
第104回長野市内高等学校陸上競技大会                                             
　期日：平成24年4月29日（日）                                                   

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】201010  長野市営陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
04/29 女子  -0.5 藤牧 夏美(3) 13.17 外谷 理緒奈(3) 13.22 石井 芽衣(2) 13.40 唐澤 美鈴(1) 13.44 深沢 たまき(2) 13.50 新井 美貴子(3) 13.51 宮武 志帆(2) 13.76

100m 高校･長野吉田 高校･長野日大 高校･長野商業 高校･長野日大 高校･松代 高校･長野 高校･長野西
04/29 外谷 理緒奈(3) 27.17 新井 美貴子(3) 27.36 山口 晏奈(1) 27.76 石井 芽衣(2) 28.01 小山 真帆(3) 28.33 中村 夏生(2) 28.37 髙橋 梓(1) 28.42 宮武 志帆(2) 28.44

200m 高校･長野日大 高校･長野 高校･長野日大 高校･長野商業 高校･松代 高校･長野 高校･篠ﾉ井 高校･長野西
04/29 瀧澤 彩(3) 57.11 山田 聡子(3) 59.56 北澤 奈々美(3) 59.75 大野 史緒里(3) 59.93 北田 芽衣(2) 1,00.80 池田 文美(3) 1,01.99 川口 真生(3) 1,02.80 西堀 彩夏(3) 1,03.68

400m 高校･長野 高校･長野 高校･篠ﾉ井 高校･長野吉田 高校･長野日大 高校･長野吉田 高校･長野 高校･市立長野
04/29 木田 真美子(3) 2,16.05 北田 芽衣(2) 2,20.54 池田 文美(3) 2,22.48 前島 早瑛(3) 2,24.21 村上 りさ子(2) 2,25.91 川口 真生(3) 2,30.83 浅沼 彩花(3) 2,37.49 後藤 亜由美(2) 2,39.07

800m 高校･長野吉田 高校･長野日大 高校･長野吉田 高校･長野 高校･長野吉田 高校･長野 高校･学園長野 高校･松代
04/29 渡辺 かりん(2) 4,51.25 伊藤 千夏(1) 4,56.09 勝山 真子(2) 5,08.82 後藤 亜由美(2) 5,40.37

1500m 高校･長野日大 高校･長野日大 高校･長野日大 高校･松代
04/29 渡辺 かりん(2) 10,29.06 小林 真帆(2) 10,41.02 勝山 真子(2) 10,57.78 曽根 真奈(3) 11,19.40 原山 麻優(3) 11,31.12 八木 菜生子(2) 11,38.04

3000m 高校･長野日大 高校･長野 高校･長野日大 高校･長野 高校･長野商業 高校･長野日大
04/29  +1.0 山崎 智世(3) 15.17 小山 綾菜(1) 15.74 庄田 ひかり(3) 16.08 風間 春香(2) 17.54 小林 紗也加(2) 19.84

100mH(0.840m) 高校･長野吉田 高校･長野吉田 高校･長野吉田 高校･市立長野 高校･市立長野
04/29 瀧澤 彩(3) 1,01.96 山田 聡子(3) 1,04.97 風間 春香(2) 1,11.19 小林 紗也加(2) 1,17.86

400mH(0.762m) 高校･長野 高校･長野 高校･市立長野 高校･市立長野
04/29 曽根 真奈(3) 28,02.23 永田 有希(3) 28,07.06 川島 未佐貴(2) 31,11.86

5000mW 高校･長野 高校･長野吉田 高校･更級農業
04/29 町田 佳菜子(3) 1.55 水庫 郁実(2) 1.45 今井 ちひろ(2) 1.40 町田 歩美(3) 1.35 竹内 彩華(3) 1.35

走高跳 高校･長野吉田 高校･長野西 高校･長野吉田 高校･長野商業 高校･篠ﾉ井
04/29 深沢たまき(2) 5.10(+1.2) 金田智恵(3) 5.04(+1.5) 中曽根沙耶(2) 5.03(+0.3) 山崎智世(3) 4.99(+1.2) 北村梨恵(3) 4.95(+0.5) 庄田ひかり(3) 4.94(-0.5) 水庫郁実(2) 4.65(+1.4) 小澤花梨(2) 4.47(+1.0)

走幅跳 高校･松代 高校･長野日大 高校･長野日大 高校･長野吉田 高校･長野吉田 高校･長野吉田 高校･長野西 高校･市立長野
04/29 渡邉 莉帆(3) 10.71 渡邉 帆南(3) 9.62 黒岩 美怜(2) 8.44 井口 華穂(2) 8.15 山口 晏奈(1) 7.70 吉澤 涼夏(1) 7.17 椎名 朱里(2) 5.19

砲丸投(4.000kg) 高校･長野商業 高校･長野商業 高校･長野 高校･市立長野 高校･長野日大 高校･篠ﾉ井 高校･篠ﾉ井
04/29 依田 菜月(2) 33.37 渡邉 莉帆(3) 32.99 渡邉 帆南(3) 32.59 黒岩 美怜(2) 27.41 柄澤 真野(2) 25.17 北澤 舞(3) 23.44 名畑 美紗希(3) 20.30

円盤投(1.000kg) 高校･学園長野 高校･長野商業 高校･長野商業 高校･長野 高校･長野西 高校･更級農業 高校･更級農業
04/29 井口 華穂(2) 39.91 依田 菜月(2) 30.55 若林 美樹(3) 28.29 中村 夏生(2) 27.92 柄澤 真野(2) 26.91 塚田 舞(3) 26.61 松倉  和(2) 19.20 高山 桃佳(2) 14.46

やり投(600g) 高校･市立長野 高校･学園長野 高校･更級農業 高校･長野 高校･長野西 高校･長野 高校･長野清泉 高校･長野吉田
04/29 4×100mR 長野吉田       49.18 長野       50.08 長野日大       51.22 市立長野       53.09 松代       53.58
04/29 4×400mR 長野吉田     3,57.68 長野     3,59.12 市立長野     4,20.29 篠ﾉ井     4,23.72 松代     4,36.83
04/29 女子オープン 髙橋 梓(1) 14.05 宮坂 苑実(1) 14.81

100m 高校･篠ﾉ井 高校･市立長野
04/29 前島 早瑛(3) 62.03

400m 高校･長野
04/29 八木 菜生子(2) 5,24.48

1500m 高校･長野日大
04/29  +1.0 高山 桃佳(2) 17.64 今井 ちひろ(2) 19.18

100mH(0.840m) 高校･長野吉田 高校･長野吉田


