
第131回北信高等学校陸上競技対校選手権大会                                       
　期日：平成25年9月13日（金）-15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
09/14 女子  -0.8大塚七海子(1) 13.10 高橋 梓(2) 13.17 川村 吉乃(2) 13.17 高島 美咲(2) 13.19 加納 茉弥(1) 13.21 南澤 明音(1) 13.22 黒岩 夏都妃(2) 13.29 花岡 里咲(2) 13.48

100m 高校･屋代 高校･篠ﾉ井 高校･長野 高校･市立長野 高校･長野西 高校･更級農業 高校･長野吉田 高校･長野吉田
09/15  -0.8小山 綾菜(2) 26.18 大塚七海子(1) 26.81 山口 晏奈(2) 26.83 戸田 麻由(2) 27.28 高島 美咲(2) 27.39 高橋 梓(2) 27.56 唐澤 美玲(2) 27.89 土屋 光那(2) 27.95

200m 高校･長野吉田 高校･屋代 高校･長野日大 高校･長野日大 高校･市立長野 高校･篠ﾉ井 高校･長野日大 高校･須坂
09/13 小山 綾菜(2) 57.48 山口 晏奈(2) 1,00.21 武村 結香(1) 1,01.05 土屋 光那(2) 1,02.70 川村 吉乃(2) 1,03.31 相澤 ななみ(1) 1,03.35 信太 ひなの(2) 1,03.62 南澤 明音(1) 1,06.21

400m 高校･長野吉田 高校･長野日大 高校･篠ﾉ井 高校･須坂 高校･長野 高校･市立長野 高校･文化学園長野 高校･更級農業
09/15 塩崎 葵(1) 2,19.65 久保田 里菜(1) 2,20.08 中村 智美(1) 2,20.40 傳田 雪香(2) 2,25.57 伊藤 千夏(2) 2,28.92 大野 晴香(2) 2,29.07 樺澤 春香(1) 2,29.19 小嶋 沙季(2) 2,32.83

800m 高校･長野東 高校･長野東 高校･長野東 高校･長野日大 高校･長野日大 高校･長野吉田 高校･文化学園長野 高校･長野
09/13 玉城 かんな(2) 4,34.63 傳田 雪香(2) 4,42.02 中村 智美(1) 4,42.63 笹沢 今日子(2) 4,47.08 小嶋 沙季(2) 4,54.05 伊藤 千夏(2) 4,58.86 大野 晴香(2) 5,06.93 前島 玲美(1) 5,09.58

1500m 高校･長野東 高校･長野日大 高校･長野東 高校･長野東 高校･長野 高校･長野日大 高校･長野吉田 高校･長野
09/15 玉城 かんな(2) 9,33.12 小口 雪音(2) 9,38.43 川上 綾香(2) 9,58.22 伊藤 千夏(2) 10,11.93 傳田 雪香(2) 10,17.34 小嶋 沙季(2) 10,44.08 望月 楓子(1) 10,58.20 前島 玲美(1) 11,05.56

3000m 高校･長野東 大会新 高校･長野東 高校･長野東 高校･長野日大 高校･長野日大 高校･長野 高校･中野立志館 高校･長野
09/13  -1.5吉村 彩加(1) 16.47 宮坂 栞(2) 17.24 荒井 里奈(1) 17.73 仲條 芽映(1) 18.45 鈴木 紗綾(2) 18.51 小林 咲季(1) 18.65 高見澤 有紗(2) 18.93 岡澤 希(1) 18.95

100mH(0.840) 高校･長野 高校･市立長野 高校･市立長野 高校･文化学園長野 高校･長野吉田 高校･長野吉田 高校･市立長野 高校･長野商業
09/14 小山 綾菜(2) 1,04.40 吉村 彩加(1) 1,07.97 武村 結香(1) 1,08.97 宮坂 栞(2) 1,12.78 土屋 光那(2) 1,13.27 諏訪部 澪(2) 1,13.28 原田 彩花(2) 1,15.16 野崎 せりか(2) 1,17.38

400mH(0.762) 高校･長野吉田 高校･長野 高校･篠ﾉ井 高校･市立長野 高校･須坂 高校･中野立志館 高校･屋代 高校･須坂
09/13 溝口 友己歩(1) 24,14.46 村松 莉緒(1) 32,29.89 黒岩 真由(1) 33,29.72 宮崎 明日香(2) 36,05.85

5000mW 高校･長野東 大会新 高校･長野 高校･須坂 高校･須坂園芸
09/15 小野 美紗(2) 1.58 岩崎 ちひろ(1) 1.55 井原 夏見(1) 1.45 阿部 里菜(1) 1.40 北村 晶(1) 1.35 岡澤 希(1) 1.35 清水 香那(2) 1.30 萬場 ケイ(2) 1.30

走高跳 高校･篠ﾉ井 高校･長野吉田 高校･長野 高校･市立長野 高校･長野商業 高校･長野商業 高校･文化学園長野 高校･飯山北
09/14 宮澤 麗(2) 2.50 田中 莉佳子(1) 2.30 小林 和可奈(1) 1.80

棒高跳(ｵｰﾌﾟﾝ) 高校･長野吉田 高校･長野工業 高校･須坂東
09/13 黒岩 夏都妃(2)5.32(+0.6) 小野 美紗(2) 5.20(+0.7) 小林 咲季(1) 4.91(-0.5) 高橋 梓(2) 4.90(+1.4) 水田 晴南(1) 4.83(+2.3) 駒村 梨奈(1) 4.79(+1.2) 原田 希央梨(1)4.72(+1.1) 宮澤 麗(2) 4.65(+0.8)

走幅跳 高校･長野吉田 高校･篠ﾉ井 高校･長野吉田 高校･篠ﾉ井 高校･長野商業 高校･篠ﾉ井 高校･飯山北 高校･長野吉田
09/14 稲森 渚(2) 10.78 竹内 恵(2) 8.87 安藤 美早紀(1) 8.83 吉澤 涼夏(2) 8.66 市川 さやか(1) 8.28 小池 友里恵(1) 8.27 名澤 幸香(2) 8.00 小林 裕佳(2) 7.83

砲丸投(4.0kg) 高校･須坂園芸 高校･長野日大 高校･松代 高校･篠ﾉ井 高校･長野吉田 高校･篠ﾉ井 高校･更級農業 高校･長野清泉
09/15 稲森 渚(2) 31.36 吉澤 涼夏(2) 29.04 山岸 亜由美(2) 26.60 羽鳥 萌子(2) 24.08 前田 璃奈(2) 22.82 小池 友里恵(1) 22.22 高橋 文香(2) 21.32 長野 美里(2) 19.35

円盤投(1.0kg) 高校･須坂園芸 高校･篠ﾉ井 高校･長野西 高校･長野東 高校･長野 高校･篠ﾉ井 高校･長野吉田 高校･須坂園芸
09/13 羽鳥 萌子(2) 40.06 竹内 恵(2) 33.43 横田 彩夏(1) 33.20 大日方 あやね(2 32.98 市川 さやか(1) 31.90 高橋 文香(2) 30.31 小林 裕佳(2) 29.59 刀根川 亜美(1) 29.22

やり投(600g) 高校･長野東 高校･長野日大 高校･長野商業 高校･松代 高校･長野吉田 高校･長野吉田 高校･長野清泉 高校･須坂東
09/14 長野吉田       50.55 長野日大       50.98 長野       51.22 長野西       51.66 篠ﾉ井       52.34 文化学園長野      53.10 長野商業       57.86 須坂東       58.16

4×100mR 黒岩 夏都妃(2) 唐澤 美玲(2) 渡辺 ゆきの(1) 小林 茉由(2) 高橋 梓(2) 平松 美音(1) 北村 晶(1) 小林 和可奈(1)
小山 綾菜(2) 戸田 麻由(2) 吉村 彩加(1) 加納 茉弥(1) 武村 結香(1) 仲條 芽映(1) 水田 晴南(1) 刀根川 亜美(1)
花岡 里咲(2) 山口 晏奈(2) 和田 聖奈(2) 田川 茜(1) 小野 美紗(2) 山下 杏(1) 市川 綾華(1) 大井 愛香(1)
小林 咲季(1) 春原 綾乃(1) 川村 吉乃(2) 中村 綾恵(2) 井出 さくら(1) 信太 ひなの(2) 岡澤 希(1) 中島 早貴(1)

09/15 長野吉田     4,03.10 長野日大     4,09.01 長野     4,11.01 篠ﾉ井     4,15.20 市立長野     4,15.86 文化学園長野    4,17.98 長野東     4,20.62 長野西     4,31.56
4×400mR 黒岩 夏都妃(2) 唐澤 美玲(2) 前田 璃奈(2) 高橋 梓(2) 相澤 ななみ(1) 由井 薫(1) 久保田 里菜(1) 柴田 果奈(2)

大野 晴香(2) 伊藤 千夏(2) 川村 吉乃(2) 武村 結香(1) 高見澤 有紗(2) 信太 ひなの(2) 塩崎 葵(1) 山本 楓(1)
花岡 里咲(2) 戸田 麻由(2) 吉村 彩加(1) 井出 さくら(1) 宮坂 栞(2) 仲條 芽映(1) 玉城 かんな(2) 田川 茜(1)
小山 綾菜(2) 山口 晏奈(2) 和田 聖奈(2) 小野 美紗(2) 宮坂 苑実(2) 樺澤 春香(1) 中村 智美(1) 小松 千紗(2)

09/15 吉村 彩加(1) 3827 中村 綾恵(2) 2935 風間 ほのか(1) 2589 小松 礼佳(2) 2495
七種競技 高校･長野 高校･長野西 高校･長野西 高校･長野

長野吉田 90 長野東 84 長野 77 長野日大 76 篠ノ井 72 市立長野 41 長野西 29 須坂園芸 22
女子総合



予選 9月13日 15:30
準決勝 9月14日 11:15
決勝 9月14日 12:30

大会記録            12.56

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 +0.7

 1 小林 奈央(1) 高校     12.92 Q  1 高島 美咲(2) 高校     12.96 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 飯山北 ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ 市立長野

 2 戸田 麻由(2) 高校     13.30 Q  2 黒岩 夏都妃(2) 高校     13.05 Q
ﾄﾀﾞ ﾏﾕ 長野日大 ｸﾛｲﾜ ﾅﾂｷ 長野吉田

 3 常盤 みのり(2) 高校     13.66  3 田川 茜(1) 高校     13.13 q
ﾄｷﾜ ﾐﾉﾘ 松代 ﾀｶﾞﾜ ｱｶﾈ 長野西

 4 佐鳥 真菜(1) 高校     13.75  4 渡辺 ゆきの(1) 高校     13.59 
ｻﾄﾘ ﾏﾅ 屋代 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ 長野

 5 小林 茉由(2) 高校     14.06  5 安藤 美早紀(1) 高校     13.68 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ 長野西 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｻｷ 松代

 6 水田 晴南(1) 高校     14.24  6 井出 さくら(1) 高校     14.30 
ﾐｽﾞﾀ ﾊﾙﾅ 長野商業 ｲﾃﾞ ｻｸﾗ 篠ﾉ井

 7 小林 和可奈(1) 高校     15.21 西澤 莉沙(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ 須坂東 ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｻ 長野ろう

[ 3組] 風速 +1.0 [ 4組] 風速 +1.0

 1 川村 吉乃(2) 高校     12.85 Q  1 大塚七海子(1) 高校     12.89 Q
ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ 長野 ｵｵﾂｶ ﾅﾐｺ 屋代

 2 高橋 梓(2) 高校     12.86 Q  2 唐澤 美玲(2) 高校     13.03 Q
ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ 篠ﾉ井 ｶﾗｻﾜ ﾐﾚｲ 長野日大

 3 倉科 紗夏(1) 高校     13.17 q  3 加納 茉弥(1) 高校     13.03 q
ｸﾗｼﾅ ｽｽﾞｶ 長野東 ｶﾉｳ ﾏﾔ 長野西

 4 鈴木 紗綾(2) 高校     13.84  4 原田 希央梨(1) 高校     14.06 
ｽｽﾞｷ ｻﾔ 長野吉田 ﾊﾗﾀﾞ ｷｵﾘ 飯山北

 5 湯本 紗弓(1) 高校     14.22  5 高見澤 有紗(2) 高校     14.15 
ﾕﾓﾄ ｻﾕﾐ 須坂園芸 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｱﾘｻ 市立長野

 6 大日方 あやね(2)高校     14.43  6 田中 莉佳子(1) 高校     14.41 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱﾔﾈ 松代 ﾀﾅｶ ﾘｶｺ 長野工業

 7 小橋 桜子(1) 高校     15.27 駒村 梨奈(1) 高校
ｺﾊｼ  ｻｸﾗｺ 中野西 ｺﾏﾑﾗ ﾘﾅ 篠ﾉ井

[ 5組] 風速 +1.0

 1 花岡 里咲(2) 高校     12.99 Q
ﾊﾅｵｶ ﾘｻ 長野吉田

 2 南澤 明音(1) 高校     13.05 Q
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 更級農業

 3 小松 礼佳(2) 高校     13.36 q
ｺﾏﾂ ｱﾔｶ 長野

 4 吉田  成花(2) 高校     13.40 q
ﾖｼﾀﾞ ｾｲｶ 須坂園芸

 5 仲條 芽映(1) 高校     13.43 q
ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ 文化学園長野

 6 春原 綾乃(1) 高校     14.10 
ｽﾉﾊﾗ ｱﾔﾉ 長野日大

 7 高橋 亜衣奈(1) 高校     15.08 
ﾀｶﾊｼ ｱｲﾅ 長野高専

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 -3.6

 1 加納 茉弥(1) 高校     13.07 Q  1 大塚七海子(1) 高校     13.19 Q
ｶﾉｳ ﾏﾔ 長野西 ｵｵﾂｶ ﾅﾐｺ 屋代

 2 高島 美咲(2) 高校     13.11 Q  2 黒岩 夏都妃(2) 高校     13.31 Q
ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ 市立長野 ｸﾛｲﾜ ﾅﾂｷ 長野吉田

 2 川村 吉乃(2) 高校     13.11 Q  3 高橋 梓(2) 高校     13.33 Q
ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ 長野 ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ 篠ﾉ井

 4 南澤 明音(1) 高校     13.11 q  4 唐澤 美玲(2) 高校     13.46 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 更級農業 ｶﾗｻﾜ ﾐﾚｲ 長野日大

 5 花岡 里咲(2) 高校     13.19 q  5 小林 奈央(1) 高校     13.54 
ﾊﾅｵｶ ﾘｻ 長野吉田 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 飯山北

 6 戸田 麻由(2) 高校     13.21  6 田川 茜(1) 高校     13.54 
ﾄﾀﾞ ﾏﾕ 長野日大 ﾀｶﾞﾜ ｱｶﾈ 長野西

 7 倉科 紗夏(1) 高校     13.38  7 小松 礼佳(2) 高校     13.80 
ｸﾗｼﾅ ｽｽﾞｶ 長野東 ｺﾏﾂ ｱﾔｶ 長野

 8 仲條 芽映(1) 高校     13.69  8 吉田  成花(2) 高校     14.14 
ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ 文化学園長野 ﾖｼﾀﾞ ｾｲｶ 須坂園芸

女子

100m100m

予選予選予選 通過基準  5組  2着 + 6通過基準  5組  2着 + 6 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
44   593  593

22  2158 2158

66  1122 1122

88  1155 1155

55   805  805

77   841  841

33   713  713

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   914  914

33   756  756

55   778  778

88  2189 2189

44  1123 1123

66  1075 1075

22   932  932
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
33   820  820

88  1103 1103

77   883  883

66   754  754

44  2217 2217

22  1121 1121

55   666  666

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  1156 1156

22   953  953

44   776  776

66   595  595

88   917  917

55   858  858

33  1073 1073
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
77   752  752

88  2146 2146

44  2184 2184

33  2211 2211

22   984  984

66  2155 2155

55  3508 3508

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
88   776  776

66   914  914

77   820  820

44  2146 2146

55   752  752

33  2158 2158

22   883  883

99   984  984

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  1156 1156

88   756  756

66  1103 1103

55   953  953

44   593  593

99   778  778

33  2184 2184

22  2211 2211



風速 -0.8

 1 大塚七海子(1) 高校     13.10 
ｵｵﾂｶ ﾅﾐｺ 屋代

 2 高橋 梓(2) 高校     13.17 
ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ 篠ﾉ井

 3 川村 吉乃(2) 高校     13.17 
ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ 長野

 4 高島 美咲(2) 高校     13.19 
ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ 市立長野

 5 加納 茉弥(1) 高校     13.21 
ｶﾉｳ ﾏﾔ 長野西

 6 南澤 明音(1) 高校     13.22 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 更級農業

 7 黒岩 夏都妃(2) 高校     13.29 
ｸﾛｲﾜ ﾅﾂｷ 長野吉田

 8 花岡 里咲(2) 高校     13.48 
ﾊﾅｵｶ ﾘｻ 長野吉田

女子女子

100m100m
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
77  1156 1156

88  1103 1103

55   820  820

66   914  914

44   776  776

33  2146 2146

99   756  756

22   752  752



予選 9月15日  9:30
準決勝 9月15日 10:55
決勝 9月15日 12:25

大会記録            25.51

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 +0.7

 1 小山 綾菜(2) 高校     26.09 Q  1 唐澤 美玲(2) 高校     27.36 Q
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 長野吉田 ｶﾗｻﾜ ﾐﾚｲ 長野日大

 2 大塚七海子(1) 高校     26.51 Q  2 加納 茉弥(1) 高校     27.40 Q
ｵｵﾂｶ ﾅﾐｺ 屋代 ｶﾉｳ ﾏﾔ 長野西

 3 高橋 梓(2) 高校     27.18 q  3 相澤 ななみ(1) 高校     28.18 q
ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ 篠ﾉ井 ｱｲｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 市立長野

 4 前田 璃奈(2) 高校     29.05  4 渡辺 ゆきの(1) 高校     28.39 
ﾏｴﾀﾞ ﾘﾅ 長野 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ 長野

 5 宮﨑 綾奈(1) 高校     30.62  5 刀根川 亜美(1) 高校     29.61 
ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾔﾅ 長野高専 ﾄﾈｶﾞﾜ ｱﾐ 須坂東

 6 小林 和可奈(1) 高校     31.59  6 湯本 紗弓(1) 高校     29.61 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ 須坂東 ﾕﾓﾄ ｻﾕﾐ 須坂園芸
信太 ひなの(2) 高校  7 小林 あかね(1) 高校     34.91 
ﾉﾌﾞﾀ ﾋﾅﾉ 文化学園長野 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾈ 長野高専

[ 3組] 風速 -0.7 [ 4組] 風速 -0.1

 1 山口 晏奈(2) 高校     27.15 Q  1 川村 吉乃(2) 高校     27.36 Q
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ 長野日大 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ 長野

 2 花岡 里咲(2) 高校     27.81 Q  2 田川 茜(1) 高校     27.94 Q
ﾊﾅｵｶ ﾘｻ 長野吉田 ﾀｶﾞﾜ ｱｶﾈ 長野西

 3 土屋 光那(2) 高校     28.10 q  3 高島 美咲(2) 高校     27.95 q
ﾂﾁﾔ ﾐﾅ 須坂 ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ 市立長野

 4 仲條 芽映(1) 高校     28.69  4 吉田  成花(2) 高校     28.98 
ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ 文化学園長野 ﾖｼﾀﾞ ｾｲｶ 須坂園芸

 5 諏訪部 澪(2) 高校     29.05  5 佐鳥 真菜(1) 高校     29.23 
ｽﾜﾍﾞ ﾐｵ 中野立志館 ｻﾄﾘ ﾏﾅ 屋代

 6 井出 さくら(1) 高校     30.22  6 山下 杏(1) 高校     29.95 
ｲﾃﾞ ｻｸﾗ 篠ﾉ井 ﾔﾏｼﾀ ｱﾝ 文化学園長野

 7 高橋 亜衣奈(1) 高校     32.97  7 大日方 あやね(2)高校     30.34 
ﾀｶﾊｼ ｱｲﾅ 長野高専 ｵﾋﾞﾅﾀ ｱﾔﾈ 松代

[ 5組] 風速 -1.0

 1 戸田 麻由(2) 高校     27.18 Q
ﾄﾀﾞ ﾏﾕ 長野日大

 2 小林 奈央(1) 高校     27.60 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 飯山北

 3 南澤 明音(1) 高校     27.69 q
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 更級農業

 4 倉科 紗夏(1) 高校     28.37 q
ｸﾗｼﾅ ｽｽﾞｶ 長野東

 5 大井 愛香(1) 高校     30.23 
ｵｵｲ ｱｲｶ 須坂東

 6 田中 莉佳子(1) 高校     31.00 
ﾀﾅｶ ﾘｶｺ 長野工業

[ 1組] 風速 -1.2 [ 2組] 風速 -1.1

 1 山口 晏奈(2) 高校     26.68 Q  1 小山 綾菜(2) 高校     26.28 Q
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ 長野日大 ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 長野吉田

 2 大塚七海子(1) 高校     26.69 Q  2 高島 美咲(2) 高校     27.62 Q
ｵｵﾂｶ ﾅﾐｺ 屋代 ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ 市立長野

 3 戸田 麻由(2) 高校     27.20 Q  3 唐澤 美玲(2) 高校     27.67 Q
ﾄﾀﾞ ﾏﾕ 長野日大 ｶﾗｻﾜ ﾐﾚｲ 長野日大

 4 高橋 梓(2) 高校     27.38 q  4 南澤 明音(1) 高校     27.74 
ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ 篠ﾉ井 ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 更級農業

 5 土屋 光那(2) 高校     27.67 q  5 小林 奈央(1) 高校     27.80 
ﾂﾁﾔ ﾐﾅ 須坂 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 飯山北

 6 花岡 里咲(2) 高校     27.71  6 田川 茜(1) 高校     28.20 
ﾊﾅｵｶ ﾘｻ 長野吉田 ﾀｶﾞﾜ ｱｶﾈ 長野西

 7 加納 茉弥(1) 高校     27.82  7 倉科 紗夏(1) 高校     28.87 
ｶﾉｳ ﾏﾔ 長野西 ｸﾗｼﾅ ｽｽﾞｶ 長野東

 8 相澤 ななみ(1) 高校     28.22 川村 吉乃(2) 高校
ｱｲｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 市立長野 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ 長野

女子

200m

予選 通過基準  5組  2着 + 6 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
7   751

3  1156

4   713

6  1103

2  2181

8   991
欠場

順 ﾚｰﾝ

5  3509

No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   953

7   776

5   919

6  2189

3   710

4  2217

2  3510

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考
2   958

8   752

5  1075

6   732

7   984

3  3508

順 ﾚｰﾝ No.
6   820

4   655

8   778

4   914

3  2211

5  1155

2   992

7  1121

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  2158

5   593

4  2146

7   883

2   709

3   858

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
6   958

4  1156

7  2158

8  1103

3   732

9   752

5   776

2   919

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   751

3   914

7   953

8  2146

5   593

9   778

2   883

4   820
棄権



風速 -0.8

 1 小山 綾菜(2) 高校     26.18 
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 長野吉田

 2 大塚七海子(1) 高校     26.81 
ｵｵﾂｶ ﾅﾐｺ 屋代

 3 山口 晏奈(2) 高校     26.83 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ 長野日大

 4 戸田 麻由(2) 高校     27.28 
ﾄﾀﾞ ﾏﾕ 長野日大

 5 高島 美咲(2) 高校     27.39 
ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ 市立長野

 6 高橋 梓(2) 高校     27.56 
ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ 篠ﾉ井

 7 唐澤 美玲(2) 高校     27.89 
ｶﾗｻﾜ ﾐﾚｲ 長野日大

 8 土屋 光那(2) 高校     27.95 
ﾂﾁﾔ ﾐﾅ 須坂

女子

200m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   751

6  1156

7   958

9  2158

5   914

3  1103

8   953

2   732



予選 9月13日 11:55
決勝 9月13日 15:10

大会記録            56.77

[ 1組] [ 2組]

 1 信太 ひなの(2) 高校   1,01.96 Q  1 山口 晏奈(2) 高校   1,00.94 Q
ﾉﾌﾞﾀ ﾋﾅﾉ 文化学園長野 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ 長野日大

 2 南澤 明音(1) 高校   1,03.61 q  2 土屋 光那(2) 高校   1,01.72 q
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 更級農業 ﾂﾁﾔ ﾐﾅ 須坂

 3 久保田 里菜(1) 高校   1,03.82  3 川村 吉乃(2) 高校   1,02.28 q
ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ 長野東 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ 長野

 4 前田 璃奈(2) 高校   1,03.98  4 相澤 ななみ(1) 高校   1,02.57 q
ﾏｴﾀﾞ ﾘﾅ 長野 ｱｲｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 市立長野

 5 花岡 里咲(2) 高校   1,05.14  5 樺澤 春香(1) 高校   1,03.72 
ﾊﾅｵｶ ﾘｻ 長野吉田 ｶﾊﾞｻﾜ ﾊﾙｶ 文化学園長野

 6 宮坂 苑実(2) 高校   1,05.62  6 塩崎 葵(1) 高校   1,04.76 
ﾐﾔｻｶ ｿﾉﾐ 市立長野 ｼｵｻﾞｷ ｱｵｲ 長野東

 7 大井 愛香(1) 高校   1,08.96  7 田川 茜(1) 高校   1,06.17 
ｵｵｲ ｱｲｶ 須坂東 ﾀｶﾞﾜ ｱｶﾈ 長野西

[ 3組]

 1 小山 綾菜(2) 高校     58.76 Q
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 長野吉田

 2 武村 結香(1) 高校   1,01.66 q
ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ 篠ﾉ井

 3 和田 聖奈(2) 高校   1,03.69 
ﾜﾀﾞ ｾｲﾅ 長野

 4 由井 薫(1) 高校   1,05.67 
ﾕｲ ｶｵﾙ 文化学園長野

 5 川上 綾香(2) 高校   1,06.01 
ｶﾜｶﾐ ｱﾔｶ 長野東

 6 原田 彩花(2) 高校   1,06.14 
ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｶ 屋代

 7 安藤 美早紀(1) 高校   1,06.59 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｻｷ 松代

 1 小山 綾菜(2) 高校     57.48 
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 長野吉田

 2 山口 晏奈(2) 高校   1,00.21 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ 長野日大

 3 武村 結香(1) 高校   1,01.05 
ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ 篠ﾉ井

 4 土屋 光那(2) 高校   1,02.70 
ﾂﾁﾔ ﾐﾅ 須坂

 5 川村 吉乃(2) 高校   1,03.31 
ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ 長野

 6 相澤 ななみ(1) 高校   1,03.35 
ｱｲｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 市立長野

 7 信太 ひなの(2) 高校   1,03.62 
ﾉﾌﾞﾀ ﾋﾅﾉ 文化学園長野

 8 南澤 明音(1) 高校   1,06.21 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 更級農業

女子

400m                

予選 通過基準  3組  1着 + 5 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
3   991

5  2146

8   915

7   876

2  2181

6   709

順 ﾚｰﾝ

4   752

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   958

3   732

7   820

4   919

6   985

8   878

5   778

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   751

8  1071

4  2183

3   994

5   870

6  1154

7  1123

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   751

5   958

7  1071

9   732

8   820

3   919

4   991

2  2146



予選 9月14日 10:30
決勝 9月15日 11:25

大会記録          2,14.37

[ 1組] [ 2組]

 1 中村 智美(1) 高校   2,23.10 Q  1 塩崎 葵(1) 高校   2,18.51 Q
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ 長野東 ｼｵｻﾞｷ ｱｵｲ 長野東

 2 樺澤 春香(1) 高校   2,28.82 q  2 伊藤 千夏(2) 高校   2,26.36 q
ｶﾊﾞｻﾜ ﾊﾙｶ 文化学園長野 ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 長野日大

 3 小松 千紗(2) 高校   2,31.07  3 和田 聖奈(2) 高校   2,30.45 
ｺﾏﾂ ﾁｻ 長野西 ﾜﾀﾞ ｾｲﾅ 長野

 4 土本 和香奈(2) 高校   2,31.39  4 由井 薫(1) 高校   2,30.87 
ﾂﾁﾓﾄ ﾜｶﾅ 須坂 ﾕｲ ｶｵﾙ 文化学園長野

 5 和田 恵(1) 高校   2,34.70  5 宮坂 苑実(2) 高校   2,43.01 
ﾜﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 長野 ﾐﾔｻｶ ｿﾉﾐ 市立長野

 6 東福寺 美佳(2) 高校   2,45.19  6 小林 あかね(1) 高校   2,59.50 
ﾄｳﾌｸｼﾞ ﾐｶ 長野俊英 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾈ 長野高専

 7 中島 早貴(1) 高校   3,00.66  7 宮崎 明日香(2) 高校   3,26.05 
ﾅｶｼﾞﾏ ｻｷ 須坂東 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｽｶ 須坂園芸
宮入 唯(1) 高校
ﾐﾔｲﾘ ﾕｲ 長野日大

[ 3組]

 1 傳田 雪香(2) 高校   2,17.49 Q
ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｷｶ 長野日大

 2 久保田 里菜(1) 高校   2,19.97 q
ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ 長野東

 3 大野 晴香(2) 高校   2,24.56 q
ｵｵﾉ ﾊﾙｶ 長野吉田

 4 小嶋 沙季(2) 高校   2,29.65 q
ｺｼﾞﾏ ｻｷ 長野

 5 山本 楓(1) 高校   2,36.52 
ﾔﾏﾓﾄ ｶｴﾃﾞ 長野西

 6 須藤 紋可(2) 高校   2,37.63 
ｽﾄﾞｳ ｱﾔｶ 市立長野

 7 有賀 美和(2) 高校   2,41.47 
ｱﾙｶﾞ ﾐﾜ 長野高専

 1 塩崎 葵(1) 高校   2,19.65 
ｼｵｻﾞｷ ｱｵｲ 長野東

 2 久保田 里菜(1) 高校   2,20.08 
ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ 長野東

 3 中村 智美(1) 高校   2,20.40 
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ 長野東

 4 傳田 雪香(2) 高校   2,25.57 
ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｷｶ 長野日大

 5 伊藤 千夏(2) 高校   2,28.92 
ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 長野日大

 6 大野 晴香(2) 高校   2,29.07 
ｵｵﾉ ﾊﾙｶ 長野吉田

 7 樺澤 春香(1) 高校   2,29.19 
ｶﾊﾞｻﾜ ﾊﾙｶ 文化学園長野

 8 小嶋 沙季(2) 高校   2,32.83 
ｺｼﾞﾏ ｻｷ 長野

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
9   881

6   985

女子

800m                

予選 通過基準  3組  1着 + 5 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

記録／備考

 2470

4   801

3   733

2   715

5   963

8   814

7

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
3   878

2  2151

4  2183

8   994

7   915

5  3510

6  2215

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  2154

5   876

4   757

2  2185

8   809

3   918

6  3507

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   878

4   876

5   881

6  2154

9  2151

8   757

3   985

2  2185



予選 9月13日 10:45
決勝 9月13日 14:40

大会記録          4,32.63

[ 1組] [ 2組]

 1 玉城 かんな(2) 高校   4,39.94 Q  1 傳田 雪香(2) 高校   4,50.17 Q
ﾀﾏｷ ｶﾝﾅ 長野東 ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｷｶ 長野日大

 2 笹沢 今日子(2) 高校   4,48.33 Q  2 中村 智美(1) 高校   4,52.01 Q
ｻｻｻﾞﾜ ｷｮｳｺ 長野東 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ 長野東

 3 伊藤 千夏(2) 高校   4,57.13 Q  3 小嶋 沙季(2) 高校   5,03.56 Q
ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 長野日大 ｺｼﾞﾏ ｻｷ 長野

 4 前島 玲美(1) 高校   5,12.34 Q  4 大野 晴香(2) 高校   5,07.81 Q
ﾏｴｼﾞﾏ ﾚﾐ 長野 ｵｵﾉ ﾊﾙｶ 長野吉田

 5 丸山 瑠璃(1) 高校   5,19.25 q  5 小松 千紗(2) 高校   5,08.09 q
ﾏﾙﾔﾏ ﾙﾘ 中野立志館 ｺﾏﾂ ﾁｻ 長野西

 6 山本 楓(1) 高校   5,21.92  6 望月 楓子(1) 高校   5,10.36 q
ﾔﾏﾓﾄ ｶｴﾃﾞ 長野西 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾌｳｺ 中野立志館

 7 須藤 紋可(2) 高校   5,25.08  7 土本 和香奈(2) 高校   5,17.28 q
ｽﾄﾞｳ ｱﾔｶ 市立長野 ﾂﾁﾓﾄ ﾜｶﾅ 須坂

 8 和田 聖香(1) 高校   5,37.27  8 有賀 美和(2) 高校   5,20.75 
ﾜﾀﾞ ｾｲｶ 須坂園芸 ｱﾙｶﾞ ﾐﾜ 長野高専

 9 東福寺 美佳(2) 高校   5,42.69  9 和田 恵(1) 高校   5,35.68 
ﾄｳﾌｸｼﾞ ﾐｶ 長野俊英 ﾜﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 長野

10 中島 早貴(1) 高校   6,13.49 10 宮本 優花(2) 高校   5,35.93 
ﾅｶｼﾞﾏ ｻｷ 須坂東 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｶ 長野西
黒岩 真由(1) 高校 11 市川 綾華(1) 高校   5,56.16 
ｸﾛｲﾜ ﾏﾕ 須坂 ｲﾁｶﾜ ｱﾔｶ 長野商業
宮入 唯(1) 高校
ﾐﾔｲﾘ ﾕｲ 長野日大

 1 玉城 かんな(2) 高校   4,34.63 
ﾀﾏｷ ｶﾝﾅ 長野東

 2 傳田 雪香(2) 高校   4,42.02 
ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｷｶ 長野日大

 3 中村 智美(1) 高校   4,42.63 
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ 長野東

 4 笹沢 今日子(2) 高校   4,47.08 
ｻｻｻﾞﾜ ｷｮｳｺ 長野東

 5 小嶋 沙季(2) 高校   4,54.05 
ｺｼﾞﾏ ｻｷ 長野

 6 伊藤 千夏(2) 高校   4,58.86 
ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 長野日大

 7 大野 晴香(2) 高校   5,06.93 
ｵｵﾉ ﾊﾙｶ 長野吉田

 8 前島 玲美(1) 高校   5,09.58 
ﾏｴｼﾞﾏ ﾚﾐ 長野

 9 土本 和香奈(2) 高校   5,13.24 
ﾂﾁﾓﾄ ﾜｶﾅ 須坂

10 小松 千紗(2) 高校   5,13.64 
ｺﾏﾂ ﾁｻ 長野西

11 望月 楓子(1) 高校   5,15.43 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾌｳｺ 中野立志館

12 丸山 瑠璃(1) 高校   5,22.30 
ﾏﾙﾔﾏ ﾙﾘ 中野立志館

女子

1500m               

予選 通過基準  2組  4着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 No. 氏  名 所属名

  817

記録／備考
11   872

1   871

6   658

9   809

12  2151

4

  715

7   918

10  2218

3   735
欠場

8   963

2  2470

5

欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
11  2154

10   881

2  2185

6   757

5   801

9   656

8   733

4  3507

7   814

1   802

3   839

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
11   872

10  2154

1   881

9   871

2  2185

6  2151

8   757

4   817

12   733

5   801

3   656

7   658



決勝 9月15日 10:30

大会記録          9,35.30

 1 玉城 かんな(2) 高校   9,33.12 
ﾀﾏｷ ｶﾝﾅ 長野東

 2 小口 雪音(2) 高校   9,38.43 
ｵｸﾞﾁ ﾕｷﾈ 長野東

 3 川上 綾香(2) 高校   9,58.22 
ｶﾜｶﾐ ｱﾔｶ 長野東

 4 伊藤 千夏(2) 高校  10,11.93 
ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 長野日大

 5 傳田 雪香(2) 高校  10,17.34 
ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｷｶ 長野日大

 6 小嶋 沙季(2) 高校  10,44.08 
ｺｼﾞﾏ ｻｷ 長野

 7 望月 楓子(1) 高校  10,58.20 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾌｳｺ 中野立志館

 8 前島 玲美(1) 高校  11,05.56 
ﾏｴｼﾞﾏ ﾚﾐ 長野

 9 土本 和香奈(2) 高校  11,06.82 
ﾂﾁﾓﾄ ﾜｶﾅ 須坂

10 丸山 瑠璃(1) 高校  11,22.75 
ﾏﾙﾔﾏ ﾙﾘ 中野立志館

11 有賀 美和(2) 高校  11,27.70 
ｱﾙｶﾞ ﾐﾜ 長野高専

12 山本 楓(1) 高校  11,35.78 
ﾔﾏﾓﾄ ｶｴﾃﾞ 長野西

13 宮本 優花(2) 高校  12,06.59 
ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｶ 長野西

14 東福寺 美佳(2) 高校  12,08.08 
ﾄｳﾌｸｼﾞ ﾐｶ 長野俊英

15 村松 莉緒(1) 高校  12,26.84 
ﾑﾗﾏﾂ ﾘｵ 長野

16 市川 綾華(1) 高校  12,33.01 
ｲﾁｶﾜ ｱﾔｶ 長野商業
宮入 唯(1) 高校
ﾐﾔｲﾘ ﾕｲ 長野日大
平野 成恵(1) 高校
ﾋﾗﾉ ﾅﾙｴ 長野清泉

女子

3000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
15   872

大会新
1   869

3   870

12  2151

6  2154

2  2185

17   656

16   817

14   733

11   658

7  3507

5   809

13   802

9  2470

18   816

10   839

4   963
欠場

8  1018
欠場



予選 9月13日 12:15
決勝 9月13日 13:45

大会記録            14.48

[ 1組] 風速 -0.9 [ 2組] 風速 -1.0

 1 吉村 彩加(1) 高校     16.11 Q  1 宮坂 栞(2) 高校     17.11 Q
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野 ﾐﾔｻｶ ｼｵﾘ 市立長野

 2 高見澤 有紗(2) 高校     18.56 Q  2 荒井 里奈(1) 高校     17.36 Q
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｱﾘｻ 市立長野 ｱﾗｲ ﾘﾅ 市立長野

 3 岡澤 希(1) 高校     18.66 q  3 鈴木 紗綾(2) 高校     18.04 q
ｵｶｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 長野商業 ｽｽﾞｷ ｻﾔ 長野吉田

 4 小林 咲季(1) 高校     19.10 q  4 仲條 芽映(1) 高校     18.67 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ 長野吉田 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ 文化学園長野

 5 山下 杏(1) 高校     19.29  5 家塚 みのり(2) 高校     19.26 
ﾔﾏｼﾀ ｱﾝ 文化学園長野 ｲｴﾂﾞｶ ﾐﾉﾘ 長野

 6 宮﨑 綾奈(1) 高校     20.70  6 柴田 果奈(2) 高校     21.02 
ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾔﾅ 長野高専 ｼﾊﾞﾀ ｶﾅ 長野西
清水 香那(2) 高校
ｼﾐｽﾞ ｶﾅ 文化学園長野

風速 -1.5

 1 吉村 彩加(1) 高校     16.47 
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野

 2 宮坂 栞(2) 高校     17.24 
ﾐﾔｻｶ ｼｵﾘ 市立長野

 3 荒井 里奈(1) 高校     17.73 
ｱﾗｲ ﾘﾅ 市立長野

 4 仲條 芽映(1) 高校     18.45 
ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ 文化学園長野

 5 鈴木 紗綾(2) 高校     18.51 
ｽｽﾞｷ ｻﾔ 長野吉田

 6 小林 咲季(1) 高校     18.65 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ 長野吉田

 7 高見澤 有紗(2) 高校     18.93 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｱﾘｻ 市立長野

 8 岡澤 希(1) 高校     18.95 
ｵｶｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 長野商業

女子

100mH(0.840)        

予選 通過基準  2組  2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
8  2190

5   917

7  3509

4   838

3   770

2   990
欠場

順 ﾚｰﾝ

6   992

No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   916

4   921

3   754

5   984

2  2186

7   806

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  2190

6   916

4   921

3   984

8   754

2   770

7   917

9   838



予選 9月14日 10:50
決勝 9月14日 13:05

大会記録            59.74

[ 1組] [ 2組]

 1 小山 綾菜(2) 高校   1,06.16 Q  1 吉村 彩加(1) 高校   1,06.91 Q
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 長野吉田 ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野

 2 武村 結香(1) 高校   1,10.16 Q  2 宮坂 栞(2) 高校   1,12.20 Q
ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ 篠ﾉ井 ﾐﾔｻｶ ｼｵﾘ 市立長野

 3 土屋 光那(2) 高校   1,11.87 q  3 諏訪部 澪(2) 高校   1,14.45 q
ﾂﾁﾔ ﾐﾅ 須坂 ｽﾜﾍﾞ ﾐｵ 中野立志館

 4 原田 彩花(2) 高校   1,13.73 q  4 野崎 せりか(2) 高校   1,17.11 q
ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｶ 屋代 ﾉｻﾞｷ ｾﾘｶ 須坂

 5 大井 愛香(1) 高校   1,17.49  5 山下 杏(1) 高校   1,18.39 
ｵｵｲ ｱｲｶ 須坂東 ﾔﾏｼﾀ ｱﾝ 文化学園長野

 1 小山 綾菜(2) 高校   1,04.40 
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 長野吉田

 2 吉村 彩加(1) 高校   1,07.97 
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野

 3 武村 結香(1) 高校   1,08.97 
ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ 篠ﾉ井

 4 宮坂 栞(2) 高校   1,12.78 
ﾐﾔｻｶ ｼｵﾘ 市立長野

 5 土屋 光那(2) 高校   1,13.27 
ﾂﾁﾔ ﾐﾅ 須坂

 6 諏訪部 澪(2) 高校   1,13.28 
ｽﾜﾍﾞ ﾐｵ 中野立志館

 7 原田 彩花(2) 高校   1,15.16 
ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｶ 屋代

 8 野崎 せりか(2) 高校   1,17.38 
ﾉｻﾞｷ ｾﾘｶ 須坂

女子

400mH(0.762)        

予選 通過基準  2組  2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

6  1154

記録／備考
5   751

3  1071

4   709

順 ﾚｰﾝ

2   732

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  2190

6   916

2   655

3   729

5   992

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   751

5  2190

4  1071

7   916

8   732

3   655

9  1154

2   729



決勝 9月13日 12:45

大会新           28,02.66

 1 溝口 友己歩(1) 高校  24,14.46 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｷﾎ 長野東

 2 村松 莉緒(1) 高校  32,29.89 
ﾑﾗﾏﾂ ﾘｵ 長野

 3 黒岩 真由(1) 高校  33,29.72 
ｸﾛｲﾜ ﾏﾕ 須坂

 4 宮崎 明日香(2) 高校  36,05.85 
ﾐﾔｻﾞｷ ｱｽｶ 須坂園芸

女子

5000mW              

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   882

大会新
2   816

1   735

3  2215



予選 9月13日 10:10
決勝 9月14日 13:40

大会記録            49.20

[ 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   4 長野吉田   756 黒岩 夏都妃(2)     51.16 Q  1   6 長野日大   953 唐澤 美玲(2)     51.17 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
  751 小山 綾菜(2)  2158 戸田 麻由(2)

ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ ﾄﾀﾞ ﾏﾕ
  752 花岡 里咲(2)   958 山口 晏奈(2)

ﾊﾅｵｶ ﾘｻ ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ
  770 小林 咲季(1)  2155 春原 綾乃(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ ｽﾉﾊﾗ ｱﾔﾉ
 2   3 篠ﾉ井  1103 高橋 梓(2)     51.23 Q  2   7 長野  2189 渡辺 ゆきの(1)     51.73 Q

ｼﾉﾉｲ ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ ﾅｶﾞﾉ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ
 1071 武村 結香(1)  2190 吉村 彩加(1)

ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ
 1106 小野 美紗(2)  2183 和田 聖奈(2)

ｵﾉ ﾐｻ ﾜﾀﾞ ｾｲﾅ
 1073 駒村 梨奈(1)   820 川村 吉乃(2)

ｺﾏﾑﾗ ﾘﾅ ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ
 3   6 須坂東   713 小林 和可奈(1)     58.31 q  3   4 長野西   805 小林 茉由(2)     52.27 q

ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼ ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ ﾅｶﾞﾉﾆｼ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ
  710 刀根川 亜美(1)   776 加納 茉弥(1)

ﾄﾈｶﾞﾜ ｱﾐ ｶﾉｳ ﾏﾔ
  709 大井 愛香(1)   778 田川 茜(1)

ｵｵｲ ｱｲｶ ﾀｶﾞﾜ ｱｶﾈ
  715 中島 早貴(1)   804 中村 綾恵(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ｻｷ ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｴ
 4   7 長野高専  3508 高橋 亜衣奈(1)     59.81  4   3 文化学園長野   996 平松 美音(1)     53.41 q

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾀｶﾊｼ ｱｲﾅ ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉ ﾋﾗﾏﾂ ﾐｵ
 3509 宮﨑 綾奈(1)   984 仲條 芽映(1)

ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾔﾅ ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ
 3507 有賀 美和(2)   992 山下 杏(1)

ｱﾙｶﾞ ﾐﾜ ﾔﾏｼﾀ ｱﾝ
 3510 小林 あかね(1)   991 信太 ひなの(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾈ ﾉﾌﾞﾀ ﾋﾅﾉ
  5 市立長野高   916 宮坂 栞(2)  5   5 長野商業   842 北村 晶(1)     57.62 q

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ﾐﾔｻｶ ｼｵﾘ 失格 ﾅｶﾞﾉｼｮｳｷﾞｮｳ ｷﾀﾑﾗ ｱｷ
  914 高島 美咲(2)   841 水田 晴南(1)

ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ ﾐｽﾞﾀ ﾊﾙﾅ
  915 宮坂 苑実(2)   839 市川 綾華(1)

ﾐﾔｻｶ ｿﾉﾐ ｲﾁｶﾜ ｱﾔｶ
  919 相澤 ななみ(1)   838 岡澤 希(1)

ｱｲｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ ｵｶｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ
  2 飯山北   2 長野清泉

ｲｲﾔﾏｷﾀ 欠場 ﾅｶﾞﾉｾｲｾﾝ 欠場

女子

4×100mR            

予選 通過基準  2組  2着 + 4 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   5 長野吉田   756 黒岩 夏都妃(2)     50.55 

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
 2   7 長野日大   953 唐澤 美玲(2)     50.98 

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
  958 山口 晏奈(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ
 2155 春原 綾乃(1)

ｽﾉﾊﾗ ｱﾔﾉ
 3   6 長野  2189 渡辺 ゆきの(1)     51.22 

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
 4   9 長野西   805 小林 茉由(2)     51.66 

ﾅｶﾞﾉﾆｼ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ
  776 加納 茉弥(1)

ｶﾉｳ ﾏﾔ
  778 田川 茜(1)

ﾀｶﾞﾜ ｱｶﾈ
  804 中村 綾恵(2)

ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｴ
 5   4 篠ﾉ井  1103 高橋 梓(2)     52.34 

ｼﾉﾉｲ ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ
 1071 武村 結香(1)

ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ
 1106 小野 美紗(2)

ｵﾉ ﾐｻ
 1075 井出 さくら(1)

ｲﾃﾞ ｻｸﾗ
 6   8 文化学園長野   996 平松 美音(1)     53.10 

ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉ ﾋﾗﾏﾂ ﾐｵ
  984 仲條 芽映(1)

ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ
  992 山下 杏(1)

ﾔﾏｼﾀ ｱﾝ
  991 信太 ひなの(2)

ﾉﾌﾞﾀ ﾋﾅﾉ
 7   3 長野商業   842 北村 晶(1)     57.86 

ﾅｶﾞﾉｼｮｳｷﾞｮｳ ｷﾀﾑﾗ ｱｷ
  841 水田 晴南(1)

ﾐｽﾞﾀ ﾊﾙﾅ
  839 市川 綾華(1)

ｲﾁｶﾜ ｱﾔｶ
  838 岡澤 希(1)

ｵｶｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ
 8   2 須坂東   713 小林 和可奈(1)     58.16 

ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼ ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ
  710 刀根川 亜美(1)

ﾄﾈｶﾞﾜ ｱﾐ
  709 大井 愛香(1)

ｵｵｲ ｱｲｶ
  715 中島 早貴(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ｻｷ

4×100mR            
決勝

女子



予選 9月14日 14:50
決勝 9月15日 13:45

大会記録          3,54.88

[ 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 長野吉田   756 黒岩 夏都妃(2)   4,10.68 Q  1   6 長野日大   953 唐澤 美玲(2)   4,07.01 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
  757 大野 晴香(2)  2154 傳田 雪香(2)

ｵｵﾉ ﾊﾙｶ 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
  752 花岡 里咲(2)   958 山口 晏奈(2)

ﾊﾅｵｶ ﾘｻ ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ
 2   2 長野  2183 和田 聖奈(2)   4,15.07 Q  2   4 篠ﾉ井  1103 高橋 梓(2)   4,15.17 Q

ﾅｶﾞﾉ ﾜﾀﾞ ｾｲﾅ ｼﾉﾉｲ ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ
 2190 吉村 彩加(1)  1071 武村 結香(1)

ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ
 2181 前田 璃奈(2)  1075 井出 さくら(1)

ﾏｴﾀﾞ ﾘﾅ ｲﾃﾞ ｻｸﾗ
  820 川村 吉乃(2)  1106 小野 美紗(2)

ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ ｵﾉ ﾐｻ
 3   4 長野東   876 久保田 里菜(1)   4,18.83 q  3   2 文化学園長野   984 仲條 芽映(1)   4,16.30 q

ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼ ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉ ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ
  878 塩崎 葵(1)   991 信太 ひなの(2)

ｼｵｻﾞｷ ｱｵｲ ﾉﾌﾞﾀ ﾋﾅﾉ
  881 中村 智美(1)   994 由井 薫(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ ﾕｲ ｶｵﾙ
  870 川上 綾香(2)   985 樺澤 春香(1)

ｶﾜｶﾐ ｱﾔｶ ｶﾊﾞｻﾜ ﾊﾙｶ
 4   5 長野西   778 田川 茜(1)   4,25.46 q  4   5 市立長野   919 相澤 ななみ(1)   4,20.82 q

ﾅｶﾞﾉﾆｼ ﾀｶﾞﾜ ｱｶﾈ ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ｱｲｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ
  809 山本 楓(1)   914 高島 美咲(2)

ﾔﾏﾓﾄ ｶｴﾃﾞ ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ
  776 加納 茉弥(1)   916 宮坂 栞(2)

ｶﾉｳ ﾏﾔ ﾐﾔｻｶ ｼｵﾘ
  801 小松 千紗(2)   915 宮坂 苑実(2)

ｺﾏﾂ ﾁｻ ﾐﾔｻｶ ｿﾉﾐ
 5   3 須坂   732 土屋 光那(2)   4,36.52  5   3 須坂東   709 大井 愛香(1)   4,47.81 

ｽｻﾞｶ ﾂﾁﾔ ﾐﾅ ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼ ｵｵｲ ｱｲｶ
  733 土本 和香奈(2)   713 小林 和可奈(1)

ﾂﾁﾓﾄ ﾜｶﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ
  735 黒岩 真由(1)   710 刀根川 亜美(1)

ｸﾛｲﾜ ﾏﾕ ﾄﾈｶﾞﾜ ｱﾐ
  729 野崎 せりか(2)   715 中島 早貴(1)

ﾉｻﾞｷ ｾﾘｶ ﾅｶｼﾞﾏ ｻｷ

女子

4×400mR            

予選 通過基準  2組  2着 + 4 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   5 長野吉田   756 黒岩 夏都妃(2)   4,03.10 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ｸﾛｲﾜ ﾅﾂｷ
  757 大野 晴香(2)

ｵｵﾉ ﾊﾙｶ
  752 花岡 里咲(2)

ﾊﾅｵｶ ﾘｻ
  751 小山 綾菜(2)

ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ
 2   4 長野日大   953 唐澤 美玲(2)   4,09.01 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ｶﾗｻﾜ ﾐﾚｲ
 2151 伊藤 千夏(2)

ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ
 2158 戸田 麻由(2)

ﾄﾀﾞ ﾏﾕ
  958 山口 晏奈(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ
 3   7 長野  2181 前田 璃奈(2)   4,11.01 

ﾅｶﾞﾉ ﾏｴﾀﾞ ﾘﾅ
  820 川村 吉乃(2)

ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ
 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
 4   6 篠ﾉ井  1103 高橋 梓(2)   4,15.20 

ｼﾉﾉｲ ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ
 1071 武村 結香(1)

ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ
 1075 井出 さくら(1)

ｲﾃﾞ ｻｸﾗ
 1106 小野 美紗(2)

ｵﾉ ﾐｻ
 5   2 市立長野   919 相澤 ななみ(1)   4,15.86 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ｱｲｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ
  917 高見澤 有紗(2)

ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｱﾘｻ
  916 宮坂 栞(2)

ﾐﾔｻｶ ｼｵﾘ
  915 宮坂 苑実(2)

ﾐﾔｻｶ ｿﾉﾐ
 6   8 文化学園長野   994 由井 薫(1)   4,17.98 

ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉ ﾕｲ ｶｵﾙ
  991 信太 ひなの(2)

ﾉﾌﾞﾀ ﾋﾅﾉ
  984 仲條 芽映(1)

ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ
  985 樺澤 春香(1)

ｶﾊﾞｻﾜ ﾊﾙｶ
 7   9 長野東   876 久保田 里菜(1)   4,20.62 

ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼ ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ
  878 塩崎 葵(1)

ｼｵｻﾞｷ ｱｵｲ
  872 玉城 かんな(2)

ﾀﾏｷ ｶﾝﾅ
  881 中村 智美(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ
 8   3 長野西   806 柴田 果奈(2)   4,31.56 

ﾅｶﾞﾉﾆｼ ｼﾊﾞﾀ ｶﾅ
  809 山本 楓(1)

ﾔﾏﾓﾄ ｶｴﾃﾞ
  778 田川 茜(1)

ﾀｶﾞﾜ ｱｶﾈ
  801 小松 千紗(2)

ｺﾏﾂ ﾁｻ

4×400mR            
決勝

女子



決勝 9月15日 10:00

大会記録             1.65

小野 美紗(2) 高校
ｵﾉ ﾐｻ 篠ﾉ井
岩崎 ちひろ(1) 高校
ｲﾜｻｷ ﾁﾋﾛ 長野吉田
井原 夏見(1) 高校
ｲﾊﾗ ﾅﾂﾐ 長野
阿部 里菜(1) 高校
ｱﾍﾞ ﾘﾅ 市立長野
北村 晶(1) 高校
ｷﾀﾑﾗ ｱｷ 長野商業
岡澤 希(1) 高校
ｵｶｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 長野商業
清水 香那(2) 高校
ｼﾐｽﾞ ｶﾅ 文化学園長野
萬場 ケイ(2) 高校
ﾏﾝﾊﾞ ｹｲ 飯山北
刀根川 亜美(1) 高校
ﾄﾈｶﾞﾜ ｱﾐ 須坂東

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m30 1m35 備考1m20 1m25 1m40 1m45 1m50 1m55 1m58 1m61
1 9  1106

- - - - - - O O XO XXX  1.58

2 8   758
- - - - - O O XXO XXX  1.55

3 7  2188
- - - - O XXO XXX  1.45

4 4   920
- - O O O XXX  1.40

5 2   842
- - O O XXX  1.35

6 6   838
- - O XO XXX  1.35

7 5   990
- O O /  1.30

8 3   590
- O XXO XXX  1.30

1   710
- XXX



決勝 9月14日 10:30

2m50 2m60
宮澤 麗(2) 高校 XO O O O O O O O O XXO
ﾐﾔｻﾞﾜ ｳﾗﾗ 長野吉田 XO XXX
田中 莉佳子(1) 高校 - - - - - O O O O XXX
ﾀﾅｶ ﾘｶｺ 長野工業
小林 和可奈(1) 高校 O XO O XXO XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ 須坂東

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 備考
1m50 1m60 1m90 2m00 2m10 2m20 2m30 2m40

1 3   755
 2.50

記録
1m70 1m80

2 2   858
 2.30

 1.80
3 1   713



決勝 9月13日 10:50

大会記録             5.65

黒岩 夏都妃(2) 高校   4.98    X   4.78   4.99   5.09   5.32    5.32 
ｸﾛｲﾜ ﾅﾂｷ 長野吉田   +2.2   -0.8   +0.1   +0.2   +0.6    +0.6
小野 美紗(2) 高校   5.00   4.89   4.89   4.93   5.09   5.20    5.20 
ｵﾉ ﾐｻ 篠ﾉ井   +0.1   +0.6   +0.5   +1.5   +0.5   +0.7    +0.7
小林 咲季(1) 高校   4.66   4.76   4.67   4.91    X    X    4.91 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ 長野吉田   +1.4   +0.8   -1.0   -0.5    -0.5
高橋 梓(2) 高校   3.70   4.67   4.67   4.26   4.58   4.90    4.90 
ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ 篠ﾉ井   +1.8   +1.3   +1.7   -0.8   +0.3   +1.4    +1.4
水田 晴南(1) 高校    X   4.79   4.78   4.67   4.60   4.83    4.83 
ﾐｽﾞﾀ ﾊﾙﾅ 長野商業   +1.4   +1.5   -0.1   +1.6   +2.3    +2.3
駒村 梨奈(1) 高校   4.60   4.73    X   4.77   4.73   4.79    4.79 
ｺﾏﾑﾗ ﾘﾅ 篠ﾉ井   +1.4   -0.3   -0.6   +1.2   +1.2    +1.2
原田 希央梨(1) 高校   4.55   4.46   4.72   4.44   4.53   4.60    4.72 
ﾊﾗﾀﾞ ｷｵﾘ 飯山北   +0.4   +0.8   +1.1   -0.3   +0.3   -0.3    +1.1
宮澤 麗(2) 高校   4.62   4.41   4.56    X   4.65   4.46    4.65 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｳﾗﾗ 長野吉田   +0.8   +1.5   +1.5   +0.8   +0.7    +0.8
風間 ほのか(1) 高校   4.52   4.58   4.41    4.58 
ｶｻﾞﾏ ﾎﾉｶ 長野西   +0.8   +2.6   +0.2    +2.6
小松 礼佳(2) 高校    X    X   4.56    4.56 
ｺﾏﾂ ｱﾔｶ 長野   +0.7    +0.7
小林 茉由(2) 高校   4.10   4.47   3.78    4.47 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ 長野西   +1.0   +2.3   +1.9    +2.3
常盤 みのり(2) 高校   3.96   4.46   4.33    4.46 
ﾄｷﾜ ﾐﾉﾘ 松代   -0.3   -0.8   +0.1    -0.8
野崎 せりか(2) 高校   4.32   4.41   4.30    4.41 
ﾉｻﾞｷ ｾﾘｶ 須坂   +1.0   +0.8   +0.9    +0.8
井原 夏見(1) 高校   4.13   4.33   4.30    4.33 
ｲﾊﾗ ﾅﾂﾐ 長野   +0.4   +1.6   +0.4    +1.6
楠  玲菜(2) 高校   4.06   4.23   3.96    4.23 
ｸｽﾉｷ ﾚﾅ 長野清泉    0.0   +1.8   +0.7    +1.8
和田 恵(1) 高校    -   3.44   4.21    4.21 
ﾜﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 長野   +1.5   +0.5    +0.5
萬場 ケイ(2) 高校   4.03   3.76   3.96    4.03 
ﾏﾝﾊﾞ ｹｲ 飯山北   +1.5   +0.7   +1.3    +1.5
町田 桃佳(2) 高校   3.99   3.92   3.17    3.99 
ﾏﾁﾀ ﾞﾓﾓｶ 長野清泉   +1.5   +1.0   +0.7    +1.5
柴田 果奈(2) 高校   3.71    X   3.25    3.71 
ｼﾊﾞﾀ ｶﾅ 長野西   -0.1   +1.8    -0.1
山岸 良美(1) 高校   3.40   3.46   3.52    3.52 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾖｼﾐ 中野立志館   +1.4   +2.2   +0.5    +0.5
高橋 亜衣奈(1) 高校   3.28   3.23   3.50    3.50 
ﾀｶﾊｼ ｱｲﾅ 長野高専   +1.2   +1.4   +0.8    +0.8
藤沢 美布(1) 高校   3.19   3.37   3.12    3.37 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾌ 長野清泉   +1.1   +0.5   +0.7    +0.5
小林 あかね(1) 高校   2.78   3.02   2.97    3.02 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾈ 長野高専   -0.1   +0.4   +0.1    +0.4

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 22   756

-5-

2 19  1106

3 23   770

4 10  1103

5 16   841

6 21  1073

7 18   595

8 15   755

9 13   777

10 7  2184

11 9   805

12 20  1122

13 17   729

14 4  2188

15 12  1034

16 14   814

17 8   590

18 3  1031

19 11   806

20 1   657

23 5  3510

21 2  3508

22 6  1014



決勝 9月14日 12:00

大会記録            11.41

稲森 渚(2) 高校
ｲﾅﾓﾘ ﾅｷﾞｻ 須坂園芸
竹内 恵(2) 高校
ﾀｹｳﾁ ﾒｸﾞﾐ 長野日大
安藤 美早紀(1) 高校
ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｻｷ 松代
吉澤 涼夏(2) 高校
ﾖｼｻﾞﾜ ｽｽﾞｶ 篠ﾉ井
市川 さやか(1) 高校
ｲﾁｶﾜ ｻﾔｶ 長野吉田
小池 友里恵(1) 高校
ｺｲｹ ﾕﾘｴ 篠ﾉ井
名澤 幸香(2) 高校
ﾅｻﾞﾜ ﾕｷｶ 更級農業
小林 裕佳(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 長野清泉
上倉 由緒子(1) 高校
ｶﾐｸﾗ ﾕﾕｺ 飯山北
常盤 みのり(2) 高校
ﾄｷﾜ ﾐﾉﾘ 松代
尾形 ひな子(1) 高校
ｵｶﾞﾀ ﾋﾅｺ 長野清泉
山岸 亜由美(2) 高校
ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾕﾐ 長野西
平松 美音(1) 高校
ﾋﾗﾏﾂ ﾐｵ 文化学園長野
長野 美里(2) 高校
ﾅｶﾞﾉ ﾐｻﾄ 須坂園芸
矢口 聖佳(1) 高校
ﾔｸﾞﾁ ｾｲｶ 長野吉田
荻野 夏帆(1) 高校
ｵｷﾞﾉ ｶﾎ 文化学園長野
北島 未来(1) 高校
ｷﾀｼﾞﾏ ﾐｸ 文化学園長野
横田 彩夏(1) 高校 欠場
ﾖｺﾀ ｱﾔｶ 長野商業

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 16  2214

  X 10.08 10.78  9.67 10.23 10.00  10.78 

2 18  2152
 7.94  8.76  8.68  8.57  8.87  8.15   8.87 

3 13  1123
 7.43  7.88  7.80  8.06  8.61  8.83   8.83 

4 17  1105
 8.66  8.01  7.95  8.38  7.71  7.88   8.66 

5 14   769
 7.76  7.61  7.87  7.73  8.28  8.14   8.28 

6 12  1072
 7.61  7.75  7.57  7.46  8.03  8.27   8.27 

7 15  2144
 7.84  7.98  8.00  7.32  7.72  6.86   8.00 

8 9  1035
 7.44  7.05  6.99  6.77  7.83  7.22   7.83 

9 11   594
 6.92  7.17  6.80   7.17 

10 8  1122
 6.33  6.97  6.75   6.97 

11 2  1013
 6.93  6.58  6.59   6.93 

12 10   800
 6.48  6.44  6.78   6.78 

13 3   996
 5.65  6.06  5.84   6.06 

14 5  2213
 5.20  5.23  5.70   5.70 

15 4   759
 5.49  5.06  5.10   5.49 

16 6   986
 5.02  5.34  5.44   5.44 

17 1   987
 4.57  4.75  4.87

7   840

  4.87 



決勝 9月15日 12:15

大会記録            37.70

稲森 渚(2) 高校
ｲﾅﾓﾘ ﾅｷﾞｻ 須坂園芸
吉澤 涼夏(2) 高校
ﾖｼｻﾞﾜ ｽｽﾞｶ 篠ﾉ井
山岸 亜由美(2) 高校
ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾕﾐ 長野西
羽鳥 萌子(2) 高校
ﾊﾄﾘ ﾓｴｺ 長野東
前田 璃奈(2) 高校
ﾏｴﾀﾞ ﾘﾅ 長野
小池 友里恵(1) 高校
ｺｲｹ ﾕﾘｴ 篠ﾉ井
高橋 文香(2) 高校
ﾀｶﾊｼ ﾌﾐｶ 長野吉田
長野 美里(2) 高校
ﾅｶﾞﾉ ﾐｻﾄ 須坂園芸
大日方 美月(2) 高校
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾐﾂﾞｷ 長野西
増尾 小春(1) 高校
ﾏｽｵ ｺﾊﾙ 飯山北
名澤 幸香(2) 高校
ﾅｻﾞﾜ ﾕｷｶ 更級農業
小橋 桜子(1) 高校
ｺﾊｼ  ｻｸﾗｺ 中野西
平松 美音(1) 高校
ﾋﾗﾏﾂ ﾐｵ 文化学園長野
宮島 瑛理果(1) 高校
ﾐﾔｼﾞﾏ ｴﾘｶ 長野清泉
尾形 ひな子(1) 高校
ｵｶﾞﾀ ﾋﾅｺ 長野清泉
荻野 夏帆(1) 高校
ｵｷﾞﾉ ｶﾎ 文化学園長野
北島 未来(1) 高校
ｷﾀｼﾞﾏ ﾐｸ 文化学園長野
矢口 聖佳(1) 高校
ﾔｸﾞﾁ ｾｲｶ 長野吉田
飯島 史帆(1) 高校 欠場
ｲｲｼﾞﾏ ｼﾎ 長野清泉
横田 彩夏(1) 高校 欠場
ﾖｺﾀ ｱﾔｶ 長野商業

9   840

 10.18 

4  1017

 11.42 

18 5   759
  O 10.18   X

 13.58 

17 1   987
  O 11.42   O

 15.77 

16 3   986
  O 13.58   X

 16.05 

15 6  1013
  O 15.77   O

 16.23 

14 2  1015
  O 16.05   O

 16.32 

13 7   996
  O   O 16.23

 19.00 

12 10   666
16.32   X   X

 19.22 

11 19  2144
19.00   X   X

 19.24 

10 12   596
  X 19.22   X

  O   O   O  19.35 

9 11   807
  O   O 19.24

  O   O   O  21.32 

8 13  2213
19.35   O   O

  O 22.22   X  22.22 

7 8   753
  O 21.32   O

  O 22.82   O  22.82 

6 14  1072
  O   O   O

  X   O   O  24.08 

5 15  2181
  O   X   O

  X   O 26.60  26.60 

4 18   867
  X   O 24.08

  X   O 29.04  29.04 

3 16   800
  O   X   O

31.36   O   O  31.36 

2 17  1105
  O   O   X

1 20  2214
  O   O   O

-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13日 15:00

大会記録            41.28

羽鳥 萌子(2) 高校
ﾊﾄﾘ ﾓｴｺ 長野東
竹内 恵(2) 高校
ﾀｹｳﾁ ﾒｸﾞﾐ 長野日大
横田 彩夏(1) 高校
ﾖｺﾀ ｱﾔｶ 長野商業
大日方 あやね(2) 高校
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱﾔﾈ 松代
市川 さやか(1) 高校
ｲﾁｶﾜ ｻﾔｶ 長野吉田
高橋 文香(2) 高校
ﾀｶﾊｼ ﾌﾐｶ 長野吉田
小林 裕佳(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 長野清泉
刀根川 亜美(1) 高校
ﾄﾈｶﾞﾜ ｱﾐ 須坂東
宮﨑 綾奈(1) 高校
ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾔﾅ 長野高専
後藤田 ほたる(2) 高校
ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾎﾀﾙ 長野清泉
西澤 莉沙(2) 高校
ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｻ 長野ろう
大日方 美月(2) 高校
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾐﾂﾞｷ 長野西
平松 美音(1) 高校
ﾋﾗﾏﾂ ﾐｵ 文化学園長野
原田 彩花(2) 高校
ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｶ 屋代
荻野 夏帆(1) 高校
ｵｷﾞﾉ ｶﾎ 文化学園長野
山岸 亜由美(2) 高校
ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾕﾐ 長野西
吉澤 涼夏(2) 高校
ﾖｼｻﾞﾜ ｽｽﾞｶ 篠ﾉ井
上倉 由緒子(1) 高校
ｶﾐｸﾗ ﾕﾕｺ 飯山北
北村 晶(1) 高校
ｷﾀﾑﾗ ｱｷ 長野商業
若月 麗加(1) 高校
ﾜｶﾂｷ ﾚｲｶ 長野清泉
小池 友里恵(1) 高校
ｺｲｹ ﾕﾘｴ 篠ﾉ井
増尾 小春(1) 高校
ﾏｽｵ ｺﾊﾙ 飯山北
山岸 良美(1) 高校
ﾔﾏｷﾞｼ ﾖｼﾐ 中野立志館
北島 未来(1) 高校
ｷﾀｼﾞﾏ ﾐｸ 文化学園長野

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 25   867

40.06   O   O   O   O   O  40.06 

2 26  2152
  O   O 31.36 33.43   O   O  33.43 

3 24   840
33.20   O   O   O   O   O  33.20 

4 21  1121
  O 32.98   O   -   O   O  32.98 

5 17   769
  O 31.90   O   X   O   O  31.90 

6 20   753
  O   O 29.17   O   O 30.31  30.31 

7 23  1035
  O 29.59   O   O   X   O  29.59 

8 19   710
  O   O 28.50   O 29.22   O  29.22 

9 10  3509
26.89   X   O  26.89 

10 14  1032
26.30   O   O  26.30 

11 18   932
25.60   X   O  25.60 

12 22   807
24.59   O   X  24.59 

13 9   996
  O   O 23.65  23.65 

14 15  1154
  O 22.35   O  22.35 

15 12   986
  O   O 22.23  22.23 

16 13   800
21.51   O   O  21.51 

17 4  1105
21.45   O   O  21.45 

18 6   594
  O 20.79   O  20.79 

19 16   842
  X   O 20.47  20.47 

20 3  1016
  O 19.40   O  19.40 

21 7  1072
  O 18.93   O  18.93 

22 8   596
  X 17.48   O  17.48 

23 11   657
  X 16.48   X

24 5   987
  O   O 14.83  14.83 

 16.48 



決勝 9月15日

大会記録             4249

吉村 彩加(1) 高校
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野
中村 綾恵(2) 高校
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｴ 長野西
風間 ほのか(1) 高校
ｶｻﾞﾏ ﾎﾉｶ 長野西
小松 礼佳(2) 高校
ｺﾏﾂ ｱﾔｶ 長野

女子

七種競技            

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考
1  2190

  3827

2   804
  2935

3   777
  2589

4  2184
  2495



決勝 9月13日 15:30

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 +0.7

 1 山岸 南(1) 高校     14.41  1 矢口 聖佳(1) 高校     16.13 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾐﾅﾐ 長野日大 ﾔｸﾞﾁ ｾｲｶ 長野吉田

[ 3組] 風速 +1.0

 1 家塚 みのり(2) 高校     14.08 
ｲｴﾂﾞｶ ﾐﾉﾘ 長野

記録／備考
9  2186

所属名 記録／備考
9   759

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

9  2153
順 ﾚｰﾝ No.

オープン女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



   1 家塚 みのり(2) 高校 長野     14.08 (+1.0)   3   1
   2 山岸 南(1) 高校 長野日大     14.41 (+0.7)   1   1
   3 矢口 聖佳(1) 高校 長野吉田     16.13 (+0.7)   2   1  759

記録（風） 備考 組 順位
 2186
 2153

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

オープン女子

100m



決勝 9月15日  9:35

風速 -1.0

 1 家塚 みのり(2) 高校     29.58 
ｲｴﾂﾞｶ ﾐﾉﾘ 長野

8  2186

オープン女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月14日 10:30

 1 前島 玲美(1) 高校   2,33.37 
ﾏｴｼﾞﾏ ﾚﾐ 長野

9   817

オープン女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月13日 10:45

[ 1組] [ 2組]

川上 綾香(2) 高校  1 小口 雪音(2) 高校   4,39.95 
ｶﾜｶﾐ ｱﾔｶ 長野東 ｵｸﾞﾁ ﾕｷﾈ 長野東

所属名 記録／備考
12   86913   870

欠場

順 No.

オープン女子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



   1 小口 雪音(2) 高校 長野東     4,39.95   2   1  869
備考 組

1500m
タイムレース

順位 No. 氏  名 順位都道府県 所属名 記録

オープン女子



決勝 9月15日 10:30

 1 笹沢 今日子(2) 高校  10,03.86 
ｻｻｻﾞﾜ ｷｮｳｺ 長野東

 2 高木 美穂(1) 高校  10,05.20 
ﾀｶｷﾞ ﾐﾎ 長野東

 3 新原 徳子(1) 高校  10,10.16 
ｼﾝﾊﾞﾗ ﾄｸｺ 長野東

 4 赤井 麗佳(2) 高校  10,28.02 
ｱｶｲ ﾚｲｶ 長野東

 5 溝口 友己歩(1) 高校  11,04.17 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｷﾎ 長野東
小林 希良莉(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾘ 長野東

23   882

21   877
欠場

25   879

24   868

22   871

26   880

オープン女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月13日 15:00

宮島 瑛理果(1) 高校
ﾐﾔｼﾞﾏ ｴﾘｶ 長野清泉
青木 沙貴子(1) 高校
ｱｵｷ ｻｷｺ 長野清泉

 20.16 

1  1012
  X   X   X

1 2  1015
  O 20.16   O

-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-
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