
ｳﾒﾑﾗ ｴﾐ 東海大三高

 5 山﨑 菜月(1) 高校  2,19.36 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂｷ 上田高

 6 小合 沙季(3) 中学  2,19.88 
ｵｺﾞｳ ｻｷ 穂高西中

 7 北田 芽衣(1) 高校  2,27.10 
ｷﾀﾀﾞ ﾒｲ 長野日大高

 8 白坂 舞(1) 高校  2,29.29 
ｼﾗｻｶ ﾏｲ 松商学園高
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予選 通過基準  4組  1着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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予選 9月4日 9:30
決勝 9月4日 13:45

県新              4,23.10
大会新            4,33.88

[ 1組] [ 2組]

 1 小口 雪音(3) 中学  4,40.49 Q 1 甘利 祐子(2) 中学  4,41.19 Q
ｵｸﾞﾁ ﾕｷﾈ 下諏訪中 ｱﾏﾘ ﾕｳｺ 東御東部中

 2 小林希良莉(2)  4,52.16 Q 2 木田 真美子(2) 高校  4,45.53 Q
ｺﾊﾞﾔｼｷﾗﾘ 川中島中 ｷﾀﾞ ﾏﾐｺ 長野吉田高

 3 渡辺 かりん(1) 高校  4,56.29 Q 3 山﨑 千夏(1) 高校  4,51.91 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 長野日大高 ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾅﾂ 上田高

 4 北原 成美(3) 高校  4,56.63 Q 4 上原 舞(1) 中学  4,55.25 Q
ｷﾀﾊﾗ ﾅﾙﾐ 東海大三高 ｳｴﾊﾗ ﾏｲ 永明中

 5 岩波 香奈(1) 高校  5,01.36 5 新原徳子(2)  4,59.39 q
ｲﾜﾅﾐ ｶﾅ 小諸高 ｼﾝﾊﾞﾗﾄｸｺ 川中島中

 6 岸 郁奈(2) 高校  5,01.56 6 江口 由真(2) 高校  5,01.48 
ｷｼ ｱﾔﾅ 上田高 ｴｸﾞﾁ ﾕﾏ 東海大三高

 7 山﨑 さくら(2) 中学  5,04.32 7 小宮山 悠(3) 中学  5,03.18 
ﾔﾏｻﾞｷ ｻｸﾗ 櫻ヶ岡中 ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ 八千穂中

 8 中沢 萌(2) 大学  5,05.02 8 鳥羽 美宇(1) 中学  5,03.56 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾓｴ 信州大 ﾄﾊﾞ ﾐｳ 明科中

 9 安田 佳織(3) 中学  5,12.89 9 八木 菜生子(1) 高校  5,03.69 
ﾔｽﾀﾞ ｶｵﾘ 鉢盛中 ﾔｷﾞ ﾅｵｺ 長野日大高

10 田中 杏子(1) 中学  5,13.04 10 中本 愛里(2) 高校  5,04.92 
ﾀﾅｶ ｷｮｳｺ 永明中 ﾅｶﾓﾄ ｱｲﾘ 飯田風越高

11 中村 亜砂美(2) 高校  5,13.62 11 高田 花林(2) 高校  5,05.48 
ﾅｶﾑﾗ ｱｻﾐ 松商学園高 ﾀｶﾀﾞ  ｶﾘﾝ 上田西高

12 吉田 英里子(1) 高校  5,15.88 12 酒井 理紗(1) 高校  5,06.33 
ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｺ 東海大三高 ｻｶｲ ﾘｻ 須坂園芸高

13 竹内美翔(1)  5,16.81 13 胡桃澤佑衣(2) 中学  5,24.31 
ﾀｹｳﾁﾐｳ 川中島中 ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾕｲ 王滝中

14 池田 優子(1) 高校  5,20.90 14 麻田 ゆりえ(3) 中学  5,36.77 
ｲｹﾀﾞ ﾕｳｺ 丸子修学館高 ｱｻﾀﾞ ﾕﾘｴ 豊科北中

15 酒井 優梨愛(2) 中学  5,21.13 15 小松 ひかり(3) 高校  5,43.86 
ｻｶｲ ﾕﾘｱ 塩尻広陵中 ｺﾏﾂ ﾋｶﾘ 丸子修学館高

16 久枝 姫唯子(1) 高校  5,21.33 上條 洋子(3) 高校
ﾋｻｴﾀﾞ  ｷｲｺ 上田西高 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾖｳｺ 松商学園高

17 渡邊 真由(2) 中学  5,26.31 玉城かんな(3)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕ 豊科北中 ﾀﾏｷｶﾝﾅ 川中島中
中塚 千和(1) 高校 河西 いづみ(1) 高校
ﾅｶﾂｶ ﾁﾖﾘ 飯田高 ｶｻｲ ｲﾂﾞﾐ 東海大三高
伊藤 玲美優(1) 高校 白坂 舞(1) 高校
ｲﾄｳ ﾚﾋﾞﾕｳ 松商学園高 ｼﾗｻｶ ﾏｲ 松商学園高
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[ 3組]

 1 吉田 夏子(2) 高校  4,41.31 Q
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｺ 東海大三高

 2 塩入 瑛美(3) 高校  4,43.78 Q
ｼｵｲﾘ ｴﾐ 丸子修学館高

 3 千野 恵実(1) 中学  4,51.95 Q
ﾁﾉ  ﾒｸﾞﾐ 坂城中

 4 竹内 優花(1) 中学  4,54.02 Q
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｶ 戸倉上山田中

 5 中村 結(2) 高校  4,55.03 q
ﾅｶﾑﾗ ﾕｲ 上田高

 6 高木 実穂(2) 中学  4,56.40 q
ﾀｶｷﾞ ﾐﾎ 南宮中

 7 鶯巣 美冴(2) 高校  5,03.88 
ｳｸﾞｽ  ﾐｻｴ 松川高

 8 齋藤 みちる(2) 高校  5,06.03 
ｻｲﾄｳ ﾐﾁﾙ 上田高

 9 溝口 友己歩(2) 中学  5,08.74 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｷﾎ 王滝中

10 宮坂 茜(2) 高校  5,11.64 
ﾐﾔｻｶ ｱｶﾈ 長野日大高

11 出口 栞里(3) 中学  5,15.32 
ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｵﾘ 東御東部中

12 赤松 英(2) 中学  5,15.70 
ｱｶﾏﾂ ﾊﾅ 信濃中

13 白倉 由美(2) 高校  5,18.63 
ｼﾗｸﾗ ﾕﾐ 上田東高

14 松下 恵里(2) 高校  5,22.29 
ﾏﾂｼﾀ ｴﾘ 小諸高

15 今川 愛未(3) 中学  5,24.56 
ｲﾏｶﾞﾜ ｴﾐ 豊科北中

16 青木 若菜(1) 高校  5,45.89 
ｱｵｷ ﾜｶﾅ 長野日大高
成田 愛里(1) 高校
ﾅﾘﾀ ｱｲﾘ 松商学園高
西本梨花(1)
ﾆｼﾓﾄﾘｶ 川中島中
宮川 瑞穂(1) 中学
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ 墨坂中

 1 小口 雪音(3) 中学  4,38.83 
ｵｸﾞﾁ ﾕｷﾈ 下諏訪中

 2 木田 真美子(2) 高校  4,40.41 
ｷﾀﾞ ﾏﾐｺ 長野吉田高

 3 吉田 夏子(2) 高校  4,41.50 
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｺ 東海大三高

 4 甘利 祐子(2) 中学  4,47.98 
ｱﾏﾘ ﾕｳｺ 東御東部中

 5 塩入 瑛美(3) 高校  4,48.97 
ｼｵｲﾘ ｴﾐ 丸子修学館高

 6 小林希良莉(2)  4,51.89 
ｺﾊﾞﾔｼｷﾗﾘ 川中島中

 7 千野 恵実(1) 中学  4,52.85 
ﾁﾉ  ﾒｸﾞﾐ 坂城中

 8 中村 結(2) 高校  4,53.44 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｲ 上田高

 9 渡辺 かりん(1) 高校  4,54.18 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 長野日大高

10 上原 舞(1) 中学  4,56.61 
ｳｴﾊﾗ ﾏｲ 永明中

11 高木 実穂(2) 中学  4,56.76 
ﾀｶｷﾞ ﾐﾎ 南宮中

12 竹内 優花(1) 中学  4,58.84 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｶ 戸倉上山田中

13 北原 成美(3) 高校  5,00.20 
ｷﾀﾊﾗ ﾅﾙﾐ 東海大三高

14 新原徳子(2)  5,02.12 
ｼﾝﾊﾞﾗﾄｸｺ 川中島中

15 山﨑 千夏(1) 高校  5,12.92 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾅﾂ 上田高

女子
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決勝 9月3日 15:30

県新             15,52.08
大会新           16,31.39

 1 真柳 亜美(2) 高校 16,55.93 
ﾏﾔﾅｷﾞ ｱﾐ 長野東高

 2 湯澤 ほのか(2) 高校 16,59.79 
ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 長野東高

 3 満澤 茜(3) 高校 17,07.69 
ﾐﾂｻﾞﾜ ｱｶﾈ 長野東高

 4 安原 光(3) 高校 17,11.44 
ﾔｽﾊﾗ ﾋｶﾘ 長野東高

 5 細田 あい(1) 高校 17,14.44 
ﾎｿﾀﾞ ｱｲ 長野東高

 6 北澤 春香(3) 高校 17,16.56 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 長野東高

 7 北林 由里(1) 高校 17,17.08 
ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾕﾘ 長野東高

 8 荒井 友花(2) 高校 17,35.56 
ｱﾗｲ ﾕｶ 長野東高

 9 吉田 夏子(2) 高校 17,43.45 
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｺ 東海大三高

10 矢野 結香(3) 高校 17,47.04 
ﾔﾉ ﾕｶ 東海大三高

11 伊東 玲奈(2) 高校 18,05.57 
ｲﾄｳ ﾚｲﾅ 東海大三高

12 岸 郁奈(2) 高校 18,15.72 
ｷｼ ｱﾔﾅ 上田高

13 中村 結(2) 高校 18,25.19 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｲ 上田高

14 山﨑 千夏(1) 高校 18,30.51 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾅﾂ 上田高

15 岩波 香奈(1) 高校 18,39.25 
ｲﾜﾅﾐ ｶﾅ 小諸高

16 川島 未佐貴(1) 高校 22,38.00 
ｶﾜｼﾏ ﾐｻｷ 更級農業高
丸山 美雪 一般
ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾕｷ 昭和電工大町
倉科 真子(1) 高校
ｸﾗｼﾅ ﾏｺ 松商学園高
水上 爽香(1) 高校
ﾐｽﾞｶﾐ ｻﾔｶ 松商学園高
成田 愛里(1) 高校
ﾅﾘﾀ ｱｲﾘ 松商学園高
伊藤 玲美優(1) 高校
ｲﾄｳ ﾚﾋﾞﾕｳ 松商学園高
山田 瑞歩(3) 高校
ﾔﾏﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ 長野日大高
佐々木 文華(3) 高校
ｻｻｷ ﾌﾐｶ 長野東高
勝山 真子(1) 高校
ｶﾂﾔﾏ ﾏｺ 長野日大高
鈴木 真綾(3) 高校
ｽｽﾞｷ ﾏｱﾔ 長野東高

女子

5000m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
13   879

3   880

9   889

11   887

7   875

19   884

23   874

5   878

16    33

14    35

8    37

6  1420

20  1412

18  1413

24  1333

22  2142

1  8572
途中棄権

2  1939
欠場

4  1940
欠場

10  1937
欠場

12  1938
欠場

15   959
欠場

25   886
欠場

17   888
欠場

21   964
欠場



予選 9月4日 12:55
決勝 9月4日 14:20

県新                13.81
大会新              14.66

[ 1組] 風速 -4.0 [ 2組] 風速 -2.3

 1 立花 千春(2) 大学    17.60 Q 1 瀧澤 彩(2) 高校    15.63 Q
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾁﾊﾙ 松本大 ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ 長野高

 2 庄田 ひかり(2) 高校    17.65 Q 2 佐藤 静香(2) 高校    16.96 Q
ｼｮｳﾀﾞ ﾋｶﾘ 長野吉田高 ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 小諸高

 3 宮澤 七夕子(1) 大学    17.80 3 山崎 智世(2) 高校    17.46 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂｺ 信州大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾖ 長野吉田高

 4 枝 智菜実(2) 高校    18.35 4 風間 春香(1) 高校    18.06 
ｴﾀﾞ ﾁﾅﾐ 松本美須々丘高 ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｶ 市立長野高

 5 米村 望(2) 高校    18.63 5 大西　梨帆(2) 高校    18.52 
ﾖﾈﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 小諸高 ｵｵﾆｼ ﾘﾎ 穂高商業高

 6 堤 瑛子(1) 高校    19.27 6 花里 裕良(1) 高校    18.93 
ﾂﾂﾐ ｴｺ 佐久長聖高 ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ 佐久長聖高

 7 鈴木 照美(1) 高校    21.61 7 今井 ちひろ(1) 高校    19.13 
ｽｽﾞｷ ﾃﾙﾐ 白馬高 ｲﾏｲ ﾁﾋﾛ 長野吉田高
那須野 奏子(1) 高校 井口 恵里佳(2) 高校
ﾅｽﾉ ｶﾅｺ 長野清泉高 ｲｸﾞﾁ ｴﾘｶ 諏訪二葉高

[ 3組] 風速 -2.3

 1 清水 未来 一般    15.81 Q
ｼﾐｽﾞ ﾐｸ ﾔﾏﾄﾔ

 2 吉田 秀代(2) 高校    16.92 Q
ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾖ 長野吉田高

 3 麻田 紗希(2) 高校    16.99 q
ｱｻﾀﾞ ｻｷ 豊科高

 4 小山 綾菜(3) 中学    17.13 q
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 坂城中

 5 奥島 美空(1) 高校    17.32 
ｵｸｼﾏ ﾐｸ 松商学園高

 6 中村　依紅未(1) 高校    18.95 
ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾐ 穂高商業高
平林 恵子(2) 高校
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲｺ 丸子修学館高
須江 絢子(2) 高校
ｽｴ ｱﾔｺ 佐久長聖高

風速 -2.3

 1 瀧澤 彩(2) 高校    15.23 
ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ 長野高

 2 清水 未来 一般    15.50 
ｼﾐｽﾞ ﾐｸ ﾔﾏﾄﾔ

 3 立花 千春(2) 大学    15.71 
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾁﾊﾙ 松本大

 4 佐藤 静香(2) 高校    16.35 
ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 小諸高

 5 小山 綾菜(3) 中学    16.48 
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 坂城中

 6 麻田 紗希(2) 高校    16.56 
ｱｻﾀﾞ ｻｷ 豊科高

 7 吉田 秀代(2) 高校    16.82 
ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾖ 長野吉田高

 8 庄田 ひかり(2) 高校    17.03 
ｼｮｳﾀﾞ ﾋｶﾘ 長野吉田高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
4  8061

3   758

女子

100mH(0.840)

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

 1297

5  8074

2  1835

9  7019

7  1030

8  1336

6

No. 氏  名 所属名記録／備考 記録／備考
3   813

5  1332

8   757

6   928

9  1713

7  1302

4   768

2   110
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

7  8714

5   762

8  2002

6  4801

3  1935

9  1716

2  1389
欠場

4  1308
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   813

5  8714

6  8061

8  1332

2  4801

3  2002

7   762

9   758



予選 9月3日 9:00
決勝 9月3日 14:55

県新                58.80
大会新            1,02.36

[ 1組] [ 2組]

 1 清水 未来 一般  1,02.78 Q 1 高橋 美由紀(3) 高校  1,05.50 Q
ｼﾐｽﾞ ﾐｸ ﾔﾏﾄﾔ ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｷ 東海大三高

 2 内山 成実(1) 高校  1,04.42 Q 2 川上 美葉(2) 高校  1,07.80 Q
ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 長野吉田高 ｶﾜｶﾐ ﾐﾊ 小諸高

 3 佐藤 静香(2) 高校  1,04.53 Q 3 庄田 ひかり(2) 高校  1,10.91 Q
ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 小諸高 ｼｮｳﾀﾞ ﾋｶﾘ 長野吉田高

 4 山田 聡子(2) 高校  1,07.34 q 4 金子 芽衣(1) 大学  1,12.17 
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｺ 長野高 ｶﾈｺ ﾒｲ 信州大

 5 米村 望(2) 高校  1,10.50 q 5 花里 裕良(1) 高校  1,12.40 
ﾖﾈﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 小諸高 ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ 佐久長聖高

 6 高野 雅子(1) 高校  1,12.23 6 奥島 美空(1) 高校  1,13.80 
ﾀｶﾉ ﾏｻｺ 大町高 ｵｸｼﾏ ﾐｸ 松商学園高

 7 土屋 みなみ(1) 高校  1,13.63 7 神谷 桃香(1) 高校  1,20.20 
ﾂﾁﾔ ﾐﾅﾐ 上田染谷丘高 ｶﾐﾔ ﾓﾓｶ 諏訪二葉高

 8 須江 絢子(2) 高校  1,14.62 8 青沼 郁奈(1) 高校  1,29.59 
ｽｴ ｱﾔｺ 佐久長聖高 ｱｵﾇﾏ ﾌﾐﾅ 梓川高

 9 小林 紗也加(1) 高校  1,15.39 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 市立長野高

 1 内山 成実(1) 高校  1,02.71 
ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 長野吉田高

 2 清水 未来 一般  1,03.73 
ｼﾐｽﾞ ﾐｸ ﾔﾏﾄﾔ

 3 佐藤 静香(2) 高校  1,04.28 
ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 小諸高

 4 高橋 美由紀(3) 高校  1,06.04 
ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｷ 東海大三高

 5 川上 美葉(2) 高校  1,07.32 
ｶﾜｶﾐ ﾐﾊ 小諸高

 6 山田 聡子(2) 高校  1,08.52 
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｺ 長野高

 7 庄田 ひかり(2) 高校  1,10.63 
ｼｮｳﾀﾞ ﾋｶﾘ 長野吉田高

 8 米村 望(2) 高校  1,14.23 
ﾖﾈﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 小諸高

女子

400mH(0.762)

予選 通過基準  2組  3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 記録／備考
2  8714

8   765

3  1332

4   817

1  1308

5  1336

9  1685

6   930

順 ﾚｰﾝ

7  1484

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    26

7  1335

4   758

8  8075

9  1302

6  1935

5    86

2  1733

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   765

4  8714

8  1332

6    26

5  1335

3   817

9   758

2  1336



予選 9月3日 13:15
決勝 9月3日 16:35

県新                47.90
大会新              48.94

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 松商学園高  1933 中村 泉紀(1)    49.39 Q 1  6 篠ﾉ井高 1095 小伊藤 詩織(2)    51.89 Q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ ｼﾉﾉｲｺｳ ｺｲﾄｳ ｼｵﾘ
 1922 松浦 さくら(1) 1097 北澤 奈々美(2)

ﾏﾂｳﾗ ｻｸﾗ ｷﾀｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ
 1935 奥島 美空(1) 1098 竹内 彩華(2)

ｵｸｼﾏ ﾐｸ ﾀｹｳﾁ ｻﾔｶ
 1921 瀧澤 祐未(3) 1100 高原 乃友莉(1)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ ﾀｶﾊﾗ ﾉﾕﾘ
 2   4 御代田中  4313 岩崎 若葉(3)    52.00 q 2  8 大町高 1685 高野 雅子(1)    53.08 

ﾐﾖﾀ ｲﾜｻｷ ﾜｶﾊﾞ ｵｵﾏﾁｺｳ ﾀｶﾉ ﾏｻｺ
 4949 高橋 奈弓(3) 1684 藤澤 紗也(1)

ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔ
 4950 外池 留佳(3) 1682 羽賀 まどか(2)

ｿﾄｲｹ ﾙｶ ﾊｶﾞ ﾏﾄﾞｶ
 4314 土屋 なつみ(2) 1683 石谷 瑞希(2)

ﾂﾁﾔ ﾅﾂﾐ ｲｼﾔ ﾐｽﾞｷ
 3   2 飯田風越高   455 清水 真希(1)    52.93 3  5 山ﾉ内中 7003 山本 真綺(2)    53.77 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｼﾐｽﾞ ﾏｷ ﾔﾏﾉｳﾁ ﾔﾏﾓﾄ ﾏｱﾔ
  446 柴田 佳歩(1) 7004 渡辺 七海(2)

ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅﾐ
  456 米澤 緋那(1) 7005 湯本 紗弓(2)

ﾖﾈｻﾞﾜ ﾋﾅ ﾕﾓﾄ ｻﾕﾐ
  457 三村 捺美(2) 7006 堀米 祐花(2)

ﾐﾑﾗ ﾅﾂﾐ ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕｳｶ
 4   7 櫻ヶ岡中  5105 加納 采弥(1)    54.20 4  2 浅間中 7013 小林 可奈(2)    53.86 

ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳ ｶﾉｳ ｻﾔ ｱｻﾏﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ
 4229 加納 茉弥(2) 7012 金田 華実(2)

ｶﾉｳ ﾏﾔ ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ
 5106 井上 悦子(1) 7011 関 沙紀穂(2)

ｲﾉｳｴ ｴﾂｺ ｾｷ ｻｷﾎ
 4414 白倉 杏美(2) 7015 萩原 千尋(2)

ｼﾗｸﾗ ｱﾐ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ
 5   6 屋代高  1146 栗原 真衣子(2)    54.21  4 長野高  817 山田 聡子(2)

ﾔｼﾛｺｳ ｸﾘﾊﾗ ﾏｲｺ ﾅｶﾞﾉｺｳ ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｺ 失格
 1151 安倍 史恵(1)  814 前島 早瑛(2)

ｱﾍﾞ ﾌﾐｴ ﾏｴｼﾞﾏ ｻｴ
 1152 宮入 春菜(1)  815 新井 美貴子(2)

ﾐﾔｲﾘ ﾊﾙﾅ ｱﾗｲ ﾐｷｺ
 1149 金井 ゆり子(2)  813 瀧澤 彩(2)

ｶﾅｲ ﾕﾘｺ ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ
 6   9 穂高商業高  1714 奥原　志織(2)    54.46  7 上田東高 1442 大澤 映穂(1)

ﾎﾀｶｼｮｳｷﾞｮｳｺｳ ｵｸﾊﾗ ｼｵﾘ ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼｺｳ ｵｵｻﾜ ｱｷﾎ 失格
 1716 中村　依紅未(1) 1432 小林 睦美(2)

ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ﾑﾂﾐ
 1713 大西　梨帆(2) 1434 関 泉(2)

ｵｵﾆｼ ﾘﾎ ｾｷ ｲｽﾞﾐ
 1715 大澤　亜紀(1) 1441 花岡 美憂(1)

ｵｵｻﾜ ｱｷ ﾊﾅｵｶ ﾐﾕｳ
 7   3 丸子北中  4160 窪田 ありさ(2)    54.84  3 長野清泉高

ﾏﾙｺｷﾀﾁｭｳ ｸﾎﾞﾀ ｱﾘｻ ﾅｶﾞﾉｾｲｾﾝ 欠場
 5062 宮下 彩奈(1)

ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾅ
 5057 赤羽 愛葵(1)

ｱｶﾊﾞﾈ ﾏﾅｷ
 4163 吉田 しおり(2)

ﾖｼﾀﾞ ｼｵﾘ
 8   8 飯田高   417 塩澤 華奈(1)    55.64 

ｲｲﾀﾞｺｳ ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ
  409 吉川 里緒奈(2)

ﾖｼｶﾜ ﾘｵﾅ
  406 小池 梓(2)

ｺｲｹ ｱｽﾞｻ
  415 宮島 志保美(1)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ

女子

4×100mR4×100mR

予選予選 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者通過基準  4組  1着 + 4予選 通過基準  4組  1着 + 4 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 長野吉田高   757 山崎 智世(2)    49.07 Q 1  4 佐久長聖高 1298 田中 耶々(1)    51.88 Q

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾖ ｻｸﾁｮｳｾｲ ﾀﾅｶ ﾔﾔ
  765 内山 成実(1) 1301 高橋 知里(1)

ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ
  764 藤牧 夏美(2) 1306 柳澤 祐希(2)

ﾌｼﾞﾏｷ ﾅﾂﾐ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｷ
  766 鈴木 千穂(1) 1307 相澤 はるか(2)

ｽｽﾞｷ ﾁﾎ ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾙｶ
 2   4 小諸高  1336 米村 望(2)    50.92 q 2  7 学園長野高  983 原山 美優(1)    52.44 q

ｺﾓﾛｺｳ ﾖﾈﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ ｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉｺｳ ﾊﾗﾔﾏ ﾐﾕ
 1340 岩崎 尚美(2)  982 山﨑 彩(1)

ｲﾜｻｷ ﾅｵﾐ ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔ
 1335 川上 美葉(2)  981 依田 菜月(1)

ｶﾜｶﾐ ﾐﾊ ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ
 1332 佐藤 静香(2)  999 大日方 紗愛(2)

ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ
 3   2 坂城中  4388 春原 愛莉紗(1)    52.84 q 3  5 丸子修学館高 1390 吉田 かほり(2)    53.49 

ｻｶｷﾁｭｳ ｽﾉﾊﾗ  ｱﾘｻ ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾘ
 4386 宮下 あかね(1) 1388 佐藤 未来(2)

ﾐﾔｼﾀ  ｱｶﾈ ｻﾄｳ ﾐｸ
 4387 田中 祐里(1) 1396 佐藤 くるみ(1)

ﾀﾅｶ  ﾕｳﾘ ｻﾄｳ ｸﾙﾐ
 4385 田村 有利奈(1) 1391 吉池 桃子(2)

ﾀﾑﾗ  ﾕﾘﾅ ﾖｼｲｹ ﾓﾓｺ
 4   8 中野平中  4927 宮本 優(3)    52.93 4  2 豊科高 2003 山口 萌々(1)    53.90 

ﾅｶﾉﾀﾞｲﾗﾁｭｳ ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳ ﾄﾖｼﾅｺｳ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓ
 4327 仲條 芽映(2) 2001 望月 絵美(2)

ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ
 4330 田中 りん(2) 2002 麻田 紗希(2)

ﾀﾅｶ ﾘﾝ ｱｻﾀﾞ ｻｷ
 4316 小林 奈央(2) 2004 濱 麗(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ ﾊﾏ ｳﾗﾗ
 5   7 上田染谷丘高  1480 木村 優衣(2)    54.09 5  6 豊科北中 4254 小澤 美紀(2)    53.94 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ｷﾑﾗ ﾕｲ ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ｵｻﾞﾜ ﾐｷ
 1475 堀内 綾乃(2) 4252 長岩 妃代里(2)

ﾎﾘｳﾁ ｱﾔﾉ ﾅｶﾞｲﾜ ﾋﾖﾘ
 1484 土屋 みなみ(1) 4253 奥島 彩葉(2)

ﾂﾁﾔ ﾐﾅﾐ ｵｸｼﾏ ｻﾖ
 1482 林 美朱(1) 5144 西澤 羽純(1)

ﾊﾔｼ ﾐｱｶ ﾆｼｻﾞﾜ ﾊｽﾐ
 6   3 諏訪二葉高    86 神谷 桃香(1)    56.42 6  8 長野高専 3519 森山 愛里(1)    55.99 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ｶﾐﾔ ﾓﾓｶ ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾓﾘﾔﾏ ｱｲﾘ
  109 林  美歩(2) 3518 大橋 里緒(2)

ﾊﾔｼ ﾐﾎ ｵｵﾊｼ ﾘｵ
   89 両角 果穂(1) 3520 日極 りな(1)

ﾓﾛｽﾞﾐ ｶﾎ ﾋｽﾞﾒ ﾘﾅ
  108 若狭 杏子(3) 8076 吉原 沙季(4)

ﾜｶｻ ｷｮｳｺ ﾖｼﾊﾗ ｻｷ
  6 松本大  3 松代高 1120 後藤 亜由美(1)

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ 欠場 ﾏﾂｼﾛｺｳ ｺﾞﾄｳ ｱﾕﾐ 失格
1118 深沢 たまき(1)

ﾌｶｻﾜ ﾀﾏｷ
1116 武田 沙也加(2)

ﾀｹﾀﾞ ｻﾔｶ
1117 小山 真帆(2)

ｺﾔﾏ ﾏﾎ

女子女子

4×100mR4×100mR



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 松商学園高  1933 中村 泉紀(1)    48.67 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 大会新
 1922 松浦 さくら(1)

ﾏﾂｳﾗ ｻｸﾗ
 1935 奥島 美空(1)

ｵｸｼﾏ ﾐｸ
 1921 瀧澤 祐未(3)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ
 2   6 長野吉田高   757 山崎 智世(2)    49.04 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾖ
  765 内山 成実(1)

ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ
  764 藤牧 夏美(2)

ﾌｼﾞﾏｷ ﾅﾂﾐ
  766 鈴木 千穂(1)

ｽｽﾞｷ ﾁﾎ
 3   9 小諸高  1336 米村 望(2)    50.83 

ｺﾓﾛｺｳ ﾖﾈﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ
 1340 岩崎 尚美(2)

ｲﾜｻｷ ﾅｵﾐ
 1335 川上 美葉(2)

ｶﾜｶﾐ ﾐﾊ
 1332 佐藤 静香(2)

ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ
 4   5 佐久長聖高  1298 田中 耶々(1)    51.55 

ｻｸﾁｮｳｾｲ ﾀﾅｶ ﾔﾔ
 1305 田中 里奈(2)

ﾀﾅｶ ﾘﾅ
 1306 柳澤 祐希(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｷ
 1307 相澤 はるか(2)

ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾙｶ
 5   8 御代田中  4313 岩崎 若葉(3)    51.74 

ﾐﾖﾀ ｲﾜｻｷ ﾜｶﾊﾞ
 4949 高橋 奈弓(3)

ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ
 4950 外池 留佳(3)

ｿﾄｲｹ ﾙｶ
 4314 土屋 なつみ(2)

ﾂﾁﾔ ﾅﾂﾐ
 6   4 篠ﾉ井高  1095 小伊藤 詩織(2)    52.11 

ｼﾉﾉｲｺｳ ｺｲﾄｳ ｼｵﾘ
 1097 北澤 奈々美(2)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ
 1098 竹内 彩華(2)

ﾀｹｳﾁ ｻﾔｶ
 1100 高原 乃友莉(1)

ﾀｶﾊﾗ ﾉﾕﾘ
 7   2 坂城中  4388 春原 愛莉紗(1)    53.39 

ｻｶｷﾁｭｳ ｽﾉﾊﾗ  ｱﾘｻ
 4386 宮下 あかね(1)

ﾐﾔｼﾀ  ｱｶﾈ
 4387 田中 祐里(1)

ﾀﾅｶ  ﾕｳﾘ
 4385 田村 有利奈(1)

ﾀﾑﾗ  ﾕﾘﾅ
  3 学園長野高   983 原山 美優(1)

ｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉｺｳ ﾊﾗﾔﾏ ﾐﾕ 失格
  982 山﨑 彩(1)

ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔ
  981 依田 菜月(1)

ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ
  999 大日方 紗愛(2)

ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ

決勝決勝決勝

女子女子

4×100mR4×100mR



決勝 9月4日 15:25

県新              3,53.12
大会新            3,58.84

[ 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   6 飯田高   406 小池 梓(2)  4,24.02 1  5 佐久長聖高 1307 相澤 はるか(2)  4,11.59 

ｲｲﾀﾞｺｳ ｺｲｹ ｱｽﾞｻ ｻｸﾁｮｳｾｲ ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾙｶ
  409 吉川 里緒奈(2) 1302 花里 裕良(1)

ﾖｼｶﾜ ﾘｵﾅ ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ
  417 塩澤 華奈(1) 1306 柳澤 祐希(2)

ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｷ
  415 宮島 志保美(1) 1298 田中 耶々(1)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ ﾀﾅｶ ﾔﾔ
 2   5 丸子北中  4823 温井 結(3)  4,25.81 2  3 鉢盛中 4913 山田 愛(3)  4,16.59 

ﾏﾙｺｷﾀﾁｭｳ ﾇｸｲ ﾕｲ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ
 4160 窪田 ありさ(2) 4918 蛭田 凛(3)

ｸﾎﾞﾀ ｱﾘｻ ﾋﾙﾀ ﾘﾝ
 5062 宮下 彩奈(1) 4916 菅沼 真衣(3)

ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾅ ｽｶﾞﾇﾏ ﾏｲ
 4163 吉田 しおり(2) 4915 上條 麻奈(3)

ﾖｼﾀﾞ ｼｵﾘ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ
 3   4 飯田風越高   456 米澤 緋那(1)  4,27.35 3  4 学園長野高  983 原山 美優(1)  4,17.70 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾖﾈｻﾞﾜ ﾋﾅ ｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉｺｳ ﾊﾗﾔﾏ ﾐﾕ
  447 加藤 まりな(1)  982 山﨑 彩(1)

ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔ
  455 清水 真希(1)  992 浅沼 彩花(2)

ｼﾐｽﾞ ﾏｷ ｱｻﾇﾏ ｱﾔｶ
  466 中本 愛里(2)  999 大日方 紗愛(2)

ﾅｶﾓﾄ ｱｲﾘ ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ
 4   8 諏訪二葉高   108 若狭 杏子(3)  4,41.55 4  6 長野東部中 4054 前田 璃奈(3)  4,19.42 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ﾜｶｻ ｷｮｳｺ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾏｴﾀﾞ ﾘﾅ
  109 林  美歩(2) 4055 宮坂 栞(3)

ﾊﾔｼ ﾐﾎ ﾐﾔｻｶ ｼｵﾘ
   86 神谷 桃香(1) 4048 唐沢 美玲(3)

ｶﾐﾔ ﾓﾓｶ ｶﾗｻﾜ ﾐﾚｲ
   89 両角 果穂(1) 4056 山口 晏奈(3)

ﾓﾛｽﾞﾐ ｶﾎ ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ
 5   7 上田第五中  4261 中村 未佳  4,58.07 5  7 上田染谷丘高 1484 土屋 みなみ(1)  4,21.06 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞ ﾅｶﾑﾗ ﾐｶ ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ﾂﾁﾔ ﾐﾅﾐ
 4259 沢 芽依美 1475 堀内 綾乃(2)

ｻﾜ ﾒｲﾐ ﾎﾘｳﾁ ｱﾔﾉ
 4264 小林明日香 1482 林 美朱(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ ﾊﾔｼ ﾐｱｶ
 4258 桑田 遥 1477 西澤 可奈子(2)

ｸﾜﾀ ﾊﾙｶ ﾆｼｻﾞﾜ ｶﾅｺ
  2 大町高 6  8 豊科北中 4892 長﨑 彩(3)  4,23.31 

ｵｵﾏﾁｺｳ 欠場 ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ﾅｶﾞｻｷ ｱﾔ
4252 長岩 妃代里(2)

ﾅｶﾞｲﾜ ﾋﾖﾘ
4253 奥島 彩葉(2)

ｵｸｼﾏ ｻﾖ
4891 飯島 南(3)

ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ
  3 上田東高 7  2 櫻ヶ岡中 4837 神谷 梨緒菜(3)  4,26.08 

ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼｺｳ 欠場 ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳ ｶﾐﾔ ﾘｵﾅ
4230 山﨑 さくら(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ｻｸﾗ
4866 宮坂 苑実(3)

ﾐﾔｻｶ ｿﾉﾐ
4229 加納 茉弥(2)

ｶﾉｳ ﾏﾔ

女子

4×400mR

決勝



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 長野吉田高   766 鈴木 千穂(1)  3,57.29 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ｽｽﾞｷ ﾁﾎ 大会新
  767 村上 りさ子(1)

ﾑﾗｶﾐ ﾘｻｺ
  765 内山 成実(1)

ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ
  760 木田 真美子(2)

ｷﾀﾞ ﾏﾐｺ
 2   5 小諸高  1340 岩崎 尚美(2)  3,57.85 

ｺﾓﾛｺｳ ｲﾜｻｷ ﾅｵﾐ 大会新
 1332 佐藤 静香(2)

ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ
 1335 川上 美葉(2)

ｶﾜｶﾐ ﾐﾊ
 1339 山本 瑞(3)

ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞｷ
 3   7 東海大三高    27 梅村 映美(2)  4,03.99 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｻﾝｺｳ ｳﾒﾑﾗ ｴﾐ
   26 高橋 美由紀(3)

ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｷ
   29 原田 麻亜(1)

ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ
   39 野村 あずさ(2)

ﾉﾑﾗ ｱｽﾞｻ
 4   6 丸子修学館高  1388 佐藤 未来(2)  4,12.74 

ｻﾄｳ ﾐｸ
 1391 吉池 桃子(2)

ﾖｼｲｹ ﾓﾓｺ
 1396 佐藤 くるみ(1)

ｻﾄｳ ｸﾙﾐ
 1403 塩入 瑛美(3)

ｼｵｲﾘ ｴﾐ
 5   3 上田高  1411 井出 七彩(2)  4,16.28 

ｳｴﾀﾞｺｳ ｲﾃﾞ ﾅﾅｾ
 1413 山﨑 千夏(1)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾅﾂ
 1421 齋藤 みちる(2)

ｻｲﾄｳ ﾐﾁﾙ
 1422 山﨑 菜月(1)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂｷ
  4 篠ﾉ井高

ｼﾉﾉｲｺｳ 欠場

女子

4×400mR



   1 長野吉田高  3,57.29 大会新 鈴木 千穂(1) 村上 りさ子(1) 内山 成実(1) 木田 真美子(2)  3  1
   2 小諸高  3,57.85 大会新 岩崎 尚美(2) 佐藤 静香(2) 川上 美葉(2) 山本 瑞(3)  3  2
   3 東海大三高  4,03.99 梅村 映美(2) 高橋 美由紀(3) 原田 麻亜(1) 野村 あずさ(2)  3  3
   4 佐久長聖高  4,11.59 相澤 はるか(2) 花里 裕良(1) 柳澤 祐希(2) 田中 耶々(1)  2  1
   5 丸子修学館高  4,12.74 佐藤 未来(2) 吉池 桃子(2) 佐藤 くるみ(1) 塩入 瑛美(3)  3  4
   6 上田高  4,16.28 井出 七彩(2) 山﨑 千夏(1) 齋藤 みちる(2) 山﨑 菜月(1)  3  5
   7 鉢盛中  4,16.59 山田 愛(3) 蛭田 凛(3) 菅沼 真衣(3) 上條 麻奈(3)  2  2
   8 学園長野高  4,17.70 原山 美優(1) 山﨑 彩(1) 浅沼 彩花(2) 大日方 紗愛(2)  2  3
   9 長野東部中  4,19.42 前田 璃奈(3) 宮坂 栞(3) 唐沢 美玲(3) 山口 晏奈(3)  2  4
  10 上田染谷丘高  4,21.06 土屋 みなみ(1) 堀内 綾乃(2) 林 美朱(1) 西澤 可奈子(2)  2  5
  11 豊科北中  4,23.31 長﨑 彩(3) 長岩 妃代里(2) 奥島 彩葉(2) 飯島 南(3)  2  6
  12 飯田高  4,24.02 小池 梓(2) 吉川 里緒奈(2) 塩澤 華奈(1) 宮島 志保美(1)  1  1
  13 丸子北中  4,25.81 温井 結(3) 窪田 ありさ(2) 宮下 彩奈(1) 吉田 しおり(2)  1  2
  14 櫻ヶ岡中  4,26.08 神谷 梨緒菜(3) 山﨑 さくら(2) 宮坂 苑実(3) 加納 茉弥(2)  2  7
  15 飯田風越高  4,27.35 米澤 緋那(1) 加藤 まりな(1) 清水 真希(1) 中本 愛里(2)  1  3
  16 諏訪二葉高  4,41.55 若狭 杏子(3) 林  美歩(2) 神谷 桃香(1) 両角 果穂(1)  1  4
  17 上田第五中  4,58.07 中村 未佳 沢 芽依美 小林明日香 桑田 遥  1  5

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4

4×400mR
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

女子



決勝 9月3日 10:50

県新             23,10.04
大会新           23,25.84

 1 黒河内 奈恵(3) 高校 25,40.41 
ｸﾛｺﾞｳﾁ ﾅｴ 上伊那農業高

 2 江口 由真(2) 高校 25,56.33 
ｴｸﾞﾁ ﾕﾏ 東海大三高

 3 吉田 英里子(1) 高校 27,33.51 
ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｺ 東海大三高

 4 曽根 真奈(2) 高校 28,03.44 
ｿﾈ ﾏﾅ 長野高

 5 安田 ゆず葉(3) 高校 28,09.98 
ﾔｽﾀﾞ  ﾕｽﾞﾊ 松川高

 6 西澤 可奈子(2) 高校 29,12.54 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶﾅｺ 上田染谷丘高

 7 永田 有希(2) 高校 30,19.15 
ﾅｶﾞﾀ ﾕｷ 長野吉田高

 8 溝口 友己歩(2) 中学 31,11.47 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｷﾎ 王滝中

 9 石山 奈津子(2) 高校 32,46.54 
ｲｼﾔﾏ ﾅﾂｺ 北佐久農業高

10 田中 美菜(2) 中学 32,55.19 
ﾀﾅｶ ﾐﾅ 王滝中
清水 真唯(2) 高校
ｼﾐｽﾞ ﾏｲ 上伊那農業高
黒岩 美怜(1) 高校
ｸﾛｲﾜ ﾐﾚｲ 長野高
中村 美咲(3) 高校
ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ 上田東高
菊地 初音(3) 高校
ｷｸﾁ ﾊﾂﾈ 長野東高
光田 理子(3) 大学
ﾐﾂﾀﾞ ﾘｺ 信州大
大和 千秋(4) 大学
ﾔﾏﾄ ﾁｱｷ 中部学院大

女子

5000mW

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
13   245

16    36

4    32

15   811

9   392

11  1477

3   759

2  4109

14  1289

10  4404

1   231
失格

7   818
失格

8  1438
失格

5   885
欠場

6  8044
欠場

12  8028
欠場



決勝 9月4日 13:00

県新                 1.81
大会新               1.74

有賀 楓子(3) 高校
ｱﾙｶﾞ ﾌｳｺ 伊那北高
田中 恵(3) 大学
ﾀﾅｶ ｱﾔ 松本大
松島 愛(3) 高校
ﾏﾂｼﾏ ｱｲ 伊那西高
内山 成実(1) 高校
ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 長野吉田高
中村 芽以(1) 高校
ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 松本美須々丘高
町田 佳菜子(2) 高校
ﾏﾁﾀﾞ ｶﾅｺ 長野吉田高
井口 華穂(1) 高校
ｲｸﾞﾁ ｶﾎ 市立長野高
堀内 綾乃(2) 高校
ﾎﾘｳﾁ ｱﾔﾉ 上田染谷丘高
宮澤 真優(2) 中学
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾕ 上田第五中
神谷 梨緒菜(3) 中学
ｶﾐﾔ ﾘｵﾅ 櫻ヶ岡中
今井 ちひろ(1) 高校
ｲﾏｲ ﾁﾋﾛ 長野吉田高
吉田 しおり(2) 中学
ﾖｼﾀﾞ ｼｵﾘ 丸子北中
加藤 まりな(1) 高校
ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田風越高
越 美咲(1) 高校
ｺｼ ﾐｻｷ 篠ﾉ井高
竹内 彩華(2) 高校
ﾀｹｳﾁ ｻﾔｶ 篠ﾉ井高
堀米 祐花(2) 中学
ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕｳｶ 山ﾉ内中
間嶋 美優(1) 高校
ﾏｼﾏ ﾐﾕ 佐久長聖高
松岡 美瑳(1) 高校 欠場
ﾏﾂｵｶ ﾐｻ 明科高
下岡 夕奈(1) 高校 欠場
ｼﾓｵｶ ﾕｳﾅ 学園長野高
五十嵐 静香(2) 高校 欠場
ｲｶﾞﾗｼ ｼｽﾞｶ 明科高
遊橋 里佳子(1) 高校 記録なし
ﾕｳﾊｼ ﾘｶｺ 明科高
萩原 千尋(2) 中学 記録なし
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 浅間中
小野沢　彩加(2) 高校 記録なし
ｵﾉｻﾞﾜ ｱﾔｶ 穂高商業高

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m45 1m50 備考1m35 1m40 1m55 1m60 1m65 1m68 1m70
1 20   277

- - - - O O XO XO XXX  1.68

2 22  8029
- - - O O O XO XXX  1.65

3 19   326
- - - O XXO O XXX  1.60

4 21   765
- - O O O XXX  1.55

5 18  1841
- O O O XXX  1.50

6 17   763
O O O XO XXX  1.50

7 8   926
O O O XXX  1.45

8 16  1475
O O XO XXX  1.45

9 12  4262
O O XXX  1.40

9 14  4837
O O XXX  1.40

9 15   768
- O XXX  1.40

12 4  4163
O XXX  1.35

12 11   447
O XXX  1.35

14 6  1101
XO XXX  1.35

14 9  1098
XO XXX  1.35

14 10  7006
XO XXX  1.35

17 7  1296
XXO XXX  1.35

1  2022

3   989

5  2018

2  2021
XXX

13  7015
XXX

23  1711
XXX



決勝 9月3日 10:00

県新                 4.01
大会新               4.00

3m40 3m50
伊澤 楓(3) 高校 - - - - - - O - O XO
ｲｻﾜ ｶｴﾃﾞ 高遠高 XXX
櫻井 まどか(2) 高校 - O XO O O XO XXX
ｻｸﾗｲ ﾏﾄﾞｶ 高遠高
依田 遵子 一般 - O O O XXX
ﾖﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ いよだAC
依田 郷子 一般 - O XO O XXX
ﾖﾀﾞ ｻﾄｺ いよだAC
高原 乃友莉(1) 高校 XO O O O XXX
ﾀｶﾊﾗ ﾉﾕﾘ 篠ﾉ井高
藤澤 芽吹(3) 高校 - O XXO O XXX
ﾌｼﾞｻﾜ ﾒﾌﾞｷ 高遠高
上原 悠紀(1) 高校 - O XO XXX
ｳｴﾊﾗ ﾕｷ 諏訪清陵高
原 奈津美(1) 高校 O XO XO XXX
ﾊﾗ ﾅﾂﾐ 上伊那農業高
原 裕美佳(3) 中学 O XO XO XXX
ﾊﾗ ﾕﾐｶ 伊那東部中
江原 成美(2) 中学 O O XXX
ｴﾊﾗ ﾅﾙﾐ 丸子北中
田中 美裕(2) 大学 - O XXX
ﾀﾅｶ ﾐﾕ 信州大
田中 優奈(1) 高校 - O XXX
ﾀﾅｶ ﾕﾅ 諏訪清陵高
両角 茜音(2) 中学 O XO XXX
ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｶﾈ 永明中
荻原 夏希(2) 中学 XXO XXO XXX
ｵｷﾞﾊﾗ ﾅﾂｷ 丸子北中
篠原 涼夏(2) 中学 O XXX
ｼﾉﾊﾗ ｽｽﾞｶ 永明中
両角 果穂(1) 高校 O XXX
ﾓﾛｽﾞﾐ ｶﾎ 諏訪二葉高
有賀 友理(1) 高校 XO XXX
ｱﾙｶﾞ ﾕﾘ 上伊那農業高
竹松 多恵子(2) 高校 - XXX 記録なし
ﾀｹﾏﾂ ﾀｴｺ 高遠高

女子

棒高跳

決勝

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

1 18   262
 3.30

記録
2m60 2m70

2 13   246
 2.90

3 10  8594
 2.70

4 12  8593
 2.70

4 17  1100
 2.70

6 15   265
 2.70

7 16  2050
 2.60

8 1   242
 2.60

8 6  7002
 2.60

10 7  4157
 2.40

10 11  7008
 2.40

10 14  2052
 2.40

13 8  4403
 2.40

  243
 2.20

14 2  4158
 2.40

15 3  4399
 2.20

9   248

15 5    89
 2.20

17 4



決勝 9月4日 10:00

県新                 6.41
大会新               5.96

桐山 明日香(1) 大学  5.43   X  5.56   X  5.47   5.74    5.74 
ｷﾘﾔﾏ ｱｽｶ 日本女子体育大  +0.6  +3.1  +1.1   +3.3    +3.3
三澤 涼子 一般   X  5.16  5.28  5.65  5.57    X    5.65 
ﾐｻﾜ ﾘｮｳｺ ﾔﾏﾄﾔ   0.0  +2.6  +1.6  +3.3    +1.6
大日方 紗愛(2) 高校   X  5.30  5.48  5.31  5.34   5.29    5.48 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ 学園長野高  +1.5  +2.0  +1.6  +2.2   +2.7    +2.0
小林 睦美(2) 高校   X  5.19   X  5.34  5.12   5.44    5.44 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾑﾂﾐ 上田東高  +1.2  +1.3  +2.2   +3.7    +3.7
麻田 紗希(2) 高校  5.24  5.15   X  5.04  5.26    X    5.26 
ｱｻﾀﾞ ｻｷ 豊科高  +1.1  +0.6  +1.2  +3.3    +3.3
田口 瑠莉(3) 高校  5.11  4.92  5.16  5.07  5.08   5.21    5.21 
ﾀｸﾞﾁ ﾙﾘ 上伊那農業高  +1.9  +2.1  +1.4  +1.9  +2.4   +3.3    +3.3
栗空 亜沙美(2) 中学  5.08  5.11  5.03  4.84  5.09   5.10    5.11 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 王滝中  +1.6  +1.6  +0.9  +1.3  +1.6   +2.5    +1.6
中曽根 沙耶(2) 高校  4.99  5.01   X  4.80   O    X    5.01 
ﾅｶｿﾈ ｻﾔ 長野日大高  +2.1  +1.5  +1.4  +1.0    +1.5
西澤 香 一般  4.95  4.82  4.98    4.98 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｵﾘ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  +1.3  +1.5  +2.5    +2.5
安田 弘江 一般   X  4.92  4.72    4.92 
ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛｴ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  +0.6  +1.1    +0.6
吉池 桃子(2) 高校  4.90   X  4.90    4.90 
ﾖｼｲｹ ﾓﾓｺ 丸子修学館高  +1.0  +1.9    +1.0
高橋 知里(1) 高校   X  4.88   X    4.88 
ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ 佐久長聖高  +1.2    +1.2
深沢 たまき(1) 高校  4.86  4.55   -    4.86 
ﾌｶｻﾜ ﾀﾏｷ 松代高  +1.6  +1.6    +1.6
花里 裕良(1) 高校  4.57  4.60  4.78    4.78 
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ 佐久長聖高  +0.9  +1.6  +1.6    +1.6
小澤 花梨(1) 高校   X   X  4.78    4.78 
ｵｻﾞﾜ ｶﾘﾝ 市立長野高  +3.1    +3.1
金田 智恵(2) 高校   X   X  4.73    4.73 
ｶﾈﾀ ﾁｴ 長野日大高  +1.5    +1.5
星山 楓南(3) 中学  4.72  4.51  4.63    4.72 
ﾎｼﾔﾏ  ﾌｳﾅ T&F佐久平  +2.4  +1.3  +1.5    +2.4
三村 捺美(2) 高校  4.65  4.54   O    4.65 
ﾐﾑﾗ ﾅﾂﾐ 飯田風越高  +0.6  +0.6  +1.7    +0.6
小林 奈央(2) 中学  4.55  4.51   O    4.55 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 中野平中  +1.3  +0.7  +1.5    +1.3
水庫 郁実(1) 高校  4.55   O  4.52    4.55 
ﾐｽﾞｸﾗ ｲｸﾐ 長野西高  +1.3  +0.1  +1.8    +1.3
宮下 あかね(1) 中学  4.50  4.50   O    4.50 
ﾐﾔｼﾀ  ｱｶﾈ 坂城中  +1.2  +2.7  +1.0    +1.2
林  美歩(2) 高校  4.25  4.50   O    4.50 
ﾊﾔｼ ﾐﾎ 諏訪二葉高  +1.1  +1.6  +0.6    +1.6
山本 真綺(2) 中学  4.46   O   O    4.46 
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｱﾔ 山ﾉ内中  +0.8  +1.3  +0.1    +0.8
松森 有紀(2) 高校  4.41   O   O    4.41 
ﾏﾂﾓﾘ ﾕｷ 松本美須々丘高  +1.7  +2.4  +1.8    +1.7
山崎 諒子(2) 高校  4.31   O   O    4.31 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳｺ 長野清泉高  +2.7  +2.0  +2.1    +2.7
花岡 美憂(1) 高校  4.26   O   O    4.26 
ﾊﾅｵｶ ﾐﾕｳ 上田東高  +2.3  +1.4  +1.9    +2.3
竹内 恵(3) 中学   X   X  4.17    4.17 
ﾀｹｳﾁ ﾒｸﾞﾐ 広徳中  +1.9    +1.9
中村 さよ(1) 高校  4.13   O   O    4.13 
ﾅｶﾑﾗ ｻﾖ 大町高  +1.2  +1.4  +0.6    +1.2
伊藤 瑞季 中学  4.12   O   O    4.12 
ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 諏訪南中  +2.6  +1.2  +2.0    +2.6
清水 美希(3) 中学  3.99   O   O    3.99 
ｼﾐｽﾞ ﾐｷ 櫻ヶ岡中  +0.4  +2.3  +2.7    +0.4
清水 晶絵(2) 中学  3.99   O   O    3.99 
ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ 望月AC  +1.0  +1.4  +1.2    +1.0
羽賀 まどか(2) 高校 欠場
ﾊｶﾞ ﾏﾄﾞｶ 大町高

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 31  8065

-5-

2 32  8558

3 28   999

4 29  1432

5 25  2002

6 24   244

7 27  4107

8 15   955

9 19  8689

10 23  8643

11 20  1391

12 16  1301

13 26  1118

14 18  1302

15 6   927

16 22   952

17 17  7000

18 30   457

19 21  4316

20 2   796

21 9  4386

22 13   109

23 14  7003

24 10  1838

25 7  1025

26 8  1441

27 11  4992

28 1  1686

29 3  7009

30 5  4868

30 12  8697

4  1682



決勝 9月3日 14:00

県新                13.10
大会新              12.95

三澤 涼子 一般 12.55 12.55 12.60 12.13 12.50  12.75   12.75 
ﾐｻﾜ ﾘｮｳｺ ﾔﾏﾄﾔ  +0.6  +3.9  +2.5  +4.4  +1.6   +0.6    +0.6
大日方 紗愛(2) 高校 11.29 11.39 11.04 11.29 11.00  11.22   11.39 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ 学園長野高  +3.3  +1.2  +1.3  +3.0  +2.6   +1.8    +1.2
西澤 香 一般 11.11 11.15   X 10.92 11.22    X   11.22 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｵﾘ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  +2.6  +2.6  +2.7  +2.3    +2.3
高橋 遼香(2) 高校  9.90  9.67  9.60  9.99 10.14   9.91   10.14 
ﾀｶﾊｼﾊﾙｶ 中野立志館高  +1.3  +1.4  +2.8  +2.6  +3.7   +0.9    +3.7
吉池 桃子(2) 高校  9.69  9.68 10.09  9.49  9.86   9.55   10.09 
ﾖｼｲｹ ﾓﾓｺ 丸子修学館高  +2.4  +2.5  +1.9  +4.5  +2.7   +1.0    +1.9

女子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 5  8558

-5-

2 3   999

5 2  1391

3 4  8689

4 1   654



決勝 9月4日 10:00

県新                13.70
大会新              13.17

渡邉 莉帆(2) 高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾎ 長野商業高
今井 裕美(3) 高校
ｲﾏｲ ﾋﾛﾐ 上田東高
両角 遥夏(3) 高校
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 上田染谷丘高
山口 萌々(1) 高校
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓ 豊科高
巣山 夏歩(1) 高校
ｽﾔﾏ ｶﾎ 丸子修学館高
中川 希(3) 中学
ﾅｶｶﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 鉢盛中
下村 美幸(2) 高校
ｼﾓﾑﾗ ﾐﾕｷ 上田染谷丘高
木村 優衣(2) 高校
ｷﾑﾗ ﾕｲ 上田染谷丘高
黒岩 志帆(1) 高校
ｸﾛｲﾜ ｼﾎ 須坂園芸高
依田 菜月(1) 高校
ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ 学園長野高
内ヶ嶋 彩(3) 中学
ｳﾁｶﾞｼﾏ ｱﾔ 旭町中
小山 裕菜(2) 高校
ｺﾔﾏ  ﾕｳﾅ 上田西高
登内 彩香(3) 中学
ﾄﾉｳﾁ ｱﾔｶ 伊那東部中
柄澤 真野(1) 高校
ｶﾗｻﾜ ﾏﾔ 長野西高
永井 琴美(2) 中学
ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ 丸子北中
濱 麗(1) 高校
ﾊﾏ ｳﾗﾗ 豊科高
荻原 真由子(2) 中学
ｵｷﾞﾜﾗ ﾏﾕｺ 丸子北中
小林 優乃(3) 中学 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ 浅間中
佐藤 芹香(2) 欠場
ｻﾄｳ ｾﾘｶ 浅科中

19   472

  6.05 

5  7014

  6.98 

17 1  4159
 6.05  6.03  5.85

  7.58 

16 3  2004
 6.98  6.76  6.86

  7.62 

15 4  4161
 7.41  6.89  7.58

  7.72 

14 7   797
 7.62  7.56  7.59

  8.37 

13 2  4093
 7.63  7.09  7.72

  8.53 

12 6  1534
 7.58  8.37  8.15

  8.55 

11 9  4427
 8.45  8.53  8.49

  8.61 

10 11   981
 8.55  8.22  8.04

 8.86  8.46  8.58   8.86 

9 8   741
 8.06  8.61  8.59

 8.95  9.10  7.27   9.19 

8 10  1480
 8.16  8.80  8.34

 8.88  9.02  8.94   9.39 

7 13  1476
 7.31  8.63  9.19

 9.65  9.55  9.73   9.73 

6 12  4250
 9.39   X  8.94

  X  9.71  9.87  10.46 

5 14  1398
 9.21  9.45  9.43

 9.90 10.26   X  10.57 

4 16  2003
 9.42  9.70 10.46

 9.77  9.93 10.63  10.63 

3 17  1472
 8.96 10.17 10.57

10.83 10.90 10.94  11.27 

2 15  1436
 9.87  9.66  9.46

1 18   832
11.21 10.22 11.27

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月3日 14:00

県新                45.73
大会新              42.53

両角 遥夏(3) 高校
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 上田染谷丘高
山口 萌々(1) 高校
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓ 豊科高
下村 美幸(2) 高校
ｼﾓﾑﾗ ﾐﾕｷ 上田染谷丘高
木村 優衣(2) 高校
ｷﾑﾗ ﾕｲ 上田染谷丘高
中沢 佳子(2) 高校
ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲｺ 須坂園芸高
巣山 夏歩(1) 高校
ｽﾔﾏ ｶﾎ 丸子修学館高
依田 菜月(1) 高校
ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ 学園長野高
栗原 真衣子(2) 高校
ｸﾘﾊﾗ ﾏｲｺ 屋代高
五十嵐 静香(2) 高校
ｲｶﾞﾗｼ ｼｽﾞｶ 明科高
志知 鈴菜(1) 高校
ｼﾁ ﾚｲﾅ 梓川高
渡邉 帆南(2) 高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎﾅﾐ 長野商業高
重田 佐友里(1) 高校
ｼｹﾞﾀ ｻﾕﾘ 梓川高
佐藤 芹香(2)
ｻﾄｳ ｾﾘｶ 浅科中
井出 莢香(2) 高校
ｲﾃﾞ ｻﾔｶ 東御清翔高
北澤 舞(2) 高校
ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｲ 更級農業高
中曽根 萌(3) 中学
ﾅｶｿﾈ ﾓｴ 上田第五中
鳥羽 詩織(2) 高校
ﾄﾊﾞ ｼｵﾘ 明科高
名畑 美紗希(2) 高校
ﾅﾊﾞﾀ ﾐｻｷ 更級農業高
土屋 鈴花(3) 中学
ﾂﾁﾔ ｽｽﾞｶ 丸子北中
吉田 かほり(2) 高校
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾘ 丸子修学館高
佐藤 くるみ(1) 高校
ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館高
鈴木 照美(1) 高校
ｽｽﾞｷ ﾃﾙﾐ 白馬高
宮入 春菜(1) 高校
ﾐﾔｲﾘ ﾊﾙﾅ 屋代高
永井 琴美(2) 中学
ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ 丸子北中
荻原 真由子(2) 中学
ｵｷﾞﾜﾗ ﾏﾕｺ 丸子北中
渡邉 莉帆(2) 高校 記録なし
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾎ 長野商業高

女子

円盤投(1.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 26  1472

  O 32.39   O   O   O   O  32.39 

2 23  2003
  O 31.03   O 31.25   O 31.64  31.64 

3 24  1476
  O 25.62   O 26.99   X 27.76  27.76 

4 22  1480
  X 26.00   X 27.49   O   X  27.49 

5 18   745
  O 25.89   O   O   O   O  25.89 

6 21  1398
25.40   X   O   O   O 25.68  25.68 

7 17   981
  O 25.38   O   O   O   X  25.38 

8 12  1146
  X 25.05   O   X   O   O  25.05 

9 20  2018
  O   O 23.70  23.70 

10 10  1735
  O   O 23.13  23.13 

11 11   831
  X 22.88   X  22.88 

12 16  1734
22.72   O   X  22.72 

13 2   472
  O 22.70   X  22.70 

14 13  1372
  X 22.33   O  22.33 

15 7  2136
  O   O 21.90  21.90 

16 6  4827
  X 21.61   O  21.61 

17 8  2017
21.27   O   O  21.27 

18 9  2139
  O   O 20.05  20.05 

19 14  4845
  O   O 19.95  19.95 

20 19  1390
  O 19.93   O  19.93 

21 15  1396
19.29   X   O  19.29 

22 5  7019
  O 18.67   O  18.67 

23 3  1152
17.87   O   O  17.87 

24 4  4161
  O 17.68   O  17.68 

25 1  4159
13.91   X   O

25   832
  X   X   X

 13.91 



決勝 9月4日 10:00

県新                47.19
大会新              40.65

依田 菜月(1) 高校
ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ 学園長野高
吉田 かほり(2) 高校
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾘ 丸子修学館高

決勝 9月3日 11:30

県新                57.17
大会新              53.06

川上 美葉(2) 高校
ｶﾜｶﾐ ﾐﾊ 小諸高
櫻井 志緒理(2) 高校
ｻｸﾗｲ ｼｵﾘ 松商学園高
井口 華穂(1) 高校
ｲｸﾞﾁ ｶﾎ 市立長野高
原山 志帆(2) 高校
ﾊﾗﾔﾏ ｼﾎ 須坂東高
甲田 彩華(2) 高校
ｺｳﾀﾞ ｱﾔｶ 更級農業高
巣山 夏歩(1) 高校
ｽﾔﾏ ｶﾎ 丸子修学館高
渡邉 帆南(2) 高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎﾅﾐ 長野商業高
若林 美樹(2) 高校
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 更級農業高
依田 菜月(1) 高校
ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ 学園長野高
米村 望(2) 高校
ﾖﾈﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 小諸高
吉田 かほり(2) 高校
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾘ 丸子修学館高
濱 麗(1) 高校
ﾊﾏ ｳﾗﾗ 豊科高
吉田 秀代(2) 高校
ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾖ 長野吉田高
竹内 彩華(2) 高校
ﾀｹｳﾁ ｻﾔｶ 篠ﾉ井高
若狭 杏子(3) 高校
ﾜｶｻ ｷｮｳｺ 諏訪二葉高
小西 真奈(1) 高校
ｺﾆｼ ﾏﾅ 明科高
小池 裕子(2) 高校
ｺｲｹﾕｳｺ 長野清泉高
越 美咲(1) 高校
ｺｼ ﾐｻｷ 篠ﾉ井高
松倉  和(1) 高校
ﾏﾂｸﾗ ﾉﾄﾞｶ 長野清泉高
内藤 志織(1) 高校
ﾅｲﾄｳｼｵﾘ 長野清泉高
金井 亜美(1) 高校
ｶﾅｲ ｱﾐ 明科高
武重 綾乃(1) 大学 欠場
ﾀｹｼｹﾞ ｱﾔﾉ 東女体大
中村 さよ(1) 高校 記録なし
ﾅｶﾑﾗ ｻﾖ 大町高

女子

ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 1   981

19.95   X   O   O 21.25   O  21.25 

2 2  1390
14.86   O   O  17.04   O   X 17.04

6  1686
  X   X   X

 13.71 

23  7018

 14.36 

21 1  2023
13.71   O   O

 14.78 

20 5  1028
  X   O 14.36

 16.83 

19 2  1029
  O 14.78   X

 19.29 

18 3  1101
  O   O 16.83

 19.89 

17 7  1027
19.29   O   O

 21.24 

16 4  2024
19.89   X   O

 21.60 

15 9   108
  O   X 21.24

 22.15 

14 8  1098
  O   O 21.60

 25.80 

13 11   762
22.15   O   X

 25.83 

12 10  2004
  O 25.80   O

 26.15 

11 18  1390
  X 25.83   O

 26.69 

10 22  1336
26.15   O   O

  O   O   O  27.15 

9 13   981
  O   O 26.69

  O   O   O  29.04 

8 12  2138
  O   O 27.15

  O   O   O  31.15 

7 15   831
29.04   O   O

  O   O 31.16  31.16 

6 16  1398
  O   O 31.15

  X   O   X  31.80 

5 14  2137
  O   O 29.38

33.93 36.75   O  36.75 

4 17   707
  O 31.80   O

38.23   O   O  38.23 

3 19   926
33.77   O   O

38.89   O   O  38.89 

2 21  1929
  O   X 37.19

1 20  1335
  X 36.56   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

やり投(600g)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-


	女子1
	女子2
	女子3
	女子4
	女子5
	女子6
	女子7
	女子8



