
第42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25年9月27日（金）-29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
09/28 女子  -1.1モラード 華(2) 12.56 金田 華実(1) 12.57 降旗 菜津美(1) 12.66 髙橋 奈弓(2) 12.81 大塚七海子(1) 13.11 小澤 詩歩(2) 13.14 高橋 美凪(2) 13.21 南澤 明音(1) 13.31

100m 中信･松商学園 東信･野沢北 中信･大町 東信･上田東 北信･屋代 中信･松本県ヶ丘 南信･諏訪清陵 北信･更級農業
09/29   0.0小山 綾菜(2) 25.29 モラード 華(2) 25.36 金田 華実(1) 25.59 髙橋 奈弓(2) 25.85 降旗 菜津美(1) 25.89 堀 朱里(2) 25.92 山口 晏奈(2) 26.31 戸田 麻由(2) 27.21

200m 北信･長野吉田 中信･松商学園 東信･野沢北 東信･上田東 中信･大町 中信･豊科 北信･長野日大 北信･長野日大
09/27 小山 綾菜(2) 58.41 山口 晏奈(2) 59.52 上條 麻奈(2) 59.64 堀 朱里(2) 59.76 菊原 麻由奈(2) 59.99 武村 結香(1) 1,00.49 森本 紀乃(1) 1,01.10 小口 珠緒(1) 1,01.84

400m 北信･長野吉田 北信･長野日大 中信･松本深志 中信･豊科 東信･佐久長聖 北信･篠ﾉ井 南信･諏訪二葉 南信･諏訪二葉
09/29 上條 麻奈(2) 2,16.26 小合 沙季(2) 2,16.86 塩崎 葵(1) 2,17.20 中村 智美(1) 2,17.83 久保田 里菜(1) 2,18.25 傳田 雪香(2) 2,18.51 大野 晴香(2) 2,20.09 小宮山 悠(2) 2,20.99

800m 中信･松本深志 東信･丸子修学館 北信･長野東 北信･長野東 北信･長野東 北信･長野日大 北信･長野吉田 東信･野沢北
09/27 小林 千紗(1) 4,39.89 小合 沙季(2) 4,42.98 傳田 雪香(2) 4,44.15 中村 智美(1) 4,46.74 荒木 瑞葉(2) 4,47.53 伊藤 千夏(2) 4,56.14 赤羽 美柚(1) 4,58.50 小嶋 沙季(2) 4,59.00

1500m 中信･松本県ヶ丘 東信･丸子修学館 北信･長野日大 北信･長野東 南信･諏訪二葉 北信･長野日大 中信･松本蟻ヶ崎 北信･長野
09/29 小口 雪音(2) 9,38.50 小林 千紗(1) 10,02.57 伊藤 千夏(2) 10,11.83 川上 綾香(2) 10,16.11 荒木 瑞葉(2) 10,18.73 甘利 祐子(1) 10,36.20 安田 佳織(2) 10,39.96 小嶋 沙季(2) 10,40.42

3000m 北信･長野東 中信･松本県ヶ丘 北信･長野日大 北信･長野東 南信･諏訪二葉 東信･佐久長聖 中信･松本深志 北信･長野
09/27  +1.6細田 真央(1) 15.72 安田 若菜(1) 16.01 加藤 優美(1) 16.19 串原 礼(2) 16.39 小沼 千夏(2) 16.45 新井 咲(1) 16.62 山我 杏寿実(2) 16.83 岸田 藍(1) 16.98

100mH(0.838) 東信･上田染谷丘 中信･木曽青峰 中信･松商学園 南信･下伊那農 南信･飯田女子 中信･松商学園 東信･野沢北 東信･上田染谷丘
09/28 小山 綾菜(2) 1,05.00 細田 真央(1) 1,06.22 吉村 彩加(1) 1,06.71 武村 結香(1) 1,06.91 岸田 藍(1) 1,07.38 田中 美菜(1) 1,07.98 手塚 日向子(2) 1,08.89 三石 奈穂(2) 1,12.46

400mH(0.762) 北信･長野吉田 東信･上田染谷丘 北信･長野 北信･篠ﾉ井 東信･上田染谷丘 中信･木曽青峰 南信･上伊那農 南信･飯田風越
09/27 溝口 友己歩(1) 25,27.19 中島 和華(2) 27,17.97 牛山 杏香(2) 30,09.06 服部 智花(2) 30,36.45 村松 莉緒(1) 30,39.18 後藤 美礼(2) 32,42.34 黒岩 真由(1) 33,41.91 宮崎 明日香(2) 36,11.61

5000mW 北信･長野東 GR 東信･上田染谷丘 南信･松川 南信･飯田 北信･長野 南信･伊那西 北信･須坂 北信･須坂園芸
09/29 山我 杏寿実(2) 1.67 小野 美紗(2) 1.64 岩崎 ちひろ(1) 1.61 神谷 梨緒菜(2) 1.50 桑原 杏菜(2) 1.50 鳥羽 美空(2) 1.50 井原 夏見(1) 1.45 唐澤 遥南(1) 1.45

走高跳 東信･野沢北 北信･篠ﾉ井 北信･長野吉田 東信･北佐久農業 中信･木曽青峰 中信･穂高商 北信･長野 南信･伊那西
09/28 江原 成美(1) 3.00 井口 結花(1) 2.60 宮澤 麗(2) 2.40 田中 莉佳子(1) 北信･長野工業 2.20

棒高跳(ｵｰﾌﾟﾝ) 東信･上田東 南信･飯田 北信･長野吉田 宇原 萌々香(1) 中信･田川
09/27 西村 千明(1) 5.45(+0.7) 小澤 詩歩(2) 5.28(-0.3) 山田 愛(2) 5.25(+2.0) 加藤 恭香(2) 5.19(+0.8) 黒岩 夏都妃(2)5.09(+0.3) 安田 若菜(1) 5.01(+0.7) 栗空 亜沙美(1)5.00(0.0) 小林 咲季(1) 4.94(+0.9)

走幅跳 南信･伊那北 中信･松本県ヶ丘 中信･豊科 東信･上田東 北信･長野吉田 中信･木曽青峰 中信･木曽青峰 北信･長野吉田
09/28 佐藤 芹香(1) 10.66 中川 希(2) 10.57 稲森 渚(2) 10.32 佐藤 ゆきの(2) 9.57 竹内 恵(2) 9.26 新津 まり菜(2) 9.15 吉澤 涼夏(2) 8.72 安藤 美早紀(1) 8.59

砲丸投(4.0kg) 東信･佐久長聖 中信･松商学園 北信･須坂園芸 中信･松商学園 北信･長野日大 東信･野沢南 北信･篠ﾉ井 北信･松代
09/29 新津 まり菜(2) 31.82 稲森 渚(2) 31.29 佐藤 芹香(1) 30.72 吉澤 涼夏(2) 30.15 山岸 亜由美(2) 27.93 佐藤 ゆきの(2) 26.94 中川 希(2) 26.19 竹入 愛彩美(1) 25.51

円盤投(1.0kg) 東信･野沢南 北信･須坂園芸 東信･佐久長聖 北信･篠ﾉ井 北信･長野西 中信･松商学園 中信･松商学園 南信･上伊那農
09/27 羽鳥 萌子(2) 38.35 新津 まり菜(2) 37.50 竹内 恵(2) 35.47 小林 裕佳(2) 34.55 大日方 あやね(2 32.96 柳沢 有香(2) 32.86 佐々木 梨香(2) 32.02 横田 彩夏(1) 31.78

やり投(600g) 北信･長野東 東信･野沢南 北信･長野日大 北信･長野清泉 北信･松代 東信･小諸 東信･丸子修学館 北信･長野商業
09/28 豊科       50.00 長野吉田       50.13 野沢北       50.13 飯田風越       50.67 佐久長聖       50.74 長野       50.78 松商学園       50.78 長野西       53.78

4×100mR 内山 怜奈(2) 黒岩 夏都妃(2) 関 沙紀穂(1) 小澤 未菜(2) 箕輪 遥(2) 渡辺 ゆきの(1) 新井 咲(1) 小林 茉由(2)
山田 愛(2) 小山 綾菜(2) 金田 華実(1) 関島 友里佳(1) 菊原 麻由奈(2) 吉村 彩加(1) 加藤 優美(1) 加納 茉弥(1)
堀 朱里(2) 花岡 里咲(2) 土屋 なつみ(1) 菅沼 真洸(1) 阿部 恵里香(2) 和田 聖奈(2) 奥島 彩葉(1) 中村 綾恵(2)
飯島 南(2) 小林 咲季(1) 山我 杏寿実(2) 三石 奈穂(2) 阿部 真里香(2) 川村 吉乃(2) モラード 華(2) 田川 茜(1)

09/29 長野吉田     4,01.65 長野日大     4,03.77 飯田風越     4,04.58 篠ﾉ井     4,06.40 諏訪二葉     4,07.44 木曽青峰     4,08.92 佐久長聖     4,09.90 上田染谷丘     4,10.56
4×400mR 黒岩 夏都妃(2) 唐澤 美玲(2) 三石 奈穂(2) 武村 結香(1) 小口 珠緒(1) 田中 美菜(1) 阿部 真里香(2) 金井 梨里(1)

花岡 里咲(2) 戸田 麻由(2) 小澤 未菜(2) 高橋 梓(2) 丹羽 朱里(2) 胡桃澤 佑衣(1) 山本 彩恵(1) 岸田 藍(1)
大野 晴香(2) 傳田 雪香(2) 菅沼 真洸(1) 駒村 梨奈(1) 植栗 彩加(2) 安田 若菜(1) 阿部 恵里香(2) 田川 綺菜(1)
小山 綾菜(2) 山口 晏奈(2) 関島 友里佳(1) 小野 美紗(2) 森本 紀乃(1) 征矢 望(2) 菊原 麻由奈(2) 細田 真央(1)

09/29 吉村 彩加(1) 3611 細田 真央(1) 3567 串原 礼(2) 3433 新井 咲(1) 3368 向山 ひより(1) 3314 栗空 亜沙美(1) 3301 中村 綾恵(2) 3093 三浦 遥果(1) 3031
七種競技 北信･長野 東信･上田染谷丘 南信･下伊那農 中信･松商学園 南信･上伊那農 中信･木曽青峰 北信･長野西 南信･飯田

長野吉田 52 長野東 49 松商学園 48 長野日大 45 上田染谷丘 35 野沢北 30 佐久長聖 27 篠ノ井 27
女子総合



予選 9月27日 16:10
準決勝 9月28日 11:30
決勝 9月28日 13:15

大会記録(GR)        12.28

[ 1組] 風速 +5.1 [ 2組] 風速 +2.2

 1 モラード 華(2) 中信     12.09 Q  1 金田 華実(1) 東信     12.44 Q
ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園 ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 野沢北

 2 川村 吉乃(2) 北信     12.63 Q  2 降旗 菜津美(1) 中信     12.46 Q
ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ 長野 ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町

 3 北原 詩織(2) 南信     12.65 Q  3 南澤 明音(1) 北信     13.00 Q
ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ 上伊那農 ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 更級農業

 4 阿部 真里香(2) 東信     12.94 q  4 菅沼 真洸(1) 南信     13.04 
ｱﾍﾞ ﾏﾘｶ 佐久長聖 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 飯田風越

 5 金井 梨里(1) 東信     13.00 q  5 加納 茉弥(1) 北信     13.04 
ｶﾅｲ ﾘﾘ 上田染谷丘 ｶﾉｳ ﾏﾔ 長野西

 6 黒岩 夏都妃(2) 北信     13.00 q  6 前澤 朱音(1) 中信     13.34 
ｸﾛｲﾜ ﾅﾂｷ 長野吉田 ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 創造学園

 7 澁谷 麻友(2) 中信     13.02  7 丹羽 朱里(2) 南信     13.36 
ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕ 大町 ﾆﾜ ｱｶﾘ 諏訪二葉

 8 橋爪 郁未(1) 南信     13.08 阿部 恵里香(2) 東信
ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ 伊那弥生ヶ丘 ｱﾍﾞ ｴﾘｶ 佐久長聖

[ 3組] 風速 +1.5 [ 4組] 風速 +2.4

 1 髙橋 奈弓(2) 東信     12.53 Q  1 畑 瑠衣菜(2) 中信     12.81 Q
ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東 ﾊﾀ ﾙｲﾅ 穂高商

 2 小澤 詩歩(2) 中信     12.78 Q  2 加藤 恭香(2) 東信     12.84 Q
ｵｻﾞﾜ ｼﾎ 松本県ヶ丘 ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東

 3 大塚七海子(1) 北信     12.79 Q  3 高橋 美凪(2) 南信     12.92 Q
ｵｵﾂｶ ﾅﾐｺ 屋代 ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ 諏訪清陵

 4 西村 千明(1) 南信     12.93 q  4 高橋 梓(2) 北信     12.96 q
ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 伊那北 ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ 篠ﾉ井

 5 戸田 麻由(2) 北信     13.10  5 山田 愛(2) 中信     13.02 
ﾄﾀﾞ ﾏﾕ 長野日大 ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 豊科

 6 小澤 未菜(2) 南信     13.24  6 花岡 里咲(2) 北信     13.02 
ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ 飯田風越 ﾊﾅｵｶ ﾘｻ 長野吉田
征矢 望(2) 中信  7 伯耆原 由花(1) 南信     13.11 
ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 木曽青峰 ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 伊那西
片桐 穂花(1) 東信  8 菊原 麻由奈(2) 東信     13.15 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 丸子修学館 ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ 佐久長聖

[ 1組] 風速 -0.5 [ 2組] 風速 -0.4

 1 金田 華実(1) 東信     12.64 Q  1 モラード 華(2) 中信     12.64 Q
ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 野沢北 ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園

 2 髙橋 奈弓(2) 東信     12.76 Q  2 降旗 菜津美(1) 中信     12.78 Q
ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東 ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町

 3 大塚七海子(1) 北信     13.05 Q  3 南澤 明音(1) 北信     13.18 Q
ｵｵﾂｶ ﾅﾐｺ 屋代 ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 更級農業

 4 小澤 詩歩(2) 中信     13.16 q  4 北原 詩織(2) 南信     13.19 
ｵｻﾞﾜ ｼﾎ 松本県ヶ丘 ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ 上伊那農

 4 高橋 美凪(2) 南信     13.16 q  5 畑 瑠衣菜(2) 中信     13.20 
ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ 諏訪清陵 ﾊﾀ ﾙｲﾅ 穂高商

 6 川村 吉乃(2) 北信     13.17  6 西村 千明(1) 南信     13.28 
ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ 長野 ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 伊那北

 7 阿部 真里香(2) 東信     13.38  7 加藤 恭香(2) 東信     13.30 
ｱﾍﾞ ﾏﾘｶ 佐久長聖 ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東

 8 高橋 梓(2) 北信     13.39  8 金井 梨里(1) 東信     13.53 
ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ 篠ﾉ井 ｶﾅｲ ﾘﾘ 上田染谷丘

 9 黒岩 夏都妃(2) 北信     13.40 
ｸﾛｲﾜ ﾅﾂｷ 長野吉田

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
9  1943

2   820

女子

100m

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
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3   234
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
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7   776
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8    90
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
2  1443

3  1796

9  1156

4   268

7  2158

6   453

5  1583
欠場

8  1388
欠場

氏  名 所属名 記録／備考
6  1717

3  1445

2    79

5  1103

8  2007

7   752

4   330

9  1300

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 氏  名
7  1227

5  1443

8  1156

4  1796

2  1103

9    79

6   820

1   756

順 ﾚｰﾝ No.

5  1690

3  1303

所属名 記録／備考
4  1943

8  2146

9   234

7  1717

3   268

6  1445

2  1454



風速 -1.1

 1 モラード 華(2) 中信     12.56 
ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園

 2 金田 華実(1) 東信     12.57 
ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 野沢北

 3 降旗 菜津美(1) 中信     12.66 
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町

 4 髙橋 奈弓(2) 東信     12.81 
ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東

 5 大塚七海子(1) 北信     13.11 
ｵｵﾂｶ ﾅﾐｺ 屋代

 6 小澤 詩歩(2) 中信     13.14 
ｵｻﾞﾜ ｼﾎ 松本県ヶ丘

 7 高橋 美凪(2) 南信     13.21 
ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ 諏訪清陵

 8 南澤 明音(1) 北信     13.31 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 更級農業

女子

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1943

6  1227

7  1690

4  1443

8  1156

2  1796

3    79

9  2146



予選 9月29日 10:50
準決勝 9月29日 12:20
決勝 9月29日 13:40

大会記録(GR)        25.20

[ 1組] 風速 -1.6 [ 2組] 風速 -0.7

 1 髙橋 奈弓(2) 東信     26.70 Q  1 加藤 恭香(2) 東信     26.89 Q
ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東 ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東

 2 山口 晏奈(2) 北信     27.27 Q  2 モラード 華(2) 中信     26.95 Q
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ 長野日大 ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園

 3 菅沼 真洸(1) 南信     27.68 Q  3 戸田 麻由(2) 北信     27.00 Q
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 飯田風越 ﾄﾀﾞ ﾏﾕ 長野日大

 4 高橋 梓(2) 北信     27.88  4 高島 美咲(2) 北信     27.87 
ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ 篠ﾉ井 ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ 市立長野

 5 上條 渓(1) 中信     28.01  5 澁谷 麻友(2) 中信     28.75 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ 創造学園 ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕ 大町

 6 阿部 真里香(2) 東信     28.35 小口 珠緒(1) 南信
ｱﾍﾞ ﾏﾘｶ 佐久長聖 ｵｸﾞﾁ ﾀﾏｵ 諏訪二葉
丹羽 朱里(2) 南信 三石 奈穂(2) 南信
ﾆﾜ ｱｶﾘ 諏訪二葉 ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ 飯田風越
征矢 望(2) 中信 阿部 恵里香(2) 東信
ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 木曽青峰 ｱﾍﾞ ｴﾘｶ 佐久長聖

[ 3組] 風速 -2.3 [ 4組] 風速 -0.6

 1 小山 綾菜(2) 北信     26.79 Q  1 金田 華実(1) 東信     26.33 Q
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 長野吉田 ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 野沢北

 2 降旗 菜津美(1) 中信     27.02 Q  2 堀 朱里(2) 中信     26.88 Q
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町 ﾎﾘ ｱｶﾘ 豊科

 3 菊原 麻由奈(2) 東信     27.20 Q  3 大塚七海子(1) 北信     27.34 Q
ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ 佐久長聖 ｵｵﾂｶ ﾅﾐｺ 屋代

 4 高橋 美凪(2) 南信     27.80 q  4 唐澤 美玲(2) 北信     27.80 q
ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ 諏訪清陵 ｶﾗｻﾜ ﾐﾚｲ 長野日大

 5 土屋 光那(2) 北信     27.83 q  5 畑 瑠衣菜(2) 中信     28.08 
ﾂﾁﾔ ﾐﾅ 須坂 ﾊﾀ ﾙｲﾅ 穂高商

 6 金井 梨里(1) 東信     27.85 q 森本 紀乃(1) 南信
ｶﾅｲ ﾘﾘ 上田染谷丘 ﾓﾘﾓﾄ ｷﾉ 諏訪二葉

 7 高梨 美岐(2) 南信     28.33 小澤 未菜(2) 南信
ﾀｶﾅｼ ﾐｷ 上伊那農 ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ 飯田風越
飯島 南(2) 中信
ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 豊科

[ 1組] 風速 -3.2 [ 2組] 風速 -0.8

 1 金田 華実(1) 東信     26.77 Q  1 小山 綾菜(2) 北信     25.93 Q
ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 野沢北 ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 長野吉田

 2 堀 朱里(2) 中信     26.98 Q  2 降旗 菜津美(1) 中信     26.25 Q
ﾎﾘ ｱｶﾘ 豊科 ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町

 3 山口 晏奈(2) 北信     27.18 Q  3 髙橋 奈弓(2) 東信     26.63 Q
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ 長野日大 ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東

 4 加藤 恭香(2) 東信     27.44  4 モラード 華(2) 中信     27.11 q
ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東 ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園

 5 菊原 麻由奈(2) 東信     27.82  5 戸田 麻由(2) 北信     27.20 q
ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ 佐久長聖 ﾄﾀﾞ ﾏﾕ 長野日大

 6 菅沼 真洸(1) 南信     27.92  6 大塚七海子(1) 北信     27.28 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 飯田風越 ｵｵﾂｶ ﾅﾐｺ 屋代
金井 梨里(1) 東信  7 唐澤 美玲(2) 北信     27.48 
ｶﾅｲ ﾘﾘ 上田染谷丘 ｶﾗｻﾜ ﾐﾚｲ 長野日大
高橋 美凪(2) 南信  8 土屋 光那(2) 北信     27.67 
ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ 諏訪清陵 ﾂﾁﾔ ﾐﾅ 須坂

2   953

3   732

8  2158

9  1156

 1690

6  1443

7  1943

棄権

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   751

4

2  1454
棄権

3    79

9  1300

8   460

7   958

4  1445

順
5  1227

6  2006

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

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

欠場
6  2005

4    93
欠場

8   453

 1156

5   953

2  1717

氏  名 所属名 記録／備考
7  1227

ﾚｰﾝ No.

 2006

7   232

3   732

3

2  1454

8  1300

5    79

9   751

4  1690

9

6

 1304
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

欠場

5    96
欠場

7   452
欠場

8   914

2  1689

6  1943

4  2158

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
3  1445

5    90
欠場

8  1583

2  1981

4  1303

3   460

9  1103

7   958

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
6  1443



風速  0.0

 1 小山 綾菜(2) 北信     25.29 
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 長野吉田

 2 モラード 華(2) 中信     25.36 
ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園

 3 金田 華実(1) 東信     25.59 
ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 野沢北

 4 髙橋 奈弓(2) 東信     25.85 
ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東

 5 降旗 菜津美(1) 中信     25.89 
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町

 6 堀 朱里(2) 中信     25.92 
ﾎﾘ ｱｶﾘ 豊科

 7 山口 晏奈(2) 北信     26.31 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ 長野日大

 8 戸田 麻由(2) 北信     27.21 
ﾄﾀﾞ ﾏﾕ 長野日大

3  2158

4  1690

5  2006

9   958

6  1227

8  1443

7   751

2  1943

女子

200m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 9月27日 11:00
準決勝 9月27日 12:55
決勝 9月27日 15:00

大会記録(GR )       56.50

[ 1組] [ 2組]

 1 小口 珠緒(1) 南信   1,00.87 Q  1 小山 綾菜(2) 北信     59.41 Q
ｵｸﾞﾁ ﾀﾏｵ 諏訪二葉 ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 長野吉田

 2 阿部 恵里香(2) 東信   1,01.51 Q  2 森本 紀乃(1) 南信   1,00.76 Q
ｱﾍﾞ ｴﾘｶ 佐久長聖 ﾓﾘﾓﾄ ｷﾉ 諏訪二葉

 3 土屋 光那(2) 北信   1,02.01 Q  3 征矢 望(2) 中信   1,02.82 Q
ﾂﾁﾔ ﾐﾅ 須坂 ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 木曽青峰

 4 田中 美菜(1) 中信   1,02.20 q  4 土屋 なつみ(1) 東信   1,03.13 
ﾀﾅｶ ﾐﾅ 木曽青峰 ﾂﾁﾔ ﾅﾂﾐ 野沢北

 5 川村 吉乃(2) 北信   1,03.09 q  5 中西 保乃花(1) 中信   1,03.26 
ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ 長野 ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ 大町

 6 岡山 未来(2) 南信   1,05.02  6 関島 友里佳(1) 南信   1,03.62 
ｵｶﾔﾏ ﾐｷ 下伊那農 ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ 飯田風越

 7 中島 鈴華(2) 東信   1,06.90  7 南澤 明音(1) 北信   1,04.38 
ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 北佐久農業 ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 更級農業
モラード 華(2) 中信  8 山本 彩恵(1) 東信   1,10.11 
ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園 ﾔﾏﾓﾄ ｻｴ 佐久長聖

[ 3組] [ 4組]

 1 山口 晏奈(2) 北信   1,00.98 Q  1 上條 麻奈(2) 中信   1,00.31 Q
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ 長野日大 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 松本深志

 2 堀 朱里(2) 中信   1,02.33 Q  2 菊原 麻由奈(2) 東信   1,00.72 Q
ﾎﾘ ｱｶﾘ 豊科 ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ 佐久長聖

 3 菅沼 真洸(1) 南信   1,02.46 Q  3 武村 結香(1) 北信   1,01.02 Q
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 飯田風越 ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ 篠ﾉ井

 4 信太 ひなの(2) 北信   1,02.89 q  4 山村 彩花(2) 中信   1,02.27 q
ﾉﾌﾞﾀ ﾋﾅﾉ 文化学園長野 ﾔﾏﾑﾗ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎

 5 高梨 美岐(2) 南信   1,03.39  5 相澤 ななみ(1) 北信   1,03.15 
ﾀｶﾅｼ ﾐｷ 上伊那農 ｱｲｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 市立長野

 6 温井 結(2) 東信   1,04.21  6 髙木 聡美(1) 南信   1,03.79 
ﾇｸｲ ﾕｲ 上田 ﾀｶｷﾞ ｻﾄﾐ 下諏訪向陽

 7 中島 涼香(2) 中信   1,04.87  7 手塚 日向子(2) 南信   1,04.37 
ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 松本美須々ヶ丘 ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅｺ 上伊那農

 8 関 遥(2) 東信   1,07.10 
ｾｷ ﾊﾙｶ 上田西

[ 1組] [ 2組]

 1 上條 麻奈(2) 中信   1,00.28 Q  1 小山 綾菜(2) 北信     59.11 Q
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 松本深志 ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 長野吉田

 2 堀 朱里(2) 中信   1,01.02 Q  2 山口 晏奈(2) 北信   1,00.08 Q
ﾎﾘ ｱｶﾘ 豊科 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ 長野日大

 3 小口 珠緒(1) 南信   1,01.52 Q  3 菊原 麻由奈(2) 東信   1,00.76 Q
ｵｸﾞﾁ ﾀﾏｵ 諏訪二葉 ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ 佐久長聖

 4 土屋 光那(2) 北信   1,02.26  4 武村 結香(1) 北信   1,00.83 q
ﾂﾁﾔ ﾐﾅ 須坂 ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ 篠ﾉ井

 5 阿部 恵里香(2) 東信   1,02.62  5 森本 紀乃(1) 南信   1,01.15 q
ｱﾍﾞ ｴﾘｶ 佐久長聖 ﾓﾘﾓﾄ ｷﾉ 諏訪二葉

 6 信太 ひなの(2) 北信   1,02.89  6 征矢 望(2) 中信   1,02.19 
ﾉﾌﾞﾀ ﾋﾅﾉ 文化学園長野 ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 木曽青峰

 7 菅沼 真洸(1) 南信   1,03.25  7 川村 吉乃(2) 北信   1,02.75 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 飯田風越 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ 長野
田中 美菜(1) 中信  8 山村 彩花(2) 中信   1,03.05 
ﾀﾅｶ ﾐﾅ 木曽青峰 ﾔﾏﾑﾗ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎

女子

400m                400m                

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

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
22    96   96

99  1304 1304

33   732  732

88  1586 1586

77   820  820

66   489  489

55  1295 1295

44  1943 1943
欠場欠場

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
88   751  751

99    93   93

33  1583 1583

44  1229 1229

77  1691 1691

55   462  462

66  2146 2146

22  1307 1307

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
33   958  958

88  2006 2006

77   460  460

99   991  991

55   232  232

22  1418 1418

66  1849 1849

44  1536 1536

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
55  1783 1783

44  1300 1300

88  1071 1071

77  1872 1872

33   919  919

66   121  121

22   233  233

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

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
55  1783 1783

66  2006 2006

77    96   96

88   732  732

44  1304 1304

33   991  991

99   460  460

22  1586 1586
棄権棄権

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
77   751  751

44   958  958

55  1300 1300

99  1071 1071

66    93   93

88  1583 1583

33   820  820

22  1872 1872



 1 小山 綾菜(2) 北信     58.41 
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 長野吉田

 2 山口 晏奈(2) 北信     59.52 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ 長野日大

 3 上條 麻奈(2) 中信     59.64 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 松本深志

 4 堀 朱里(2) 中信     59.76 
ﾎﾘ ｱｶﾘ 豊科

 5 菊原 麻由奈(2) 東信     59.99 
ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ 佐久長聖

 6 武村 結香(1) 北信   1,00.49 
ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ 篠ﾉ井

 7 森本 紀乃(1) 南信   1,01.10 
ﾓﾘﾓﾄ ｷﾉ 諏訪二葉

 8 小口 珠緒(1) 南信   1,01.84 
ｵｸﾞﾁ ﾀﾏｵ 諏訪二葉

女子女子

400m                400m                
決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
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77   958  958
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88  1300 1300
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99    96   96



予選 9月28日 11:50
準決勝 9月28日 13:45
決勝 9月29日 13:05

大会記録(GR )     2,11.92

[ 1組] [ 2組]

 1 久保田 里菜(1) 北信   2,21.25 Q  1 上條 麻奈(2) 中信   2,23.42 Q
ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ 長野東 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 松本深志

 2 樺澤 春香(1) 北信   2,27.64 Q  2 中村 智美(1) 北信   2,23.58 Q
ｶﾊﾞｻﾜ ﾊﾙｶ 文化学園長野 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ 長野東

 3 胡桃澤 佑衣(1) 中信   2,28.43 Q  3 田川 綺菜(1) 東信   2,30.11 Q
ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾕｲ 木曽青峰 ﾀｶﾞﾜ ｱﾔﾅ 上田染谷丘

 4 関島 友里佳(1) 南信   2,30.47 q  4 西永 梨恵(2) 南信   2,30.74 q
ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ 飯田風越 ﾆｼﾅｶﾞ ﾘｴ 飯田風越

 5 土屋 帆南(1) 中信   2,32.03 q  5 中島 鈴華(2) 東信   2,37.21 
ﾂﾁﾔ ﾎﾅﾐ 松本蟻ヶ崎 ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 北佐久農業

 6 武井 優奈(1) 南信   2,33.75  6 宮澤 沙織(2) 南信   2,41.39 
ﾀｹｲ ﾕｳﾅ 伊那北 ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｵﾘ 赤穂

 7 山本 彩恵(1) 東信   2,37.59  7 三田村 優来(2) 中信   2,51.10 
ﾔﾏﾓﾄ ｻｴ 佐久長聖 ﾐﾀﾑﾗ ﾕｳﾅ 松本県ヶ丘
菅沼 真衣(2) 東信 伊藤 千夏(2) 北信
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏｲ 丸子修学館 ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 長野日大

[ 3組] [ 4組]

 1 小合 沙季(2) 東信   2,20.32 Q  1 塩崎 葵(1) 北信   2,21.00 Q
ｵｺﾞｳ ｻｷ 丸子修学館 ｼｵｻﾞｷ ｱｵｲ 長野東

 2 傳田 雪香(2) 北信   2,20.39 Q  2 小宮山 悠(2) 東信   2,26.14 Q
ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｷｶ 長野日大 ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ 野沢北

 3 大野 晴香(2) 北信   2,22.94 Q  3 蛭田 凜(2) 中信   2,28.40 Q
ｵｵﾉ ﾊﾙｶ 長野吉田 ﾋﾙﾀ ﾘﾝ 松本美須々ヶ丘

 4 赤羽 美柚(1) 中信   2,25.15 q  4 杉原 美穂(2) 南信   2,32.93 
ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ 松本蟻ヶ崎 ｽｷﾞﾊﾗ ﾐﾎ 伊那弥生ヶ丘

 5 吉川 夏鈴(1) 南信   2,36.33  5 清水口 愛(1) 東信   2,34.37 
ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ 飯田風越 ｼﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱｲ 丸子修学館

 6 岩垂 瞳(2) 中信   2,40.88  6 長谷川 美波(1) 南信   2,35.29 
ｲﾜﾀﾞﾚ ﾋﾄﾐ 松本美須々ヶ丘 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ 飯田

 7 中島 瑞穂(1) 東信   2,59.30  7 酒井 優梨愛(1) 中信   2,36.85 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞﾎ 上田 ｻｶｲ ﾕﾘｱ 塩尻志学館
久保村 玲衣(1) 南信 小嶋 沙季(2) 北信
ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ 伊那弥生ヶ丘 ｺｼﾞﾏ ｻｷ 長野

[ 1組] [ 2組]

 1 小合 沙季(2) 東信   2,19.27 Q  1 上條 麻奈(2) 中信   2,17.55 Q
ｵｺﾞｳ ｻｷ 丸子修学館 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 松本深志

 2 傳田 雪香(2) 北信   2,19.38 Q  2 塩崎 葵(1) 北信   2,18.38 Q
ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｷｶ 長野日大 ｼｵｻﾞｷ ｱｵｲ 長野東

 3 久保田 里菜(1) 北信   2,20.52 Q  3 中村 智美(1) 北信   2,18.49 Q
ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ 長野東 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ 長野東

 4 赤羽 美柚(1) 中信   2,23.01 q  4 小宮山 悠(2) 東信   2,21.07 q
ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ 松本蟻ヶ崎 ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ 野沢北

 5 大野 晴香(2) 北信   2,23.01 q  5 蛭田 凜(2) 中信   2,28.47 
ｵｵﾉ ﾊﾙｶ 長野吉田 ﾋﾙﾀ ﾘﾝ 松本美須々ヶ丘

 6 田川 綺菜(1) 東信   2,28.23  6 胡桃澤 佑衣(1) 中信   2,29.11 
ﾀｶﾞﾜ ｱﾔﾅ 上田染谷丘 ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾕｲ 木曽青峰

 7 西永 梨恵(2) 南信   2,30.05  7 土屋 帆南(1) 中信   2,34.95 
ﾆｼﾅｶﾞ ﾘｴ 飯田風越 ﾂﾁﾔ ﾎﾅﾐ 松本蟻ヶ崎

 8 樺澤 春香(1) 北信   2,33.74 関島 友里佳(1) 南信
ｶﾊﾞｻﾜ ﾊﾙｶ 文化学園長野 ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ 飯田風越

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
6   876

2   985
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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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3   463
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6  1411

9   310
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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  1381

7  2154

4   876
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6   985
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4   878

7   881

6  1223

9  1853

8  1587

2  1866

3   462
棄権



 1 上條 麻奈(2) 中信   2,16.26 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 松本深志

 2 小合 沙季(2) 東信   2,16.86 
ｵｺﾞｳ ｻｷ 丸子修学館

 3 塩崎 葵(1) 北信   2,17.20 
ｼｵｻﾞｷ ｱｵｲ 長野東

 4 中村 智美(1) 北信   2,17.83 
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ 長野東

 5 久保田 里菜(1) 北信   2,18.25 
ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ 長野東

 6 傳田 雪香(2) 北信   2,18.51 
ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｷｶ 長野日大

 7 大野 晴香(2) 北信   2,20.09 
ｵｵﾉ ﾊﾙｶ 長野吉田

 8 小宮山 悠(2) 東信   2,20.99 
ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ 野沢北

 9 赤羽 美柚(1) 中信   2,21.01 
ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ 松本蟻ヶ崎

女子

800m                
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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予選 9月27日 12:20
決勝 9月27日 16:00

大会記録(GR )     4,33.81

[ 1組] [ 2組]

 1 玉城 かんな(2) 北信   4,32.71 Q  1 小林 千紗(1) 中信   4,46.83 Q
ﾀﾏｷ ｶﾝﾅ 長野東 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｻ 松本県ヶ丘

 2 赤羽 美柚(1) 中信   4,55.80 Q  2 中村 智美(1) 北信   4,47.34 Q
ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ 松本蟻ヶ崎 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ 長野東

 3 小宮山 悠(2) 東信   4,56.44 Q  3 伊藤 千夏(2) 北信   4,52.17 Q
ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ 野沢北 ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 長野日大

 4 甘利 祐子(1) 東信   4,58.16  4 荒木 瑞葉(2) 南信   4,53.07 q
ｱﾏﾘ ﾕｳｺ 佐久長聖 ｱﾗｷ ﾐｽﾞﾊ 諏訪二葉

 5 前島 玲美(1) 北信   4,58.76  5 大野 晴香(2) 北信   4,57.77 q
ﾏｴｼﾞﾏ ﾚﾐ 長野 ｵｵﾉ ﾊﾙｶ 長野吉田

 6 胡桃澤 佑衣(1) 中信   5,02.17  6 菅沼 真衣(2) 東信   4,58.42 
ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾕｲ 木曽青峰 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏｲ 丸子修学館

 7 原 明香里(1) 南信   5,09.88  7 田川 綺菜(1) 東信   5,01.37 
ﾊﾗ ｱｶﾘ 松川 ﾀｶﾞﾜ ｱﾔﾅ 上田染谷丘

 8 塚田 美穂(2) 中信   5,10.18  8 西永 梨恵(2) 南信   5,11.44 
ﾂｶﾀﾞ ﾐﾎ 松本美須々ヶ丘 ﾆｼﾅｶﾞ ﾘｴ 飯田風越

 9 熊谷 美佑(2) 南信   5,14.17  9 宗田 夏季(1) 中信   5,22.71 
ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾕｳ 飯田 ｿｳﾀﾞ ﾅﾂｷ 松商学園

10 清水口 愛(1) 東信   5,30.81 10 西澤 萌香(2) 中信   5,23.55 
ｼﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱｲ 丸子修学館 ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｶ 大町
井尻 茉莉香(1) 南信 11 長谷川 美波(1) 南信   5,26.35 
ｲｼﾞﾘ ﾏﾘｶ 諏訪二葉 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ 飯田

[ 3組]

 1 小合 沙季(2) 東信   4,43.80 Q
ｵｺﾞｳ ｻｷ 丸子修学館

 2 傳田 雪香(2) 北信   4,44.01 Q
ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｷｶ 長野日大

 3 安田 佳織(2) 中信   4,53.08 Q
ﾔｽﾀﾞ ｶｵﾘ 松本深志

 4 小嶋 沙季(2) 北信   4,55.69 q
ｺｼﾞﾏ ｻｷ 長野

 5 松尾 智美(2) 南信   4,58.64 
ﾏﾂｵ ﾄﾓﾐ 飯田

 6 笹沢 今日子(2) 北信   4,59.69 
ｻｻｻﾞﾜ ｷｮｳｺ 長野東

 7 出口 栞里(2) 東信   5,01.15 
ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｵﾘ 上田

 8 三村 静香(1) 中信   5,03.66 
ﾐﾑﾗ ｼｽﾞｶ 塩尻志学館

 9 小塩 早紀(1) 南信   5,20.97 
ｺｼｵ ｻｷ 伊那弥生ヶ丘
中島 和華(2) 東信
ﾅｶｼﾞﾏ ﾜｶ 上田染谷丘

7   316

4  1451
欠場
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1  2154
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順 No. 氏  名 所属名



 1 小林 千紗(1) 中信   4,39.89 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｻ 松本県ヶ丘

 2 小合 沙季(2) 東信   4,42.98 
ｵｺﾞｳ ｻｷ 丸子修学館

 3 傳田 雪香(2) 北信   4,44.15 
ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｷｶ 長野日大

 4 中村 智美(1) 北信   4,46.74 
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ 長野東

 5 荒木 瑞葉(2) 南信   4,47.53 
ｱﾗｷ ﾐｽﾞﾊ 諏訪二葉

 6 伊藤 千夏(2) 北信   4,56.14 
ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 長野日大

 7 赤羽 美柚(1) 中信   4,58.50 
ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ 松本蟻ヶ崎

 8 小嶋 沙季(2) 北信   4,59.00 
ｺｼﾞﾏ ｻｷ 長野

 9 安田 佳織(2) 中信   5,08.12 
ﾔｽﾀﾞ ｶｵﾘ 松本深志

10 小宮山 悠(2) 東信   5,08.38 
ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ 野沢北

11 大野 晴香(2) 北信   5,13.54 
ｵｵﾉ ﾊﾙｶ 長野吉田
玉城 かんな(2) 北信
ﾀﾏｷ ｶﾝﾅ 長野東

11   757

5   872
棄権

12  1781

3  1223

8  1861

9  2185

6    92

1  2151

7  2154

10   881

2  1804

4  1381
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1500m               
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順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月29日 11:30

大会記録(GR)      9,28.48

 1 小口 雪音(2) 北信   9,38.50 
ｵｸﾞﾁ ﾕｷﾈ 長野東

 2 小林 千紗(1) 中信  10,02.57 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｻ 松本県ヶ丘

 3 伊藤 千夏(2) 北信  10,11.83 
ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 長野日大

 4 川上 綾香(2) 北信  10,16.11 
ｶﾜｶﾐ ｱﾔｶ 長野東

 5 荒木 瑞葉(2) 南信  10,18.73 
ｱﾗｷ ﾐｽﾞﾊ 諏訪二葉

 6 甘利 祐子(1) 東信  10,36.20 
ｱﾏﾘ ﾕｳｺ 佐久長聖

 7 安田 佳織(2) 中信  10,39.96 
ﾔｽﾀﾞ ｶｵﾘ 松本深志

 8 小嶋 沙季(2) 北信  10,40.42 
ｺｼﾞﾏ ｻｷ 長野

 9 菅沼 真衣(2) 東信  10,40.89 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏｲ 丸子修学館

10 松尾 智美(2) 南信  10,44.39 
ﾏﾂｵ ﾄﾓﾐ 飯田

11 前島 玲美(1) 北信  10,51.17 
ﾏｴｼﾞﾏ ﾚﾐ 長野

12 出口 栞里(2) 東信  10,58.45 
ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｵﾘ 上田

13 望月 楓子(1) 北信  11,05.32 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾌｳｺ 中野立志館

14 三村 静香(1) 中信  11,08.96 
ﾐﾑﾗ ｼｽﾞｶ 塩尻志学館

15 熊谷 美佑(2) 南信  11,15.12 
ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾕｳ 飯田

16 塚田 美穂(2) 中信  11,16.25 
ﾂｶﾀﾞ ﾐﾎ 松本美須々ヶ丘

17 西澤 萌香(2) 中信  11,19.13 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｶ 大町

18 酒井 優梨愛(1) 中信  11,27.58 
ｻｶｲ ﾕﾘｱ 塩尻志学館

19 宗田 夏季(1) 中信  11,38.57 
ｿｳﾀﾞ ﾅﾂｷ 松商学園

20 中島 和華(2) 東信  11,55.92 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾜｶ 上田染谷丘

21 笠原 百華(1) 南信  13,02.81 
ｶｻﾊﾗ ﾓﾓｶ 諏訪清陵
玉城 かんな(2) 北信
ﾀﾏｷ ｶﾝﾅ 長野東
小合 沙季(2) 東信
ｵｺﾞｳ ｻｷ 丸子修学館
傳田 雪香(2) 北信
ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｷｶ 長野日大
清水口 愛(1) 東信
ｼﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱｲ 丸子修学館
胡桃澤 佑衣(1) 中信
ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾕｲ 木曽青峰

7  1387
欠場

18  1587
欠場

3  1381
欠場

5  2154
欠場

8    81

2   872
欠場

11  1922

25  1451

13  1688

10  1597

9   408

21  1854

12   656

26  1603

16   817

17  1416

15  1382

1   410

24  1781

20  2185

6    92

19  1306

23  2151

4   870

22   869

14  1804

女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 9月27日 11:40
準決勝 9月27日 13:20
決勝 9月27日 14:40

大会記録(GR)        14.37

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速 +0.5

 1 串原 礼(2) 南信     16.64 Q  1 細田 真央(1) 東信     16.15 Q
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農 ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘

 2 新井 咲(1) 中信     16.95 Q  2 桐井 彩実(2) 中信     17.37 Q
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園 ｷﾘｲ ｱﾔﾐ 松本深志

 3 岸田 藍(1) 東信     17.39 Q  3 野口 那奈美(2) 南信     17.44 Q
ｷｼﾀﾞ ｱｲ 上田染谷丘 ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 諏訪清陵

 4 荒井 里奈(1) 北信     17.56 q  4 栗空 亜沙美(1) 中信     17.50 q
ｱﾗｲ ﾘﾅ 市立長野 ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰

 5 清水 晶絵(1) 東信     17.64 q  5 三浦 遥果(1) 南信     18.43 
ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ 小諸 ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田

 6 小澤 美紀(1) 中信     18.29  6 小林 咲季(1) 北信     18.57 
ｵｻﾞﾜ ﾐｷ 松本蟻ヶ崎 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ 長野吉田

 7 家塚 みのり(2) 北信     18.37  7 青木 莉奈(2) 東信     18.59 
ｲｴﾂﾞｶ ﾐﾉﾘ 長野 ｱｵｷ ﾘﾅ 上田千曲

 8 中山 真緒(2) 南信     19.58  8 仲條 芽映(1) 北信     19.08 
ﾅｶﾔﾏ ﾏｵ 赤穂 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ 文化学園長野

[ 3組] 風速 -0.5 [ 4組] 風速  0.0

 1 加藤 優美(1) 中信     16.78 Q  1 安田 若菜(1) 中信     16.66 Q
ｶﾄｳ ﾕｳﾐ 松商学園 ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 木曽青峰

 2 山我 杏寿実(2) 東信     17.04 Q  2 小沼 千夏(2) 南信     16.67 Q
ﾔﾏｶﾞ ｱｽﾞﾐ 野沢北 ｺﾇﾏ ﾁﾅﾂ 飯田女子

 3 中村 日菜子(1) 南信     17.72 Q  3 鈴木 紗綾(2) 北信     17.52 Q
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅｺ 諏訪清陵 ｽｽﾞｷ ｻﾔ 長野吉田

 4 植栗 彩加(2) 南信     17.99  4 岩崎 若葉(2) 東信     17.73 q
ｳｴｸﾘ ｱﾔｶ 諏訪二葉 ｲﾜｻｷ ﾜｶﾊﾞ 小諸

 5 渡邉 希(1) 東信     18.01  5 澁谷 希望(2) 南信     17.86 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 小諸 ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ 飯田

 6 山下 杏(1) 北信     19.89  6 木下 真凛(2) 東信     18.13 
ﾔﾏｼﾀ ｱﾝ 文化学園長野 ｷﾉｼﾀ ﾏﾘﾝ 野沢北
吉村 彩加(1) 北信  7 岡澤 希(1) 北信     18.73 
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野 ｵｶｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 長野商業

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 +1.2

 1 安田 若菜(1) 中信     16.18 Q  1 細田 真央(1) 東信     15.75 Q
ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 木曽青峰 ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘

 2 山我 杏寿実(2) 東信     16.58 Q  2 加藤 優美(1) 中信     16.02 Q
ﾔﾏｶﾞ ｱｽﾞﾐ 野沢北 ｶﾄｳ ﾕｳﾐ 松商学園

 3 串原 礼(2) 南信     16.66 Q  3 小沼 千夏(2) 南信     16.74 Q
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農 ｺﾇﾏ ﾁﾅﾂ 飯田女子

 4 新井 咲(1) 中信     16.86 q  4 岸田 藍(1) 東信     16.86 q
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園 ｷｼﾀﾞ ｱｲ 上田染谷丘

 5 野口 那奈美(2) 南信     17.35  5 桐井 彩実(2) 中信     17.00 
ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 諏訪清陵 ｷﾘｲ ｱﾔﾐ 松本深志

 6 清水 晶絵(1) 東信     17.47  6 栗空 亜沙美(1) 中信     17.09 
ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ 小諸 ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰

 7 荒井 里奈(1) 北信     17.56  7 岩崎 若葉(2) 東信     17.27 
ｱﾗｲ ﾘﾅ 市立長野 ｲﾜｻｷ ﾜｶﾊﾞ 小諸

 8 鈴木 紗綾(2) 北信     18.76  8 中村 日菜子(1) 南信     18.14 
ｽｽﾞｷ ｻﾔ 長野吉田 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅｺ 諏訪清陵

2  1331

8    78

6  1782

3  1585

4   422

9  1453

5  1455

7  1918

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3   921

9   754

8    76

2  1350

5   488

4  1916

6  1589

7  1224

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8   838

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

3   411

4  1226

  422

6   754

7  1331

8  2190
欠場

順 ﾚｰﾝ
2

7  1342

5

6   992

4    78

2    91

所属名 記録／備考
3  1918

5  1224

No.
 1589

4   984

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

8   770

7  1494

6  1585

3   409

2  1782

5    76

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
1  1455

4  2186

3   365

8  1350

1  1862

6  1453

2   921

5  1916

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
7   488



風速 +1.6

 1 細田 真央(1) 東信     15.72 
ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘

 2 安田 若菜(1) 中信     16.01 
ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 木曽青峰

 3 加藤 優美(1) 中信     16.19 
ｶﾄｳ ﾕｳﾐ 松商学園

 4 串原 礼(2) 南信     16.39 
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農

 5 小沼 千夏(2) 南信     16.45 
ｺﾇﾏ ﾁﾅﾂ 飯田女子

 6 新井 咲(1) 中信     16.62 
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園

 7 山我 杏寿実(2) 東信     16.83 
ﾔﾏｶﾞ ｱｽﾞﾐ 野沢北

 8 岸田 藍(1) 東信     16.98 
ｷｼﾀﾞ ｱｲ 上田染谷丘

7  1224

3  1453

8   422

2  1916

6  1918

9   488

5  1455

4  1589

女子

100mH(0.838)
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 9月28日 10:40
準決勝 9月28日 12:45
決勝 9月28日 14:30

大会記録(GR )     1,00.43

[ 1組] [ 2組]

 1 小山 綾菜(2) 北信   1,07.90 Q  1 三石 奈穂(2) 南信   1,10.73 Q
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 長野吉田 ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ 飯田風越

 2 田中 美菜(1) 中信   1,10.59 Q  2 加藤 優美(1) 中信   1,11.03 Q
ﾀﾅｶ ﾐﾅ 木曽青峰 ｶﾄｳ ﾕｳﾐ 松商学園

 3 木下 真凛(2) 東信   1,12.18 Q  3 渡邉 希(1) 東信   1,11.40 Q
ｷﾉｼﾀ ﾏﾘﾝ 野沢北 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 小諸

 4 岡山 未来(2) 南信   1,14.81  4 土屋 光那(2) 北信   1,12.72 q
ｵｶﾔﾏ ﾐｷ 下伊那農 ﾂﾁﾔ ﾐﾅ 須坂

 5 小泉 愛花(2) 東信   1,17.95  5 諏訪部 澪(2) 北信   1,16.34 
ｺｲｽﾞﾐ ｱｲｶ 野沢南 ｽﾜﾍﾞ ﾐｵ 中野立志館

 6 大井 愛香(1) 北信   1,18.15  6 成澤 智織(2) 東信   1,22.87 
ｵｵｲ ｱｲｶ 須坂東 ﾅﾙｻﾜ ﾁｵﾘ 野沢南

 7 宮坂 季恵(1) 中信   1,22.80 池井 陽子(2) 中信
ﾐﾔｻｶ ｷｴ 塩尻志学館 ｲｹｲ ﾖｳｺ 木曽青峰

[ 3組] [ 4組]

 1 細田 真央(1) 東信   1,09.75 Q  1 武村 結香(1) 北信   1,08.21 Q
ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘 ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ 篠ﾉ井

 2 吉村 彩加(1) 北信   1,10.29 Q  2 手塚 日向子(2) 南信   1,09.56 Q
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野 ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅｺ 上伊那農

 3 澁谷 希望(2) 南信   1,10.52 Q  3 岸田 藍(1) 東信   1,09.78 Q
ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ 飯田 ｷｼﾀﾞ ｱｲ 上田染谷丘

 4 小沼 千夏(2) 南信   1,11.82 q  4 安田 若菜(1) 中信   1,10.76 q
ｺﾇﾏ ﾁﾅﾂ 飯田女子 ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 木曽青峰

 5 中西 保乃花(1) 中信   1,12.23 q  5 野口 那奈美(2) 南信   1,16.15 
ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ 大町 ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 諏訪清陵

 6 野崎 せりか(2) 北信   1,18.45  6 原田 彩花(2) 北信   1,16.73 
ﾉｻﾞｷ ｾﾘｶ 須坂 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｶ 屋代

 7 小口 朱音(1) 中信   1,18.68 中島 涼香(2) 中信
ｵｸﾞﾁ ｱｶﾈ 松本美須々ヶ丘 ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 松本美須々ヶ丘

[ 1組] [ 2組]

 1 小山 綾菜(2) 北信   1,06.28 Q  1 細田 真央(1) 東信   1,08.23 Q
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 長野吉田 ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘

 2 岸田 藍(1) 東信   1,08.67 Q  2 武村 結香(1) 北信   1,08.49 Q
ｷｼﾀﾞ ｱｲ 上田染谷丘 ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ 篠ﾉ井

 3 手塚 日向子(2) 南信   1,09.31 Q  3 吉村 彩加(1) 北信   1,08.81 Q
ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅｺ 上伊那農 ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野

 4 三石 奈穂(2) 南信   1,10.72 q  4 田中 美菜(1) 中信   1,10.15 q
ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ 飯田風越 ﾀﾅｶ ﾐﾅ 木曽青峰

 5 木下 真凛(2) 東信   1,10.84  5 澁谷 希望(2) 南信   1,11.08 
ｷﾉｼﾀ ﾏﾘﾝ 野沢北 ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ 飯田

 6 加藤 優美(1) 中信   1,12.94  6 中西 保乃花(1) 中信   1,11.47 
ｶﾄｳ ﾕｳﾐ 松商学園 ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ 大町

 7 土屋 光那(2) 北信   1,13.84  7 小沼 千夏(2) 南信   1,12.21 
ﾂﾁﾔ ﾐﾅ 須坂 ｺﾇﾏ ﾁﾅﾂ 飯田女子
安田 若菜(1) 中信  8 渡邉 希(1) 東信   1,12.49 
ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 木曽青峰 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 小諸

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 所属名 記録／備考
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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
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1455
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8   411
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 1 小山 綾菜(2) 北信   1,05.00 
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 長野吉田

 2 細田 真央(1) 東信   1,06.22 
ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘

 3 吉村 彩加(1) 北信   1,06.71 
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野

 4 武村 結香(1) 北信   1,06.91 
ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ 篠ﾉ井

 5 岸田 藍(1) 東信   1,07.38 
ｷｼﾀﾞ ｱｲ 上田染谷丘

 6 田中 美菜(1) 中信   1,07.98 
ﾀﾅｶ ﾐﾅ 木曽青峰

 7 手塚 日向子(2) 南信   1,08.89 
ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅｺ 上伊那農

 8 三石 奈穂(2) 南信   1,12.46 
ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ 飯田風越

女子

400mH(0.762)        
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   751

7  1455

8  2190

4  1071

6  1453

3  1586

9   233

2   452



予選 9月27日  9:40
準決勝 9月27日 15:25
決勝 9月28日 14:50

大会記録(GR )       48.75

[ 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   3 野沢北  1228 関 沙紀穂(1)     50.49 Q  1   7 長野吉田   756 黒岩 夏都妃(2)     50.44 Q

ﾉｻﾞﾜｷﾀ ｾｷ ｻｷﾎ ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ｸﾛｲﾜ ﾅﾂｷ
 1227 金田 華実(1)   751 小山 綾菜(2)

ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ
 1229 土屋 なつみ(1)   752 花岡 里咲(2)

ﾂﾁﾔ ﾅﾂﾐ ﾊﾅｵｶ ﾘｻ
 1224 山我 杏寿実(2)   770 小林 咲季(1)

ﾔﾏｶﾞ ｱｽﾞﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ
 2   2 松商学園  1916 新井 咲(1)     50.91 Q  2   8 諏訪二葉    90 丹羽 朱里(2)     51.42 Q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ｱﾗｲ ｻｷ ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ﾆﾜ ｱｶﾘ
 1918 加藤 優美(1)    93 森本 紀乃(1)

ｶﾄｳ ﾕｳﾐ ﾓﾘﾓﾄ ｷﾉ
 1919 奥島 彩葉(1)    91 植栗 彩加(2)

ｵｸｼﾏ ｻﾖ ｳｴｸﾘ ｱﾔｶ
 1943 モラード 華(2)    96 小口 珠緒(1)

ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ ｵｸﾞﾁ ﾀﾏｵ
 3   8 長野  2189 渡辺 ゆきの(1)     50.97 Q  3   4 上田東  1448 永井 琴美(1)     52.23 Q

ﾅｶﾞﾉ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼ ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ
 2190 吉村 彩加(1)  1443 髙橋 奈弓(2)

ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ
 2183 和田 聖奈(2)  1445 加藤 恭香(2)

ﾜﾀﾞ ｾｲﾅ ｶﾄｳ ｷｮｳｶ
  820 川村 吉乃(2)  1446 江原 成美(1)

ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ ｴﾊﾗ ﾅﾙﾐ
 4   7 諏訪清陵    78 中村 日菜子(1)     52.53 q  4   5 松本蟻ヶ崎  1864 村山 奈菜(1)     53.64 

ｽﾜｾｲﾘｮｳ ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅｺ ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅ
   80 梅垣 琴音(1)  1868 丸山 千花(1)

ｳﾒｶﾞｷ ｺﾄﾈ ﾏﾙﾔﾏ ﾁｶ
   76 野口 那奈美(2)  1862 小澤 美紀(1)

ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ ｵｻﾞﾜ ﾐｷ
   79 高橋 美凪(2)  1872 山村 彩花(2)

ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ ﾔﾏﾑﾗ ｱﾔｶ
 5   6 文化学園長野   996 平松 美音(1)     52.79 q  5   6 伊那北   268 西村 千明(1)     53.86 

ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉ ﾋﾗﾏﾂ ﾐｵ ｲﾅｷﾀ ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ
  984 仲條 芽映(1)   267 下島 彩夢(2)

ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ
  992 山下 杏(1)   271 武井 優奈(1)

ﾔﾏｼﾀ ｱﾝ ﾀｹｲ ﾕｳﾅ
  991 信太 ひなの(2)   269 垣内 夕(1)

ﾉﾌﾞﾀ ﾋﾅﾉ ｶｷｳﾁ ﾕｳ
 6   5 伊那弥生ヶ丘   312 中山 美奈(1)     52.88  6   2 野沢南  1245 佐藤 有生(2)     55.85 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶ ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐ ｻﾄｳ ﾕｲ
  314 橋爪 郁未(1)  1250 萩原 千尋(1)

ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ
  311 樋口 由葵(1)  1244 小泉 愛花(2)

ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ ｺｲｽﾞﾐ ｱｲｶ
  310 久保村 玲衣(1)  1247 新津 まり菜(2)

ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ
 7   4 松本深志  1785 蓮沼 礼子(1)     54.24  7   9 須坂東   713 小林 和可奈(1)     57.94 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ﾊｽﾇﾏ ﾚｲｺ ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼ ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ
 1782 桐井 彩実(2)   710 刀根川 亜美(1)

ｷﾘｲ ｱﾔﾐ ﾄﾈｶﾞﾜ ｱﾐ
 1786 河西 優衣(1)   709 大井 愛香(1)

ｶｻｲ ﾕｲ ｵｵｲ ｱｲｶ
 1783 上條 麻奈(2)   715 中島 早貴(1)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ ﾅｶｼﾞﾏ ｻｷ
  3 松本県ヶ丘  1805 鈴木 花音(1)

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ 失格R1 1-2
 1796 小澤 詩歩(2)

ｵｻﾞﾜ ｼﾎ
 1797 百瀬 亜希帆(2)

ﾓﾓｾ ｱｷﾎ
 1795 小坂 奈桜(2)

ｺｻｶ ﾅｵ

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   3 飯田風越   453 小澤 未菜(2)     50.78 Q  1   6 豊科  2008 内山 怜奈(2)     50.11 Q

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ ﾄﾖｼﾅ ｳﾁﾔﾏ ﾚｲﾅ
  462 関島 友里佳(1)  2007 山田 愛(2)

ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ
  460 菅沼 真洸(1)  2006 堀 朱里(2)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ ﾎﾘ ｱｶﾘ
  452 三石 奈穂(2)  2005 飯島 南(2)

ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ
 2   5 長野西   805 小林 茉由(2)     51.48 Q  2   5 長野日大   953 唐澤 美玲(2)     51.07 Q

ﾅｶﾞﾉﾆｼ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ｶﾗｻﾜ ﾐﾚｲ
  776 加納 茉弥(1)  2158 戸田 麻由(2)

ｶﾉｳ ﾏﾔ ﾄﾀﾞ ﾏﾕ
  804 中村 綾恵(2)   958 山口 晏奈(2)

ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｴ ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ
  778 田川 茜(1)  2155 春原 綾乃(1)

ﾀｶﾞﾜ ｱｶﾈ ｽﾉﾊﾗ ｱﾔﾉ
 3   2 佐久長聖  1310 箕輪 遥(2)     51.67 Q  3   3 上伊那農   232 高梨 美岐(2)     52.49 Q

ｻｸﾁｮｳｾｲ ﾐﾉﾜ ﾊﾙｶ ｶﾐｲﾅﾉｳ ﾀｶﾅｼ ﾐｷ
 1300 菊原 麻由奈(2)   234 北原 詩織(2)

ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ
 1304 阿部 恵里香(2)   235 菅沼 菜摘(1)

ｱﾍﾞ ｴﾘｶ ｽｶﾞﾇﾏ ﾅﾂﾐ
 1303 阿部 真里香(2)   233 手塚 日向子(2)

ｱﾍﾞ ﾏﾘｶ ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅｺ
 4   7 篠ﾉ井  1103 高橋 梓(2)     51.83 q  4   7 下伊那農   491 春日 優花(1)     53.70 

ｼﾉﾉｲ ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ ｼﾓｲﾅﾉｳ ｶｽｶﾞ ﾕｳｶ
 1071 武村 結香(1)   488 串原 礼(2)

ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ ｸｼﾊﾗ ﾚｲ
 1106 小野 美紗(2)   492 倉内 遥香(1)

ｵﾉ ﾐｻ ｸﾗｳﾁ ﾊﾙｶ
 1073 駒村 梨奈(1)   489 岡山 未来(2)

ｺﾏﾑﾗ ﾘﾅ ｵｶﾔﾏ ﾐｷ
 5   6 木曽青峰  1581 小島 萌(2)     52.22 q  5   2 小諸  1347 林 未加(2)     53.93 

ｷｿｾｲﾎｳ ｺｼﾞﾏ ﾓｴ ｺﾓﾛ ﾊﾔｼ ﾐｶ
 1589 安田 若菜(1)  1331 岩崎 若葉(2)

ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ ｲﾜｻｷ ﾜｶﾊﾞ
 1588 畑 美織(1)  1342 渡邉 希(1)

ﾊﾀ ﾐｵﾘ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ
 1583 征矢 望(2)  1350 清水 晶絵(1)

ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ
 6   4 上田染谷丘  1454 金井 梨里(1)     52.94  6   4 松本美須々ヶ丘  1855 小口 朱音(1)     57.20 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ｶﾅｲ ﾘﾘ ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶ ｵｸﾞﾁ ｱｶﾈ
 1455 細田 真央(1)  1847 中原 理沙(2)

ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ ﾅｶﾊﾗ ﾘｻ
 1456 堀内 槙乃(1)  1850 岩垂 瞳(2)

ﾎﾘｳﾁ ﾏｷﾉ ｲﾜﾀﾞﾚ ﾋﾄﾐ
 1453 岸田 藍(1)  1849 中島 涼香(2)

ｷｼﾀﾞ ｱｲ ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ
 7   8 創造学園  1983 栁瀬 舞(1)     53.44   9 長野商業   842 北村 晶(1)

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾔﾅｾ ﾏｲ ﾅｶﾞﾉｼｮｳｷﾞｮｳ ｷﾀﾑﾗ ｱｷ 失格T3
 1981 上條 渓(1)   841 水田 晴南(1)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ ﾐｽﾞﾀ ﾊﾙﾅ
 1982 前澤 朱音(1)   840 横田 彩夏(1)

ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ ﾖｺﾀ ｱﾔｶ
 1984 村山 陽菜(1)   838 岡澤 希(1)

ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ ｵｶｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ
 8   9 飯田   411 澁谷 希望(2)     55.15   8 丸子修学館

ｲｲﾀﾞ ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝ 欠場
  409 三浦 遥果(1)

ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ
  420 市沢 日菜(1)

ｲﾁｻﾞﾜ ﾋﾅ
  406 井口 結花(1)

ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶ

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 飯田風越   453 小澤 未菜(2)     50.45 Q  1   6 長野吉田   756 黒岩 夏都妃(2)     50.02 Q

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ｸﾛｲﾜ ﾅﾂｷ
  462 関島 友里佳(1)   751 小山 綾菜(2)

ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ
  460 菅沼 真洸(1)   752 花岡 里咲(2)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ ﾊﾅｵｶ ﾘｻ
  452 三石 奈穂(2)   770 小林 咲季(1)

ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ
 2   6 豊科  2008 内山 怜奈(2)     50.60 Q  2   5 野沢北  1228 関 沙紀穂(1)     50.32 Q

ﾄﾖｼﾅ ｳﾁﾔﾏ ﾚｲﾅ ﾉｻﾞﾜｷﾀ ｾｷ ｻｷﾎ
 2007 山田 愛(2)  1227 金田 華実(1)

ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ
 2006 堀 朱里(2)  1229 土屋 なつみ(1)

ﾎﾘ ｱｶﾘ ﾂﾁﾔ ﾅﾂﾐ
 2005 飯島 南(2)  1224 山我 杏寿実(2)

ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ ﾔﾏｶﾞ ｱｽﾞﾐ
 3   4 松商学園  1916 新井 咲(1)     50.63 Q  3   8 佐久長聖  1310 箕輪 遥(2)     50.84 Q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ｱﾗｲ ｻｷ ｻｸﾁｮｳｾｲ ﾐﾉﾜ ﾊﾙｶ
 1918 加藤 優美(1)  1300 菊原 麻由奈(2)

ｶﾄｳ ﾕｳﾐ ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ
 1919 奥島 彩葉(1)  1304 阿部 恵里香(2)

ｵｸｼﾏ ｻﾖ ｱﾍﾞ ｴﾘｶ
 1943 モラード 華(2)  1303 阿部 真里香(2)

ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ ｱﾍﾞ ﾏﾘｶ
 4   8 長野  2189 渡辺 ゆきの(1)     50.99 q  4   4 長野日大   953 唐澤 美玲(2)     51.36 

ﾅｶﾞﾉ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ｶﾗｻﾜ ﾐﾚｲ
 2190 吉村 彩加(1)  2158 戸田 麻由(2)

ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ ﾄﾀﾞ ﾏﾕ
 2183 和田 聖奈(2)   958 山口 晏奈(2)

ﾜﾀﾞ ｾｲﾅ ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ
  820 川村 吉乃(2)  2155 春原 綾乃(1)

ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ ｽﾉﾊﾗ ｱﾔﾉ
 5   7 長野西   805 小林 茉由(2)     51.11 q  5   7 諏訪二葉    90 丹羽 朱里(2)     51.55 

ﾅｶﾞﾉﾆｼ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ﾆﾜ ｱｶﾘ
  776 加納 茉弥(1)    93 森本 紀乃(1)

ｶﾉｳ ﾏﾔ ﾓﾘﾓﾄ ｷﾉ
  804 中村 綾恵(2)    91 植栗 彩加(2)

ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｴ ｳｴｸﾘ ｱﾔｶ
  778 田川 茜(1)    96 小口 珠緒(1)

ﾀｶﾞﾜ ｱｶﾈ ｵｸﾞﾁ ﾀﾏｵ
 6   3 篠ﾉ井  1103 高橋 梓(2)     51.72  6   9 上田東  1448 永井 琴美(1)     51.86 

ｼﾉﾉｲ ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼ ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ
 1071 武村 結香(1)  1443 髙橋 奈弓(2)

ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ
 1106 小野 美紗(2)  1445 加藤 恭香(2)

ｵﾉ ﾐｻ ｶﾄｳ ｷｮｳｶ
 1073 駒村 梨奈(1)  1446 江原 成美(1)

ｺﾏﾑﾗ ﾘﾅ ｴﾊﾗ ﾅﾙﾐ
 7   9 上伊那農   232 高梨 美岐(2)     52.00  7   2 木曽青峰  1581 小島 萌(2)     52.19 

ｶﾐｲﾅﾉｳ ﾀｶﾅｼ ﾐｷ ｷｿｾｲﾎｳ ｺｼﾞﾏ ﾓｴ
  234 北原 詩織(2)  1589 安田 若菜(1)

ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ
  235 菅沼 菜摘(1)  1588 畑 美織(1)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾅﾂﾐ ﾊﾀ ﾐｵﾘ
  238 酒井 珠良(1)  1583 征矢 望(2)

ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ
 8   2 文化学園長野   996 平松 美音(1)     53.01  8   3 諏訪清陵    78 中村 日菜子(1)     53.04 

ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉ ﾋﾗﾏﾂ ﾐｵ ｽﾜｾｲﾘｮｳ ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅｺ
  984 仲條 芽映(1)    80 梅垣 琴音(1)

ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ ｳﾒｶﾞｷ ｺﾄﾈ
  992 山下 杏(1)    76 野口 那奈美(2)

ﾔﾏｼﾀ ｱﾝ ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ
  991 信太 ひなの(2)    79 高橋 美凪(2)

ﾉﾌﾞﾀ ﾋﾅﾉ ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ

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   6 豊科  2008 内山 怜奈(2)     50.00 

ﾄﾖｼﾅ ｳﾁﾔﾏ ﾚｲﾅ
 2007 山田 愛(2)

ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ
 2006 堀 朱里(2)

ﾎﾘ ｱｶﾘ
 2005 飯島 南(2)

ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ
 2   5 長野吉田   756 黒岩 夏都妃(2)     50.13 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ｸﾛｲﾜ ﾅﾂｷ
  751 小山 綾菜(2)

ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ
  752 花岡 里咲(2)

ﾊﾅｵｶ ﾘｻ
  770 小林 咲季(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ
 3   4 野沢北  1228 関 沙紀穂(1)     50.13 

ﾉｻﾞﾜｷﾀ ｾｷ ｻｷﾎ
 1227 金田 華実(1)

ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ
 1229 土屋 なつみ(1)

ﾂﾁﾔ ﾅﾂﾐ
 1224 山我 杏寿実(2)

ﾔﾏｶﾞ ｱｽﾞﾐ
 4   7 飯田風越   453 小澤 未菜(2)     50.67 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ
  462 関島 友里佳(1)

ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ
  460 菅沼 真洸(1)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
  452 三石 奈穂(2)

ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ
 5   9 佐久長聖  1310 箕輪 遥(2)     50.74 

ｻｸﾁｮｳｾｲ ﾐﾉﾜ ﾊﾙｶ
 1300 菊原 麻由奈(2)

ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ
 1304 阿部 恵里香(2)

ｱﾍﾞ ｴﾘｶ
 1303 阿部 真里香(2)

ｱﾍﾞ ﾏﾘｶ
 6   3 長野  2189 渡辺 ゆきの(1)     50.78 

ﾅｶﾞﾉ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ
 2190 吉村 彩加(1)

ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ
 2183 和田 聖奈(2)

ﾜﾀﾞ ｾｲﾅ
  820 川村 吉乃(2)

ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ
 7   8 松商学園  1916 新井 咲(1)     50.78 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ｱﾗｲ ｻｷ
 1918 加藤 優美(1)

ｶﾄｳ ﾕｳﾐ
 1919 奥島 彩葉(1)

ｵｸｼﾏ ｻﾖ
 1943 モラード 華(2)

ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ
 8   2 長野西   805 小林 茉由(2)     53.78 

ﾅｶﾞﾉﾆｼ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ
  776 加納 茉弥(1)

ｶﾉｳ ﾏﾔ
  804 中村 綾恵(2)

ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｴ
  778 田川 茜(1)

ﾀｶﾞﾜ ｱｶﾈ

女子

4×100mR            
決勝



予選 9月28日 15:50
準決勝 9月29日  9:30
決勝 9月29日 14:50

大会記録(GR )     3,53.86

[ 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 篠ﾉ井  1071 武村 結香(1)   4,10.34 Q  1   7 長野日大   953 唐澤 美玲(2)   4,07.30 Q

ｼﾉﾉｲ ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ｶﾗｻﾜ ﾐﾚｲ
 1103 高橋 梓(2)  2158 戸田 麻由(2)

ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ ﾄﾀﾞ ﾏﾕ
 1106 小野 美紗(2)  2154 傳田 雪香(2)

ｵﾉ ﾐｻ ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｷｶ
 1073 駒村 梨奈(1)   958 山口 晏奈(2)

ｺﾏﾑﾗ ﾘﾅ ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ
 2   2 文化学園長野   994 由井 薫(1)   4,15.06 Q  2   5 飯田風越   463 吉川 夏鈴(1)   4,13.82 Q

ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉ ﾕｲ ｶｵﾙ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ
  991 信太 ひなの(2)   453 小澤 未菜(2)

ﾉﾌﾞﾀ ﾋﾅﾉ ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ
  984 仲條 芽映(1)   460 菅沼 真洸(1)

ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
  985 樺澤 春香(1)   462 関島 友里佳(1)

ｶﾊﾞｻﾜ ﾊﾙｶ ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ
 3   8 木曽青峰  1580 池井 陽子(2)   4,16.57 Q  3   2 上田東  1445 加藤 恭香(2)   4,22.49 Q

ｷｿｾｲﾎｳ ｲｹｲ ﾖｳｺ ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼ ｶﾄｳ ｷｮｳｶ
 1586 田中 美菜(1)  1443 髙橋 奈弓(2)

ﾀﾅｶ ﾐﾅ ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ
 1589 安田 若菜(1)  1448 永井 琴美(1)

ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ
 1583 征矢 望(2)  1446 江原 成美(1)

ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ ｴﾊﾗ ﾅﾙﾐ
 4   7 野沢北  1226 木下 真凛(2)   4,19.06 q  4   8 松本蟻ヶ崎  1868 丸山 千花(1)   4,23.22 

ﾉｻﾞﾜｷﾀ ｷﾉｼﾀ ﾏﾘﾝ ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ﾏﾙﾔﾏ ﾁｶ
 1229 土屋 なつみ(1)  1861 赤羽 美柚(1)

ﾂﾁﾔ ﾅﾂﾐ ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ
 1228 関 沙紀穂(1)  1866 土屋 帆南(1)

ｾｷ ｻｷﾎ ﾂﾁﾔ ﾎﾅﾐ
 1223 小宮山 悠(2)  1872 山村 彩花(2)

ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ ﾔﾏﾑﾗ ｱﾔｶ
 5   5 上伊那農   232 高梨 美岐(2)   4,20.90 q  5   3 長野西   778 田川 茜(1)   4,24.84 

ｶﾐｲﾅﾉｳ ﾀｶﾅｼ ﾐｷ ﾅｶﾞﾉﾆｼ ﾀｶﾞﾜ ｱｶﾈ
  233 手塚 日向子(2)   776 加納 茉弥(1)

ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅｺ ｶﾉｳ ﾏﾔ
  239 竹入 愛彩美(1)   809 山本 楓(1)

ﾀｹｲﾘ ｱｻﾐ ﾔﾏﾓﾄ ｶｴﾃﾞ
  235 菅沼 菜摘(1)   801 小松 千紗(2)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾅﾂﾐ ｺﾏﾂ ﾁｻ
 6   4 塩尻志学館  1609 良波 美恵(2)   4,23.72  6   9 松川   402 原 明香里(1)   4,39.61 

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ ﾖｼﾅﾐ ﾐｴ ﾏﾂｶﾜ ﾊﾗ ｱｶﾘ
 1615 北澤 志穂(2)   397 家苗  蒔(1)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾎ ｶﾅｴ ﾏｷ
 1597 酒井 優梨愛(1)   400 牛山 杏香(2)

ｻｶｲ ﾕﾘｱ ｳｼﾔﾏ ｷｮｳｶ
 1603 三村 静香(1)   398 北見 舞夏(1)

ﾐﾑﾗ ｼｽﾞｶ ｷﾀﾐ ﾏｲｶ
 7   3 飯田   420 市沢 日菜(1)   4,25.22   4 丸子修学館

ｲｲﾀﾞ ｲﾁｻﾞﾜ ﾋﾅ ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝ 欠場
  407 長谷川 美波(1)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ
  406 井口 結花(1)

ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶ
  411 澁谷 希望(2)

ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ
 8   9 野沢南  1245 佐藤 有生(2)   4,37.42   6 松商学園

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐ ｻﾄｳ ﾕｲ ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ 欠場
 1244 小泉 愛花(2)

ｺｲｽﾞﾐ ｱｲｶ
 1247 新津 まり菜(2)

ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ
 1250 萩原 千尋(1)

ﾊｷﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ

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   2 長野吉田   756 黒岩 夏都妃(2)   4,10.25 Q  1   7 佐久長聖  1303 阿部 真里香(2)   4,13.41 Q

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ｸﾛｲﾜ ﾅﾂｷ ｻｸﾁｮｳｾｲ ｱﾍﾞ ﾏﾘｶ
  757 大野 晴香(2)  1307 山本 彩恵(1)

ｵｵﾉ ﾊﾙｶ ﾔﾏﾓﾄ ｻｴ
  753 高橋 文香(2)  1304 阿部 恵里香(2)

ﾀｶﾊｼ ﾌﾐｶ ｱﾍﾞ ｴﾘｶ
  752 花岡 里咲(2)  1300 菊原 麻由奈(2)

ﾊﾅｵｶ ﾘｻ ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ
 2   5 上田染谷丘  1454 金井 梨里(1)   4,14.32 Q  2   8 諏訪二葉    93 森本 紀乃(1)   4,14.54 Q

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ｶﾅｲ ﾘﾘ ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ﾓﾘﾓﾄ ｷﾉ
 1453 岸田 藍(1)    90 丹羽 朱里(2)

ｷｼﾀﾞ ｱｲ ﾆﾜ ｱｶﾘ
 1457 田川 綺菜(1)    91 植栗 彩加(2)

ﾀｶﾞﾜ ｱﾔﾅ ｳｴｸﾘ ｱﾔｶ
 1455 細田 真央(1)    96 小口 珠緒(1)

ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ ｵｸﾞﾁ ﾀﾏｵ
 3   4 伊那弥生ヶ丘   312 中山 美奈(1)   4,14.73 Q  3   5 長野   820 川村 吉乃(2)   4,16.27 Q

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶ ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ ﾅｶﾞﾉ ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ
  310 久保村 玲衣(1)  2181 前田 璃奈(2)

ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ ﾏｴﾀﾞ ﾘﾅ
  311 樋口 由葵(1)  2189 渡辺 ゆきの(1)

ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ
  314 橋爪 郁未(1)  2183 和田 聖奈(2)

ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ ﾜﾀﾞ ｾｲﾅ
 4   7 松本県ヶ丘  1795 小坂 奈桜(2)   4,15.06 q  4   4 大町  1690 降旗 菜津美(1)   4,21.35 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ｺｻｶ ﾅｵ ｵｵﾏﾁ ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ
 1797 百瀬 亜希帆(2)  1688 西澤 萌香(2)

ﾓﾓｾ ｱｷﾎ ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｶ
 1805 鈴木 花音(1)  1689 澁谷 麻友(2)

ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕ
 1796 小澤 詩歩(2)  1691 中西 保乃花(1)

ｵｻﾞﾜ ｼﾎ ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ
 5   6 諏訪清陵    80 梅垣 琴音(1)   4,18.53 q  5   3 長野東   876 久保田 里菜(1)   4,21.96 

ｽﾜｾｲﾘｮｳ ｳﾒｶﾞｷ ｺﾄﾈ ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼ ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ
   76 野口 那奈美(2)   878 塩崎 葵(1)

ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ ｼｵｻﾞｷ ｱｵｲ
   78 中村 日菜子(1)   883 倉科 紗夏(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅｺ ｸﾗｼﾅ ｽｽﾞｶ
   79 高橋 美凪(2)   873 弓田 玲(2)

ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ ﾕﾐﾀ ﾚｲ
 6   3 小諸  1331 岩崎 若葉(2)   4,23.94  6   6 伊那北   268 西村 千明(1)   4,25.47 

ｺﾓﾛ ｲﾜｻｷ ﾜｶﾊﾞ ｲﾅｷﾀ ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ
 1342 渡邉 希(1)   269 垣内 夕(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ ｶｷｳﾁ ﾕｳ
 1350 清水 晶絵(1)   271 武井 優奈(1)

ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ ﾀｹｲ ﾕｳﾅ
 1345 柳沢 有香(2)   267 下島 彩夢(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ
 7   9 松本美須々ヶ丘  1855 小口 朱音(1)   4,24.84  7   2 松本深志  1782 桐井 彩実(2)   4,33.32 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶ ｵｸﾞﾁ ｱｶﾈ ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ｷﾘｲ ｱﾔﾐ
 1850 岩垂 瞳(2)  1784 小林 晴佳(1)

ｲﾜﾀﾞﾚ ﾋﾄﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ
 1849 中島 涼香(2)  1785 蓮沼 礼子(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ ﾊｽﾇﾏ ﾚｲｺ
 1853 蛭田 凜(2)  1783 上條 麻奈(2)

ﾋﾙﾀ ﾘﾝ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ
 8   8 須坂   732 土屋 光那(2)   4,36.89 

ｽｻﾞｶ ﾂﾁﾔ ﾐﾅ
  733 土本 和香奈(2)

ﾂﾁﾓﾄ ﾜｶﾅ
  735 黒岩 真由(1)

ｸﾛｲﾜ ﾏﾕ
  729 野崎 せりか(2)

ﾉｻﾞｷ ｾﾘｶ

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   7 長野吉田   756 黒岩 夏都妃(2)   4,07.65 Q  1   4 長野日大   953 唐澤 美玲(2)   4,06.40 Q

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ｸﾛｲﾜ ﾅﾂｷ ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ｶﾗｻﾜ ﾐﾚｲ
  752 花岡 里咲(2)  2154 傳田 雪香(2)

ﾊﾅｵｶ ﾘｻ ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｷｶ
  753 高橋 文香(2)  2158 戸田 麻由(2)

ﾀｶﾊｼ ﾌﾐｶ ﾄﾀﾞ ﾏﾕ
  751 小山 綾菜(2)   958 山口 晏奈(2)

ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ
 2   6 諏訪二葉    96 小口 珠緒(1)   4,08.29 Q  2   7 飯田風越   452 三石 奈穂(2)   4,07.27 Q

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ｵｸﾞﾁ ﾀﾏｵ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ
   90 丹羽 朱里(2)   453 小澤 未菜(2)

ﾆﾜ ｱｶﾘ ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ
   91 植栗 彩加(2)   460 菅沼 真洸(1)

ｳｴｸﾘ ｱﾔｶ ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
   93 森本 紀乃(1)   462 関島 友里佳(1)

ﾓﾘﾓﾄ ｷﾉ ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ
 3   5 篠ﾉ井  1071 武村 結香(1)   4,09.59 Q  3   6 佐久長聖  1303 阿部 真里香(2)   4,11.01 Q

ｼﾉﾉｲ ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ ｻｸﾁｮｳｾｲ ｱﾍﾞ ﾏﾘｶ
 1103 高橋 梓(2)  1307 山本 彩恵(1)

ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ ﾔﾏﾓﾄ ｻｴ
 1106 小野 美紗(2)  1304 阿部 恵里香(2)

ｵﾉ ﾐｻ ｱﾍﾞ ｴﾘｶ
 1073 駒村 梨奈(1)  1300 菊原 麻由奈(2)

ｺﾏﾑﾗ ﾘﾅ ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ
 4   9 木曽青峰  1586 田中 美菜(1)   4,11.01 q  4   3 松本県ヶ丘  1795 小坂 奈桜(2)   4,14.86 

ｷｿｾｲﾎｳ ﾀﾅｶ ﾐﾅ ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ｺｻｶ ﾅｵ
 1587 胡桃澤 佑衣(1)  1797 百瀬 亜希帆(2)

ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾕｲ ﾓﾓｾ ｱｷﾎ
 1589 安田 若菜(1)  1805 鈴木 花音(1)

ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ
 1583 征矢 望(2)  1796 小澤 詩歩(2)

ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ ｵｻﾞﾜ ｼﾎ
 5   4 上田染谷丘  1454 金井 梨里(1)   4,11.08 q  5   5 文化学園長野   994 由井 薫(1)   4,15.30 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ｶﾅｲ ﾘﾘ ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉ ﾕｲ ｶｵﾙ
 1453 岸田 藍(1)   991 信太 ひなの(2)

ｷｼﾀﾞ ｱｲ ﾉﾌﾞﾀ ﾋﾅﾉ
 1457 田川 綺菜(1)   984 仲條 芽映(1)

ﾀｶﾞﾜ ｱﾔﾅ ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ
 1455 細田 真央(1)   985 樺澤 春香(1)

ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ ｶﾊﾞｻﾜ ﾊﾙｶ
 6   8 長野  2181 前田 璃奈(2)   4,13.76  6   9 伊那弥生ヶ丘   312 中山 美奈(1)   4,17.40 

ﾅｶﾞﾉ ﾏｴﾀﾞ ﾘﾅ ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶ ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ
 2190 吉村 彩加(1)   310 久保村 玲衣(1)

ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ
 2183 和田 聖奈(2)   311 樋口 由葵(1)

ﾜﾀﾞ ｾｲﾅ ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ
  820 川村 吉乃(2)   314 橋爪 郁未(1)

ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ
 7   3 野沢北  1226 木下 真凛(2)   4,20.98  7   2 上伊那農   232 高梨 美岐(2)   4,21.17 

ﾉｻﾞﾜｷﾀ ｷﾉｼﾀ ﾏﾘﾝ ｶﾐｲﾅﾉｳ ﾀｶﾅｼ ﾐｷ
 1229 土屋 なつみ(1)   233 手塚 日向子(2)

ﾂﾁﾔ ﾅﾂﾐ ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅｺ
 1228 関 沙紀穂(1)   239 竹入 愛彩美(1)

ｾｷ ｻｷﾎ ﾀｹｲﾘ ｱｻﾐ
 1223 小宮山 悠(2)   238 酒井 珠良(1)

ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ
 8   2 諏訪清陵    80 梅垣 琴音(1)   4,25.10  8   8 上田東  1443 髙橋 奈弓(2)   4,21.40 

ｽﾜｾｲﾘｮｳ ｳﾒｶﾞｷ ｺﾄﾈ ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼ ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ
   82 寺島 菜穂(1)  1445 加藤 恭香(2)

ﾃﾗｼﾏ ﾅﾎ ｶﾄｳ ｷｮｳｶ
   76 野口 那奈美(2)  1448 永井 琴美(1)

ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ
   78 中村 日菜子(1)  1446 江原 成美(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅｺ ｴﾊﾗ ﾅﾙﾐ

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   6 長野吉田   756 黒岩 夏都妃(2)   4,01.65 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ｸﾛｲﾜ ﾅﾂｷ
  752 花岡 里咲(2)

ﾊﾅｵｶ ﾘｻ
  757 大野 晴香(2)

ｵｵﾉ ﾊﾙｶ
  751 小山 綾菜(2)

ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ
 2   7 長野日大   953 唐澤 美玲(2)   4,03.77 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ｶﾗｻﾜ ﾐﾚｲ
 2158 戸田 麻由(2)

ﾄﾀﾞ ﾏﾕ
 2154 傳田 雪香(2)

ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｷｶ
  958 山口 晏奈(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ
 3   4 飯田風越   452 三石 奈穂(2)   4,04.58 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ
  453 小澤 未菜(2)

ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ
  460 菅沼 真洸(1)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
  462 関島 友里佳(1)

ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ
 4   9 篠ﾉ井  1071 武村 結香(1)   4,06.40 

ｼﾉﾉｲ ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ
 1103 高橋 梓(2)

ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ
 1073 駒村 梨奈(1)

ｺﾏﾑﾗ ﾘﾅ
 1106 小野 美紗(2)

ｵﾉ ﾐｻ
 5   5 諏訪二葉    96 小口 珠緒(1)   4,07.44 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ｵｸﾞﾁ ﾀﾏｵ
   90 丹羽 朱里(2)

ﾆﾜ ｱｶﾘ
   91 植栗 彩加(2)

ｳｴｸﾘ ｱﾔｶ
   93 森本 紀乃(1)

ﾓﾘﾓﾄ ｷﾉ
 6   2 木曽青峰  1586 田中 美菜(1)   4,08.92 

ｷｿｾｲﾎｳ ﾀﾅｶ ﾐﾅ
 1587 胡桃澤 佑衣(1)

ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾕｲ
 1589 安田 若菜(1)

ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ
 1583 征矢 望(2)

ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ
 7   8 佐久長聖  1303 阿部 真里香(2)   4,09.90 

ｻｸﾁｮｳｾｲ ｱﾍﾞ ﾏﾘｶ
 1307 山本 彩恵(1)

ﾔﾏﾓﾄ ｻｴ
 1304 阿部 恵里香(2)

ｱﾍﾞ ｴﾘｶ
 1300 菊原 麻由奈(2)

ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ
 8   3 上田染谷丘  1454 金井 梨里(1)   4,10.56 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ｶﾅｲ ﾘﾘ
 1453 岸田 藍(1)

ｷｼﾀﾞ ｱｲ
 1457 田川 綺菜(1)

ﾀｶﾞﾜ ｱﾔﾅ
 1455 細田 真央(1)

ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ

女子

4×400mR            
決勝



決勝 9月27日 13:50

大会記録(GR )    26,13.29

 1 溝口 友己歩(1) 北信  25,27.19 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｷﾎ 長野東

 2 中島 和華(2) 東信  27,17.97 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾜｶ 上田染谷丘

 3 牛山 杏香(2) 南信  30,09.06 
ｳｼﾔﾏ ｷｮｳｶ 松川

 4 服部 智花(2) 南信  30,36.45 
ﾊｯﾄﾘ ﾁﾊﾙ 飯田

 5 村松 莉緒(1) 北信  30,39.18 
ﾑﾗﾏﾂ ﾘｵ 長野

 6 後藤 美礼(2) 南信  32,42.34 
ｺﾞﾄｳ ﾐﾉﾘ 伊那西

 7 黒岩 真由(1) 北信  33,41.91 
ｸﾛｲﾜ ﾏﾕ 須坂

 8 宮崎 明日香(2) 北信  36,11.61 
ﾐﾔｻﾞｷ ｱｽｶ 須坂園芸
伊奈川 紗映(1) 南信
ｲﾅｶﾞﾜ ｻｴ 飯田女子

9   421
失格（W2)

7   735

8  2215

4   816

5   333

3   400

6   412

1   882
大会新

2  1451

女子

5000mW              

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月29日 10:00

大会記録(GR)         1.70

山我 杏寿実(2) 東信
ﾔﾏｶﾞ ｱｽﾞﾐ 野沢北
小野 美紗(2) 北信
ｵﾉ ﾐｻ 篠ﾉ井
岩崎 ちひろ(1) 北信
ｲﾜｻｷ ﾁﾋﾛ 長野吉田
神谷 梨緒菜(2) 東信
ｶﾐﾔ ﾘｵﾅ 北佐久農業
桑原 杏菜(2) 中信
ｸﾜﾊﾞﾗ ｱﾝﾅ 木曽青峰
鳥羽 美空(2) 中信
ﾄﾊﾞ ﾐｿﾗ 穂高商
井原 夏見(1) 北信
ｲﾊﾗ ﾅﾂﾐ 長野
唐澤 遥南(1) 南信
ｶﾗｻﾜ  ﾊﾙﾅ 伊那西
上澤 美波(1) 南信
ｶﾐｻﾜ ﾐﾅﾐ 飯田風越
柘植 みなみ(1) 南信
ﾂｹ ﾞﾐﾅﾐ 下諏訪向陽
小林 沙彩(2) 中信
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 松商学園
鈴木 花音(1) 中信
ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ 松本県ヶ丘
岡澤 希(1) 北信
ｵｶｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 長野商業
市沢 日菜(1) 南信
ｲﾁｻﾞﾜ ﾋﾅ 飯田
溝尾 彩夏(2) 中信
ﾐｿﾞｵ ｱﾔｶ 塩尻志学館
永原 瑞稀(2) 中信
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 梓川
北村 晶(1) 北信
ｷﾀﾑﾗ ｱｷ 長野商業
林 未加(2) 東信
ﾊﾔｼ ﾐｶ 小諸
萩原 千尋(1) 東信
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 野沢南
萬場 ケイ(2) 北信 記録なし
ﾏﾝﾊﾞ ｹｲ 飯山北
清水 香那(2) 北信 記録なし
ｼﾐｽﾞ ｶﾅ 文化学園長野
春原 有花(1) 東信 記録なし
ｽﾉﾊﾗ ﾕｳｶ 上田
阿部 里菜(1) 北信 記録なし
ｱﾍﾞ ﾘﾅ 市立長野
堀内 槙乃(1) 東信 欠場
ﾎﾘｳﾁ ﾏｷﾉ 上田染谷丘
関島 友里佳(1) 南信 欠場
ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ 飯田風越
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記録1m45 1m50 備考1m35 1m40 1m55 1m58 1m61 1m64

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28日 10:00

江原 成美(1) 東信
ｴﾊﾗ ﾅﾙﾐ 上田東
井口 結花(1) 南信
ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶ 飯田
宮澤 麗(2) 北信
ﾐﾔｻﾞﾜ ｳﾗﾗ 長野吉田
田中 莉佳子(1) 北信
ﾀﾅｶ ﾘｶｺ 長野工業
宇原 萌々香(1) 中信
ｳﾊﾗ ﾓﾓｶ 田川
小林 和可奈(1) 北信 記録なし
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ 須坂東
原 裕美佳(2) 南信 欠場
ﾊﾗ ﾕﾐｶ 高遠

7   250

1   713
XXX

 2.20

 2.20

4 5  2459
O XXX
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 2.40

 2.60
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XXX
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XO O XXX  3.00
1 2  1446
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棒高跳(ｵｰﾌﾟﾝ)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 9月27日 10:30

大会記録(GR)         5.77

西村 千明(1) 南信   5.37   5.25   5.45   5.32   5.39    X    5.45 
ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 伊那北   +0.4   -0.1   +0.7    0.0    0.0    +0.7
小澤 詩歩(2) 中信   5.07   5.04   5.04   5.18   5.28   5.23    5.28 
ｵｻﾞﾜ ｼﾎ 松本県ヶ丘   +0.6   -0.7   +1.0   +0.1   -0.3   +0.8    -0.3
山田 愛(2) 中信   5.21   4.83   4.87   5.11   5.09   5.25    5.25 
ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 豊科   +0.4   -1.6   +0.4    0.0   -0.6   +2.0    +2.0
加藤 恭香(2) 東信    X   5.19   5.07   5.10   5.10   4.89    5.19 
ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東   +0.8   +0.5   +0.1   -0.5   -1.3    +0.8
黒岩 夏都妃(2) 北信   5.01   4.85   5.09    X   4.86    X    5.09 
ｸﾛｲﾜ ﾅﾂｷ 長野吉田    0.0   -0.3   +0.3   -0.4    +0.3
安田 若菜(1) 中信   4.90   5.01    -   4.75   4.77   4.87    5.01 
ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 木曽青峰    0.0   +0.7   +0.8   -0.1   +0.1    +0.7
栗空 亜沙美(1) 中信   4.87   4.89   5.00    X   4.78    X    5.00 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰   +1.3   +1.0    0.0   +0.4     0.0
小林 咲季(1) 北信    X    X   4.94   4.86   4.90    X    4.94 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ 長野吉田   +0.9   +0.6   +0.1    +0.9
百瀬 亜希帆(2) 中信   4.85   4.85   4.76    4.85 
ﾓﾓｾ ｱｷﾎ 松本県ヶ丘   -1.1    0.0   +0.3    -1.1
小坂 奈桜(2) 中信    X   4.60   4.85    4.85 
ｺｻｶ ﾅｵ 松本県ヶ丘   +0.5   +0.8    +0.8
原田 希央梨(1) 北信   4.53   4.71   4.83    4.83 
ﾊﾗﾀﾞ ｷｵﾘ 飯山北   +2.1   -0.7   +1.3    +1.3
小野 美紗(2) 北信   4.58   4.15   4.83    4.83 
ｵﾉ ﾐｻ 篠ﾉ井   +1.2   +0.1   +0.2    +0.2
清水 晶絵(1) 東信   4.78   4.59   4.79    4.79 
ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ 小諸    0.0   -0.5    0.0     0.0
飯島 南(2) 中信   4.79   4.60    X    4.79 
ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 豊科   +1.9   +0.7    +1.9
酒井 珠良(1) 南信   4.72   4.76   4.61    4.76 
ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ 上伊那農   -0.8   +1.6   +0.5    +1.6
畑 瑠衣菜(2) 中信   4.53   4.31   4.69    4.69 
ﾊﾀ ﾙｲﾅ 穂高商   +0.6   -0.4    0.0     0.0
高橋 梓(2) 北信   4.47   4.40   4.69    4.69 
ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ 篠ﾉ井    0.0   +1.3   +1.4    +1.4
水田 晴南(1) 北信   4.60    X    X    4.60 
ﾐｽﾞﾀ ﾊﾙﾅ 長野商業   -0.4    -0.4
佐藤 有生(2) 東信   4.58   4.39   4.20    4.58 
ｻﾄｳ ﾕｲ 野沢南   +1.4   -1.4   +0.8    +1.4
三浦 遥果(1) 南信   4.45    X   4.45    4.45 
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田   -0.3   +0.5    -0.3
箕輪 遥(2) 東信   4.43   3.88   3.15    4.43 
ﾐﾉﾜ ﾊﾙｶ 佐久長聖   -0.5   +0.2   +2.1    -0.5
立野 佑奈(1) 東信   4.05   4.04   4.33    4.33 
ﾀﾃﾉ ﾕｳﾅ 小諸商   -0.5   +0.9   +0.8    +0.8
宮﨑 希(1) 南信   4.22   4.12   4.21    4.22 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 伊那弥生ヶ丘   +1.5   -1.4   +1.6    +1.5
原 裕美佳(2) 南信    X   4.11   3.61    4.11 
ﾊﾗ ﾕﾐｶ 高遠   +1.1   +1.0    +1.1
堀内 槙乃(1) 東信   4.10    X    X    4.10 
ﾎﾘｳﾁ ﾏｷﾉ 上田染谷丘   +0.1    +0.1
江原 成美(1) 東信   3.49    X   4.08    4.08 
ｴﾊﾗ ﾅﾙﾐ 上田東   +0.5   +0.8    +0.8
倉内 遥香(1) 南信   3.94    X   3.87    3.94 
ｸﾗｳﾁ ﾊﾙｶ 下伊那農   -0.3   +0.4    -0.3
吉川 夏鈴(1) 南信   3.90   3.55   3.72    3.90 
ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ 飯田風越   +0.4   +0.8   +0.7    +0.4
三石 奈穂(2) 南信    X   3.43    /    3.43 
ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ 飯田風越   -1.9    -1.9
宮澤 麗(2) 北信    X    X    X 記録なし
ﾐﾔｻﾞﾜ ｳﾗﾗ 長野吉田
駒村 梨奈(1) 北信    X    X    X 記録なし
ｺﾏﾑﾗ ﾘﾅ 篠ﾉ井
片桐 穂花(1) 東信 欠場
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 丸子修学館

16  1388

1   755

9  1073

  492

28 2   463

29 26   452

27 10

25 20  1456

26 8  1446

23 6   313

24 14   250

21 4  1310

22 12  1363

19 24  1245

20 18   409

17 17  1103

18 13   841

15 22   238

16 7  1717

13 28  1350

14 3  2005

11 5   595

12 25  1106

9 19  1797

10 11  1795

7 23  1585

8 21   770

5 29   756

6 15  1589

3 31  2007

4 32  1445

1 30   268
-5-

2 27  1796

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 9月28日 12:00

大会記録(GR)        12.18

佐藤 芹香(1) 東信
ｻﾄｳ ｾﾘｶ 佐久長聖
中川 希(2) 中信
ﾅｶｶﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 松商学園
稲森 渚(2) 北信
ｲﾅﾓﾘ ﾅｷﾞｻ 須坂園芸
佐藤 ゆきの(2) 中信
ｻﾄｳ ﾕｷﾉ 松商学園
竹内 恵(2) 北信
ﾀｹｳﾁ ﾒｸﾞﾐ 長野日大
新津 まり菜(2) 東信
ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ 野沢南
吉澤 涼夏(2) 北信
ﾖｼｻﾞﾜ ｽｽﾞｶ 篠ﾉ井
安藤 美早紀(1) 北信
ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｻｷ 松代
登内 彩香(2) 南信
ﾄﾉｳﾁ ｱﾔｶ 伊那西
名澤 幸香(2) 北信
ﾅｻﾞﾜ ﾕｷｶ 更級農業
小池 友里恵(1) 北信
ｺｲｹ ﾕﾘｴ 篠ﾉ井
土屋 鈴花(2) 東信
ﾂﾁﾔ ｽｽﾞｶ 上田染谷丘
永井 琴美(1) 東信
ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ 上田東
宇原 萌々香(1) 中信
ｳﾊﾗ ﾓﾓｶ 田川
小林 優乃(2) 東信
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ 岩村田
藤 未左衣(2) 東信
ﾌｼﾞ ﾐｻｷ 丸子修学館
下村 芽生(1) 中信
ｼﾀﾑﾗ ﾒｲ 木曽青峰
佐々木 梨香(2) 東信
ｻｻｷ ﾘｶ 丸子修学館
小林 裕佳(2) 北信
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 長野清泉
宮崎 里奈(2) 中信
ﾐﾔｻﾞｷ ﾘﾅ 都市大塩尻
市川 さやか(1) 北信
ｲﾁｶﾜ ｻﾔｶ 長野吉田
竹入 愛彩美(1) 南信
ﾀｹｲﾘ ｱｻﾐ 上伊那農
中畑 未来(2) 中信
ﾅｶﾊﾀ ﾐｸ 木曽青峰
島田 明奈(1) 中信
ｼﾏﾀﾞ ｱｷﾅ 松本蟻ヶ崎
渡辺 日和(2) 東信
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾖﾘ 上田千曲
小池 裕香(1) 南信
ｺｲｹ ﾕｶ 伊那北
新井 咲(1) 中信 欠場
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園
垣内 夕(1) 南信 欠場
ｶｷｳﾁ ﾕｳ 伊那北

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 26  1305

 9.82 10.66 10.53 10.12 10.35 10.55  10.66 

2 28  1942
10.57  9.98  9.42  9.61 10.02  9.63  10.57 

3 25  2214
10.14 10.32 10.31 10.23 10.23   X  10.32 

4 24  1925
 8.85  8.89  9.30  8.88  9.38  9.57   9.57 

5 21  2152
 9.08  9.26  9.13  7.75  9.10  9.14   9.26 

6 18  1247
 8.91  8.68  9.15  8.79  8.57  9.14   9.15 

7 13  1105
 7.97  8.71  7.93  8.20  8.72  8.25   8.72 

8 17  1123
 8.59  7.91   X  6.82  7.50  8.03   8.59 

9 27   338
 7.14  8.00  8.58   8.58 

10 4  2144
 8.27  8.49  8.48   8.49 

11 7  1072
  X  8.46  7.99   8.46 

12 14  1452
 7.99  7.95  8.40   8.40 

13 22  1448
 8.02  6.79  8.34   8.34 

14 16  2459
 7.38  7.91  8.23   8.23 

15 11  1278
 8.12  7.97  7.59   8.12 

16 8  1384
 7.85  7.91  7.60   7.91 

17 20  1590
 7.57  7.56  7.90   7.90 

18 5  1386
 7.68  7.43  6.99   7.68 

19 1  1035
 7.25  7.56  7.32   7.56 

20 9  1913
 7.40  7.21  7.21   7.40 

21 10   769
 6.99  7.11  7.13   7.13 

22 23   239
 6.95  7.07  6.83   7.07 

23 3  1584
 6.18  6.06  6.14   6.18 

24 6  1865
 6.07  5.96  6.02   6.07 

25 2  1495
 5.63  5.09  5.79   5.79 

26 19   270
 5.61  5.75  5.76   5.76 

12  1916

15   269



決勝 9月29日 13:00

大会記録(GR)        37.46

新津 まり菜(2) 東信
ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ 野沢南
稲森 渚(2) 北信
ｲﾅﾓﾘ ﾅｷﾞｻ 須坂園芸
佐藤 芹香(1) 東信
ｻﾄｳ ｾﾘｶ 佐久長聖
吉澤 涼夏(2) 北信
ﾖｼｻﾞﾜ ｽｽﾞｶ 篠ﾉ井
山岸 亜由美(2) 北信
ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾕﾐ 長野西
佐藤 ゆきの(2) 中信
ｻﾄｳ ﾕｷﾉ 松商学園
中川 希(2) 中信
ﾅｶｶﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 松商学園
竹入 愛彩美(1) 南信
ﾀｹｲﾘ ｱｻﾐ 上伊那農
登内 彩香(2) 南信
ﾄﾉｳﾁ ｱﾔｶ 伊那西
下村 芽生(1) 中信
ｼﾀﾑﾗ ﾒｲ 木曽青峰
勝山 理沙(1) 中信
ｶﾂﾔﾏ ﾘｻ 梓川
藤 未左衣(2) 東信
ﾌｼﾞ ﾐｻｷ 丸子修学館
小池 友里恵(1) 北信
ｺｲｹ ﾕﾘｴ 篠ﾉ井
中山 真緒(2) 南信
ﾅｶﾔﾏ ﾏｵ 赤穂
羽鳥 萌子(2) 北信
ﾊﾄﾘ ﾓｴｺ 長野東
土屋 鈴花(2) 東信
ﾂﾁﾔ ｽｽﾞｶ 上田染谷丘
高橋 文香(2) 北信
ﾀｶﾊｼ ﾌﾐｶ 長野吉田
前田 璃奈(2) 北信
ﾏｴﾀﾞ ﾘﾅ 長野
長野 美里(2) 北信
ﾅｶﾞﾉ ﾐｻﾄ 須坂園芸
北澤 志穂(2) 中信
ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾎ 塩尻志学館
永井 琴美(1) 東信
ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ 上田東
宮澤 瑠衣(1) 中信
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙｲ 梓川
渡辺 日和(2) 東信
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾖﾘ 上田千曲
安喰 春瑠(1) 中信
ｱｸﾞｲ ﾊﾙﾙ 松商学園
桑澤 瑛江(1) 南信
ｸﾜｻﾞﾜ ｱｷｴ 辰野
藤原 美月(2) 中信
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐﾂﾞｷ 松本美須々ヶ丘
上澤 美波(1) 南信
ｶﾐｻﾜ ﾐﾅﾐ 飯田風越
吉川 夏鈴(1) 南信
ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ 飯田風越
小池 裕香(1) 南信
ｺｲｹ ﾕｶ 伊那北
小林 優乃(2) 東信
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ 岩村田
佐々木 梨香(2) 東信
ｻｻｷ ﾘｶ 丸子修学館
小澤 未菜(2) 南信 欠場
ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ 飯田風越

  6.01 

4   453

  7.02 

31 15  1386
  X  6.01   X

 16.02 

30 23  1278
 7.02  6.52   X

 16.16 

29 8   270
13.84 12.53 16.02

 17.34 

28 12   463
15.51 13.84 16.16

 17.96 

27 16   459
14.55 16.64 17.34

 18.42 

26 1  1848
16.55 16.76 17.96

 19.22 

25 20   205
18.42 17.63   X

 19.51 

24 5  1921
19.22 17.74 16.71

 19.65 

23 3  1495
17.06 19.51   X

 19.72 

22 9  1739
19.65   X 19.54

 21.00 

21 11  1448
19.14 19.72 15.61

 21.01 

20 17  1615
21.00 20.95 20.22

 22.08 

19 2  2213
21.01   X 20.28

 22.12 

18 14  2181
22.08   X  6.75

 22.13 

17 6   753
22.12   X   X

 22.21 

16 19  1452
22.13 20.87   X

 22.44 

15 18   867
  X 22.21 21.65

 22.93 

14 24   365
22.44   X   X

 22.99 

13 10  1072
20.42   X 22.93

 24.52 

12 7  1384
18.11   X 22.99

 24.98 

11 25  1740
24.52 21.38 22.87

 25.09 

10 21  1590
24.98   X   X

  X 24.78 24.45  25.51 

9 28   338
  X  6.31 25.09

24.90   X   X  26.19 

8 32   239
25.51 24.53 24.81

24.87 26.08 26.29  26.94 

7 29  1942
24.37 26.19 19.69

23.78   X 25.18  27.93 

6 13  1925
26.94 24.30 26.37

  X 29.15   X  30.15 

5 22   800
25.71 25.46 27.93

28.14 30.20 30.72  30.72 

4 26  1105
30.15 25.10 28.54

31.29   X   X  31.29 

3 27  1305
29.55 28.73 29.70

  X 31.82   X  31.82 

2 30  2214
30.41 30.31 29.10

1 31  1247
30.27 25.07 31.42

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



決勝 9月27日 15:00

大会記録(GR)        43.10

羽鳥 萌子(2) 北信
ﾊﾄﾘ ﾓｴｺ 長野東
新津 まり菜(2) 東信
ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ 野沢南
竹内 恵(2) 北信
ﾀｹｳﾁ ﾒｸﾞﾐ 長野日大
小林 裕佳(2) 北信
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 長野清泉
大日方 あやね(2) 北信
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱﾔﾈ 松代
柳沢 有香(2) 東信
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸
佐々木 梨香(2) 東信
ｻｻｷ ﾘｶ 丸子修学館
横田 彩夏(1) 北信
ﾖｺﾀ ｱﾔｶ 長野商業
市川 さやか(1) 北信
ｲﾁｶﾜ ｻﾔｶ 長野吉田
高橋 文香(2) 北信
ﾀｶﾊｼ ﾌﾐｶ 長野吉田
良波 美恵(2) 中信
ﾖｼﾅﾐ ﾐｴ 塩尻志学館
下村 芽生(1) 中信
ｼﾀﾑﾗ ﾒｲ 木曽青峰
林 未加(2) 東信
ﾊﾔｼ ﾐｶ 小諸
永原 瑞稀(2) 中信
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 梓川
刀根川 亜美(1) 北信
ﾄﾈｶﾞﾜ ｱﾐ 須坂東
有賀 渚(1) 南信
ｱﾙｶﾞ ﾅｷﾞｻ 岡谷東
山田 あんな(1) 中信
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾝﾅ 松本深志
箕輪 遥(2) 東信
ﾐﾉﾜ ﾊﾙｶ 佐久長聖
稲垣 汐里(1) 南信
ｲﾅｶﾞｷ ｼｵﾘ 飯田風越
桑原 杏菜(2) 中信
ｸﾜﾊﾞﾗ ｱﾝﾅ 木曽青峰
中山 真緒(2) 南信
ﾅｶﾔﾏ ﾏｵ 赤穂
藤 未左衣(2) 東信
ﾌｼﾞ ﾐｻｷ 丸子修学館
井口 七海(1) 中信
ｲｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 梓川
安喰 春瑠(1) 中信
ｱｸﾞｲ ﾊﾙﾙ 松商学園
長﨑 彩(2) 中信
ﾅｶﾞｻｷ ｱﾔ 松商学園
赤羽 香子(1) 南信
ｱｶﾊﾈ ｷｮｳｺ 辰野
青木 莉奈(2) 東信
ｱｵｷ ﾘﾅ 上田千曲
小林 優乃(2) 東信
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ 岩村田
外間 久美子(1) 南信
ｿﾄﾏ ｸﾐｺ 高遠
植栗 彩加(2) 南信 欠場
ｳｴｸﾘ ｱﾔｶ 諏訪二葉

 16.21 

16    91

 19.39 

29 8   251
14.66 15.07 16.21

 20.86 

28 6  1278
18.82 18.74 19.39

 21.38 

27 3  1494
19.96 16.41 20.86

 21.62 

26 12   206
21.38 19.04 17.12

 23.05 

25 2  1944
21.62   X 19.40

 23.07 

24 13  1921
21.95 20.07 23.05

 23.10 

23 5  1738
  X 23.07 22.26

 23.49 

22 10  1384
20.54 19.06 23.10

 25.27 

21 20   365
23.49 22.93 21.25

 26.87 

20 9  1582
25.27 24.87 21.67

 26.88 

19 24   461
  X 25.11 26.87

 27.23 

18 14  1310
24.23 23.77 26.88

 27.90 

17 17  1787
26.87 26.99 27.23

 29.21 

16 28   142
25.42 25.76 27.90

 30.25 

15 1   710
27.85 29.21 29.09

 30.39 

14 21  1736
30.25   X   X

 30.70 

13 18  1347
27.77 30.39 29.13

 30.83 

12 29  1590
28.53 30.59 30.70

 30.85 

11 25  1609
28.33 30.83 29.01

 30.87 

10 7   753
29.20 30.85 28.87

31.78 30.80 26.23  31.78 

9 11   769
26.65 30.87 30.01

29.86 32.02 31.35  32.02 

8 19   840
28.58 31.21 30.07

30.85 31.41 27.68  32.86 

7 22  1386
28.93 29.85 31.49

29.72 28.70   X  32.96 

6 26  1345
32.86 28.05 28.17

24.68 28.51 25.61  34.55 

5 15  1121
32.96 29.66 27.62

31.77 35.47 25.86  35.47 

4 4  1035
26.65 23.72 34.55

28.11 37.50 36.06  37.50 

3 23  2152
30.95 28.93 29.24

36.41 38.35 37.66  38.35 

2 30  1247
34.84 35.91 31.00

1 27   867
28.91 36.01 36.95

-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-



Ｐ　７０

コード

コード

16"07 706 16"30 678 16"58 645 17"65 525 17"43 549 17"44 548 17"89 500 18"33 455 18"81 408 20"52 261

-0.6 706 -0.6 678 -0.6 645 -0.6 525 -0.6 549 -0.6 548 -0.6 500 -2.2 455 -0.6 408 -2.2 261

1m30 409 1m30 409 1m45 566 1m45 566 1m35 460 1m25 359 1m25 359 1m30 409 1m35 460 1m25 359

1115 1087 1211 1091 1009 907 859 864 868 620

7m39 360 7m63 375 7m15 345 7m27 352 7m14 344 7m47 365 7m04 338 6m93 331 6m34 293 5m97 269

1475 1462 1556 1443 1353 1272 1197 1195 1161 889

28"24 612 26"90 720 29"07 549 28"28 609 29"31 531 29"80 496 28"59 585 29"53 515 29"96 485 30"55 444

-2.4 2087 -1.9 2182 -1.9 2105 -2.4 2052 -1.9 1884 -2.4 1768 -2.4 1782 -1.9 1710 -1.9 1646 -1.9 1333

第　１　日

得　点　計

順　　　位

4m95 546 4m61 456 4m47 421 4m81 508 4m63 461 4m88 527 4m22 359 4m54 438 3m93 292 4m00 308

+1.6 2633 +1.8 2638 +1.9 2526 +1.5 2560 +3.6 2345 +1.0 2295 +1.3 2141 +0.7 2148 +2.1 1938 +2.2 1641

25m69 395 23m77 359 21m70 321 17m77 248 25m94 400 27m65 432 26m86 417 17m75 247 28m40 446 32m46 523

3028 2997 2847 2808 2745 2727 2558 2395 2384 2164

2´39"12 583 2´40"28 570 2´38"82 586 2´41"13 560 2´40"31 569 2´39"91 574 2´43"31 535 2´34"64 636 2´43"76 531 2´37"80 598

3611 3567 3433 3368 3314 3301 3093 3031 2915 2762

第　２　日

得　点　計

総　得　点

順　　　位

陸協名　　　長野陸上競技協会　コード 競技会名　第４２回長野県高等学校新人陸上競技対校選手権

主催団体　長野陸協・長野県高体連 競技場名　長野市営陸上競技場

平成２５　年　　９月　２８日（　土　曜）～　　９月　２９日（　日　曜）

2190 1455 488 1916 236 1585 804 409 1347 1345

吉村 彩加 細田 真央 串原 礼 新井 咲 向山 ひより 栗空 亜沙美 中村 綾恵 三浦 遥果 林 未加 柳沢 有香

長野 1 上田染谷丘 1 下伊那農業 2 松商学園 1 上伊那農業 1 木曽青峰 1 長野西 2 飯田 1 小諸 2 小諸 2

１００ｍＨ

走高跳

砲丸投

２００ｍ

2087 2182 2105 2052 1884 1768 1782 1710 1646 1333

3 1 2 4 5 7 6 8 9 13

走幅跳

やり投

８００ｍ

1524 1385 1328 1316 1430 1533 1311 1321 1269 1429

3611 3567 3433 3368 3314 3301 3093 3031 2915 2762

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

　備考　　左の欄は記録、右の欄の上は得点、下は合計得点、風向･風速を必要とする種目には必ず追・向の別と風速を記録欄に記入のこと。

　　　　　　走幅跳の最高記録の風速が４ｍを超えた場合、セカンド記録以下に４ｍ以内のものがあればそれを付記してください。

種 目

都
道府

県・所属

競技者名

ナ ン バ ー

混成競技(七種)記録得点表 （ 男 ・ 女 ）

記 録 員 田 中 聡

記録主任 竹 内 秀 樹

審 判 長 富 松 健 夫２ ０

２ ０ １ ０ １ ０

N ３ 葉 １

１ ３ ２ ０ １ ０ ０ ４



Ｐ　７０

コード

コード

18"34 454 19"92 309 21"50 190 21"55 186

-2.2 454 -2.2 309 -2.2 190 -2.2 186 DNS DNS DNS

1m20 312 1m25 359 1m30 409 NM 0

766 668 599 186

5m32 228 4m83 198 5m72 254 5m41 234

994 866 853 420

29"80 496 29"30 532 28"12 621 28"50 592

-1.9 1490 -2.4 1398 -1.9 1474 -2.4 1012

第　１　日

得　点　計

順　　　位

3m79 261 4m57 446 NM 0 4m48 423

+2.4 1751 +2.1 1844 1474 +2.3 1435

22m16 329 15m11 199 14m76 192 11m61 135

2080 2043 1666 1570

2´38"67 588 2´36"13 618 2´28"19 716 2´34"12 642

2668 2661 2382 2212

第　２　日

得　点　計

総　得　点

順　　　位

陸協名　　　長野陸上競技協会　コード 競技会名　第４２回長野県高等学校新人陸上競技対校選手権

主催団体　長野陸協・長野県高体連 競技場名　長野市営陸上競技場

平成２５　年　　９月　２８日（　土　曜）～　　９月　２９日（　日　曜）

1342 777 267 2184 1494 1945 1736

渡邉 希 風間 ほのか 下島 彩夢 小松 礼佳 青木 莉奈 小林 沙彩 永原 瑞稀

小諸 1 長野西 1 伊那北 2 上田千曲 2 松商学園 2 梓川 2

１００ｍＨ

走高跳

砲丸投

２００ｍ

1490 1398 1474 1012

10 12 11 14

走幅跳

やり投

８００ｍ

1178 1263 908 1200

2668 2661 2382 2212

11 12 13 14

　備考　　左の欄は記録、右の欄の上は得点、下は合計得点、風向･風速を必要とする種目には必ず追・向の別と風速を記録欄に記入のこと。

　　　　　　走幅跳の最高記録の風速が４ｍを超えた場合、セカンド記録以下に４ｍ以内のものがあればそれを付記してください。

種 目

都
道府

県・所属

競技者名

ナ ン バ ー

混成競技(七種)記録得点表 （ 男 ・ 女 ）

記 録 員 宮 坂 典 明

記録主任 竹 内 秀 樹

審 判 長 藤 本 勝 彦

属

名

混成競技(七種)記録得点表 （ 男 ・ 女 ）

記 録 員 田 中 聡

記録主任 竹 内 秀 樹

審 判 長 富 松 健 夫２ ０

２ ０ １ ０ １ ０

N ３ 葉 ２

１ ３ ２ ０ １ ０ ０ ４



決勝 9月28日  9:30

[ 1組] 風速 -2.2 [ 2組] 風速 -0.6

 1 三浦 遥果(1) 南信 18.33(455)  1 吉村 彩加(1) 北信 16.07(706)
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田 ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野

 2 渡邉 希(1) 東信 18.34(454)  2 細田 真央(1) 東信 16.30(678)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 小諸 ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘

 3 風間 ほのか(1) 北信 19.92(309)  3 串原 礼(2) 南信 16.58(645)
ｶｻﾞﾏ ﾎﾉｶ 長野西 ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農

 4 柳沢 有香(2) 東信 20.52(261)  4 向山 ひより(1) 南信 17.43(549)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸 ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 上伊那農

 5 下島 彩夢(2) 南信 21.50(190)  5 栗空 亜沙美(1) 中信 17.44(548)
ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ 伊那北 ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰

 6 小松 礼佳(2) 北信 21.55(186)  6 新井 咲(1) 中信 17.65(525)
ｺﾏﾂ ｱﾔｶ 長野 ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園
青木 莉奈(2) 東信  7 中村 綾恵(2) 北信 17.89(500)
ｱｵｷ ﾘﾅ 上田千曲 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｴ 長野西
小林 沙彩(2) 中信  8 林 未加(2) 東信 18.81(408)
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 松商学園 ﾊﾔｼ ﾐｶ 小諸
永原 瑞稀(2) 中信
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 梓川

七種競技

100mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
7   409

9  1342

8   777

5  1345

 1945
欠場

3   267

4  2184

6  1736
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

1  1494
欠場

2

所属名 記録／備考
8  2190

9  1455

7   488

3   236

2  1585

6  1916

4   804

5  1347



   1 吉村 彩加(1) 北信 長野     16.07 (-0.6)   2   1
   2 細田 真央(1) 東信 上田染谷丘     16.30 (-0.6)   2   2
   3 串原 礼(2) 南信 下伊那農     16.58 (-0.6)   2   3
   4 向山 ひより(1) 南信 上伊那農     17.43 (-0.6)   2   4
   5 栗空 亜沙美(1) 中信 木曽青峰     17.44 (-0.6)   2   5
   6 新井 咲(1) 中信 松商学園     17.65 (-0.6)   2   6
   7 中村 綾恵(2) 北信 長野西     17.89 (-0.6)   2   7
   8 三浦 遥果(1) 南信 飯田     18.33 (-2.2)   1   1
   9 渡邉 希(1) 東信 小諸     18.34 (-2.2)   1   2
  10 林 未加(2) 東信 小諸     18.81 (-0.6)   2   8
  11 風間 ほのか(1) 北信 長野西     19.92 (-2.2)   1   3
  12 柳沢 有香(2) 東信 小諸     20.52 (-2.2)   1   4
  13 下島 彩夢(2) 南信 伊那北     21.50 (-2.2)   1   5
  14 小松 礼佳(2) 北信 長野     21.55 (-2.2)   1   6

七種競技

100mH
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

 1342

備考 組 順位
 2190
 1455
  488

  267
 2184

 1347
  777
 1345

  236
 1585
 1916
  804
  409



決勝 (1,2組) 9月28日 10:00

[ 1組]

下島 彩夢(2) 南信
ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ 伊那北 (409)
三浦 遥果(1) 南信
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田 (409)
柳沢 有香(2) 東信
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸 (359)
風間 ほのか(1) 北信
ｶｻﾞﾏ ﾎﾉｶ 長野西 (359)
渡邉 希(1) 東信
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 小諸 (312)
小松 礼佳(2) 北信 記録なし
ｺﾏﾂ ｱﾔｶ 長野 (  0)
青木 莉奈(2) 東信 欠場
ｱｵｷ ﾘﾅ 上田千曲
小林 沙彩(2) 中信 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 松商学園
永原 瑞稀(2) 中信 欠場
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 梓川

[ 2組]

串原 礼(2) 南信
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農 (566)
新井 咲(1) 中信
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園 (566)
林 未加(2) 東信
ﾊﾔｼ ﾐｶ 小諸 (460)
向山 ひより(1) 南信
ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 上伊那農 (460)
吉村 彩加(1) 北信
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野 (409)
細田 真央(1) 東信
ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘 (409)
栗空 亜沙美(1) 中信
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰 (359)
中村 綾恵(2) 北信
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｴ 長野西 (359)

七種競技

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m25 1m30 備考1m15 1m20 1m35
1 3   267

- O O O XXX  1.30

2 7   409
O O XO O XXX  1.30

3 5  1345
O O XO XXX  1.25

3 8   777
O O XO XXX  1.25

5 9  1342
O O X/  1.20

4  2184
XXX

1  1494

2  1945

6  1736

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m25 1m30 備考1m15 1m20 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55
1 6   488

- - - O O O O XXX  1.45

2 5  1916
- - - - O O XO XXX  1.45

3 4  1347
- - O O O XXX  1.35

4 2   236
- - O O XO XXX  1.35

5 7  2190
- - - O - - - - XXX  1.30

5 8  1455
- - O O - - - - /  1.30

7 1  1585
- - O XXX  1.25

8 3   804
- O XO XXX  1.25



決勝 9月28日 14:00

細田 真央(1) 東信
ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘 (375)
栗空 亜沙美(1) 中信
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰 (365)
吉村 彩加(1) 北信
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野 (360)
新井 咲(1) 中信
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園 (352)
串原 礼(2) 南信
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農 (345)
向山 ひより(1) 南信
ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 上伊那農 (344)
中村 綾恵(2) 北信
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｴ 長野西 (338)
三浦 遥果(1) 南信
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田 (331)
林 未加(2) 東信
ﾊﾔｼ ﾐｶ 小諸 (293)
柳沢 有香(2) 東信
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸 (269)
下島 彩夢(2) 南信
ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ 伊那北 (254)
小松 礼佳(2) 北信
ｺﾏﾂ ｱﾔｶ 長野 (234)
渡邉 希(1) 東信
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 小諸 (228)
風間 ほのか(1) 北信
ｶｻﾞﾏ ﾎﾉｶ 長野西 (198)
小林 沙彩(2) 中信 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 松商学園
青木 莉奈(2) 東信 欠場
ｱｵｷ ﾘﾅ 上田千曲
永原 瑞稀(2) 中信 欠場
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 梓川

17  1736

5  1494

  4.83 

4  1945

  5.32 

14 15   777
 4.83  3.93  4.74

  5.41 

13 14  1342
 5.06  5.32  5.22

  5.72 

12 2  2184
  X  5.12  5.41

  5.97 

11 3   267
 5.00  5.42  5.72

  6.34 

10 1  1345
 5.59  5.83  5.97

  6.93 

9 10  1347
 6.34  5.93  5.90

  7.04 

8 16   409
 6.93  6.46  6.32

  7.14 

7 11   804
 6.87  7.04  7.00

  7.15 

6 12   236
 7.09  7.14   X

  7.27 

5 8   488
 6.80  6.42  7.15

  7.39 

4 9  1916
 6.73  6.95  7.27

  7.47 

3 7  2190
 7.39  6.37  7.28

  7.63 

2 13  1585
 7.21  6.99  7.47

1 6  1455
 7.47  7.49  7.63

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

七種競技

砲丸投(4.0kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月29日  9:30

吉村 彩加(1) 北信   4.67    X   4.95    4.95 
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野   +0.7   +1.6    +1.6 (546)
栗空 亜沙美(1) 中信   4.88   4.73    X    4.88 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰   +1.0   +2.0    +1.0 (527)
新井 咲(1) 中信   4.81   4.72   4.72    4.81 
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園   +1.5   +1.7   +1.2    +1.5 (508)
向山 ひより(1) 南信    X   4.58   4.63    4.63 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 上伊那農   +1.9   +3.6    +3.6 (461)
細田 真央(1) 東信   4.51   4.46   4.61    4.61 
ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘   +2.5   +1.6   +1.8    +1.8 (456)
風間 ほのか(1) 北信   4.44   4.51   4.57    4.57 
ｶｻﾞﾏ ﾎﾉｶ 長野西   +2.5   +2.7   +2.1    +2.1 (446)
三浦 遥果(1) 南信   4.43   4.21   4.54    4.54 
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田   +2.1   +1.9   +0.7    +0.7 (438)
小松 礼佳(2) 北信   4.11   4.48    X    4.48 
ｺﾏﾂ ｱﾔｶ 長野   +2.3   +2.3    +2.3 (423)
串原 礼(2) 南信   4.37   4.32   4.47    4.47 
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農   +2.2   +0.4   +1.9    +1.9 (421)
中村 綾恵(2) 北信    X   4.18   4.22    4.22 
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｴ 長野西   +2.0   +1.3    +1.3 (359)
柳沢 有香(2) 東信   3.58   3.97   4.00    4.00 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸   +1.3   +0.8   +2.2    +2.2 (308)
林 未加(2) 東信   3.75   3.93   3.68    3.93 
ﾊﾔｼ ﾐｶ 小諸   +1.1   +2.1   +1.7    +2.1 (292)
渡邉 希(1) 東信   3.79   3.67   3.70    3.79 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 小諸   +2.4   +1.9   +0.2    +2.4 (261)
下島 彩夢(2) 南信    X    X    X 記録なし
ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ 伊那北
青木 莉奈(2) 東信 欠場
ｱｵｷ ﾘﾅ 上田千曲
小林 沙彩(2) 中信 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 松商学園
永原 瑞稀(2) 中信 欠場
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 梓川

七種競技

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 7  2190

-5-

2 1  1585

3 5  1916

4 2   236

5 8  1455

6 16   777

7 15   409

8 12  2184

9 6   488

10 3   804

11 13  1345

12 4  1347

13 17  1342

11   267

14  1736

9  1494

10  1945



決勝 9月29日 11:30

柳沢 有香(2) 東信
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸 (523)
林 未加(2) 東信
ﾊﾔｼ ﾐｶ 小諸 (446)
栗空 亜沙美(1) 中信
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰 (432)
中村 綾恵(2) 北信
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｴ 長野西 (417)
向山 ひより(1) 南信
ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 上伊那農 (400)
吉村 彩加(1) 北信
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野 (395)
細田 真央(1) 東信
ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘 (359)
渡邉 希(1) 東信
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 小諸 (329)
串原 礼(2) 南信
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農 (321)
新井 咲(1) 中信
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園 (248)
三浦 遥果(1) 南信
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田 (247)
風間 ほのか(1) 北信
ｶｻﾞﾏ ﾎﾉｶ 長野西 (199)
下島 彩夢(2) 南信
ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ 伊那北 (192)
小松 礼佳(2) 北信
ｺﾏﾂ ｱﾔｶ 長野 (135)
永原 瑞稀(2) 中信 欠場
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 梓川
小林 沙彩(2) 中信 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 松商学園
青木 莉奈(2) 東信 欠場
ｱｵｷ ﾘﾅ 上田千曲

七種競技

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 9  1345

30.46 27.16 32.46  32.46 

2 1  1347
27.17 28.40 27.01  28.40 

3 4  1585
  X 25.31 27.65  27.65 

4 2   804
26.86 26.61   X  26.86 

5 3   236
  X 24.02 25.94  25.94 

6 15  2190
  X 25.69 24.39  25.69 

7 14  1455
22.00 22.56 23.77  23.77 

8 5  1342
17.86   X 22.16  22.16 

9 16   488
  X 17.64 21.70  21.70 

10 17  1916
16.89 17.77 15.48  17.77 

11 7   409
17.39 17.75   X  17.75 

12 6   777
12.55 15.11   X  15.11 

13 11   267
13.83 14.76 12.78  14.76 

14 10  2184
  X  8.34 11.61  11.61 

8  1736

12  1945

13  1494



決勝 9月29日 14:00

[ 1組] [ 2組]

 1 下島 彩夢(2) 南信 2,28.19(716)  1 串原 礼(2) 南信 2,38.82(586)
ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ 伊那北 ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農

 2 小松 礼佳(2) 北信 2,34.12(642)  2 吉村 彩加(1) 北信 2,39.12(583)
ｺﾏﾂ ｱﾔｶ 長野 ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野

 3 三浦 遥果(1) 南信 2,34.64(636)  3 栗空 亜沙美(1) 中信 2,39.91(574)
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田 ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰

 4 風間 ほのか(1) 北信 2,36.13(618)  4 細田 真央(1) 東信 2,40.28(570)
ｶｻﾞﾏ ﾎﾉｶ 長野西 ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘

 5 柳沢 有香(2) 東信 2,37.80(598)  5 向山 ひより(1) 南信 2,40.31(569)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸 ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 上伊那農

 6 渡邉 希(1) 東信 2,38.67(588)  6 新井 咲(1) 中信 2,41.13(560)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 小諸 ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園

 7 林 未加(2) 東信 2,43.76(531)  7 中村 綾恵(2) 北信 2,43.31(535)
ﾊﾔｼ ﾐｶ 小諸 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｴ 長野西

7   8042  1347

4   236

8  1916

2  1585

3  1455

記録／備考
5   488

6  2190

4   267

3

所属名順 No.

8  1345

氏  名 所属名

5  1342

7   409

6   777

記録／備考 氏  名

 2184

七種競技

800m                

決勝

順 No.



   1 下島 彩夢(2) 南信 伊那北     2,28.19   1   1
   2 小松 礼佳(2) 北信 長野     2,34.12   1   2
   3 三浦 遥果(1) 南信 飯田     2,34.64   1   3
   4 風間 ほのか(1) 北信 長野西     2,36.13   1   4
   5 柳沢 有香(2) 東信 小諸     2,37.80   1   5
   6 渡邉 希(1) 東信 小諸     2,38.67   1   6
   7 串原 礼(2) 南信 下伊那農     2,38.82   2   1
   8 吉村 彩加(1) 北信 長野     2,39.12   2   2
   9 栗空 亜沙美(1) 中信 木曽青峰     2,39.91   2   3
  10 細田 真央(1) 東信 上田染谷丘     2,40.28   2   4
  11 向山 ひより(1) 南信 上伊那農     2,40.31   2   5
  12 新井 咲(1) 中信 松商学園     2,41.13   2   6
  13 中村 綾恵(2) 北信 長野西     2,43.31   2   7
  14 林 未加(2) 東信 小諸     2,43.76   1   7

 1585

  804
 1347

 1455
  236
 1916

  409
  777
 1345
 1342
  488
 2190

記録 備考 組 順位
  267
 2184

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

七種競技

800m                



決勝 9月29日 13:40

風速  0.0

 1 鈴木 千穂(3) 北信     25.04 
ｽｽﾞｷ ﾁﾎ 長野吉田

決勝 9月28日 10:00

3m40 3m50 3m60 3m65 3m70
原 奈津美(3) 南信 - - - - - - - - - O 県高校新
ﾊﾗ ﾅﾂﾐ 上伊那農 O O XO XXO XXX

決勝 9月27日 15:00

井口　華穂(3)
ｲｸﾞﾁ ｶﾎ 市立長野

3m20 3m30
記録 備考

1 1   242
 3.65

2m60 2m70 2m90 3m00 3m10

オープン女子

棒高跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名
2m20 2m40

1 1   926
40.38 44.48

オープン女子

やり投(600g)

2m80

43.38

-4- -5- -6- 記録 備考

44.81   - 43.97  44.81 

記録／備考

-2- -3-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

所属名

1   766

オープン女子

200m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
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