
第41回長野県高等学校新人陸上競技対校選手権大会                                  
　期日：平成24年9月28日（金）-30日（日）                                        

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 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
09/29 女子  +1.1中村 泉紀(2) 12.64 モラード 華(1) 12.67 林 美朱(2) 12.75 髙橋 奈弓(1) 12.77 藤澤 紗也(2) 12.87 加藤 恭香(1) 13.02 半田 美春(1) 13.15 清水 真希(2) 13.18

100m 中信･松商学園 中信･松商学園 東信･上田染谷丘 東信･上田東 中信･大町 東信･上田東 東信･丸子修学館 南信･飯田風越
09/30  +2.1 25.76 モラード 華(1) 26.16 堀 朱里(1) 26.20 林 美朱(2) 26.50 中村 泉紀(2) 26.71 原田 麻亜(2) 26.91 村松 広捺(2) 27.21 松澤 怜央(2) 27.42

200m 中信･松商学園 中信･松商学園 中信･豊科 東信･上田染谷丘 中信･松商学園 南信･東海大三 北信･市立長野 北信･更級農業
09/28 内山 成実(2) 56.50 山﨑 菜月(2) 57.45 村上 りさ子(2) 58.28 上條 麻奈(1) 1,00.49 鈴木 千穂(2) 1,00.96 宮島 志保美(2) 1,01.16 舟島 春香(2) 1,01.59 原田 麻亜(2) 1,02.85

400m 北信･長野吉田 GR 東信･上田 北信･長野吉田 中信･松本深志 北信･長野吉田 南信･飯田 中信･木曽青峰 南信･東海大三
09/30 山﨑 菜月(2) 2,14.23 村上 りさ子(2) 2,17.57 北田 芽衣(2) 2,17.81 宮島 志保美(2) 2,19.70 弓田 玲(1) 2,21.09 大野 晴香(1) 2,22.95 折橋 真生(2) 2,25.95 小林 真帆(2) 2,38.80

800m 東信･上田 北信･長野吉田 北信･長野日大 南信･飯田 北信･長野東 北信･長野吉田 中信･松本蟻ヶ崎 北信･長野
09/28 小林 真帆(2) 4,40.28 山﨑 千夏(2) 4,42.90 岩波 香奈(2) 4,45.68 安田 佳織(1) 4,48.75 川上 綾香(1) 4,49.06 勝山 真子(2) 4,49.92 伊藤 玲美優(2) 4,50.14 酒井 理紗(2) 4,51.14

1500m 北信･長野 東信･上田 東信･小諸 中信･松本深志 北信･長野東 北信･長野日大 中信･松商学園 北信･須坂園芸
09/30 小口 雪音(1) 9,37.08 玉城 かんな(1) 9,41.78 北林 由里(2) 10,03.37 山﨑 千夏(2) 10,11.61 吉田 英里子(2) 10,15.11 岩波 香奈(2) 10,15.44 酒井 理紗(2) 10,19.67 伊藤 千夏(1) 10,20.77

3000m 北信･長野東 北信･長野東 北信･長野東 東信･上田 南信･東海大三 東信･小諸 北信･須坂園芸 北信･長野日大
09/28  -1.4小山 綾菜(1) 15.54 市岡 奈月(2) 15.61 奥島 美空(2) 16.01 有賀 菜央(2) 16.34 風間 春香(2) 16.90 高橋 知里(2) 17.01 高野 雅子(2) 17.17 征矢 希(2) 17.23

100mH(0.838) 北信･長野吉田 中信･松本蟻ヶ崎 中信･松商学園 南信･伊那弥生ヶ丘 北信･市立長野 東信･佐久長聖 中信･大町 南信･伊那西
09/29 内山 成実(2) 1,00.43 小山 綾菜(1) 1,05.74 風間 春香(2) 1,06.76 高野 雅子(2) 1,07.67 土屋 みなみ(2) 1,08.81 田中 耶々(2) 1,08.84 古川 葉月(2) 1,12.13 宮澤  智優(2) 1,12.68

400mH(0.762) 北信･長野吉田 GR 北信･長野吉田 北信･市立長野 中信･大町 東信･上田染谷丘 東信･佐久長聖 北信･飯山北 南信･下諏訪向陽
09/28 中島 和華(1) 27,49.83 牛山 杏香(1) 29,31.95 川島 未佐貴(2) 30,20.14

5000mW 東信･上田染谷丘 南信･松川 北信･更級農業
09/30 山我 杏寿実(1) 1.63 小野 美紗(1) 北信･篠ﾉ井 1.50 水庫 郁実(2) 1.50 間嶋 美優(2) 1.45 武井 萌美(1) 1.45 今井 ちひろ(2) 北信･長野吉田 1.40

走高跳 東信･野沢北 中村 芽以(2) 中信･松本美須々ヶ丘 北信･長野西 東信･佐久長聖 南信･下諏訪向陽 中村 繭子(2) 中信･木曽青峰
小林 沙彩(1) 中信･松商学園
大脇 愛菜(2) 南信･伊那北

09/29 原 奈津美(2) 3.20 高原 乃友莉(2) 3.00 田中 優奈(2) 2.90 有賀 友理(2) 2.80 両角 果穂(2) 2.70 原 裕美佳(1) 2.60
棒高跳(ｵｰﾌﾟﾝ) 南信･上伊那農業 北信･篠ﾉ井 南信･諏訪清陵 南信･上伊那農業 南信･諏訪二葉 南信･高遠

09/28 市岡 奈月(2) 5.57(+2.0) 橋本 紗季(2) 5.29(+1.5) 高橋 知里(2) 5.27(+1.9) 中曽根 沙耶(2)5.18(+1.4) 加藤 恭香(1) 5.14(+1.8) 深沢 たまき(2)5.10(+2.1) 小澤 詩歩(1) 4.95(+1.9) 百瀬 亜希帆(1)4.92(+1.3)
走幅跳 中信･松本蟻ヶ崎 南信･赤穂 東信･佐久長聖 北信･長野日大 東信･上田東 北信･松代 中信･松本県ヶ丘 中信･松本県ヶ丘

09/29 黒岩 志帆(2) 10.32 山口 萌々(2) 10.17 稲森 渚(1) 10.03 巣山 夏歩(2) 10.00 中川 希(1) 9.99 松坂 春子(1) 9.37 笠原 美奈代(2) 9.25 柄澤 真野(2) 9.04
砲丸投(4.0kg) 北信･須坂園芸 中信･豊科 北信･須坂園芸 東信･丸子修学館 中信･松商学園 南信･東海大三 南信･諏訪清陵 北信･長野西

09/30 山口 萌々(2) 34.37 黒岩 美怜(2) 34.12 柄澤 真野(2) 32.09 巣山 夏歩(2) 31.96 依田 菜月(2) 31.19 重田 佐友里(2) 30.25 黒岩 志帆(2) 29.48 出口 真奈美(2) 28.95
円盤投(1.0kg) 中信･豊科 北信･長野 北信･長野西 東信･丸子修学館 北信･学園長野 中信･梓川 北信･須坂園芸 中信･塩尻志学館

09/28 井口 華穂(2) 41.63 羽鳥 萌子(1) 37.16 高野 希恵(2) 36.80 濵  麗(2) 34.80 新津 まり菜(1) 32.91 原 奈津美(2) 32.38 中村 夏生(2) 30.86 藤原 佳奈(2) 30.32
やり投(600g) 北信･市立長野 北信･長野東 東信･野沢北 中信･豊科 東信･野沢南 南信･上伊那農業 北信･長野 中信･松本美須々ヶ丘

09/29 松商学園       48.62 長野吉田       49.02 市立長野       50.47 飯田風越       50.67 豊科       51.00 長野日大       51.08 佐久長聖       51.15 松本県ヶ丘       51.93
4×100mR 中村 泉紀(2) 花岡 里咲(1) 井口 華穂(2) 小澤 未菜(1) 内山 怜奈(1) 戸田 麻由(1) 田中 耶々(2) 小坂 奈桜(1)

モラード 華(1) 内山 成実(2) 高島 美咲(1) 三石 奈穂(1) 山田 愛(1) 外谷 理緒奈(2) 菊原 麻由奈(1) 八釼 夏帆(2)
奥島 美空(2) 鈴木 千穂(2) 村松 広捺(2) 清水 真希(2) 堀 朱里(1) 山口 晏奈(1) 阿部 真里香(1) 百瀬 亜希帆(1)
ディアスタイナ(2) 小山 綾菜(1) 風間 春香(2) 柴田 佳歩(2) 飯島 南(1) 中曽根 沙耶(2) 高橋 知里(2) 小澤 詩歩(1)

09/30 長野吉田     3,53.86 長野日大     4,08.16 上田東     4,09.28 佐久長聖     4,09.89 市立長野     4,14.03 長野     4,16.05 飯田     4,22.31
4×400mR 小山 綾菜(1) GR 戸田 麻由(1) 竹之内 こずえ(1) 高橋 知里(2) 高島 美咲(1) 川村 吉乃(1) 澁谷 希望(1)

村上 りさ子(2) 山口 晏奈(1) 花岡 美憂(2) 田中 耶々(2) 村松 広捺(2) 小林 真帆(2) 塩澤 華奈(2)
鈴木 千穂(2) 外谷 理緒奈(2) 加藤 恭香(1) 阿部 恵里香(1) 小林 紗也加(2) 前田 璃奈(1) 清水 由紀子(2)
内山 成実(2) 北田 芽衣(2) 髙橋 奈弓(1) 菊原 麻由奈(1) 風間 春香(2) 中村 夏生(2) 宮島 志保美(2)

09/29 井口 華穂(2) 3740 依田 菜月(2) 3669 有賀 菜央(2) 3581 花里 裕良(2) 3226 加藤 まりな(2) 3086 佐藤 くるみ(2) 2963 串原 礼(1) 2915 柳沢 有香(1) 2236
七種競技 北信･市立長野 北信･学園長野 南信･伊那弥生ヶ丘 東信･佐久長聖 南信･飯田風越 東信･丸子修学館 南信･下伊那農業 東信･小諸

09/30 オープン女子  +2.1望月 絵美(3) 25.45
200m 豊科

09/28 瀧澤 彩(3) 56.09
400m 長野

09/29 竹松 多恵子(3) 3.30
棒高跳 高遠

09/28 川上 美葉(3) 47.39
やり投(600g) 小諸

09/30 66.75点 54.75点 38点 36点 30点 28点 27点 25点
学校対校(総合)

佐久長聖 上田 長野日大

ディアスタイナ(2)

長野吉田 松商学園 市立長野 長野東 豊科



予選 9月28日 16:10
準決勝 9月29日 11:30
決勝 9月29日 13:15

大会記録(GR)        12.28

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +0.5

 1 中村 泉紀(2) 中信     12.84 Q  1 髙橋 奈弓(1) 東信     12.90 Q
ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 松商学園 ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東

 2 半田 美春(1) 東信     13.11 Q  2 藤澤 紗也(2) 中信     12.93 Q
ﾊﾝﾀﾞ ﾐﾊﾙ 丸子修学館 ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔ 大町

 3 深沢 たまき(2) 北信     13.15 Q  3 風間 春香(2) 北信     13.15 Q
ﾌｶｻﾜ ﾀﾏｷ 松代 ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｶ 市立長野

 4 高橋 知里(2) 東信     13.39  4 川村 吉乃(1) 北信     13.26 q
ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ 佐久長聖 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ 長野

 5 花岡 里咲(1) 北信     13.43  5 三石 奈穂(1) 南信     13.32 
ﾊﾅｵｶ ﾘｻ 長野吉田 ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ 飯田風越

 6 二宮 萌々(2) 南信     13.43  6 勝野 美希(1) 中信     13.55 
ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ 伊那弥生ヶ丘 ｶﾂﾉ ﾐｷ 穂高商業

 7 高橋 美凪(1) 南信     13.55  7 北原 詩織(1) 南信     13.63 
ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ 諏訪清陵 ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ 上伊那農業

 8 征矢 望(1) 中信     13.69  8 佐藤 くるみ(2) 東信     13.68 
ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 木曽青峰 ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館

[ 3組] 風速  0.0 [ 4組] 風速  0.0

 1 清水 真希(2) 南信     13.02 Q  1 モラード 華(1) 中信     12.79 Q
ｼﾐｽﾞ ﾏｷ 飯田風越 ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園

 2 加藤 恭香(1) 東信     13.04 Q  2 林 美朱(2) 東信     12.97 Q
ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東 ﾊﾔｼ ﾐｱｶ 上田染谷丘

 3 外谷 理緒奈(2) 北信     13.08 Q  3 戸田 麻由(1) 北信     13.26 Q
ﾄﾔ ﾘｵﾅ 長野日大 ﾄﾀﾞ ﾏﾕ 長野日大

 4 八釼 夏帆(2) 中信     13.20 q  4 高島 美咲(1) 北信     13.28 q
ﾔﾂﾙｷﾞ ｶﾎ 松本県ヶ丘 ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ 市立長野

 5 山田 愛(1) 中信     13.27 q  5 菊原 麻由奈(1) 東信     13.31 
ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 豊科 ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ 佐久長聖

 6 阿部 真里香(1) 東信     13.53  6 小澤 未菜(1) 南信     13.53 
ｱﾍﾞ ﾏﾘｶ 佐久長聖 ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ 飯田風越

 7 下島 彩夢(1) 南信     13.57  7 大澤 亜紀(2) 中信     13.72 
ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ 伊那北 ｵｵｻﾜ ｱｷ 穂高商業
石井 芽衣(2) 北信  8 岡部 佳澄(2) 南信     13.93 
ｲｼｲ ﾒｲ 長野商業 ｵｶﾍﾞ ｶｽﾐ 飯田女子

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 +0.7

 1 中村 泉紀(2) 中信     12.80 Q  1 モラード 華(1) 中信     12.68 Q
ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 松商学園 ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園

 2 林 美朱(2) 東信     12.84 Q  2 藤澤 紗也(2) 中信     12.95 Q
ﾊﾔｼ ﾐｱｶ 上田染谷丘 ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔ 大町

 3 髙橋 奈弓(1) 東信     12.95 Q  3 加藤 恭香(1) 東信     13.00 Q
ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東 ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東

 4 半田 美春(1) 東信     13.16 q  4 清水 真希(2) 南信     13.19 q
ﾊﾝﾀﾞ ﾐﾊﾙ 丸子修学館 ｼﾐｽﾞ ﾏｷ 飯田風越

 5 戸田 麻由(1) 北信     13.29  5 外谷 理緒奈(2) 北信     13.22 
ﾄﾀﾞ ﾏﾕ 長野日大 ﾄﾔ ﾘｵﾅ 長野日大

 6 山田 愛(1) 中信     13.32  6 深沢 たまき(2) 北信     13.25 
ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 豊科 ﾌｶｻﾜ ﾀﾏｷ 松代

 7 川村 吉乃(1) 北信     13.40  7 八釼 夏帆(2) 中信     13.27 
ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ 長野 ﾔﾂﾙｷﾞ ｶﾎ 松本県ヶ丘
風間 春香(2) 北信  8 高島 美咲(1) 北信     13.28 
ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｶ 市立長野 ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ 市立長野

風速 +1.1

 1 中村 泉紀(2) 中信     12.64 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 松商学園

 2 モラード 華(1) 中信     12.67 
ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園

 3 林 美朱(2) 東信     12.75 
ﾊﾔｼ ﾐｱｶ 上田染谷丘

 4 髙橋 奈弓(1) 東信     12.77 
ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東

 5 藤澤 紗也(2) 中信     12.87 
ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔ 大町

 6 加藤 恭香(1) 東信     13.02 
ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東

 7 半田 美春(1) 東信     13.15 
ﾊﾝﾀﾞ ﾐﾊﾙ 丸子修学館

 8 清水 真希(2) 南信     13.18 
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ｼﾐｽﾞ ﾏｷ 飯田風越



予選 9月30日 10:50
準決勝 9月30日 12:20
決勝 9月30日 13:40

大会記録(GR)        25.20

[ 1組] 風速 -1.8 [ 2組] 風速 -1.7

 1 ディアスタイナ(2中信     26.94 Q  1 モラード 華(1) 中信     27.22 Q
ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ 松商学園 ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園

 2 林 美朱(2) 東信     27.30 Q  2 田中 耶々(2) 東信     28.21 Q
ﾊﾔｼ ﾐｱｶ 上田染谷丘 ﾀﾅｶ ﾔﾔ 佐久長聖

 3 二宮 萌々(2) 南信     27.58 Q  3 高橋 美凪(1) 南信     28.76 Q
ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ 伊那弥生ヶ丘 ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ 諏訪清陵

 4 外谷 理緒奈(2) 北信     27.79 q  4 伊藤 野々花(2) 中信     28.77 
ﾄﾔ ﾘｵﾅ 長野日大 ｲﾄｳ ﾉﾉｶ 松本美須々ヶ丘

 5 山田 愛(1) 中信     28.04 q 竹之内 こずえ(1)東信
ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 豊科 ﾀｹﾉｳﾁ ｺｽﾞｴ 上田東

 6 花岡 里咲(1) 北信     28.12 q 山口 晏奈(1) 北信
ﾊﾅｵｶ ﾘｻ 長野吉田 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ 長野日大

 7 岡山 未来(1) 南信     28.67 川村 吉乃(1) 北信
ｵｶﾔﾏ ﾐｷ 下伊那農業 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ 長野
花岡 美憂(2) 東信 三石 奈穂(1) 南信
ﾊﾅｵｶ ﾐﾕｳ 上田東 ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ 飯田風越

[ 3組] 風速 -1.5 [ 4組] 風速 -2.5

 1 中村 泉紀(2) 中信     27.22 Q  1 堀 朱里(1) 中信     27.21 Q
ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 松商学園 ﾎﾘ ｱｶﾘ 豊科

 2 原田 麻亜(2) 南信     27.27 Q  2 村松 広捺(2) 北信     27.66 Q
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ 東海大三 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ 市立長野

 3 藤澤 紗也(2) 中信     27.43 Q  3 松澤 怜央(2) 北信     27.85 Q
ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔ 大町 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾚｵ 更級農業

 4 菊原 麻由奈(1) 東信     27.78 q  4 小澤 詩歩(1) 中信     28.20 
ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ 佐久長聖 ｵｻﾞﾜ ｼﾎ 松本県ヶ丘

 5 半田 美春(1) 東信     28.28  5 征矢 希(2) 南信     28.78 
ﾊﾝﾀﾞ ﾐﾊﾙ 丸子修学館 ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 伊那西

 6 高島 美咲(1) 北信     28.40  6 阿部 恵里香(1) 東信     28.86 
ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ 市立長野 ｱﾍﾞ ｴﾘｶ 佐久長聖

 7 土屋 光那(1) 北信     28.61 髙橋 奈弓(1) 東信
ﾂﾁﾔ ﾐﾅ 須坂 ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東

 8 柴田 佳歩(2) 南信     31.59 清水 真希(2) 南信
ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ 飯田風越 ｼﾐｽﾞ ﾏｷ 飯田風越

[ 1組] 風速 +1.3 [ 2組] 風速 -0.5

 1 モラード 華(1) 中信     26.24 Q  1 ディアスタイナ(2中信     26.43 Q
ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園 ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ 松商学園

 2 林 美朱(2) 東信     26.54 Q  2 堀 朱里(1) 中信     26.76 Q
ﾊﾔｼ ﾐｱｶ 上田染谷丘 ﾎﾘ ｱｶﾘ 豊科

 3 中村 泉紀(2) 中信     26.72 Q  3 原田 麻亜(2) 南信     27.12 Q
ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 松商学園 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ 東海大三

 4 村松 広捺(2) 北信     26.91 q  4 藤澤 紗也(2) 中信     27.37 
ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ 市立長野 ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔ 大町

 5 松澤 怜央(2) 北信     27.11 q  5 外谷 理緒奈(2) 北信     27.60 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾚｵ 更級農業 ﾄﾔ ﾘｵﾅ 長野日大

 6 二宮 萌々(2) 南信     27.18  6 花岡 里咲(1) 北信     27.88 
ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ 伊那弥生ヶ丘 ﾊﾅｵｶ ﾘｻ 長野吉田

 7 菊原 麻由奈(1) 東信     27.45 田中 耶々(2) 東信
ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ 佐久長聖 ﾀﾅｶ ﾔﾔ 佐久長聖

 8 山田 愛(1) 中信     27.56 高橋 美凪(1) 南信
ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 豊科 ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ 諏訪清陵

風速 +2.1

 1 ディアスタイナ(2中信     25.76 
ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ 松商学園

 2 モラード 華(1) 中信     26.16 
ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園

 3 堀 朱里(1) 中信     26.20 
ﾎﾘ ｱｶﾘ 豊科

 4 林 美朱(2) 東信     26.50 
ﾊﾔｼ ﾐｱｶ 上田染谷丘 風速 +2.1

 5 中村 泉紀(2) 中信     26.71 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 松商学園  1 望月 絵美(3)     25.45 

 6 原田 麻亜(2) 南信     26.91 ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ 豊科
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ 東海大三

 7 村松 広捺(2) 北信     27.21 
ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ 市立長野

 8 松澤 怜央(2) 北信     27.42 

記録／備考
1  2001

オープン女子

200m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3   913

2  2140

8  1933

9    29

6  2006

4  1482

5  1934

7  1943

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

棄権
9    79

棄権

決勝

2   752

5  1298

8  1684

3   951

6  2006

7    29

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1934

2  1300

3  2007

8  2140

9   305

4  1933

6   913

7  1943

5  1482

準決勝 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 順

3  1443
欠場

9   455
欠場

5   334

7  1304

6  2140

2  1796

氏  名 所属名 記録／備考
8  2006

4   913

9   732

7   446

2  1385

3   914

4  1684

6  1300

ﾚｰﾝ No.
8  1933

5    29

9   452
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

5   958
欠場

7   820
欠場

6  1845

2  1444
欠場

4  1298

3    79

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
8  1943

8   489

5  1441

7  2007

4   752

2   305

6   951

9  1482

女子

200m

予選 通過基準  4組  3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
3  1934



ﾏﾂｻﾞﾜ ﾚｵ 更級農業



予選 9月28日 11:00
準決勝 9月28日 12:55
決勝 9月28日 15:00

大会記録(GR)        56.83

[ 1組] [ 2組]

 1 内山 成実(2) 北信     59.37 Q  1 村上 りさ子(2) 北信   1,00.42 Q
ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 長野吉田 ﾑﾗｶﾐ ﾘｻｺ 長野吉田

 2 田中 耶々(2) 東信   1,02.34 Q  2 山口 晏奈(1) 北信   1,02.29 Q
ﾀﾅｶ ﾔﾔ 佐久長聖 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ 長野日大

 3 今井 美月(2) 南信   1,02.46 Q  3 上條 麻奈(1) 中信   1,02.67 Q
ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ 東海大三 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 松本深志

 4 山村 彩花(1) 中信   1,03.06 q  4 塩澤 華奈(2) 南信   1,03.69 q
ﾔﾏﾑﾗ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎 ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ 飯田

 5 中村 夏生(2) 北信   1,03.78  5 土屋 みなみ(2) 東信   1,04.09 
ﾅｶﾑﾗ ｶｵ 長野 ﾂﾁﾔ ﾐﾅﾐ 上田染谷丘

 6 梶谷 みさき(2) 南信   1,05.12  6 岡山 未来(1) 南信   1,05.56 
ｶｼﾞﾀﾆ ﾐｻｷ 諏訪清陵 ｵｶﾔﾏ ﾐｷ 下伊那農業

 7 関 遙(1) 東信   1,06.36  7 北原 志保(2) 東信   1,05.73 
ｾｷ ﾊﾙｶ 上田西 ｷﾀﾊﾗ ｼﾎ 佐久長聖

 8 沢井 千花(2) 中信   1,06.50 澤口 愛生(2) 中信
ｻﾜｲ ﾁﾊﾅ 木曽青峰 ｻﾜｸﾞﾁ ｱｲ 木曽青峰

[ 3組] [ 4組]

 1 宮島 志保美(2) 南信   1,01.39 Q  1 山﨑 菜月(2) 東信     59.44 Q
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 飯田 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂｷ 上田

 2 鈴木 千穂(2) 北信   1,01.58 Q  2 原田 麻亜(2) 南信   1,01.77 Q
ｽｽﾞｷ ﾁﾎ 長野吉田 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ 東海大三

 3 舟島 春香(2) 中信   1,02.10 Q  3 堀 朱里(1) 中信   1,02.07 Q
ﾌﾈｼﾏ ﾊﾙｶ 木曽青峰 ﾎﾘ ｱｶﾘ 豊科

 4 高原 乃友莉(2) 北信   1,03.16 q  4 北田 芽衣(2) 北信   1,03.41 q
ﾀｶﾊﾗ ﾉﾕﾘ 篠ﾉ井 ｷﾀﾀﾞ ﾒｲ 長野日大

 5 阿部 恵里香(1) 東信   1,05.10  5 村松 広捺(2) 北信   1,04.12 
ｱﾍﾞ ｴﾘｶ 佐久長聖 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ 市立長野

 6 山田 愛(1) 中信   1,05.63  6 宮川 奈穂(1) 中信   1,05.20 
ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 豊科 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾅｵ 松本蟻ヶ崎

 7 前島 奈々(1) 南信   1,05.88  7 柴田 佳歩(2) 南信   1,05.88 
ﾏｴｼﾞﾏ ﾅﾅ 諏訪実業 ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ 飯田風越

 8 鈴木 麻衣(2) 東信   1,07.52 
ｽｽﾞｷ ﾏｲ 野沢南

[ 1組] [ 2組]

 1 山﨑 菜月(2) 東信     57.98 Q  1 内山 成実(2) 北信     58.20 Q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂｷ 上田 ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 長野吉田

 2 村上 りさ子(2) 北信     59.73 Q  2 原田 麻亜(2) 南信   1,00.69 Q
ﾑﾗｶﾐ ﾘｻｺ 長野吉田 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ 東海大三

 3 舟島 春香(2) 中信   1,00.84 Q  3 上條 麻奈(1) 中信   1,00.73 Q
ﾌﾈｼﾏ ﾊﾙｶ 木曽青峰 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 松本深志

 4 鈴木 千穂(2) 北信   1,00.97 q  4 宮島 志保美(2) 南信   1,00.76 q
ｽｽﾞｷ ﾁﾎ 長野吉田 ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 飯田

 5 山口 晏奈(1) 北信   1,02.07  5 堀 朱里(1) 中信   1,02.12 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ 長野日大 ﾎﾘ ｱｶﾘ 豊科

 6 今井 美月(2) 南信   1,02.88  6 田中 耶々(2) 東信   1,02.34 
ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ 東海大三 ﾀﾅｶ ﾔﾔ 佐久長聖

 7 塩澤 華奈(2) 南信   1,03.08  7 北田 芽衣(2) 北信   1,02.66 
ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ 飯田 ｷﾀﾀﾞ ﾒｲ 長野日大
高原 乃友莉(2) 北信  8 山村 彩花(1) 中信   1,04.19 
ﾀｶﾊﾗ ﾉﾕﾘ 篠ﾉ井 ﾔﾏﾑﾗ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎

 1 内山 成実(2) 北信     56.50 
ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 長野吉田

 2 山﨑 菜月(2) 東信     57.45 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂｷ 上田

 3 村上 りさ子(2) 北信     58.28 
ﾑﾗｶﾐ ﾘｻｺ 長野吉田

 4 上條 麻奈(1) 中信   1,00.49 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 松本深志

 5 鈴木 千穂(2) 北信   1,00.96  1 瀧澤 彩(3)     56.09 
ｽｽﾞｷ ﾁﾎ 長野吉田 ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ 長野

 6 宮島 志保美(2) 南信   1,01.16 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 飯田

 7 舟島 春香(2) 中信   1,01.59 
ﾌﾈｼﾏ ﾊﾙｶ 木曽青峰

 8 原田 麻亜(2) 南信   1,02.85 
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ 東海大三
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予選 9月29日 11:50
準決勝 9月29日 13:45
決勝 9月30日 13:05

大会記録(GR)      2,12.29

[ 1組] [ 2組]

 1 北田 芽衣(2) 北信   2,21.57 Q  1 宮島 志保美(2) 南信   2,20.14 Q
ｷﾀﾀﾞ ﾒｲ 長野日大 ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 飯田

 2 舟島 春香(2) 中信   2,26.67 Q  2 村上 りさ子(2) 北信   2,20.17 Q
ﾌﾈｼﾏ ﾊﾙｶ 木曽青峰 ﾑﾗｶﾐ ﾘｻｺ 長野吉田

 3 小宮山 悠(1) 東信   2,29.09 Q  3 折橋 真生(2) 中信   2,20.62 Q
ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ 野沢北 ｵﾘﾊｼ ﾏｵ 松本蟻ヶ崎

 4 赤井 麗佳(1) 北信   2,31.71  4 八木 菜生子(2) 北信   2,27.65 
ｱｶｲ ﾚｲｶ 長野東 ﾔｷﾞ ﾅｵｺ 長野日大

 5 長澤 茜(2) 南信   2,31.99  5 北沢 優希(1) 中信   2,32.08 
ﾅｶﾞｻﾜ ｱｶﾈ 諏訪清陵 ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｷ 大町

 6 宮﨑 莉那(2) 南信   2,33.97  6 鈴木 麻衣(2) 東信   2,34.62 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾘﾅ 赤穂 ｽｽﾞｷ ﾏｲ 野沢南

 7 宮川 奈穂(1) 中信   2,34.38  7 宮澤 沙織(1) 南信   2,44.84 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾅｵ 松本蟻ヶ崎 ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｵﾘ 赤穂

 8 中島 鈴華(1) 東信   2,40.16 菅沼 真衣(1) 東信
ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 北佐久農業 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏｲ 丸子修学館

[ 3組] [ 4組]

 1 上條 麻奈(1) 中信   2,22.41 Q  1 山﨑 菜月(2) 東信   2,19.91 Q
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 松本深志 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂｷ 上田

 2 弓田 玲(1) 北信   2,22.44 Q  2 小林 真帆(2) 北信   2,23.59 Q
ﾕﾐﾀ ﾚｲ 長野東 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾎ 長野

 3 大野 晴香(1) 北信   2,22.48 Q  3 傳田 雪香(1) 北信   2,24.02 Q
ｵｵﾉ ﾊﾙｶ 長野吉田 ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｷｶ 長野日大

 4 岩波 香奈(2) 東信   2,22.48 q  4 今井 美月(2) 南信   2,25.37 q
ｲﾜﾅﾐ  ｶﾅ 小諸 ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ 東海大三

 5 塩澤 華奈(2) 南信   2,27.05 q  5 白坂 舞(2) 中信   2,26.21 q
ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ 飯田 ｼﾗｻｶ ﾏｲ 松商学園

 6 金井 亜美(2) 中信   2,37.88  6 沢井 千花(2) 中信   2,27.44 
ｶﾅｲ ｱﾐ 明科 ｻﾜｲ ﾁﾊﾅ 木曽青峰
池田 優子(2) 東信  7 松尾 智美(1) 南信   2,32.17 
ｲｹﾀﾞ ﾕｳｺ 丸子修学館 ﾏﾂｵ ﾄﾓﾐ 飯田
西永 梨恵(1) 南信
ﾆｼﾅｶﾞ ﾘｴ 飯田風越

[ 1組] [ 2組]

 1 山﨑 菜月(2) 東信   2,15.48 Q  1 北田 芽衣(2) 北信   2,18.88 Q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂｷ 上田 ｷﾀﾀﾞ ﾒｲ 長野日大

 2 村上 りさ子(2) 北信   2,19.19 Q  2 宮島 志保美(2) 南信   2,19.79 Q
ﾑﾗｶﾐ ﾘｻｺ 長野吉田 ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 飯田

 3 折橋 真生(2) 中信   2,21.04 Q  3 弓田 玲(1) 北信   2,20.54 Q
ｵﾘﾊｼ ﾏｵ 松本蟻ヶ崎 ﾕﾐﾀ ﾚｲ 長野東

 4 上條 麻奈(1) 中信   2,22.65  4 小林 真帆(2) 北信   2,20.62 q
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 松本深志 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾎ 長野

 5 舟島 春香(2) 中信   2,24.09  5 大野 晴香(1) 北信   2,21.51 q
ﾌﾈｼﾏ ﾊﾙｶ 木曽青峰 ｵｵﾉ ﾊﾙｶ 長野吉田

 6 傳田 雪香(1) 北信   2,25.09  6 小宮山 悠(1) 東信   2,24.23 
ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｷｶ 長野日大 ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ 野沢北

 7 岩波 香奈(2) 東信   2,25.63  7 白坂 舞(2) 中信   2,24.71 
ｲﾜﾅﾐ  ｶﾅ 小諸 ｼﾗｻｶ ﾏｲ 松商学園

 8 塩澤 華奈(2) 南信   2,29.04  8 今井 美月(2) 南信   2,30.29 
ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ 飯田 ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ 東海大三

 1 山﨑 菜月(2) 東信   2,14.23 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂｷ 上田

 2 村上 りさ子(2) 北信   2,17.57 
ﾑﾗｶﾐ ﾘｻｺ 長野吉田

 3 北田 芽衣(2) 北信   2,17.81 
ｷﾀﾀﾞ ﾒｲ 長野日大

 4 宮島 志保美(2) 南信   2,19.70 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 飯田

 5 弓田 玲(1) 北信   2,21.09 
ﾕﾐﾀ ﾚｲ 長野東

 6 大野 晴香(1) 北信   2,22.95 
ｵｵﾉ ﾊﾙｶ 長野吉田

 7 折橋 真生(2) 中信   2,25.95 
ｵﾘﾊｼ ﾏｵ 松本蟻ヶ崎

 8 小林 真帆(2) 北信   2,38.80 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾎ 長野

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
2   965

5  1578

女子

800m

予選 通過基準  4組  3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28日 12:20
決勝 9月28日 16:00

大会記録(GR)      4,33.81

[ 1組] [ 2組]

 1 川上 綾香(1) 北信   4,52.50 Q  1 安田 佳織(1) 中信   4,51.95 Q
ｶﾜｶﾐ ｱﾔｶ 長野東 ﾔｽﾀﾞ ｶｵﾘ 松本深志

 2 勝山 真子(2) 北信   4,52.80 Q  2 岩波 香奈(2) 東信   4,53.72 Q
ｶﾂﾔﾏ ﾏｺ 長野日大 ｲﾜﾅﾐ  ｶﾅ 小諸

 3 菅沼 真衣(1) 東信   4,53.00 Q  3 白坂 舞(2) 中信   4,56.23 Q
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏｲ 丸子修学館 ｼﾗｻｶ ﾏｲ 松商学園

 4 酒井 理紗(2) 北信   4,54.75 q  4 大野 晴香(1) 北信   4,58.68 
ｻｶｲ ﾘｻ 須坂園芸 ｵｵﾉ ﾊﾙｶ 長野吉田

 5 熊谷 美佑(1) 南信   4,55.61 q  5 中塚 千和(2) 南信   5,08.49 
ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾕｳ 飯田 ﾅｶﾂｶ ﾁﾖﾘ 飯田

 6 伊藤 玲美優(2) 中信   4,58.61 q  6 植松 優季子(2) 南信   5,20.20 
ｲﾄｳ ﾚﾋﾞﾕ 松商学園 ｳｴﾏﾂ ﾕｷｺ 諏訪二葉

 7 出口 栞里(1) 東信   5,13.45  7 長澤 茜(2) 南信   5,21.73 
ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｵﾘ 上田 ﾅｶﾞｻﾜ ｱｶﾈ 諏訪清陵

 8 湯本 愛菜(2) 南信   5,20.16  8 奥田 梨乃(1) 中信   5,29.67 
ﾕﾓﾄ ｱｲﾅ 諏訪二葉 ｵｸﾀ ﾘﾉ 松本美須々ヶ丘

 9 岩波 宏佳(2) 南信   5,21.40  9 池田 優子(2) 東信   5,43.14 
ｲﾜﾅﾐ ﾋﾛｶ 諏訪清陵 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｺ 丸子修学館

10 西澤 萌香(1) 中信   5,36.60 渡辺 かりん(2) 北信
ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｶ 大町 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 長野日大

11 宮原 杏莉(1) 中信   5,37.46 
ﾐﾔﾊﾗ ｱﾝﾘ 松本県ヶ丘

[ 3組]

 1 山﨑 千夏(2) 東信   4,49.61 Q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾅﾂ 上田

 2 小林 真帆(2) 北信   4,52.66 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾎ 長野

 3 伊藤 千夏(1) 北信   4,59.78 Q
ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 長野日大

 4 笹沢 今日子(1) 北信   5,00.23 
ｻｻｻﾞﾜ ｷｮｳｺ 長野東

 5 成田 愛理(2) 中信   5,04.05 
ﾅﾘﾀ ｱｲﾘ 松商学園

 6 荒木 瑞葉(1) 南信   5,06.09 
ｱﾗｷ ﾐｽﾞﾊ 諏訪二葉

 7 小松 彩乃(2) 中信   5,17.84 
ｺﾏﾂ ｱﾔﾉ 松本蟻ヶ崎

 8 西永 梨恵(1) 南信   5,18.26 
ﾆｼﾅｶﾞ ﾘｴ 飯田風越

 9 小泉 愛花(1) 東信   5,41.54 
ｺｲｽﾞﾐ ｱｲｶ 野沢南
小宮山 悠(1) 東信
ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ 野沢北

 1 小林 真帆(2) 北信   4,40.28 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾎ 長野

 2 山﨑 千夏(2) 東信   4,42.90 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾅﾂ 上田

 3 岩波 香奈(2) 東信   4,45.68 
ｲﾜﾅﾐ  ｶﾅ 小諸

 4 安田 佳織(1) 中信   4,48.75 
ﾔｽﾀﾞ ｶｵﾘ 松本深志

 5 川上 綾香(1) 北信   4,49.06 
ｶﾜｶﾐ ｱﾔｶ 長野東

 6 勝山 真子(2) 北信   4,49.92 
ｶﾂﾔﾏ ﾏｺ 長野日大

 7 伊藤 玲美優(2) 中信   4,50.14 
ｲﾄｳ ﾚﾋﾞﾕ 松商学園

 8 酒井 理紗(2) 北信   4,51.14 
ｻｶｲ ﾘｻ 須坂園芸

 9 菅沼 真衣(1) 東信   4,53.15 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏｲ 丸子修学館

10 伊藤 千夏(1) 北信   5,00.10 
ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 長野日大

11 熊谷 美佑(1) 南信   5,01.82 
ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾕｳ 飯田

12 白坂 舞(2) 中信   5,03.27 
ｼﾗｻｶ ﾏｲ 松商学園
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決勝 9月30日 11:30

大会記録(GR)      9,28.48

 1 小口 雪音(1) 北信   9,37.08 
ｵｸﾞﾁ ﾕｷﾈ 長野東

 2 玉城 かんな(1) 北信   9,41.78 
ﾀﾏｷ ｶﾝﾅ 長野東

 3 北林 由里(2) 北信  10,03.37 
ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾕﾘ 長野東

 4 山﨑 千夏(2) 東信  10,11.61 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾅﾂ 上田

 5 吉田 英里子(2) 南信  10,15.11 
ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｺ 東海大三

 6 岩波 香奈(2) 東信  10,15.44 
ｲﾜﾅﾐ  ｶﾅ 小諸

 7 酒井 理紗(2) 北信  10,19.67 
ｻｶｲ ﾘｻ 須坂園芸

 8 伊藤 千夏(1) 北信  10,20.77 
ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 長野日大

 9 折橋 真生(2) 中信  10,26.22 
ｵﾘﾊｼ ﾏｵ 松本蟻ヶ崎

10 伊藤 玲美優(2) 中信  10,30.68 
ｲﾄｳ ﾚﾋﾞﾕ 松商学園

11 菅沼 真衣(1) 東信  10,33.77 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏｲ 丸子修学館

12 勝山 真子(2) 北信  10,37.89 
ｶﾂﾔﾏ ﾏｺ 長野日大

13 熊谷 美佑(1) 南信  10,44.69 
ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾕｳ 飯田

14 小林 真帆(2) 北信  10,45.76 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾎ 長野

15 安田 佳織(1) 中信  10,47.47 
ﾔｽﾀﾞ ｶｵﾘ 松本深志

16 成田 愛理(2) 中信  10,48.82 
ﾅﾘﾀ ｱｲﾘ 松商学園

17 中塚 千和(2) 南信  10,52.65 
ﾅｶﾂｶ ﾁﾖﾘ 飯田

18 倉科 真子(2) 中信  10,55.17 
ｸﾗｼﾅ ﾏｺ 松商学園

19 小松 彩乃(2) 中信  10,55.95 
ｺﾏﾂ ｱﾔﾉ 松本蟻ヶ崎

20 松尾 智美(1) 南信  10,56.42 
ﾏﾂｵ ﾄﾓﾐ 飯田

21 出口 栞里(1) 東信  11,02.04 
ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｵﾘ 上田

22 湯本 愛菜(2) 南信  12,06.53 
ﾕﾓﾄ ｱｲﾅ 諏訪二葉

23 西澤 萌香(1) 中信  12,07.16 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｶ 大町

24 宮原 杏莉(1) 中信  12,13.51 
ﾐﾔﾊﾗ ｱﾝﾘ 松本県ヶ丘

25 中島 和華(1) 東信  12,18.93 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾜｶ 上田染谷丘

26 池田 優子(2) 東信  12,23.98 
ｲｹﾀﾞ ﾕｳｺ 丸子修学館

27 後藤 美礼(1) 南信  12,41.99 
ｺﾞﾄｳ ｱﾔﾐ 伊那西
荒木 瑞葉(1) 南信
ｱﾗｷ ﾐｽﾞﾊ 諏訪二葉
渡辺 かりん(2) 北信
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 長野日大
小宮山 悠(1) 東信
ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ 野沢北
西永 梨恵(1) 南信
ﾆｼﾅｶﾞ ﾘｴ 飯田風越

決勝 9月30日 11:30

湯澤 ほのか(3)
ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 長野東
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4   418

10  1939

13  1781

14  1937

28   408

31  2182

3  1382

25   964

2  1895

26  1938

24   742

11  2151

27    32

16  1333

29   874

17  1413

記録／備考
21   869

1   872

所属名 記録／備考

女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名

32   880
欠場

オープン女子

3000m
決勝

順 No. 氏  名



予選 9月28日 11:40
準決勝 9月28日 13:20
決勝 9月28日 14:40

大会記録(GR)        14.37

[ 1組] 風速 -0.9 [ 2組] 風速 -1.9

 1 小山 綾菜(1) 北信     15.73 Q  1 市岡 奈月(2) 中信     15.92 Q
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 長野吉田 ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 松本蟻ヶ崎

 2 花里 裕良(2) 東信     17.70 Q  2 風間 春香(2) 北信     17.14 Q
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ 佐久長聖 ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｶ 市立長野

 3 岡部 佳澄(2) 南信     17.94 Q  3 野口 那奈美(1) 南信     18.27 Q
ｵｶﾍﾞ ｶｽﾐ 飯田女子 ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 諏訪清陵

 4 中村 依紅未(2) 中信     18.59  4 小沼 千夏(1) 南信     18.51 q
ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾐ 穂高商業 ｺﾇﾏ ﾁﾅﾂ 飯田女子

 5 神谷 桃香(2) 南信     18.76  5 土屋 みなみ(2) 東信     18.55 
ｶﾐﾔ ﾓﾓｶ 諏訪二葉 ﾂﾁﾔ ﾐﾅﾐ 上田染谷丘

 6 半田 美春(1) 東信     18.78  6 堤 瑛子(2) 東信     18.62 
ﾊﾝﾀﾞ ﾐﾊﾙ 丸子修学館 ﾂﾂﾐ ｴｺ 佐久長聖

 7 澤口 愛生(2) 中信     18.91  7 家塚 みのり(1) 北信     20.64 
ｻﾜｸﾞﾁ ｱｲ 木曽青峰 ｲｴﾂﾞｶ ﾐﾉﾘ 長野

 8 高見澤 有紗(1) 北信     20.21  8 長﨑 彩(1) 中信     21.66 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｱﾘｻ 市立長野 ﾅｶﾞｻｷ ｱﾔ 松商学園

[ 3組] 風速 -0.9 [ 4組] 風速 -0.6

 1 奥島 美空(2) 中信     16.50 Q  1 高橋 知里(2) 東信     17.50 Q
ｵｸｼﾏ ﾐｸ 松商学園 ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ 佐久長聖

 2 有賀 菜央(2) 南信     16.54 Q  2 高野 雅子(2) 中信     17.64 Q
ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 伊那弥生ヶ丘 ﾀｶﾉ ﾏｻｺ 大町

 3 高山 桃佳(2) 北信     17.74 Q  3 征矢 希(2) 南信     17.84 Q
ﾀｶﾔﾏ ﾓﾓｶ 長野吉田 ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 伊那西

 4 宮坂 栞(1) 北信     18.04 q  4 古川 葉月(2) 北信     18.11 q
ﾐﾔｻｶ ｼｵﾘ 市立長野 ﾌﾙｶﾜ ﾊﾂﾞｷ 飯山北

 5 岩崎  若葉(1) 東信     18.38 q  5 桐井 彩実(1) 中信     18.67 
ｲﾜｻｷ ﾜｶﾊﾞ 小諸 ｷﾘｲ ｱﾔﾐ 松本深志

 6 小笠原 綾(2) 中信     19.53  6 鈴木 紗綾(1) 北信     18.80 
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾔ 田川 ｽｽﾞｷ ｻﾔ 長野吉田

 7 小澤 佳純(2) 南信     19.94  7 植栗 彩加(1) 南信     19.33 
ｵｻﾞﾜ ｶｽﾐ 岡谷南 ｳｴｸﾘ ｱﾔｶ 諏訪二葉

 8 青木 莉奈(1) 東信     20.31  8 三浦 早央里(2) 東信     19.52 
ｱｵｷ ﾘﾅ 上田千曲 ﾐｳﾗ ｻｵﾘ 野沢北

[ 1組] 風速 -2.0 [ 2組] 風速 -1.0

 1 市岡 奈月(2) 中信     15.77 Q  1 小山 綾菜(1) 北信     15.77 Q
ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 松本蟻ヶ崎 ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 長野吉田

 2 奥島 美空(2) 中信     16.17 Q  2 有賀 菜央(2) 南信     16.41 Q
ｵｸｼﾏ ﾐｸ 松商学園 ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 伊那弥生ヶ丘

 3 風間 春香(2) 北信     17.26 Q  3 征矢 希(2) 南信     17.23 Q
ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｶ 市立長野 ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 伊那西

 4 高山 桃佳(2) 北信     17.49  4 高野 雅子(2) 中信     17.25 q
ﾀｶﾔﾏ ﾓﾓｶ 長野吉田 ﾀｶﾉ ﾏｻｺ 大町

 5 岩崎  若葉(1) 東信     18.06  5 高橋 知里(2) 東信     17.38 q
ｲﾜｻｷ ﾜｶﾊﾞ 小諸 ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ 佐久長聖

 6 岡部 佳澄(2) 南信     18.09  6 野口 那奈美(1) 南信     17.84 
ｵｶﾍﾞ ｶｽﾐ 飯田女子 ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 諏訪清陵

 7 古川 葉月(2) 北信     18.49  7 宮坂 栞(1) 北信     18.13 
ﾌﾙｶﾜ ﾊﾂﾞｷ 飯山北 ﾐﾔｻｶ ｼｵﾘ 市立長野

 8 花里 裕良(2) 東信     18.68  8 小沼 千夏(1) 南信     18.51 
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ 佐久長聖 ｺﾇﾏ ﾁﾅﾂ 飯田女子

風速 -1.4

 1 小山 綾菜(1) 北信     15.54 
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 長野吉田

 2 市岡 奈月(2) 中信     15.61 
ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 松本蟻ヶ崎

 3 奥島 美空(2) 中信     16.01 
ｵｸｼﾏ ﾐｸ 松商学園

 4 有賀 菜央(2) 南信     16.34 
ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 伊那弥生ヶ丘

 5 風間 春香(2) 北信     16.90 
ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｶ 市立長野

 6 高橋 知里(2) 東信     17.01 
ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ 佐久長聖

 7 高野 雅子(2) 中信     17.17 
ﾀｶﾉ ﾏｻｺ 大町

 8 征矢 希(2) 南信     17.23 

2  1685

8   334

7   928

1  1301

4  1935

3   304

記録／備考
5   751

6  1894

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2   422

7    76

1   916

4  1685

3  1301

5   304

8   334

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   751

2   589

4  1302

1  1331

7   430

6   928

8   773

5  1894

3  1935

準決勝 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 順

5    91

8  1221

7  1782

4   754

1   334

2   589

氏  名 所属名 記録／備考
6  1301

3  1685

7   168

4  1494

2  1331

1  2456

6   773

8   916

ﾚｰﾝ No.
3  1935

5   304

6  1944

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

1  1297

3  2186

8   422

5  1484

7   928

4    76

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
2  1894

6  1579

5   917

7    86

8  1385

1   430

4  1716

2  1302

女子

100mH(0.838)

予選 通過基準  4組  3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
3   751



ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 伊那西



予選 9月29日 10:40
準決勝 9月29日 12:45
決勝 9月29日 14:30

大会記録(GR )     1,00.56

[ 1組] [ 2組]

 1 風間 春香(2) 北信   1,07.35 Q  1 内山 成実(2) 北信   1,03.10 Q
ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｶ 市立長野 ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 長野吉田

 2 田中 耶々(2) 東信   1,10.93 Q  2 堤 瑛子(2) 東信   1,12.81 Q
ﾀﾅｶ ﾔﾔ 佐久長聖 ﾂﾂﾐ ｴｺ 佐久長聖

 3 宮澤  智優(2) 南信   1,11.09 Q  3 木下 真凛(1) 東信   1,13.18 Q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾁﾋﾛ 下諏訪向陽 ｷﾉｼﾀ ﾏﾘﾝ 野沢北

 4 諏訪部 澪(1) 北信   1,12.68 q  4 野口 那奈美(1) 南信   1,14.50 q
ｽﾜﾍﾞ ﾐｵ 中野立志館 ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 諏訪清陵

 5 原 苑子(2) 中信   1,16.56  5 澁谷 希望(1) 南信   1,15.61 
ﾊﾗ ｿﾉｺ 松本美須々ヶ丘 ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ 飯田

 6 清水 由紀子(2) 南信   1,18.97  6 松沢 英華(1) 中信   1,19.23 
ｼﾐｽﾞ ﾕｷｺ 飯田 ﾏﾂｻﾞﾜ ｴｲｶ 松本美須々ヶ丘
澤口 愛生(2) 中信 奥島 美空(2) 中信
ｻﾜｸﾞﾁ ｱｲ 木曽青峰 ｵｸｼﾏ ﾐｸ 松商学園
青木 莉奈(1) 東信
ｱｵｷ ﾘﾅ 上田千曲

[ 3組] [ 4組]

 1 小山 綾菜(1) 北信   1,08.25 Q  1 高野 雅子(2) 中信   1,09.26 Q
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 長野吉田 ﾀｶﾉ ﾏｻｺ 大町

 2 土屋 みなみ(2) 東信   1,09.25 Q  2 古川 葉月(2) 北信   1,12.19 Q
ﾂﾁﾔ ﾐﾅﾐ 上田染谷丘 ﾌﾙｶﾜ ﾊﾂﾞｷ 飯山北

 3 手塚 日向子(1) 南信   1,12.03 Q  3 小林 紗也加(2) 北信   1,12.25 Q
ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅｺ 上伊那農業 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 市立長野

 4 中村 依紅未(2) 中信   1,15.33 q  4 梶谷 みさき(2) 南信   1,14.17 q
ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾐ 穂高商業 ｶｼﾞﾀﾆ ﾐｻｷ 諏訪清陵

 5 小沼 千夏(1) 南信   1,15.34  5 桐山 彩織(2) 南信   1,16.82 
ｺﾇﾏ ﾁﾅﾂ 飯田女子 ｷﾘﾔﾏ ｻｵﾘ 伊那北

 6 成澤 智織(1) 東信   1,27.60  6 小泉 愛花(1) 東信   1,18.60 
ﾅﾙｻﾜ ﾁｵﾘ 野沢南 ｺｲｽﾞﾐ ｱｲｶ 野沢南
中村 芽以(2) 中信 花里 裕良(2) 東信
ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 松本美須々ヶ丘 ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ 佐久長聖

[ 1組] [ 2組]

 1 内山 成実(2) 北信   1,02.28 Q  1 風間 春香(2) 北信   1,06.55 Q
ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 長野吉田 ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｶ 市立長野

 2 高野 雅子(2) 中信   1,08.30 Q  2 小山 綾菜(1) 北信   1,07.59 Q
ﾀｶﾉ ﾏｻｺ 大町 ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 長野吉田

 3 土屋 みなみ(2) 東信   1,09.41 Q  3 田中 耶々(2) 東信   1,10.07 Q
ﾂﾁﾔ ﾐﾅﾐ 上田染谷丘 ﾀﾅｶ ﾔﾔ 佐久長聖

 4 宮澤  智優(2) 南信   1,10.80 q  4 古川 葉月(2) 北信   1,10.09 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾁﾋﾛ 下諏訪向陽 ﾌﾙｶﾜ ﾊﾂﾞｷ 飯山北

 5 小林 紗也加(2) 北信   1,11.80  5 木下 真凛(1) 東信   1,11.59 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 市立長野 ｷﾉｼﾀ ﾏﾘﾝ 野沢北

 6 堤 瑛子(2) 東信   1,12.24  6 手塚 日向子(1) 南信   1,11.85 
ﾂﾂﾐ ｴｺ 佐久長聖 ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅｺ 上伊那農業

 7 諏訪部 澪(1) 北信   1,13.71  7 梶谷 みさき(2) 南信   1,13.84 
ｽﾜﾍﾞ ﾐｵ 中野立志館 ｶｼﾞﾀﾆ ﾐｻｷ 諏訪清陵

 8 野口 那奈美(1) 南信   1,15.70  8 中村 依紅未(2) 中信   1,16.61 
ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 諏訪清陵 ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾐ 穂高商業

所属名

 1298

女子

400mH(0.762)        

予選 通過基準  4組  3着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

7   127

9   655

記録／備考
5   928

6

欠場
4  1494

8  1843

3   416

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   765

5  1297

7  1226

8    76

6   411

2  1852

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  1484

4  1935
欠場

欠場

2  1579

3  1246

8   233

6  1716

順 ﾚｰﾝ No.

4   589

4   422

7   751
氏  名 所属名 記録／備考

3  1685

8   930

6  2054

2   287

5  1244

7  1302
欠場

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

2  1841
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   765

6  1685

4  1484

8   127

9   930

5  1297

2   655

3    76

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   928

5   751

4  1298

6   589

9  1226

8   233

2  2054

3  1716



 1 内山 成実(2) 北信   1,00.43 
ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 長野吉田

 2 小山 綾菜(1) 北信   1,05.74 
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 長野吉田

 3 風間 春香(2) 北信   1,06.76 
ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｶ 市立長野

 4 高野 雅子(2) 中信   1,07.67 
ﾀｶﾉ ﾏｻｺ 大町

 5 土屋 みなみ(2) 東信   1,08.81 
ﾂﾁﾔ ﾐﾅﾐ 上田染谷丘

 6 田中 耶々(2) 東信   1,08.84 
ﾀﾅｶ ﾔﾔ 佐久長聖

 7 古川 葉月(2) 北信   1,12.13 
ﾌﾙｶﾜ ﾊﾂﾞｷ 飯山北

 8 宮澤  智優(2) 南信   1,12.68 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾁﾋﾛ 下諏訪向陽

女子

400mH(0.762)        
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   765

大会新
7   751

5   928

4  1685

9  1484

8  1298

2   589

3   127



決勝 9月28日 13:50

 1 中島 和華(1) 東信  27,49.83 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾜｶ 上田染谷丘

 2 牛山 杏香(1) 南信  29,31.95 
ｳｼﾔﾏ ｷｮｳｶ 松川

 3 川島 未佐貴(2) 北信  30,20.14 
ｶﾜｼﾏ ﾐｻｷ 更級農業
吉田 英里子(2) 南信
ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｺ 東海大三
田中 あゆみ(1) 中信
ﾀﾅｶ ｱﾕﾐ 穂高商業
近藤 佑紀(1) 中信
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｷ 松本県ヶ丘
渡邉 幸穂(2) 南信
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾁﾎ 伊那西

女子

5000mW

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  1451

5   400

1  2143

2    32
失格

7   325
失格

4  1720
失格

6  1798
失格



予選 9月28日  9:40
準決勝 9月28日 15:25
決勝 9月29日 14:50

大会記録(GR)        48.55

[ 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   7 長野吉田   752 花岡 里咲(1)     49.63 Q  1   8 松商学園  1933 中村 泉紀(2)     49.06 Q

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ﾊﾅｵｶ ﾘｻ ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ
  765 内山 成実(2)  1943 モラード 華(1)

ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ
  766 鈴木 千穂(2)  1935 奥島 美空(2)

ｽｽﾞｷ ﾁﾎ ｵｸｼﾏ ﾐｸ
  751 小山 綾菜(1)  1934 ディアスタイナ(2)

ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ
 2   2 松本県ヶ丘  1795 小坂 奈桜(1)     52.27 Q  2   7 松代  1120 後藤 亜由美(2)     52.60 Q

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ｺｻｶ ﾅｵ ﾏﾂｼﾛ ｺﾞﾄｳ ｱﾕﾐ
 1793 八釼 夏帆(2)  1118 深沢 たまき(2)

ﾔﾂﾙｷﾞ ｶﾎ ﾌｶｻﾜ ﾀﾏｷ
 1797 百瀬 亜希帆(1)  1119 半田 愛(2)

ﾓﾓｾ ｱｷﾎ ﾊﾝﾀﾞ ｱｲ
 1796 小澤 詩歩(1)  1122 常盤 みのり(1)

ｵｻﾞﾜ ｼﾎ ﾄｷﾜ ﾐﾉﾘ
 3   3 学園長野   983 原山 美優(2)     53.22 Q  3   2 伊那弥生ヶ丘   307 林 優花(2)     52.73 Q

ｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉ ﾊﾗﾔﾏ ﾐﾕ ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶ ﾊﾔｼ ﾕｳｶ
  991 信太 ひなの(1)   304 有賀 菜央(2)

ﾉﾌﾞﾀ ﾋﾅﾉ ｱﾙｶﾞ ﾅｵ
  981 依田 菜月(2)   305 二宮 萌々(2)

ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ
  989 下岡 夕奈(2)   306 竹内 華奈子(2)

ｼﾓｵｶ ﾕｳﾅ ﾀｹｳﾁ ｶﾅｺ
 4   5 諏訪清陵  2052 田中 優奈(2)     53.99  4   9 篠ﾉ井  1105 吉澤 涼夏(1)     53.10 q

ｽﾜｾｲﾘｮｳ ﾀﾅｶ ﾕﾅ ｼﾉﾉｲ ﾖｼｻﾞﾜ ｽｽﾞｶ
 2050 上原 悠紀(2)  1103 高橋 梓(1)

ｳｴﾊﾗ ﾕｷ ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ
 2054 梶谷 みさき(2)  1100 高原 乃友莉(2)

ｶｼﾞﾀﾆ ﾐｻｷ ﾀｶﾊﾗ ﾉﾕﾘ
   79 高橋 美凪(1)  1106 小野 美紗(1)

ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ ｵﾉ ﾐｻ
 5   8 松本美須々ヶ丘  1842 藤原 佳奈(2)     54.29  5   4 松本蟻ヶ崎  1872 山村 彩花(1)     53.39 q

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶ ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾅ ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ﾔﾏﾑﾗ ｱﾔｶ
 1845 伊藤 野々花(2)  1898 輿 初菜(2)

ｲﾄｳ ﾉﾉｶ ｺｼ ｳｲﾅ
 1843 原 苑子(2)  1870 宮川 奈穂(1)

ﾊﾗ ｿﾉｺ ﾐﾔｶﾞﾜ ﾅｵ
 1841 中村 芽以(2)  1894 市岡 奈月(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ
 6   9 飯田   411 澁谷 希望(1)     54.81  6   6 飯田女子   425 肥後 萌々花(2)     54.53 

ｲｲﾀﾞ ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ ｲｲﾀﾞｼﾞｮｼ ﾋｺﾞ ﾓﾓｶ
  417 塩澤 華奈(2)   430 岡部 佳澄(2)

ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ ｵｶﾍﾞ ｶｽﾐ
  416 清水 由紀子(2)   427 長沼 義亮子(2)

ｼﾐｽﾞ ﾕｷｺ ﾅｶﾞﾇﾏ ﾖｼｱｷｺ
  415 宮島 志保美(2)   422 小沼 千夏(1)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ ｺﾇﾏ ﾁﾅﾂ
 7   4 野沢南  1245 佐藤 有生(1)     55.83  7   5 野沢北  1226 木下 真凛(1)     54.94 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐ ｻﾄｳ ﾕｲ ﾉｻﾞﾜｷﾀ ｷﾉｼﾀ ﾏﾘﾝ
 1243 有井 歩(2)  1224 山我 杏寿実(1)

ｱﾘｲ ｱﾕﾐ ﾔﾏｶﾞ ｱｽﾞﾐ
 1247 新津 まり菜(1)  1221 三浦 早央里(2)

ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ ﾐｳﾗ ｻｵﾘ
 1242 鈴木 麻衣(2)  1223 小宮山 悠(1)

ｽｽﾞｷ ﾏｲ ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ
 8   6 上田染谷丘  1452 土屋 鈴花(1)     56.23  8   3 小諸  1347 林 未加(1)   1,00.98 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ﾂﾁﾔ ｽｽﾞｶ ｺﾓﾛ ﾊﾔｼ ﾐｶ
 1482 林 美朱(2)  1331 岩崎  若葉(1)

ﾊﾔｼ ﾐｱｶ ｲﾜｻｷ ﾜｶﾊﾞ
 1484 土屋 みなみ(2)  1345 柳沢 有香(1)

ﾂﾁﾔ ﾐﾅﾐ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ
 1451 中島 和華(1)  1333 岩波 香奈(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾜｶ ｲﾜﾅﾐ  ｶﾅ

女子

4×100mR

予選 通過基準  4組  3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   7 上田東  1444 竹之内 こずえ(1)     50.30 Q  1   2 飯田風越   453 小澤 未菜(1)     51.42 Q

ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼ ﾀｹﾉｳﾁ ｺｽﾞｴ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ
 1443 髙橋 奈弓(1)   452 三石 奈穂(1)

ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ
 1441 花岡 美憂(2)   455 清水 真希(2)

ﾊﾅｵｶ ﾐﾕｳ ｼﾐｽﾞ ﾏｷ
 1445 加藤 恭香(1)   446 柴田 佳歩(2)

ｶﾄｳ ｷｮｳｶ ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ
 2   6 豊科  2008 内山 怜奈(1)     51.28 Q  2   5 市立長野   926 井口 華穂(2)     51.48 Q

ﾄﾖｼﾅ ｳﾁﾔﾏ ﾚｲﾅ ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ ｲｸﾞﾁ ｶﾎ
 2007 山田 愛(1)   914 高島 美咲(1)

ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ
 2006 堀 朱里(1)   913 村松 広捺(2)

ﾎﾘ ｱｶﾘ ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ
 2005 飯島 南(1)   928 風間 春香(2)

ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｶ
 3   5 長野日大  2158 戸田 麻由(1)     51.28 Q  3   3 佐久長聖  1298 田中 耶々(2)     51.50 Q

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ﾄﾀﾞ ﾏﾕ ｻｸﾁｮｳｾｲ ﾀﾅｶ ﾔﾔ
  951 外谷 理緒奈(2)  1300 菊原 麻由奈(1)

ﾄﾔ ﾘｵﾅ ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ
  958 山口 晏奈(1)  1303 阿部 真里香(1)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ ｱﾍﾞ ﾏﾘｶ
  955 中曽根 沙耶(2)  1301 高橋 知里(2)

ﾅｶｿﾈ ｻﾔ ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ
 4   8 大町  1689 澁谷 麻友(1)     53.67 q  4   8 穂高商業  1715 大澤 亜紀(2)     52.90 q

ｵｵﾏﾁ ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕ ﾎﾀｶｼｮｳｷﾞｮｳ ｵｵｻﾜ ｱｷ
 1684 藤澤 紗也(2)  1719 勝野 美希(1)

ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔ ｶﾂﾉ ﾐｷ
 1685 高野 雅子(2)  1716 中村 依紅未(2)

ﾀｶﾉ ﾏｻｺ ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾐ
 1686 中村 さよ(2)  1717 畑 瑠衣菜(1)

ﾅｶﾑﾗ ｻﾖ ﾊﾀ ﾙｲﾅ
 5   3 長野西   796 水庫 郁実(2)     53.71  5   7 長野  2181 前田 璃奈(1)     54.28 

ﾅｶﾞﾉﾆｼ ﾐｽﾞｸﾗ ｲｸﾐ ﾅｶﾞﾉ ﾏｴﾀﾞ ﾘﾅ
  798 宮武 志帆(2)   820 川村 吉乃(1)

ﾐﾔﾀｹ ｼﾎ ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ
  805 小林 茉由(1)   818 黒岩 美怜(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ ｸﾛｲﾜ ﾐﾚｲ
  804 中村 綾恵(1)   812 中村 夏生(2)

ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｴ ﾅｶﾑﾗ ｶｵ
 6   2 上伊那農業   242 原 奈津美(2)     54.32  6   6 諏訪二葉    86 神谷 桃香(2)     55.28 

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳ ﾊﾗ ﾅﾂﾐ ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ｶﾐﾔ ﾓﾓｶ
  234 北原 詩織(1)    90 丹羽 朱里(1)

ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ ﾆﾜ ｱｶﾘ
  233 手塚 日向子(1)    89 両角 果穂(2)

ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅｺ ﾓﾛｽﾞﾐ ｶﾎ
  232 高梨 美岐(1)    91 植栗 彩加(1)

ﾀｶﾅｼ ﾐｷ ｳｴｸﾘ ｱﾔｶ
  4 下伊那農業   486 大平 有紀奈(2)   4 木曽青峰  1580 池井 陽子(1)

ｼﾓｲﾅﾉｳｷﾞｮｳ ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｷﾅ 失格 ｷｿｾｲﾎｳ ｲｹｲ ﾖｳｺ 失格
  488 串原 礼(1)  1575 小谷 彩乃(2)

ｸｼﾊﾗ ﾚｲ ｺﾀﾆ ｱﾔﾉ
  482 小林 恵永(2)  1583 征矢 望(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｴ ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ
  489 岡山 未来(1)  1579 澤口 愛生(2)

ｵｶﾔﾏ ﾐｷ ｻﾜｸﾞﾁ ｱｲ

4×100mR
女子



[ 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  1933 中村 泉紀(2)     49.02 Q  1   4 長野吉田   752 花岡 里咲(1)     50.10 Q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ﾊﾅｵｶ ﾘｻ
 1943 モラード 華(1)   765 内山 成実(2)

ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ
 1935 奥島 美空(2)   766 鈴木 千穂(2)

ｵｸｼﾏ ﾐｸ ｽｽﾞｷ ﾁﾎ
 1934 ディアスタイナ(2)   751 小山 綾菜(1)

ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ
 2   7 飯田風越   453 小澤 未菜(1)     50.95 Q  2   5 市立長野   926 井口 華穂(2)     51.29 Q

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ ｲｸﾞﾁ ｶﾎ
  452 三石 奈穂(1)   914 高島 美咲(1)

ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ
  455 清水 真希(2)   913 村松 広捺(2)

ｼﾐｽﾞ ﾏｷ ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ
  446 柴田 佳歩(2)   928 風間 春香(2)

ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｶ
 3   8 長野日大  2158 戸田 麻由(1)     51.21 Q  3   9 佐久長聖  1298 田中 耶々(2)     51.60 Q

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ﾄﾀﾞ ﾏﾕ ｻｸﾁｮｳｾｲ ﾀﾅｶ ﾔﾔ
  951 外谷 理緒奈(2)  1300 菊原 麻由奈(1)

ﾄﾔ ﾘｵﾅ ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ
  958 山口 晏奈(1)  1303 阿部 真里香(1)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ ｱﾍﾞ ﾏﾘｶ
  955 中曽根 沙耶(2)  1301 高橋 知里(2)

ﾅｶｿﾈ ｻﾔ ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ
 4   4 豊科  2008 内山 怜奈(1)     51.67 q  4   7 松本県ヶ丘  1795 小坂 奈桜(1)     52.27 q

ﾄﾖｼﾅ ｳﾁﾔﾏ ﾚｲﾅ ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ｺｻｶ ﾅｵ
 2007 山田 愛(1)  1793 八釼 夏帆(2)

ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ ﾔﾂﾙｷﾞ ｶﾎ
 2006 堀 朱里(1)  1797 百瀬 亜希帆(1)

ﾎﾘ ｱｶﾘ ﾓﾓｾ ｱｷﾎ
 2005 飯島 南(1)  1796 小澤 詩歩(1)

ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ ｵｻﾞﾜ ｼﾎ
 5   6 松代  1120 後藤 亜由美(2)     52.47  5   8 伊那弥生ヶ丘   307 林 優花(2)     52.56 

ﾏﾂｼﾛ ｺﾞﾄｳ ｱﾕﾐ ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶ ﾊﾔｼ ﾕｳｶ
 1118 深沢 たまき(2)   304 有賀 菜央(2)

ﾌｶｻﾜ ﾀﾏｷ ｱﾙｶﾞ ﾅｵ
 1119 半田 愛(2)   305 二宮 萌々(2)

ﾊﾝﾀﾞ ｱｲ ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ
 1122 常盤 みのり(1)   306 竹内 華奈子(2)

ﾄｷﾜ ﾐﾉﾘ ﾀｹｳﾁ ｶﾅｺ
 6   3 穂高商業  1715 大澤 亜紀(2)     52.59  6   3 松本蟻ヶ崎  1872 山村 彩花(1)     52.90 

ﾎﾀｶｼｮｳｷﾞｮｳ ｵｵｻﾜ ｱｷ ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ﾔﾏﾑﾗ ｱﾔｶ
 1719 勝野 美希(1)  1898 輿 初菜(2)

ｶﾂﾉ ﾐｷ ｺｼ ｳｲﾅ
 1716 中村 依紅未(2)  1870 宮川 奈穂(1)

ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾐ ﾐﾔｶﾞﾜ ﾅｵ
 1717 畑 瑠衣菜(1)  1894 市岡 奈月(2)

ﾊﾀ ﾙｲﾅ ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ
 7   9 学園長野   983 原山 美優(2)     52.92  7   6 上田東  1444 竹之内 こずえ(1)     55.34 

ｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉ ﾊﾗﾔﾏ ﾐﾕ ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼ ﾀｹﾉｳﾁ ｺｽﾞｴ
  991 信太 ひなの(1)  1443 髙橋 奈弓(1)

ﾉﾌﾞﾀ ﾋﾅﾉ ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ
  981 依田 菜月(2)  1441 花岡 美憂(2)

ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ ﾊﾅｵｶ ﾐﾕｳ
  990 清水 香那(1)  1445 加藤 恭香(1)

ｼﾐｽﾞ ｶﾅ ｶﾄｳ ｷｮｳｶ
 8   2 大町  1689 澁谷 麻友(1)     53.42   2 篠ﾉ井  1105 吉澤 涼夏(1)

ｵｵﾏﾁ ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕ ｼﾉﾉｲ ﾖｼｻﾞﾜ ｽｽﾞｶ 失格
 1684 藤澤 紗也(2)  1103 高橋 梓(1)

ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔ ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ
 1685 高野 雅子(2)  1100 高原 乃友莉(2)

ﾀｶﾉ ﾏｻｺ ﾀｶﾊﾗ ﾉﾕﾘ
 1686 中村 さよ(2)  1106 小野 美紗(1)

ﾅｶﾑﾗ ｻﾖ ｵﾉ ﾐｻ

女子

4×100mR
準決勝 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 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 松商学園  1933 中村 泉紀(2)     48.62 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ
 1943 モラード 華(1)

ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ
 1935 奥島 美空(2)

ｵｸｼﾏ ﾐｸ
 1934 ディアスタイナ(2)

ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ
 2   6 長野吉田   752 花岡 里咲(1)     49.02 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ﾊﾅｵｶ ﾘｻ
  765 内山 成実(2)

ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ
  766 鈴木 千穂(2)

ｽｽﾞｷ ﾁﾎ
  751 小山 綾菜(1)

ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ
 3   5 市立長野   926 井口 華穂(2)     50.47 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ ｲｸﾞﾁ ｶﾎ
  914 高島 美咲(1)

ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ
  913 村松 広捺(2)

ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ
  928 風間 春香(2)

ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｶ
 4   7 飯田風越   453 小澤 未菜(1)     50.67 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ
  452 三石 奈穂(1)

ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ
  455 清水 真希(2)

ｼﾐｽﾞ ﾏｷ
  446 柴田 佳歩(2)

ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ
 5   3 豊科  2008 内山 怜奈(1)     51.00 

ﾄﾖｼﾅ ｳﾁﾔﾏ ﾚｲﾅ
 2007 山田 愛(1)

ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ
 2006 堀 朱里(1)

ﾎﾘ ｱｶﾘ
 2005 飯島 南(1)

ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ
 6   8 長野日大  2158 戸田 麻由(1)     51.08 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ﾄﾀﾞ ﾏﾕ
  951 外谷 理緒奈(2)

ﾄﾔ ﾘｵﾅ
  958 山口 晏奈(1)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ
  955 中曽根 沙耶(2)

ﾅｶｿﾈ ｻﾔ
 7   9 佐久長聖  1298 田中 耶々(2)     51.15 

ｻｸﾁｮｳｾｲ ﾀﾅｶ ﾔﾔ
 1300 菊原 麻由奈(1)

ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ
 1303 阿部 真里香(1)

ｱﾍﾞ ﾏﾘｶ
 1301 高橋 知里(2)

ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ
 8   2 松本県ヶ丘  1795 小坂 奈桜(1)     51.93 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ｺｻｶ ﾅｵ
 1793 八釼 夏帆(2)

ﾔﾂﾙｷﾞ ｶﾎ
 1797 百瀬 亜希帆(1)

ﾓﾓｾ ｱｷﾎ
 1796 小澤 詩歩(1)

ｵｻﾞﾜ ｼﾎ

女子

4×100mR
決勝



予選 9月29日 15:50
準決勝 9月30日  9:30
決勝 9月30日 14:50

大会記録(GR )     3,55.90

[ 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 長野日大  2158 戸田 麻由(1)   4,12.25 Q  1   2 飯田   411 澁谷 希望(1)   4,17.97 Q

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ﾄﾀﾞ ﾏﾕ ｲｲﾀﾞｺｳ ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ
  958 山口 晏奈(1)   417 塩澤 華奈(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ
  951 外谷 理緒奈(2)   416 清水 由紀子(2)

ﾄﾔ ﾘｵﾅ ｼﾐｽﾞ ﾕｷｺ
  965 北田 芽衣(2)   415 宮島 志保美(2)

ｷﾀﾀﾞ ﾒｲ ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ
 2   4 上田東  1444 竹之内 こずえ(1)   4,14.84 Q  2   6 長野  2181 前田 璃奈(1)   4,19.00 Q

ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼ ﾀｹﾉｳﾁ ｺｽﾞｴ ﾅｶﾞﾉ ﾏｴﾀﾞ ﾘﾅ
 1441 花岡 美憂(2)  2182 小林 真帆(2)

ﾊﾅｵｶ ﾐﾕｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾎ
 1445 加藤 恭香(1)  2183 和田 聖奈(1)

ｶﾄｳ ｷｮｳｶ ﾜﾀﾞ ｾｲﾅ
 1443 髙橋 奈弓(1)   812 中村 夏生(2)

ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ ﾅｶﾑﾗ ｶｵ
 3   8 諏訪清陵    79 高橋 美凪(1)   4,22.15 Q  3   8 松代  1120 後藤 亜由美(2)   4,19.18 Q

ｽﾜｾｲﾘｮｳ ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ ﾏﾂｼﾛ ｺﾞﾄｳ ｱﾕﾐ
 2053 長澤 茜(2)  1119 半田 愛(2)

ﾅｶﾞｻﾜ ｱｶﾈ ﾊﾝﾀﾞ ｱｲ
 2055 岩波 宏佳(2)  1118 深沢 たまき(2)

ｲﾜﾅﾐ ﾋﾛｶ ﾌｶｻﾜ ﾀﾏｷ
 2054 梶谷 みさき(2)  1122 常盤 みのり(1)

ｶｼﾞﾀﾆ ﾐｻｷ ﾄｷﾜ ﾐﾉﾘ
 4   3 松本県ヶ丘  1793 八釼 夏帆(2)   4,28.40  4   5 野沢北  1226 木下 真凛(1)   4,19.99 q

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ﾔﾂﾙｷﾞ ｶﾎ ﾉｻﾞﾜｷﾀ ｷﾉｼﾀ ﾏﾘﾝ
 1795 小坂 奈桜(1)  1224 山我 杏寿実(1)

ｺｻｶ ﾅｵ ﾔﾏｶﾞ ｱｽﾞﾐ
 1799 三田村 優来(1)  1221 三浦 早央里(2)

ﾐﾀﾑﾗ ﾕｳﾅ ﾐｳﾗ ｻｵﾘ
 1796 小澤 詩歩(1)  1223 小宮山 悠(1)

ｵｻﾞﾜ ｼﾎ ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ
 5   9 松本深志  1782 桐井 彩実(1)   4,29.42  5   3 松本蟻ヶ崎  1872 山村 彩花(1)   4,22.41 q

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ｷﾘｲ ｱﾔﾐ ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ﾔﾏﾑﾗ ｱﾔｶ
 1781 安田 佳織(1)  1895 折橋 真生(2)

ﾔｽﾀﾞ ｶｵﾘ ｵﾘﾊｼ ﾏｵ
 1780 出田 彩(2)  1897 一之瀬 令菜(2)

ｲﾃﾞﾀ ｱﾔｶ ｲﾁﾉｾ ﾚﾅ
 1783 上條 麻奈(1)  1870 宮川 奈穂(1)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ ﾐﾔｶﾞﾜ ﾅｵ
 6   7 長野東   873 弓田 玲(1)   4,32.95  6   7 松本美須々ヶ丘  1845 伊藤 野々花(2)   4,27.71 

ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼ ﾕﾐﾀ ﾚｲ ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶ ｲﾄｳ ﾉﾉｶ
  870 川上 綾香(1)  1843 原 苑子(2)

ｶﾜｶﾐ ｱﾔｶ ﾊﾗ ｿﾉｺ
  871 笹沢 今日子(1)  1841 中村 芽以(2)

ｻｻｻﾞﾜ ｷｮｳｺ ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ
  868 赤井 麗佳(1)  1849 中島 涼香(1)

ｱｶｲ ﾚｲｶ ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ
 7   2 小諸  1347 林 未加(1)   4,41.64  7   9 野沢南  1244 小泉 愛花(1)   4,36.32 

ｺﾓﾛ ﾊﾔｼ ﾐｶ ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐ ｺｲｽﾞﾐ ｱｲｶ
 1333 岩波 香奈(2)  1243 有井 歩(2)

ｲﾜﾅﾐ  ｶﾅ ｱﾘｲ ｱﾕﾐ
 1331 岩崎  若葉(1)  1248 依田 清華(1)

ｲﾜｻｷ ﾜｶﾊﾞ ﾖﾀﾞ ｷﾖｶ
 1345 柳沢 有香(1)  1242 鈴木 麻衣(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ ｽｽﾞｷ ﾏｲ
  6 上伊那農業   4 伊那西

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳ 欠場 ｲﾅﾆｼ 欠場

女子

4×400mR            

予選 通過基準  4組  3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   751 小山 綾菜(1)   4,08.34 Q  1   2 市立長野   914 高島 美咲(1)   4,13.22 Q

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ
  767 村上 りさ子(2)   913 村松 広捺(2)

ﾑﾗｶﾐ ﾘｻｺ ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ
  766 鈴木 千穂(2)   915 宮坂 苑美(1)

ｽｽﾞｷ ﾁﾎ ﾐﾔｻｶ ｿﾉﾐ
  752 花岡 里咲(1)   928 風間 春香(2)

ﾊﾅｵｶ ﾘｻ ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｶ
 2   8 木曽青峰  1579 澤口 愛生(2)   4,16.60 Q  2   3 佐久長聖  1303 阿部 真里香(1)   4,16.61 Q

ｷｿｾｲﾎｳ ｻﾜｸﾞﾁ ｱｲ ｻｸﾁｮｳｾｲ ｱﾍﾞ ﾏﾘｶ
 1576 沢井 千花(2)  1298 田中 耶々(2)

ｻﾜｲ ﾁﾊﾅ ﾀﾅｶ ﾔﾔ
 1583 征矢 望(1)  1304 阿部 恵里香(1)

ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ ｱﾍﾞ ｴﾘｶ
 1578 舟島 春香(2)  1300 菊原 麻由奈(1)

ﾌﾈｼﾏ ﾊﾙｶ ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ
 3   7 上田  1418 温井 結(1)   4,20.88 Q  3   6 松商学園  1944 長﨑 彩(1)   4,17.40 Q

ｳｴﾀﾞ ﾇｸｲ ﾕｲ ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾅｶﾞｻｷ ｱﾔ
 1422 山﨑 菜月(2)  1941 林 あすか(1)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂｷ ﾊﾔｼ ｱｽｶ
 1413 山﨑 千夏(2)  1935 奥島 美空(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾅﾂ ｵｸｼﾏ ﾐｸ
 1416 出口 栞里(1)  1934 ディアスタイナ(2)

ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｵﾘ ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ
 4   4 塩尻志学館  1602 出口 真奈美(2)   4,22.63  4   5 飯田風越   453 小澤 未菜(1)   4,19.21 q

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ
 1615 北澤 志穂(1)   455 清水 真希(2)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾎ ｼﾐｽﾞ ﾏｷ
 1604 原田 結希(2)   452 三石 奈穂(1)

ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷ ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ
 1609 良波 美恵(1)   446 柴田 佳歩(2)

ﾖｼﾅﾐ ﾐｴ ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ
 5   3 屋代  1154 原田 彩花(1)   4,29.38  5   4 大町  1684 藤澤 紗也(2)   4,22.58 q

ﾔｼﾛ ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｶ ｵｵﾏﾁ ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔ
 1153 宮原 千恵(2)  1685 高野 雅子(2)

ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾁｴ ﾀｶﾉ ﾏｻｺ
 1152 宮入 春菜(2)  1688 西澤 萌香(1)

ﾐﾔｲﾘ ﾊﾙﾅ ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｶ
 1151 安倍 史恵(2)  1687 北沢 優希(1)

ｱﾍﾞ ﾌﾐｴ ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｷ
 6   6 諏訪二葉    86 神谷 桃香(2)   4,32.84  6   7 上田染谷丘  1452 土屋 鈴花(1)   4,40.00 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ｶﾐﾔ ﾓﾓｶ ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ﾂﾁﾔ ｽｽﾞｶ
   92 荒木 瑞葉(1)  1484 土屋 みなみ(2)

ｱﾗｷ ﾐｽﾞﾊ ﾂﾁﾔ ﾐﾅﾐ
   87 植松 優季子(2)  1482 林 美朱(2)

ｳｴﾏﾂ ﾕｷｺ ﾊﾔｼ ﾐｱｶ
   90 丹羽 朱里(1)  1451 中島 和華(1)

ﾆﾜ ｱｶﾘ ﾅｶｼﾞﾏ ﾜｶ
  2 東海大三   8 学園長野

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｻﾝ 欠場 ｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉ 欠場

  9 丸子修学館
ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝ 欠場

女子

4×400mR            



[ 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 長野日大  2158 戸田 麻由(1)   4,09.58 Q  1   7 長野吉田   751 小山 綾菜(1)   4,03.44 Q

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ﾄﾀﾞ ﾏﾕ ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ
  951 外谷 理緒奈(2)   752 花岡 里咲(1)

ﾄﾔ ﾘｵﾅ ﾊﾅｵｶ ﾘｻ
 2154 傳田 雪香(1)   766 鈴木 千穂(2)

ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｷｶ ｽｽﾞｷ ﾁﾎ
  965 北田 芽衣(2)   765 内山 成実(2)

ｷﾀﾀﾞ ﾒｲ ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ
 2   5 市立長野   914 高島 美咲(1)   4,10.45 Q  2   4 上田東  1444 竹之内 こずえ(1)   4,10.72 Q

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼ ﾀｹﾉｳﾁ ｺｽﾞｴ
  913 村松 広捺(2)  1441 花岡 美憂(2)

ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ ﾊﾅｵｶ ﾐﾕｳ
  930 小林 紗也加(2)  1445 加藤 恭香(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ ｶﾄｳ ｷｮｳｶ
  928 風間 春香(2)  1443 髙橋 奈弓(1)

ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｶ ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ
 3   4 佐久長聖  1301 高橋 知里(2)   4,10.55 Q  3   5 長野   820 川村 吉乃(1)   4,14.19 Q

ｻｸﾁｮｳｾｲ ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ ﾅｶﾞﾉ ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ
 1298 田中 耶々(2)  2182 小林 真帆(2)

ﾀﾅｶ ﾔﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾎ
 1304 阿部 恵里香(1)  2181 前田 璃奈(1)

ｱﾍﾞ ｴﾘｶ ﾏｴﾀﾞ ﾘﾅ
 1300 菊原 麻由奈(1)   812 中村 夏生(2)

ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ ﾅｶﾑﾗ ｶｵ
 4   7 木曽青峰  1579 澤口 愛生(2)   4,16.50 q  4   6 飯田   411 澁谷 希望(1)   4,15.59 q

ｷｿｾｲﾎｳ ｻﾜｸﾞﾁ ｱｲ ｲｲﾀﾞｺｳ ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ
 1576 沢井 千花(2)   417 塩澤 華奈(2)

ｻﾜｲ ﾁﾊﾅ ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ
 1583 征矢 望(1)   416 清水 由紀子(2)

ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ ｼﾐｽﾞ ﾕｷｺ
 1578 舟島 春香(2)   415 宮島 志保美(2)

ﾌﾈｼﾏ ﾊﾙｶ ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ
 5   3 松本蟻ヶ崎  1872 山村 彩花(1)   4,18.22  5   8 松商学園  1944 長﨑 彩(1)   4,16.59 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ﾔﾏﾑﾗ ｱﾔｶ ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾅｶﾞｻｷ ｱﾔ
 1895 折橋 真生(2)  1941 林 あすか(1)

ｵﾘﾊｼ ﾏｵ ﾊﾔｼ ｱｽｶ
 1897 一之瀬 令菜(2)  1935 奥島 美空(2)

ｲﾁﾉｾ ﾚﾅ ｵｸｼﾏ ﾐｸ
 1870 宮川 奈穂(1)  1934 ディアスタイナ(2)

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾅｵ ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ
 6   8 松代  1120 後藤 亜由美(2)   4,22.03  6   3 飯田風越   452 三石 奈穂(1)   4,17.02 

ﾏﾂｼﾛ ｺﾞﾄｳ ｱﾕﾐ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ
 1119 半田 愛(2)   455 清水 真希(2)

ﾊﾝﾀﾞ ｱｲ ｼﾐｽﾞ ﾏｷ
 1118 深沢 たまき(2)   453 小澤 未菜(1)

ﾌｶｻﾜ ﾀﾏｷ ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ
 1121 大日方 あやね(1)   446 柴田 佳歩(2)

ｵﾋﾞﾅﾀ ｱﾔﾈ ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ
  2 野沢北  1226 木下 真凛(1)  7   2 大町  1684 藤澤 紗也(2)   4,19.26 

ﾉｻﾞﾜｷﾀ ｷﾉｼﾀ ﾏﾘﾝ 棄権 ｵｵﾏﾁ ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔ
 1224 山我 杏寿実(1)  1685 高野 雅子(2)

ﾔﾏｶﾞ ｱｽﾞﾐ ﾀｶﾉ ﾏｻｺ
 1221 三浦 早央里(2)  1687 北沢 優希(1)

ﾐｳﾗ ｻｵﾘ ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｷ
 1223 小宮山 悠(1)  1689 澁谷 麻友(1)

ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕ
  9 上田  1418 温井 結(1)  8   9 諏訪清陵    79 高橋 美凪(1)   4,24.08 

ｳｴﾀﾞ ﾇｸｲ ﾕｲ 棄権 ｽﾜｾｲﾘｮｳ ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ
 1422 山﨑 菜月(2)  2053 長澤 茜(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂｷ ﾅｶﾞｻﾜ ｱｶﾈ
 1413 山﨑 千夏(2)  2055 岩波 宏佳(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾅﾂ ｲﾜﾅﾐ ﾋﾛｶ
 1416 出口 栞里(1)  2054 梶谷 みさき(2)

ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｵﾘ ｶｼﾞﾀﾆ ﾐｻｷ

女子

4×400mR            
準決勝 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 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 長野吉田   751 小山 綾菜(1)   3,53.86 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 大会新
  767 村上 りさ子(2)

ﾑﾗｶﾐ ﾘｻｺ
  766 鈴木 千穂(2)

ｽｽﾞｷ ﾁﾎ
  765 内山 成実(2)

ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ
 2   4 長野日大  2158 戸田 麻由(1)   4,08.16 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ﾄﾀﾞ ﾏﾕ
  958 山口 晏奈(1)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ
  951 外谷 理緒奈(2)

ﾄﾔ ﾘｵﾅ
  965 北田 芽衣(2)

ｷﾀﾀﾞ ﾒｲ
 3   6 上田東  1444 竹之内 こずえ(1)   4,09.28 

ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼ ﾀｹﾉｳﾁ ｺｽﾞｴ
 1441 花岡 美憂(2)

ﾊﾅｵｶ ﾐﾕｳ
 1445 加藤 恭香(1)

ｶﾄｳ ｷｮｳｶ
 1443 髙橋 奈弓(1)

ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ
 4   9 佐久長聖  1301 高橋 知里(2)   4,09.89 

ｻｸﾁｮｳｾｲ ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ
 1298 田中 耶々(2)

ﾀﾅｶ ﾔﾔ
 1304 阿部 恵里香(1)

ｱﾍﾞ ｴﾘｶ
 1300 菊原 麻由奈(1)

ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ
 5   5 市立長野   914 高島 美咲(1)   4,14.03 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ
  913 村松 広捺(2)

ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ
  930 小林 紗也加(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ
  928 風間 春香(2)

ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｶ
 6   8 長野   820 川村 吉乃(1)   4,16.05 

ﾅｶﾞﾉ ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ
 2182 小林 真帆(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾎ
 2181 前田 璃奈(1)

ﾏｴﾀﾞ ﾘﾅ
  812 中村 夏生(2)

ﾅｶﾑﾗ ｶｵ
 7   2 飯田   411 澁谷 希望(1)   4,22.31 

ｲｲﾀﾞｺｳ ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ
  417 塩澤 華奈(2)

ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ
  416 清水 由紀子(2)

ｼﾐｽﾞ ﾕｷｺ
  415 宮島 志保美(2)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ
  3 木曽青峰  1579 澤口 愛生(2)

ｷｿｾｲﾎｳ ｻﾜｸﾞﾁ ｱｲ 棄権
 1576 沢井 千花(2)

ｻﾜｲ ﾁﾊﾅ
 1583 征矢 望(1)

ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ
 1578 舟島 春香(2)

ﾌﾈｼﾏ ﾊﾙｶ

女子

4×400mR            
決勝



決勝 9月30日 10:00

大会記録(GR)         1.70

山我 杏寿実(1) 東信
ﾔﾏｶﾞ ｱｽﾞﾐ 野沢北
小野 美紗(1) 北信
ｵﾉ ﾐｻ 篠ﾉ井
中村 芽以(2) 中信
ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 松本美須々ヶ丘
水庫 郁実(2) 北信
ﾐｽﾞｸﾗ ｲｸﾐ 長野西
間嶋 美優(2) 東信
ﾏｼﾏ ﾐｳ 佐久長聖
武井 萌美(1) 南信
ﾀｹｲ ﾓｴﾐ 下諏訪向陽
今井 ちひろ(2) 北信
ｲﾏｲ ﾁﾋﾛ 長野吉田
中村 繭子(2) 中信
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕｺ 木曽青峰
小林 沙彩(1) 中信
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 松商学園
大脇 愛菜(2) 南信
ｵｵﾜｷ ｱｲﾅ 伊那北
桑原 杏菜(1) 中信
ｸﾜﾊﾞﾗ ｱﾝﾅ 木曽青峰
溝尾 彩夏(1) 中信
ﾐｿﾞｵ ｱﾔｶ 塩尻志学館
加藤 まりな(2) 南信
ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田風越
手塚 日向子(1) 南信
ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅｺ 上伊那農業
鳥羽 美空(1) 中信
ﾄﾊﾞ ﾐｿﾗ 穂高商業
春日 小雪(2) 南信
ｶｽｶﾞ ｺﾕｷ 伊那西
原 苑子(2) 中信
ﾊﾗ ｿﾉｺ 松本美須々ヶ丘
日極 りな(2) 北信 記録なし
ﾋｽﾞﾒ ﾘﾅ 長野高専
下岡 夕奈(2) 北信 記録なし
ｼﾓｵｶ ﾕｳﾅ 学園長野
伊東 泉朋(2) 南信 記録なし
ｲﾄｳ ﾐｽﾞﾎ 諏訪実業
萬場 ケイ(1) 北信 記録なし
ﾏﾝﾊﾞ ｹｲ 飯山北
阿部 真里香(1) 東信 記録なし
ｱﾍﾞ ﾏﾘｶ 佐久長聖
林 未加(1) 東信 記録なし
ﾊﾔｼ ﾐｶ 小諸
奥島 美空(2) 中信 欠場
ｵｸｼﾏ ﾐｸ 松商学園
中曽根 沙耶(2) 北信 欠場
ﾅｶｿﾈ ｻﾔ 長野日大
林 美朱(2) 東信 欠場
ﾊﾔｼ ﾐｱｶ 上田染谷丘
内山 成実(2) 北信 欠場
ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 長野吉田
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女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 9月29日 10:00

原 奈津美(2) 南信
ﾊﾗ ﾅﾂﾐ 上伊那農業
高原 乃友莉(2) 北信
ﾀｶﾊﾗ ﾉﾕﾘ 篠ﾉ井
田中 優奈(2) 南信
ﾀﾅｶ ﾕﾅ 諏訪清陵
有賀 友理(2) 南信
ｱﾙｶﾞ ﾕﾘ 上伊那農業
両角 果穂(2) 南信
ﾓﾛｽﾞﾐ ｶﾎ 諏訪二葉
原 裕美佳(1) 南信
ﾊﾗ ﾕﾐｶ 高遠

決勝 9月29日 10:00

竹松 多恵子(3)
ﾀｹﾏﾂ ﾀｴｺ 高遠

女子

棒高跳(ｵｰﾌﾟﾝ)
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録2m60 2m70 備考2m20 2m40 2m80 2m90 3m00 3m10 3m20 3m30
1 6   242

- - - - O - O O XXO XXX  3.20

2 5  1100
- - - - O O O XXX  3.00

3 4  2052
- O O O O XXO XXX  2.90

4 2   243
- - - O O - XXX  2.80

5 1    89
- XO XXO XXO XXX  2.70

6 3   250
- XO O XXX  2.60

オープン女子

棒高跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 3m00 3m10 3m20 3m30 3m40 記録 備考
1 7   248

XXO XXO XO  3.30XO XXX



決勝 9月28日 10:30

大会記録(GR)         5.77

市岡 奈月(2) 中信   5.57   5.42   5.23    X   5.46   5.51    5.57 
ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 松本蟻ヶ崎   +2.0   +2.0   +1.3   +1.6   +0.8    +2.0
橋本 紗季(2) 南信    X   5.08   5.29   4.83   5.08   5.10    5.29 
ﾊｼﾓﾄ ｻｷ 赤穂   +0.8   +1.5   +1.4   +1.5   +0.9    +1.5
高橋 知里(2) 東信   5.14   5.17   5.27   4.84   5.04    X    5.27 
ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ 佐久長聖   +2.6   +1.6   +1.9   +1.1   +4.0    +1.9
中曽根 沙耶(2) 北信    X    X   5.18   5.18   5.15   5.11    5.18 
ﾅｶｿﾈ ｻﾔ 長野日大   +2.6   +1.4   +1.9   +1.2    +1.4
加藤 恭香(1) 東信   4.87   4.96   5.14    X   5.02    X    5.14 
ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東   +1.2   +2.4   +1.8   +1.1    +1.8
深沢 たまき(2) 北信   5.10    X   5.10   4.90   5.00    X    5.10 
ﾌｶｻﾜ ﾀﾏｷ 松代   +2.1   +2.3   +0.7   +3.6    +2.1
小澤 詩歩(1) 中信   4.69    X   4.95   4.71    X   4.95    4.95 
ｵｻﾞﾜ ｼﾎ 松本県ヶ丘   +2.8   +1.9   +1.2   +2.1    +1.9
百瀬 亜希帆(1) 中信    X   4.92   4.67   4.79   4.79    X    4.92 
ﾓﾓｾ ｱｷﾎ 松本県ヶ丘   +1.3   +3.1   +0.4   +2.5    +1.3
花岡 美憂(2) 東信    X   4.66   4.89    4.89 
ﾊﾅｵｶ ﾐﾕｳ 上田東   +1.0   +1.8    +1.8
水庫 郁実(2) 北信   4.50   4.78   4.84    4.84 
ﾐｽﾞｸﾗ ｲｸﾐ 長野西   +1.1   +1.4   +3.7    +3.7
原田 結希(2) 中信   4.82   4.30   4.75    4.82 
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷ 塩尻志学館   +2.6   +2.2   +1.2    +2.6
伊藤 野々花(2) 中信   4.74   4.71   4.66    4.74 
ｲﾄｳ ﾉﾉｶ 松本美須々ヶ丘   +2.0   +1.3   +2.6    +2.0
有賀 菜央(2) 南信   4.64   4.73   4.48    4.73 
ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 伊那弥生ヶ丘   +3.0   +2.1   +1.9    +2.1
宮澤 麗(1) 北信    X   4.73   4.58    4.73 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｳﾗﾗ 長野吉田   +2.0   +1.3    +2.0
宮原 千恵(2) 北信   4.62   4.33   4.44    4.62 
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾁｴ 屋代   +1.7   +0.3   +2.1    +1.7
小野 美紗(1) 北信   4.35   4.60   4.37    4.60 
ｵﾉ ﾐｻ 篠ﾉ井   +1.0   +1.5   +1.3    +1.5
上原 悠紀(2) 南信   4.28   4.59   4.22    4.59 
ｳｴﾊﾗ ﾕｷ 諏訪清陵   +1.3   +2.5   -0.4    +2.5
竹内 恵(1) 北信   4.51   4.25   4.41    4.51 
ﾀｹｳﾁ ﾒｸﾞﾐ 長野日大   +2.2   +2.2   +1.9    +2.2
小坂 奈桜(1) 中信   4.33   4.34   4.43    4.43 
ｺｻｶ ﾅｵ 松本県ヶ丘   +0.9   +2.4   +1.1    +1.1
小澤 花梨(2) 北信   4.39    X   4.37    4.39 
ｵｻﾞﾜ ｶﾘﾝ 市立長野   +2.6   +0.4    +2.6
箕輪 遥(1) 東信   4.30   4.16   3.72    4.30 
ﾐﾉﾜ ﾊﾙｶ 佐久長聖   +1.7   +2.9   +1.4    +1.7
二宮 萌々(2) 南信    X   4.29   3.82    4.29 
ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ 伊那弥生ヶ丘   +1.4   +2.0    +1.4
両角 果穂(2) 南信   4.14    X   4.02    4.14 
ﾓﾛｽﾞﾐ ｶﾎ 諏訪二葉   +2.6   +1.3    +2.6
木下 直美(1) 南信   4.12   3.90   4.11    4.12 
ｷﾉｼﾀ ﾅｵﾐ 飯田風越   +1.1   +2.6   +1.0    +1.1
佐藤 有生(1) 東信    X   4.11   3.94    4.11 
ｻﾄｳ ﾕｲ 野沢南   +1.1   +0.7    +1.1
丹羽 朱里(1) 南信   3.62   3.71   3.91    3.91 
ﾆﾜ ｱｶﾘ 諏訪二葉   +1.0   +4.3   +1.7    +1.7
木下 真凛(1) 東信   3.40   3.90   2.34    3.90 
ｷﾉｼﾀ ﾏﾘﾝ 野沢北   +1.2   +3.4   +1.6    +3.4
三浦 早央里(2) 東信   3.86    X    X    3.86 
ﾐｳﾗ ｻｵﾘ 野沢北   +3.0    +3.0
林 あすか(1) 中信 欠場
ﾊﾔｼ ｱｽｶ 松商学園
中村 芽以(2) 中信 欠場
ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 松本美須々ヶ丘
髙橋 奈弓(1) 東信 欠場
ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東
三石 奈穂(1) 南信 欠場
ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ 飯田風越
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9 17  1441

10 20   796

7 26  1796

8 18  1797

5 25  1445

6 32  1118

3 29  1301

4 28   955

1 30  1894

2 31   362

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月29日 12:00

大会記録(GR)        12.18

黒岩 志帆(2) 北信
ｸﾛｲﾜ ｼﾎ 須坂園芸
山口 萌々(2) 中信
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓ 豊科
稲森 渚(1) 北信
ｲﾅﾓﾘ ﾅｷﾞｻ 須坂園芸
巣山 夏歩(2) 東信
ｽﾔﾏ ｶﾎ 丸子修学館
中川 希(1) 中信
ﾅｶｶﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 松商学園
松坂 春子(1) 南信
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾊﾙｺ 東海大三
笠原 美奈代(2) 南信
ｶｻﾊﾗ ﾐﾅﾖ 諏訪清陵
柄澤 真野(2) 北信
ｶﾗｻﾜ ﾏﾔ 長野西
黒岩 美怜(2) 北信
ｸﾛｲﾜ ﾐﾚｲ 長野
土屋 鈴花(1) 東信
ﾂﾁﾔ ｽｽﾞｶ 上田染谷丘
登内 彩香(1) 南信
ﾄﾉｳﾁ ｱﾔｶ 伊那西
長沼 義亮子(2) 南信
ﾅｶﾞﾇﾏ ﾖｼｱｷｺ 飯田女子
佐藤 ゆきの(1) 中信
ｻﾄｳ ﾕｷﾉ 松商学園
新津 まり菜(1) 東信
ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ 野沢南
小林 優乃(1) 東信
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ 岩村田
勝又 すず佳(2) 南信
ｶﾂﾏﾀ ｽｽﾞｶ 阿南
林 優花(2) 南信
ﾊﾔｼ ﾕｳｶ 伊那弥生ヶ丘
竹内 恵(1) 北信
ﾀｹｳﾁ ﾒｸﾞﾐ 長野日大
名澤 幸香(1) 北信
ﾅｻﾞﾜ ﾕｷｶ 更級農業
吉澤 涼夏(1) 北信
ﾖｼｻﾞﾜ ｽｽﾞｶ 篠ﾉ井
重田 佐友里(2) 中信
ｼｹﾞﾀ ｻﾕﾘ 梓川
出口 真奈美(2) 中信
ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ 塩尻志学館
佐々木 梨香(1) 東信
ｻｻｷ ﾘｶ 丸子修学館
小林 裕佳(1) 北信
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 長野清泉
藤 未左衣(1) 東信
ﾌｼﾞ ﾐｻｷ 丸子修学館
宮崎 里奈(1) 中信
ﾐﾔｻﾞｷ ﾘﾅ 都市大塩尻
伊東 泉朋(2) 南信
ｲﾄｳ ﾐｽﾞﾎ 諏訪実業
中畑 未来(1) 中信
ﾅｶﾊﾀ ﾐｸ 木曽青峰
濵  麗(2) 中信 欠場
ﾊﾏ ｳﾗﾗ 豊科

女子

砲丸投(4.0kg)

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 29   741

 9.41  9.87   -  9.83 10.32  9.97  10.32 

2 27  2003
 9.73  9.47  9.70  8.95  9.75 10.17  10.17 

3 25  2214
 8.90  8.98  9.65  8.74  9.35 10.03  10.03 

4 26  1398
 9.43  9.85  9.90 10.00  9.87  9.84  10.00 

5 23  1942
  X  9.85  9.12  9.74  9.76  9.99   9.99 

6 28    26
 9.37  8.96  8.50  8.82  8.31  8.80   9.37 

7 24  2051
 8.68  7.83  9.25  8.50  8.77  8.72   9.25 

8 21   797
 8.34  8.43  9.04  8.66  8.27  8.42   9.04 

9 17   818
 7.96  8.21  8.63   8.63 

10 18  1452
 8.27  8.46  7.46   8.46 

11 12   338
 8.03  7.65  7.48   8.03 

12 20   427
 7.17  6.52  8.03   8.03 

13 19  1925
 7.41  7.25  7.93   7.93 

14 14  1247
  X  7.29  7.87   7.87 

15 22  1278
 7.74  7.60  7.70   7.74 

16 16   553
 7.24  7.14  7.59   7.59 

17 8   307
 7.18  7.14  7.43   7.43 

18 2  2152
 6.60  6.98  7.42   7.42 

19 9  2144
 7.32  5.86  6.97   7.32 

20 13  1105
 6.99  7.25  7.05   7.25 

21 7  1734
 7.16  6.55  6.75   7.16 

22 11  1602
 7.10  7.04  6.58   7.10 

23 6  1386
 6.20  6.83  6.86   6.86 

24 5  1035
 6.75  6.74  5.79   6.75 

25 10  1384
 6.43  6.64  6.54   6.64 

26 3  1913
 6.53  6.35  6.27   6.53 

27 4    65
 6.19  6.15  6.01   6.19 

28 1  1584
 5.32  5.43  5.27

15  2004

  5.43 



決勝 9月30日 13:00

大会記録(GR)        37.46

山口 萌々(2) 中信
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓ 豊科
黒岩 美怜(2) 北信
ｸﾛｲﾜ ﾐﾚｲ 長野
柄澤 真野(2) 北信
ｶﾗｻﾜ ﾏﾔ 長野西
巣山 夏歩(2) 東信
ｽﾔﾏ ｶﾎ 丸子修学館
依田 菜月(2) 北信
ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ 学園長野
重田 佐友里(2) 中信
ｼｹﾞﾀ ｻﾕﾘ 梓川
黒岩 志帆(2) 北信
ｸﾛｲﾜ ｼﾎ 須坂園芸
出口 真奈美(2) 中信
ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ 塩尻志学館
稲森 渚(1) 北信
ｲﾅﾓﾘ ﾅｷﾞｻ 須坂園芸
北野 未紗(2) 南信
ｷﾀﾉ ﾐｻ 阿南
志知 鈴菜(2) 中信
ｼﾁ ﾚｲﾅ 梓川
一ノ瀬 菜奈(2) 南信
ｲﾁﾉｾ ﾅﾅ 辰野
神谷 桃香(2) 南信
ｶﾐﾔ ﾓﾓｶ 諏訪二葉
土屋 鈴花(1) 東信
ﾂﾁﾔ ｽｽﾞｶ 上田染谷丘
登内 彩香(1) 南信
ﾄﾉｳﾁ ｱﾔｶ 伊那西
河野 枝梨花(2) 北信
ｺｳﾉ ｴﾘｶ 中野西
中川 希(1) 中信
ﾅｶｶﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 松商学園
吉澤 涼夏(1) 北信
ﾖｼｻﾞﾜ ｽｽﾞｶ 篠ﾉ井
小林 優乃(1) 東信
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ 岩村田
新津 まり菜(1) 東信
ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ 野沢南
中山 真緒(1) 南信
ﾅｶﾔﾏ ﾏｵ 赤穂
佐藤 くるみ(2) 東信
ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館
勝又 すず佳(2) 南信
ｶﾂﾏﾀ ｽｽﾞｶ 阿南
箕輪 遥(1) 東信
ﾐﾉﾜ ﾊﾙｶ 佐久長聖
佐藤 ゆきの(1) 中信
ｻﾄｳ ﾕｷﾉ 松商学園
宮入 春菜(2) 北信
ﾐﾔｲﾘ ﾊﾙﾅ 屋代
柳沢 有香(1) 東信
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸
藤 未左衣(1) 東信
ﾌｼﾞ ﾐｻｷ 丸子修学館
北澤 志穂(1) 中信
ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾎ 塩尻志学館
柴田 佳歩(2) 南信 欠場
ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ 飯田風越
長沼 義亮子(2) 南信 欠場
ﾅｶﾞﾇﾏ ﾖｼｱｷｺ 飯田女子
濵  麗(2) 中信 欠場
ﾊﾏ ｳﾗﾗ 豊科

女子

円盤投(1.0kg)

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 25  2003

25.50 31.31 33.30 34.37 31.19 34.35  34.37 

2 23   818
31.24 33.60 34.12   X   X   X  34.12 

3 31   797
32.09   X 29.31   X 21.15 29.99  32.09 

4 32  1398
31.35 30.58 30.89 31.17 31.96 28.66  31.96 

5 27   981
28.73 27.85 25.29   - 27.08 31.19  31.19 

6 29  1734
  X 29.85 28.65 29.74 26.57 30.25  30.25 

7 19   741
27.40 27.43 28.52 28.52 28.09 29.48  29.48 

8 13  1602
26.51 24.89 28.95 26.87 25.17 26.37  28.95 

9 15  2214
26.73   X 27.17  27.17 

10 30   552
26.58 26.54 22.57  26.58 

11 21  1735
25.40 26.15   X  26.15 

12 26   203
22.99 25.79 19.85  25.79 

13 22    86
24.39 22.98 25.43  25.43 

14 24  1452
24.33   X 24.90  24.90 

15 10   338
  X 24.33 22.94  24.33 

16 11   664
22.42 18.31 24.16  24.16 

17 9  1942
22.74 21.18 23.59  23.59 

18 7  1105
18.21 22.92 20.75  22.92 

19 28  1278
22.57 21.07 19.10  22.57 

20 8  1247
19.11 22.23 21.55  22.23 

21 18   365
  X 21.64 19.98  21.64 

22 16  1396
18.25 20.34   X  20.34 

23 14   553
16.57 17.74 20.27  20.27 

24 20  1310
20.00 19.28 19.52  20.00 

25 5  1925
19.81 18.77   X  19.81 

26 3  1152
  X 18.81   X  18.81 

27 4  1345
16.93 18.05 16.41  18.05 

28 12  1384
  X 16.36   X  16.36 

29 1  1615
  X 15.34 16.31  16.31 

2   446

6   427

17  2004



決勝 9月28日 15:00

大会記録(GR)        43.10

井口 華穂(2) 北信
ｲｸﾞﾁ ｶﾎ 市立長野
羽鳥 萌子(1) 北信
ﾊﾄﾘ ﾓｴｺ 長野東
高野 希恵(2) 東信
ﾀｶﾉ ｷｴ 野沢北
濵  麗(2) 中信
ﾊﾏ ｳﾗﾗ 豊科
新津 まり菜(1) 東信
ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ 野沢南
原 奈津美(2) 南信
ﾊﾗ ﾅﾂﾐ 上伊那農業
中村 夏生(2) 北信
ﾅｶﾑﾗ ｶｵ 長野
藤原 佳奈(2) 中信
ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾅ 松本美須々ヶ丘
松坂 春子(1) 南信
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾊﾙｺ 東海大三
中村 繭子(2) 中信
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕｺ 木曽青峰
柄澤 真野(2) 北信
ｶﾗｻﾜ ﾏﾔ 長野西
有井 歩(2) 東信
ｱﾘｲ ｱﾕﾐ 野沢南
林 あすか(1) 中信
ﾊﾔｼ ｱｽｶ 松商学園
巣山 夏歩(2) 東信
ｽﾔﾏ ｶﾎ 丸子修学館
田中里彩(2) 北信
ﾀﾅｶ ﾘｻ 長野ろう
笠原 美奈代(2) 南信
ｶｻﾊﾗ ﾐﾅﾖ 諏訪清陵
柳沢 有香(1) 東信
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸
中山 真緒(1) 南信
ﾅｶﾔﾏ ﾏｵ 赤穂
箕輪 遥(1) 東信
ﾐﾉﾜ ﾊﾙｶ 佐久長聖
間嶋 美優(2) 東信
ﾏｼﾏ ﾐｳ 佐久長聖
林 未加(1) 東信
ﾊﾔｼ ﾐｶ 小諸
大日方 あやね(1) 北信
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱﾔﾈ 松代
伊藤 彩佳(2) 中信
ｲﾄｳ ｱﾔｶ 明科
竹内 恵(1) 北信
ﾀｹｳﾁ ﾒｸﾞﾐ 長野日大
岩佐 眞歩(2) 南信
ｲﾜｻ ﾏﾅﾎ 岡谷東
小西 真奈(2) 中信
ｺﾆｼ ﾏﾅ 明科
有賀 友理(2) 南信
ｱﾙｶﾞ ﾕﾘ 上伊那農業
肥後 萌々花(2) 南信
ﾋｺﾞ ﾓﾓｶ 飯田女子
小林 裕佳(1) 北信
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 長野清泉
林 優花(2) 南信
ﾊﾔｼ ﾕｳｶ 伊那弥生ヶ丘
ディアスタイナ(2) 中信 欠場
ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ 松商学園
志知 鈴菜(2) 中信 欠場
ｼﾁ ﾚｲﾅ 梓川

決勝 9月28日 15:00

川上 美葉(3)
ｶﾜｶﾐ ﾐﾊ 小諸

 47.39 
1 1  1335

47.39 44.12 44.76

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

オープン女子

やり投(600g)
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

女子

やり投(600g)

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 29   926

41.63   - 38.96 37.58   - 36.34  41.63 

2 25   867
30.83 35.21 33.31   X 32.94 37.16  37.16 

3 31  1222
33.32 36.80 36.49 33.31 35.33 34.35  36.80 

4 32  2004
  X 34.33   - 31.13 34.03 34.80  34.80 

5 19  1247
24.84 31.55 28.72 32.91 32.57 31.72  32.91 

6 30   242
30.47   X 26.39 27.35 32.38 29.22  32.38 

7 21   812
28.86 18.17 30.86 29.66 30.10 29.49  30.86 

8 28  1842
30.32   X 29.45 29.71 30.09   X  30.32 

9 26    26
30.06 26.85 28.20  30.06 

10 20  1577
29.03 28.91 29.44  29.44 

11 17   797
25.82 26.25 29.33  29.33 

12 23  1243
28.89 24.49 26.15  28.89 

13 24  1941
  X 27.82   X  27.82 

14 27  1398
25.25 27.69 25.49  27.69 

15 13   931
26.77 26.94 23.06  26.94 

16 22  2051
26.35 24.79 25.91  26.35 

17 11  1345
25.63 24.40 24.91  25.63 

18 18   365
25.60 24.26 19.53  25.60 

19 15  1310
25.45 23.24 22.06  25.45 

20 7  1296
23.33 25.33 21.86  25.33 

21 3  1347
24.86 23.56 22.18  24.86 

22 9  1121
24.29 23.39 18.46  24.29 

23 16  2017
23.54 20.43   X  23.54 

24 5  2152
23.37 22.56 23.08  23.37 

25 10   138
  X 21.50 23.29  23.29 

26 12  2024
22.64 22.23 23.03  23.03 

27 14   243
22.07 23.02 21.04  23.02 

28 6   425
21.61 23.02   X  23.02 

29 1  1035
  X   X 20.75  20.75 

30 2   307
19.68   -   -  19.68 

4  1934

8  1735



決勝 9月29日  9:30

大会記録(GR)         4073

井口 華穂(2) 北信
ｲｸﾞﾁ ｶﾎ 市立長野
依田 菜月(2) 北信
ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ 学園長野
有賀 菜央(2) 南信
ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 伊那弥生ヶ丘
花里 裕良(2) 東信
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ 佐久長聖
加藤 まりな(2) 南信
ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田風越
佐藤 くるみ(2) 東信
ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館
串原 礼(1) 南信
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農業
柳沢 有香(1) 東信
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸
下岡 夕奈(2) 北信
ｼﾓｵｶ ﾕｳﾅ 学園長野
佐々木 梨香(1) 東信
ｻｻｷ ﾘｶ 丸子修学館
永原 瑞稀(1) 中信 途中棄権
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 梓川
ディアスタイナ(2) 中信 欠場
ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ 松商学園
市岡 奈月(2) 中信 欠場
ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 松本蟻ヶ崎
小林 沙彩(1) 中信 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 松商学園
林 あすか(1) 中信 欠場
ﾊﾔｼ ｱｽｶ 松商学園

 1941

 1894

 1945

 1736

 1934

9   989
  2007

10  1386
  1906

7   488
  2915

8  1345
  2236

5   447
  3086

6  1396
  2963

3   304
  3581

4  1302
  3226

1   926
  3740

2   981
  3669

女子

七種競技

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考



決勝 9月29日  9:30

県高記録            14.28

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 -0.7

 1 有賀 菜央(2) 南信 16.22(688)  1 佐藤 くるみ(2) 東信 18.39(449)
ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 伊那弥生ヶ丘 ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館

 2 依田 菜月(2) 北信 17.15(580)  2 下岡 夕奈(2) 北信 19.99(303)
ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ 学園長野 ｼﾓｵｶ ﾕｳﾅ 学園長野

 3 花里 裕良(2) 東信 17.56(535)  3 永原 瑞稀(1) 中信 20.54(259)
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ 佐久長聖 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 梓川

 4 串原 礼(1) 南信 17.81(508)  4 柳沢 有香(1) 東信 21.44(194)
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農業 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸

 5 井口 華穂(2) 北信 17.95(494)  5 佐々木 梨香(1) 東信 22.83(110)
ｲｸﾞﾁ ｶﾎ 市立長野 ｻｻｷ ﾘｶ 丸子修学館

 6 加藤 まりな(2) 南信 18.42(446) 小林 沙彩(1) 中信
ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田風越 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 松商学園
ディアスタイナ(2)中信 林 あすか(1) 中信
ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ 松商学園 ﾊﾔｼ ｱｽｶ 松商学園
市岡 奈月(2) 中信
ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 松本蟻ヶ崎

決勝 (1,2組) 9月29日 10:00

県高記録             1.77

[ 1組]

有賀 菜央(2) 南信
ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 伊那弥生ヶ丘 (566)
依田 菜月(2) 北信
ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ 学園長野 (512)
永原 瑞稀(1) 中信
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 梓川 (359)
柳沢 有香(1) 東信
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸 (312)
佐々木 梨香(1) 東信
ｻｻｷ ﾘｶ 丸子修学館 (266)
小林 沙彩(1) 中信 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 松商学園
ディアスタイナ(2) 中信 欠場
ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ 松商学園
市岡 奈月(2) 中信 欠場
ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 松本蟻ヶ崎

[ 2組]

加藤 まりな(2) 南信
ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田風越 (566)
花里 裕良(2) 東信
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ 佐久長聖 (512)
井口 華穂(2) 北信
ｲｸﾞﾁ ｶﾎ 市立長野 (512)
串原 礼(1) 南信
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農業 (460)
佐藤 くるみ(2) 東信
ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館 (359)
下岡 夕奈(2) 北信 記録なし
ｼﾓｵｶ ﾕｳﾅ 学園長野 (  0)
林 あすか(1) 中信 欠場
ﾊﾔｼ ｱｽｶ 松商学園

欠場

4  1945
欠場

6  1941

2  1345

7  1386

3   989

8  1736

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1396

5  1934
欠場

6  1894
欠場

2   926

9   447

3  1302

4   488

7   304

8   981

七種競技      

100mH

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

七種競技      

走高跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 記録 備考
1 5   304

- - - O O O O XXX  1.45

2 7   981
- - O O O XO XXX  1.40

3 3  1736
O O O XXX  1.25

4 2  1345
O XO XXX  1.20

5 1  1386
O XXX  1.15

4  1945

6  1934

8  1894

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 記録 備考
1 7   447

- - - O O XXO XXO XXX  1.45

2 4  1302
- - O O O O XXX  1.40

2 5   926
- - O O O XXO XXX  1.40

4 3   488
O XO O XO O XXX  1.35

5 1  1396
O XO O XXX  1.25

2   989
- XXX

6  1941



決勝 9月29日 14:00

県高記録            12.30

依田 菜月(2) 北信
ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ 学園長野 (440)
井口 華穂(2) 北信
ｲｸﾞﾁ ｶﾎ 市立長野 (377)
有賀 菜央(2) 南信
ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 伊那弥生ヶ丘 (376)
佐々木 梨香(1) 東信
ｻｻｷ ﾘｶ 丸子修学館 (347)
花里 裕良(2) 東信
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ 佐久長聖 (333)
串原 礼(1) 南信
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農業 (322)
佐藤 くるみ(2) 東信
ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館 (309)
加藤 まりな(2) 南信
ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田風越 (308)
永原 瑞稀(1) 中信
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 梓川 (301)
下岡 夕奈(2) 北信
ｼﾓｵｶ ﾕｳﾅ 学園長野 (246)
柳沢 有香(1) 東信
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸 (210)
小林 沙彩(1) 中信 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 松商学園
林 あすか(1) 中信 欠場
ﾊﾔｼ ｱｽｶ 松商学園
ディアスタイナ(2) 中信 欠場
ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ 松商学園
市岡 奈月(2) 中信 欠場
ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 松本蟻ヶ崎

決勝 9月29日 15:15

県高記録            15.20

[ 1組] 風速 +4.6 [ 2組] 風速 +2.4

 1 依田 菜月(2) 北信 27.60(663)  1 下岡 夕奈(2) 北信 29.22(538)
ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ 学園長野 ｼﾓｵｶ ﾕｳﾅ 学園長野

 2 有賀 菜央(2) 南信 27.69(655)  2 串原 礼(1) 南信 29.36(528)
ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 伊那弥生ヶ丘 ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農業

 3 佐藤 くるみ(2) 東信 27.97(633)  3 加藤 まりな(2) 南信 29.91(488)
ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館 ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田風越

 4 花里 裕良(2) 東信 28.47(594)  4 永原 瑞稀(1) 中信 30.03(480)
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ 佐久長聖 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 梓川

 5 井口 華穂(2) 北信 28.66(580)  5 柳沢 有香(1) 東信 30.30(461)
ｲｸﾞﾁ ｶﾎ 市立長野 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸
市岡 奈月(2) 中信  6 佐々木 梨香(1) 東信 31.10(408)
ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 松本蟻ヶ崎 ｻｻｷ ﾘｶ 丸子修学館
ディアスタイナ(2)中信 小林 沙彩(1) 中信
ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ 松商学園 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 松商学園
林 あすか(1) 中信
ﾊﾔｼ ｱｽｶ 松商学園

欠場 欠場
8  1941

欠場

欠場
6  1934 6  1945

4  1894 7  1386

3   926 2  1345

2  1302 4  1736

9  1396 3   447

5   304 8   488

No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   981 5   989

七種競技      

200m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

13  1894

12  1934

4  1941

 5.02   5.02 

1  1945

 5.60   5.60 

11 2  1345
 4.95  4.91

 5.68   6.47 

10 3   989
 5.24  5.38

 6.53   6.58 

9 8  1736
 6.47  6.03

 6.55   6.59 

8 7   447
 6.27  6.58

 6.76   6.79 

7 5  1396
 5.72  6.59

 6.97   6.97 

6 9   488
 6.53  6.79

 7.18   7.18 

5 10  1302
 6.85  6.56

  X   7.64 

4 6  1386
 6.38  7.03

 7.65   7.65 

3 11   304
 7.64  7.20

 8.11   8.62 

2 14   926
 7.65  7.38

-4- -5- -6- 記録 備考
1 15   981

 8.62  7.76

七種競技      

砲丸投(4.0kg)

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-



決勝 9月30日  9:30

県高記録             6.02

井口 華穂(2) 北信   4.75   4.72   4.54    4.75 
ｲｸﾞﾁ ｶﾎ 市立長野   -0.4   -0.2   -1.3    -0.4 (492)
花里 裕良(2) 東信   4.52   4.46   4.17    4.52 
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ 佐久長聖   -2.0   -0.6   -2.1    -2.0 (433)
依田 菜月(2) 北信   4.41   4.49   4.39    4.49 
ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ 学園長野   -1.5   -1.7   -2.4    -1.7 (426)
加藤 まりな(2) 南信   4.44    X   4.15    4.44 
ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田風越   -0.4   -1.2    -0.4 (413)
有賀 菜央(2) 南信    X   4.32   4.12    4.32 
ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 伊那弥生ヶ丘   -0.4   -3.3    -0.4 (384)
佐藤 くるみ(2) 東信   4.21   4.11   3.87    4.21 
ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館    0.0   -0.6   -0.8     0.0 (357)
串原 礼(1) 南信   4.08   3.98   4.11    4.11 
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農業   -1.6   +1.3   -1.3    -1.3 (333)
下岡 夕奈(2) 北信   3.75   3.88   3.76    3.88 
ｼﾓｵｶ ﾕｳﾅ 学園長野   -1.8   +1.1    0.0    +1.1 (281)
永原 瑞稀(1) 中信   3.78   3.82    -    3.82 
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 梓川   +0.1   +0.5    +0.5 (267)
柳沢 有香(1) 東信   3.54   3.45   3.57    3.57 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸   -1.6   -1.1   -1.9    -1.9 (214)
佐々木 梨香(1) 東信    X    X   3.56    3.56 
ｻｻｷ ﾘｶ 丸子修学館   -0.9    -0.9 (212)
小林 沙彩(1) 中信 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 松商学園
林 あすか(1) 中信 欠場
ﾊﾔｼ ｱｽｶ 松商学園
ディアスタイナ(2) 中信 欠場
ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ 松商学園
市岡 奈月(2) 中信 欠場
ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 松本蟻ヶ崎

決勝 9月30日 11:30

県高記録            49.44

井口 華穂(2) 北信
ｲｸﾞﾁ ｶﾎ 市立長野 (668)
依田 菜月(2) 北信
ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ 学園長野 (430)
柳沢 有香(1) 東信
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸 (349)
加藤 まりな(2) 南信
ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田風越 (340)
有賀 菜央(2) 南信
ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 伊那弥生ヶ丘 (338)
佐藤 くるみ(2) 東信
ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館 (275)
花里 裕良(2) 東信
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ 佐久長聖 (264)
佐々木 梨香(1) 東信
ｻｻｷ ﾘｶ 丸子修学館 (239)
串原 礼(1) 南信
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農業 (237)
下岡 夕奈(2) 北信
ｼﾓｵｶ ﾕｳﾅ 学園長野 (204)
永原 瑞稀(1) 中信 途中棄権
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 梓川
林 あすか(1) 中信 欠場
ﾊﾔｼ ｱｽｶ 松商学園
小林 沙彩(1) 中信 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 松商学園
市岡 奈月(2) 中信 欠場
ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 松本蟻ヶ崎
ディアスタイナ(2) 中信 欠場
ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ 松商学園

決勝 9月30日 14:00

県高記録          2,11.84

[ 1組] [ 2組]

 1 佐藤 くるみ(2) 東信 2,39.32(581)  1 依田 菜月(2) 北信 2,36.17(618)
ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館 ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ 学園長野

 2 串原 礼(1) 南信 2,44.08(527)  2 井口 華穂(2) 北信 2,36.18(617)
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農業 ｲｸﾞﾁ ｶﾎ 市立長野

 3 柳沢 有香(1) 東信 2,46.95(496)  3 有賀 菜央(2) 南信 2,39.86(574)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸 ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 伊那弥生ヶ丘

 4 下岡 夕奈(2) 北信 2,52.83(435)  4 花里 裕良(2) 東信 2,41.60(555)
ｼﾓｵｶ ﾕｳﾅ 学園長野 ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ 佐久長聖

 5 佐々木 梨香(1) 東信 3,04.57(324)  5 加藤 まりな(2) 南信 2,44.30(525)
ｻｻｷ ﾘｶ 丸子修学館 ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田風越

15  1894

8  1941

10  1934

11 2  1386

3  1945

9 6  1736

10 1  1345

7 5   488

8 4   989

5 12   304

6 7  1396

3 11   981

4 13   447

1 14   926
-5-

2 9  1302

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

七種競技      

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

七種競技      

やり投(600g)

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 15   926

  X 40.04   O  40.04 

2 13   981
  O   O 27.55  27.55 

3 11  1345
  X   X 23.23  23.23 

4 8   447
  O   O 22.73  22.73 

5 10   304
  X 22.66   O  22.66 

6 9  1396
19.23   O   O  19.23 

7 4  1302
  X   O 18.66  18.66 

8 7  1386
17.33   O   X  17.33 

9 5   488
17.22   O   O  17.22 

10 3   989
15.38   O   X  15.38 

12  1736

1  1941

2  1945

6  1894

14  1934

七種競技      

800m

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  1396 2   981

1   488 1   926

3  1345 3   304

5   989 4  1302

4  1386 5   447
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