
大会コード 14200003 

第５４回 長野県陸上競技春季大会 

兼 第５７回東海陸上競技選手権大会予選 

兼 東日本大震災復興支援平成２６年度国民体育大会長野県予選会 

記録集 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

期   日： 平成２６年４月２６日（土）、２７日（日） 

会   場： 長野県松本平広域公園陸上競技場（201020） 

主   催： (一財)長野陸上競技協会  

共   催： (公財)長野県体育協会  

       長野県高等学校体育連盟・長野県中学校体育連盟 

後   援： 長野県教育委員会・松本市教育委員会・信濃毎日新聞社 

主   管： (一財)長野陸上競技協会 

審 判 長： トラック／青柳智之  跳躍／浦野義忠  投てき／伊藤利博 

       招集所／中條延太郎  補助競技場／唐澤君雄 

記録・情報主任： 増田喜代志 

 

■この大会で樹立された記録 
月日 種目 予・決 記録 氏名 男女 所属 従来の記録 備考 

4／26 800m 予選 2 分 14 秒 98 山本 瑞 女子 中央大 3 2 分 15 秒 33 大会新 
4／26 走高跳 決勝 1m70 戸谷真理子 女子 飯田市陸協 1m70 大会タイ 
4／26 800m 決勝 2 分 11 秒 25 山本 瑞 女子 中央大 3 2 分 15 秒 33 大会新 
4／27 1500m 予選 4 分 37 秒 6 和田 有菜 女子 川中島中 3 4 分 39 秒 20 大会新 
4／27 100m 予選 11 秒 86(+1.9) 宮澤 有紀 女子 富山大 4 12 秒 0 県新・大会新
4／27 400m 決勝 56 秒 83 佐藤 静香 女子 新潟医福大 2 56 秒 83 大会新 
4／27 1500m 決勝 4 分 38 秒 6 久保田里菜 女子 長野東高 2 4 分 39 秒 20 大会新 

4／27 
ﾊﾝﾏｰ投 
(6.000kg) 

決勝 52m68 瀧本 高博 男子 松本美須々丘高 52m43 大会新 

■グラウンドコンディション 
2014 年 4 月 26 日（土） 2014 年 4 月 27 日（日） 

時刻 天候 風向 風速m/s 気温℃ 湿度% 時刻 天候 風向 風速m/s 気温℃ 湿度%

 8:30 晴れ 南南西 0.4 15.5 44.0  8:30 晴れ 東 0.5 17.0 47.0 
 9:00 晴れ 南南東 0.5 17.5 38.0  9:00 晴れ 南東 0.5 18.5 46.0 
10:00 晴れ 西南西 1.5 19.0 34.0 10:00 晴れ 南南東 0.4 21.0 38.0 
11:00 晴れ 西 0.7 21.0 30.0 11:00 晴れ 南南東 0.5 23.0 31.0 
12:00 晴れ 南南西 1.1 22.0 29.0 12:00 晴れ 南東 2.0 24.0 26.0 
13:00 曇り 南南東 2.1 23.0 25.0 13:00 晴れ 東 2.3 25.0 28.0 
14:00 曇り 南東 2.1 23.0 25.0 14:00 曇り 南南東 1.1 23.0 31.0 
15:00 曇り 東南東 0.8 23.5 25.0 15:00 曇り 南西 3.1 23.0 29.0 
16:00 曇り 南 0.9 23.5 26.0 16:00 曇り 西 3.1 23.0 29.0 

 



第54回長野県陸上競技春季大会　兼第57回東海陸上競技選手権大会予選 ﾄﾗｯｸ審判長 青柳　智之
東日本大震災復興支援平成26年度国民体育大会長野県予選会 跳躍審判長 浦野　義忠
主催：(一財)長野陸上競技協会 投擲審判長 伊藤　利博
【開催日】 平成26年4月26日（土）-27日（日） 記録主任： 増田喜代志
【主催団体】 （一財）長野陸上競技協会 決勝記録一覧表
(KR:県新,GR:大会新,GT:大会タイ) 女  子 【競技場】県松本平広域公園

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
 4/27 女子  -2.4宮澤 有紀(4)富山大　12.35 ﾓﾗｰﾄﾞ 華(3) 12.38 降旗 菜津美(2) 12.67 菅沼 美風(3) 12.80 金田 華実(2) 12.88 森本 知隼(3) 12.91 瀧澤 祐未(3) 12.97

100m 富山大 松商学園高 大町高 豊丘中 野沢北高 塩尻中 松本大

 4/26  -1.8髙橋 奈弓(3) 25.42 瀧澤 祐未(3) 25.44 ﾓﾗｰﾄﾞ 華(3) 25.55 金田 華実(2) 25.87 降旗 菜津美(2) 25.94 菅沼 美風(3) 26.04 加藤 恭香(3) 26.10 宮澤 七夕子(4) 26.40
200m 上田東高 松本大 松商学園高 野沢北高 大町高 豊丘中 上田東高 信州大

 4/27 佐藤 静香(2) 56.83 内山 成実(1) 58.77 小山 綾菜(3) 59.74 山口 晏奈(3) 59.76 菊原 麻由奈(3) 1:00.39 堀 朱里(3) 1:00.40 和田 美彩子(4) 1:01.69 阿部 恵里香(3) 1:02.24
400m 新潟医福大 GR 東京学芸大 長野吉田高 長野日大高 佐久長聖高 豊科高 信州大 佐久長聖高

 4/26 山本 瑞(3) 2:11.25 中村 朱里(2) 2:17.18 上條 麻奈(3) 2:17.75 小合 沙季(3) 2:18.00 小宮山 悠(3) 2:19.07 高安 結衣(2) 2:19.36 久保田 里菜(2) 2:19.41
800m 中大 GR 鉢盛中 松本深志高 丸子修学館高 野沢北高 鉢盛中 長野東高

 4/27 久保田 里菜(2) 4:38.54 小合 沙季(3) 4:41.55 塩崎 葵(2) 4:41.67 傳田 雪香(3) 4:42.24 中村 智美(2) 4:43.92 川上 綾香(3) 4:46.56 荒木 瑞葉(3) 4:48.44 岡村 未歩(1) 4:48.78
1500m 長野東高 GR 丸子修学館高 長野東高 長野日大高 長野東高 長野東高 諏訪二葉高 長野東高

 4/26 和田 有菜(3) 9:54.9 小林 希良莉(2) 10:15.2 新原 徳子(2) 10:17.4 竹内 優花(1) 10:28.7 甘利 祐子(2) 10:32.3 菅沼 真衣(3) 10:34.5 高木 実穂(2) 10:44.7 小嶋 沙季(3) 10:48.9
3000m 川中島中 長野東高 長野東高 東海大三高 佐久長聖高 丸子修学館高 長野東高 長野高

 4/27 小林 希良莉(2) 17:39.3 新原 徳子(2) 17:45.0 高木 実穂(2) 18:29.2 岩波 香奈(1) 18:35.4 笹沢 今日子(3) 19:25.5
5000m 長野東高 長野東高 長野東高 東女体短大 長野東高

 4/27  -2.6宮澤 七夕子(4) 15.53 大日方 紗愛(2) 15.88 安田 若菜(2) 16.37 中澤 久美(2) 16.55 清水 未来 16.69 高橋 美由紀(3) 16.86 加藤 優美(2) 16.94 向山 ひより(2) 17.66
100mH(0.838m) 信州大 中京大 木曽青峰高 松本大 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ 北海道東海大 松商学園高 上伊那農高

 4/27  -3.1宮澤 希(3) 16.46 高橋 うらら(3) 16.87 田中 祐里(1) 17.02 樋口 莉緒花(3) 17.41 氣賀澤 柚希(3) 17.94 伊藤 絵夢(2) 18.51 澤口 実侑(3) 18.80 後藤 彩衣(3) 18.96
100mYH(0.762+8 箕輪中 軽井沢A&AC 上田西高 塩尻広陵中 赤穂中 長峰中 櫻ヶ岡中 塩尻広陵中

 4/26 佐藤 静香(2) 1:01.55 内山 成実(1) 1:01.71 小山 綾菜(3) 1:04.48 和田 美彩子(4) 1:05.22 細田 真央(2) 1:05.47 岸田 藍(2) 1:05.65 武村 結香(2) 1:08.08 高橋 美由紀(3) 1:08.66
400mH(0.762m) 新潟医福大 東京学芸大 長野吉田高 信州大 上田染谷丘高 上田染谷丘高 篠ﾉ井高 北海道東海大

 4/26 溝口 友己歩(2) 23:56.4 大和 千秋 24:18.0 中島 和華(3) 26:06.0 牛山 杏香(3) 29:42.8 黒岩 真由(2) 30:07.4 村松 莉緒(2) 31:11.1 宮崎 明日香(3) 31:43.8 後藤 美礼(3) 32:06.5
5000m競歩 長野東高 飯田病院 上田染谷丘高 松川高 須坂高 長野高 須坂園芸高 伊那西高

 4/26 戸谷 真理子 1.70 小野 美紗(3) 1.65 有賀 楓子(3) 1.60 山我 杏寿実(3) 1.55 桑原 杏菜(3) 1.55 岩崎 ちひろ(2) 1.55 柘植 みなみ(2) 下諏訪向陽高 1.50
走高跳 飯田市陸協 GT 篠ﾉ井高 新潟医福大 野沢北高 木曽青峰高 長野吉田高 齋藤 汐音(3) 丸ﾉ内中

 4/27 小林 奏(3) 2.80 宮澤 麗(3) 2.70 宇原 萌々香(2) 2.60 郷津 樹(2) 2.60 田中 莉佳子(2) 2.40 両角 茜音(2) 2.40 井口 結花(2) 2.40 室賀 絢水(3) 2.20
棒高跳 丸子北中 長野吉田高 田川高 新潟医福大 長野工高 諏訪清陵高 飯田高 更北中

 4/27 加藤 恭香(3) 5.56(+2.2) 森本 知隼(3) 5.54(+2.4) 青木 亜里沙(2)5.53(+2.0) 西村 千明(2) 5.47(+1.5) 市岡 奈月(1) 5.34(+3.3) 山田 愛(3) 5.21(+4.8) 駒村 梨奈(2) 5.14(+3.1) 堀田 莉紗(3) 5.13(+2.1)
走幅跳 上田東高 塩尻中 新潟医福大 伊那北高 東京学芸大 豊科高 篠ﾉ井高 信濃中

 4/26 三澤 涼子 11.71(+0.2) 飯島 南(3) 10.83(+1.6) 西澤 香 10.77(+2.0) 町田 桃佳(3) 9.73(+1.7) 楠 玲菜(3) 9.51(+1.9)
三段跳 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ 豊科高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 長野清泉高 長野清泉高

 4/27 稲森 渚(3) 11.44 中川 希(3) 11.16 佐藤 芹香(2) 10.78 新津 まり菜(3) 10.62 佐藤 ゆきの(3) 9.80 永井 琴美(2) 9.61 竹内 恵(3) 9.61 細井 友香(1) 8.85
砲丸投 須坂園芸高 松商学園高 佐久長聖高 野沢南高 松商学園高 上田東高 長野日大高 伊那西高

 4/26 新津 まり菜(3) 37.41 稲森 渚(3) 33.46 竹入 愛彩美(2) 33.28 吉澤 涼夏(3) 31.81 佐藤 芹香(2) 30.89 小山 彩綺(1) 27.75 小林 優乃(3) 27.68 小池 友里恵(2) 27.10
円盤投 野沢南高 須坂園芸高 上伊那農高 篠ﾉ井高 佐久長聖高 市立長野高 岩村田高 篠ﾉ井高

 4/27 平松 美音(2) 26.79 小林 裕佳(3) 23.99
ﾊﾝﾏｰ投 文化学園長野高 長野清泉高

 4/27 塩島 絵未 48.69 井口 華穂(1) 45.06 新津 まり菜(3) 39.21 羽鳥 萌子(3) 39.03 柳沢 有香(3) 34.20 市川 さやか(2) 33.32 下村 芽生(2) 32.91 横田 彩夏(2) 31.91
やり投 北安曇郡陸協 新潟医福大 野沢南高 長野東高 小諸高 長野吉田高 木曽青峰高 長野商高

 4/26 豊科北中       49.78 飯田風越高       50.14 上田東高       50.33 長野吉田高       50.49 松本大       50.51 野沢北高       51.13 豊科高       51.62 上田染谷丘高      52.00
4×100m 湯本 珠実(3) 小澤 未菜(3) 江原 成美(2) 黒岩 夏都妃(3) 長村 紋(2) 関 沙紀穂(2) 内山 怜奈(3) 堀内 槙乃(2)

臼井 美紅(3) 関島 友里佳(2) 髙橋 奈弓(3) 小山 綾菜(3) 瀧澤 祐未(3) 金田 華実(2) 山田 愛(3) 金井 梨里(2)
齊藤 静花(3) 菅沼 真洸(2) 加藤 恭香(3) 花岡 里咲(3) 水澤 志保子(3) 土屋 なつみ(2) 堀 朱里(3) 細田 真央(2)
木村 凌(3) 三石 奈穂(3) 田村 有利奈(1) 小林 咲季(2) 関 真優(4) 山我 杏寿実(3) 飯島 南(3) 岸田 藍(2)

 4/27 長野吉田高     4:03.54 飯田風越高     4:08.03 松本大     4:08.53 鉢盛中     4:09.19 上田染谷丘高    4:12.40 篠ﾉ井高     4:14.45 木曽青峰高     4:18.23 長野高     4:18.26
4×400m 黒岩 夏都妃(3) 三石 奈穂(3) 関 真優(4) 上條 のあ(2) 金井 梨里(2) 中村 理彩(1) 池井 陽子(3) 和田 聖奈(3)

花岡 里咲(3) 小澤 未菜(3) 瀧澤 祐未(3) 中村 朱里(2) 岸田 藍(2) 高橋 梓(3) 畑 美織(2) 前田 璃奈(3)
髙橋 文香(3) 菅沼 真洸(2) 中澤 久美(2) 安田 三奈美(3) 細田 真央(2) 小野 美紗(3) 安田 若菜(2) 渡辺 ゆきの(2)
小山 綾菜(3) 関島 友里佳(2) 水澤 志保子(3) 高安 結衣(2) 田川 綺菜(2) 武村 結香(2) 征矢 望(3) 川村 吉乃(3)

※予選：和田 有菜(3)川中島中　 4:37.6　GR

準決勝：宮澤 有紀(4)　11.86　KR



予選 4月27日  9:25
準決勝 4月27日 13:30
決勝 4月27日 15:05

長野県記録(KR)                  11.98 三枝　夏季                   ヤマトヤTC       2007/06/09  
大会記録(GR)                    12.0  山内　範子                   体育センター     1981        

[ 1組] 風速 +3.1 [ 2組] 風速 +1.1

 1 宮澤 有紀(4)     12.21 Q  1 安田 三奈美(3)     13.22 Q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷ 富山大 ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 鉢盛中

 2 高橋 梓(3)     13.03 q  2 大塚 七海子(2)     13.29 
ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ 篠ﾉ井高 ｵｵﾂｶ ﾅﾐｺ 屋代高

 3 仲條 芽映(2)     13.41  3 金井 梨里(2)     13.38 
ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ 文化学園長野高 ｶﾅｲ ﾘﾘ 上田染谷丘高

 4 辰口 和(3)     13.83  4 白石 舞(3)     13.75 
ﾀﾂｸﾞﾁ ﾏﾄﾞｶ 穂高東中 ｼﾗｲｼ ﾏｲ 上田第四中

 5 菅沼 萌香(2)     14.51  5 廣川 紗良(2)     14.13 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｴｶ 駒ヶ根東中 ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 芦原中
矢野 妙(2)  6 久保田 梨奈(2)     14.31 
ﾔﾉ ﾀｴ 伊那東部中 ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ 箕輪中
高橋 美凪(3)  7 百瀬 果奈(1)     14.41 
ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ 諏訪清陵高 ﾓﾓｾ ｶﾅ 伊那AC
湯本 紗弓(2)  8 北條 陽香(2)     14.84 
ﾕﾓﾄ ｻﾕﾐ 須坂園芸高 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾊﾙｶ 伊那東部中
北澤 りな(2)  9 北村 葵(2)     16.73 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾅ 大町第一中 ｷﾀﾑﾗ ｱｵｲ 若穂中

[ 3組] 風速 +1.1 [ 4組] 風速 +0.7

 1 臼井 美紅(3)     12.74 Q  1 花岡 里咲(3)     13.04 Q
ｳｽｲ ﾐｸ 豊科北中 ﾊﾅｵｶ ﾘｻ 長野吉田高

 2 阿部 真里香(3)     13.32  2 齊藤 静花(3)     13.20 
ｱﾍﾞ ﾏﾘｶ 佐久長聖高 ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ 豊科北中

 3 青柳 里央(3)     13.41  3 原田 希央梨(2)     13.78 
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ 穂高東中 ﾊﾗﾀﾞ ｷｵﾘ 飯山北高

 4 萩原 美空(3)     13.73  4 土屋 かなめ(3)     13.92 
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｸ 駒ヶ根東中 ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 望月AC

 5 鶴田 結衣(3)     14.01  5 杏 由茉(3)     14.00 
ﾂﾙﾀ ﾕｲ 信濃中 ｶﾗﾓﾓ ﾕﾏ 穂高東中

 6 松井 李々菜(3)     14.49  6 小島 萌(3)     14.41 
ﾏﾂｲ ﾘﾘﾅ 更北中 ｺｼﾞﾏ ﾓｴ 木曽青峰高

 7 髙島 衣織(3)     14.67  7 春日 彩花(3)     15.21 
ﾀｶｼﾏ ｲｵﾘ 裾花中 ｶｽｶﾞ ｻﾔｶ 伊那東部中

 8 小池 美樹(2)     15.86  8 篠澤 ひより(2)     15.47 
ｺｲｹ ﾐｷ 伊那西高 ｻｻｻﾞﾜ ﾋﾖﾘ 浅間中

 9 宮崎 瑞季(2)     16.55  9 岩崎 みなみ(2)     16.87 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾐｽﾞｷ 若穂中 ｲﾜｻｷ ｷｸﾐ 駒ヶ根東中

[ 5組] 風速 +0.9 [ 6組] 風速 +1.8

 1 高島 美咲(3)     13.34 Q  1 桐山 明日香(4)     12.49 Q
ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ 市立長野高 ｷﾘﾔﾏ ｱｽｶ 日女体大

 2 山田 愛(3)     13.49  2 倉科 紗夏(2)     13.00 q
ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 豊科高 ｸﾗｼﾅ ｽｽﾞｶ 長野東高

 3 小松 礼佳(3)     14.00  3 西村 千明(2)     13.17 
ｺﾏﾂ ｱﾔｶ 長野高 ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 伊那北高

 4 小林 茉由(3)     14.10  4 家塚 みのり(3)     13.89 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ 長野西高 ｲｴﾂﾞｶ ﾐﾉﾘ 長野高

 5 小林 愛(2)     14.61  5 内山 怜奈(3)     14.15 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲ 大町第一中 ｳﾁﾔﾏ ﾚｲﾅ 豊科高

 6 湯浅 恋(2)     15.51  6 鈴木 風香(2)     14.41 
ﾕｱｻ ﾚﾝ 芦原中 ｽｽﾞｷ ﾌｳｶ 浅間中

 7 田尻 怜夏(2)     16.43  7 山嵜 優香(2)     15.24 
ﾀｼﾞﾘ ﾚｲﾅ 若穂中 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｶ 木島平中
梅垣 琴音(2)  8 北澤 佳奈(2)     16.13 
ｳﾒｶﾞｷ ｺﾄﾈ 諏訪清陵高 ｷﾀｻﾞﾜ ｶﾅ 茅野東部中
宮澤 歩(2) 堀内 槙乃(2)
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 箕輪中 ﾎﾘｳﾁ ﾏｷﾉ 上田染谷丘高 欠場
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



[ 7組] 風速 +0.2 [ 8組] 風速 +1.2

 1 森本 知隼(3)     12.81 Q  1 木村 凌(3)     12.81 Q
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 塩尻中 ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 豊科北中

 2 熊谷 香織     12.97 q  2 唐澤 美玲(3)     12.94 q
ｸﾏｶﾞｲ ｶｵﾘ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ ｶﾗｻﾜ ﾐﾚｲ 長野日大高

 3 小林 叶音(2)     13.21  3 上條 のあ(2)     13.72 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 豊科北中 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 鉢盛中

 4 藤原 舞(3)     13.89  4 齊藤 陽向(2)     13.81 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｲ 穂高東中 ｻｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 望月AC

 5 小椋 万柚(3)     14.04  5 川上 由華(3)     13.83 
ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 飯田高陵中 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 諏訪中

 6 向山 みなみ(3)     14.19  6 久保村 玲衣(2)     13.89 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾐﾅﾐ 箕輪中 ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ 伊那弥生ヶ丘高

 7 戸井田 愛加(2)     16.31  7 中村 葵(3)     14.68 
ﾄｲﾀ  ｱｲｶ 若穂中 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 芦原中

 8 佐原 志保(2)     17.32  8 山田千翔(2)     14.88 
ｻﾊﾗ ｼﾎ 梓川中 ﾔﾏﾀﾞﾁｶ 篠ﾉ井西中
樋口 美瑛(2)  9 中島 未結(2)     15.74 
ﾋｸﾞﾁ ﾐｴｲ 高森中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕ 若穂中

[ 9組] 風速 -0.1 [ 10組] 風速 +2.7

 1 田村 有利奈(1)     13.02 Q  1 降旗 菜津美(2)     12.46 Q
ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 上田東高 ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町高

 2 山崎 萌々子(2)     13.28  2 畑 瑠衣菜(3)     12.84 q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 中野平中 ﾊﾀ ﾙｲﾅ 穂高商業高

 3 深澤 由惟(2)     13.51  3 宮澤 希(3)     13.12 
ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ 豊科北中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 箕輪中

 4 宮澤 風香(3)     13.69  4 樋口 由葵(2)     13.40 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 高森中 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 伊那弥生ヶ丘高

 5 林口 琴海(2)     13.90  5 酒井 珠良(2)     13.51 
ﾊﾔｼｸﾞﾁ ｺﾄﾐ 岡谷東高 ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ 上伊那農高

 6 鈴木 香琳(3)     14.53  6 今井 媛奈(2)     14.77 
ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 浅間中 ｲﾏｲ ﾋﾒﾅ 岡谷北部中

 7 清水 佑己奈(3)     16.08  7 山岸思実(3)     15.10 
ｼﾐｽﾞ ﾕｷﾅ 広徳中 ﾔﾏｷﾞｼｺﾄﾐ 篠ﾉ井西中
丸山 風花(3) 佐藤 加奈(3)
ﾏﾙﾔﾏ ﾌｳｶ 飯山城北中 ｻﾄｳ ｶﾅ 大町北高
北見 舞夏(2) 秋川 真紀(2)
ｷﾀﾐ ﾏｲｶ 松川高 ｱｷｶﾜ ﾏｷ 筑摩野中

[ 11組] 風速 +0.9 [ 12組] 風速 +1.1

 1 加藤 恭香(3)     12.74 Q  1 北澤 奈々美(2)     13.22 Q
ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東高 ｷﾀｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 新潟医福大

 2 菊原 麻由奈(3)     12.98 q  2 田村 純菜(1)     13.36 
ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ 佐久長聖高 ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 坂城中

 3 畑 美織(2)     13.39  3 黒岩 夏都妃(3)     13.42 
ﾊﾀ ﾐｵﾘ 木曽青峰高 ｸﾛｲﾜ ﾅﾂｷ 長野吉田高

 4 北原 寧々(3)     13.63  4 渡辺 ゆきの(2)     13.64 
ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ 赤穂中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ 長野高

 5 中山 美奈(2)     13.96  5 栁澤 唯月(2)     14.34 
ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ 伊那弥生ヶ丘高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂﾞｷ 岡谷東部中

 6 山口 はづき(3)     14.44  6 白倉 李緒(3)     14.74 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾂﾞｷ 箕輪中 ｼﾗｸﾗ ﾘｵ 信明中

 7 宮下 喜久美(2)     15.22  7 味澤 胡春(3)     14.99 
ﾐﾔｼﾀ ｷｸﾐ 駒ヶ根東中 ｱｼﾞｻﾜ ｺﾊﾙ 辰野中

 8 鷲野 春香(2)     15.59  8 佐々木 杏樹(2)     15.86 
ﾜｼﾉ ﾊﾙｶ 飯山城北中 ｻｻｷ ｱﾝｼﾞｭ 浅間中
浅田 望愛(2) 小林 紗耶加(2)
ｱｻﾀﾞ ﾉｱ 筑摩野中 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 駒ヶ根東中
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[ 13組] 風速 +1.5 [ 14組] 風速 +0.5

 1 西村 佳菜子(1)     13.01 Q  1 瀧澤 祐未(3)     12.93 Q
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 松商学園高 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松本大

 2 永原 朱夏(2)     13.28  2 丹羽 朱里(3)     13.54 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ 信濃中 ﾆﾜ ｱｶﾘ 諏訪二葉高

 3 南澤 明音(2)     13.35  3 村山 奈菜(2)     14.07 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 更級農業高 ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅ 松本蟻ヶ崎高

 4 関 沙紀穂(2)     13.70  4 川井 海帆(3)     14.21 
ｾｷ ｻｷﾎ 野沢北高 ｶﾜｲ ｶﾎ 鉢盛中

 5 田中 瑞紀(3)     14.14  5 丸山 優佳(3)     14.22 
ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 仁科台中 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｶ 豊科北中

 6 中原 理沙(3)     14.55  6 清水 千亜紀(3)     14.61 
ﾅｶﾊﾗ ﾘｻ 松本美須々丘高 ｼﾐｽﾞ ﾁｱｷ 望月AC

 7 渡邉 美南(3)     15.16  7 梅田 佳奈(2)     14.89 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾐ 芦原中 ｳﾒﾀﾞ ｶﾅ 浅間中

 8 戸井田 夕奈(2)     15.71  8 杉本 莉奈(2)     15.20 
ﾄｲﾀﾞ ﾕﾅ 若穂中 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘﾅ 筑摩野中
河西 優衣(2) 前澤 朱音(2)
ｶｻｲ ﾕｲ 松本深志高 ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 創造学園高

[ 15組] 風速 +0.3 [ 16組] 風速 +1.8

 1 ﾓﾗｰﾄﾞ 華(3)     12.62 Q  1 髙橋 奈弓(3)     12.54 Q
ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園高 ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東高

 2 御子柴 優花(3)     13.27  2 澁谷 麻友(3)     13.19 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 鉢盛中 ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕ 大町高

 3 小澤 未菜(3)     13.27  3 上原 千夏(1)     13.72 
ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ 飯田風越高 ｳｴﾊﾗ ﾁﾅﾂ 松川高

 4 堤 向日葵(3)     14.02  4 山村 未悠(3)     14.09 
ﾂﾂﾐ ﾋﾏｱﾘ 筑摩野中 ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾕ 長峰中

 5 勝野 鈴(2)     15.09  5 秋山 咲花(2)     14.22 
ｶﾂﾉ ｽｽﾞ 大町第一中 ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ 浅間中

 6 朝日 りおん(3)     21.14  6 吉田 成花(3)     14.40 
ｱｻﾋ ﾘｵﾝ 赤穂中 ﾖｼﾀﾞ ｾｲｶ 須坂園芸高
佐鳥 真菜(2)  7 山田 汐莉(3)     14.57 
ｻﾄﾘ ﾏﾅ 屋代高 ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾘ 豊科北中
工藤 真希(2)  8 佐原 麻友(2)     14.76 
ｸﾄﾞｳ ﾏｷ 岡谷東部中 ｻﾊﾗ ﾏﾕ 梓川高
塚田 知香(1)  9 大鹿 鈴夏(2)     15.22 
ﾂｶﾀﾞ ﾁｶ 創造学園高 ｵｵｼｶ ﾘﾝｶ 筑摩野中

[ 17組] 風速 +2.2 [ 18組] 風速 +2.4

 1 菅沼 美風(3)     12.52 Q  1 金田 華実(2)     12.73 Q
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 豊丘中 ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 野沢北高

 2 宮川 恵衣(3)     13.22  2 中井 遥菜(3)     13.27 
ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ 附属松本中 ﾅｶｲ ﾊﾙﾅ 豊科北中

 3 徳竹 美友(2)     13.31  3 伯耆原 由花(2)     13.36 
ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ 天竜SC ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 伊那西高

 4 倉沢 果歩(1)     13.72  4 常盤 みのり(3)     13.97 
ｸﾗｻﾜ ｶﾎ 松商学園高 ﾄｷﾜ ﾐﾉﾘ 松代高

 5 柘植 みなみ(2)     14.43  5 山口 優花(2)     14.34 
ﾂｹ ﾞﾐﾅﾐ 下諏訪向陽高 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｶ 梓川中

 6 友田 有紀(1)     14.58  6 望月 碧(2)     14.60 
ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 伊那AC ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｵｲ 筑摩野中

 7 西山 幸花(3)     14.62  7 田中 里奈(2)     15.41 
ﾆｼﾔﾏ ｻﾁｶ 箕輪中 ﾀﾅｶ ﾘﾅ 茅野東部中

 8 清沢 果穂(2)     15.42 今井 希生(2)
ｷﾖｻﾜ ｶﾎ 鉢盛中 ｲﾏｲ ｷｷ 辰野中

 9 北川 麗奈(2)     15.65 井出 さくら(2)
ｷﾀｶﾞﾜ ﾚﾅ 飯山城北中 ｲﾃﾞ ｻｸﾗ 篠ﾉ井高

[ 19組] 風速 +1.7 [ 20組] 風速 -2.1

 1 小澤 詩歩(3)     12.83 Q  1 榊原 南実(2)     13.07 Q
ｵｻﾞﾜ ｼﾎ 松本県ヶ丘高 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ 信州大

 2 川村 吉乃(3)     12.90 q  2 小林 奈央(2)     13.57 
ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ 長野高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 飯山北高

 3 橋爪 郁未(2)     13.39  3 上條 渓(2)     13.66 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ 伊那弥生ヶ丘高 ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ 創造学園高

 4 中村 花鈴(3)     13.76  4 家苗  蒔(2)     13.69 
ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ 駒ヶ根東中 ｶﾅｴ ﾏｷ 松川高

 5 中村 理彩(1)     13.85  5 山際 李奈(3)     14.75 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ 篠ﾉ井高 ﾔﾏｷﾞﾜ ﾘﾅ 上田第四中

 6 笠原 茉里(3)     14.06  6 蓮沼 礼子(2)     14.78 
ｶｻﾊﾗ ﾏﾘ 裾花中 ﾊｽﾇﾏ ﾚｲｺ 松本深志高

 7 春日 優花(2)     14.40  7 小池 桃歌(3)     15.18 
ｶｽｶﾞ ﾕｳｶ 下伊那農高 ｺｲｹ ﾓﾓｶ 赤穂中

 8 谷口 果歩(3)     15.54  8 黛 ひより(2)     15.22 
ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾎ 岡谷北部中 ﾏﾕｽﾞﾐ ﾋﾖﾘ 浅間中

2  8222

3  4137

5  4640

7  1785

4  1981

8   397

6  9120

9   593

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8   491

2  7595

3  1076

7  5712

6   314

9  8258

5  1796

4   820

欠場
8  1075

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  7877

2  7965

9  7372

4  7252

5   330

6  1122

氏  名 所属名 記録／備考
1  1227

2  5362

順 ﾚｰﾝ No.

3  6638

6  7995

7  7428

3   122

4  9041

1  9186

5  1924

8  8540

9  7458

5  7247

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  6639

2  1737

7  4131

9  2211

1   403

6  7843

氏  名 所属名 記録／備考
3  1443

9  1985
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

8  1689

2  1155
欠場

8  7649
欠場

4  6864

6  8220

3   453

7  7240

5  1943

1  7421

4  1982
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  4132

7  7250

5  6633

2  9217

1  1864

9  7423

氏  名 所属名 記録／備考
6  9084

5  1786
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

8    90

7  4310

8  5893

1  6903

2  1847

9  2146

4  1228

6  1923

3  5244

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

女子

100m



[ 1組] 風速 +1.9 [ 2組] 風速 -0.3

 1 宮澤 有紀(4)     11.86 Q  1 菅沼 美風(3)     12.65 Q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷ 富山大 ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 豊丘中

 2 ﾓﾗｰﾄﾞ 華(3)     12.21 Q  2 森本 知隼(3)     12.76 Q
ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園高 ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 塩尻中

 3 瀧澤 祐未(3)     12.61 q  3 桐山 明日香(4)     12.76 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松本大 ｷﾘﾔﾏ ｱｽｶ 日女体大

 4 金田 華実(2)     12.72 q  4 臼井 美紅(3)     12.90 
ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 野沢北高 ｳｽｲ ﾐｸ 豊科北中

 5 小澤 詩歩(3)     12.82  5 畑 瑠衣菜(3)     13.01 
ｵｻﾞﾜ ｼﾎ 松本県ヶ丘高 ﾊﾀ ﾙｲﾅ 穂高商業高

 6 熊谷 香織     12.94  6 田村 有利奈(1)     13.04 
ｸﾏｶﾞｲ ｶｵﾘ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 上田東高

 7 菊原 麻由奈(3)     12.96  7 川村 吉乃(3)     13.12 
ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ 佐久長聖高 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ 長野高

 8 北澤 奈々美(2)     13.04  8 花岡 里咲(3)     13.20 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 新潟医福大 ﾊﾅｵｶ ﾘｻ 長野吉田高

 9 安田 三奈美(3)     13.33  9 高橋 梓(3)     13.33 
ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 鉢盛中 ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ 篠ﾉ井高

[ 3組] 風速 -1.7

 1 降旗 菜津美(2)     12.66 Q
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町高

 2 髙橋 奈弓(3)     12.75 Q
ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東高

 3 木村 凌(3)     12.89 
ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 豊科北中

 4 加藤 恭香(3)     12.90 
ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東高

 5 西村 佳菜子(1)     12.98 
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 松商学園高

 6 榊原 南実(2)     13.16 
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ 信州大

 7 唐澤 美玲(3)     13.21 
ｶﾗｻﾜ ﾐﾚｲ 長野日大高

 8 倉科 紗夏(2)     13.25 
ｸﾗｼﾅ ｽｽﾞｶ 長野東高

 9 高島 美咲(3)     13.38 
ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ 市立長野高

風速 -2.4

 1 宮澤 有紀(4)     12.35 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷ 富山大

 2 ﾓﾗｰﾄﾞ 華(3)     12.38 
ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園高

 3 降旗 菜津美(2)     12.67 
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町高

 4 菅沼 美風(3)     12.80 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 豊丘中

 5 金田 華実(2)     12.88 
ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 野沢北高

 6 森本 知隼(3)     12.91 
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 塩尻中

 7 瀧澤 祐未(3)     12.97 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松本大
髙橋 奈弓(3)
ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東高

3  9084

8  1443
棄権

2  1227

9  6390

6  1690

5  8540

7  9206

4  1943

2   914

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3   953

1   883

8  1923

9  9120

7  6636

6  1445

4  1690

5  1443

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

9   752

1  1103

8  1450

3   820

7  6635

2  1717

6  6390

4  9201

所属名順 ﾚｰﾝ 記録／備考
5  8540

No. 氏  名

1  1300

9  7427

3  9161

7  1796

2  9029

8  9084

4  1227

記録／備考
6  9206

県新/大会新
5  1943

女子

100m
準決勝 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 4月26日 10:40
決勝 4月26日 16:05

長野県記録(KR)                  24.49 山内　範子                   中京大           1980/10/05  
大会記録(GR)                    25.0  山内　範子                   体育センター     1981        

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 -0.9

 1 加藤 詩萌(3)     27.17  1 菅沼 真洸(2)     27.27 
ｶﾄｳ ｼﾎ 裾花中 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 飯田風越高

 2 金井 梨里(2)     27.84  2 湯本 珠実(3)     27.53 
ｶﾅｲ ﾘﾘ 上田染谷丘高 ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 豊科北中

 3 上條 渓(2)     28.31  3 良波 美恵(3)     28.73 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ 創造学園高 ﾖｼﾅﾐ ﾐｴ 塩尻志学館高

 4 関 日菜子(2)     28.82  4 土屋 かなめ(3)     28.74 
ｾｷ ﾋﾅｺ 更北中 ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 望月AC

 5 上原 千夏(1)     28.86  5 大島 彩水(3)     32.79 
ｳｴﾊﾗ ﾁﾅﾂ 松川高 ｵｵｼﾏ ｱﾔﾐ 穂高西中

 6 片桐 穂花(2)     29.41  6 宮崎 瑞季(2)     34.68 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 望月AC ﾐﾔｻﾞｷ ﾐｽﾞｷ 若穂中

 7 清水 彩未(2)     30.53 川上 由華(3)
ｼﾐｽﾞ ｱﾐ 山ﾉ内中 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 諏訪中

 8 北村 葵(2)     35.27 堀 朱里(3)
ｷﾀﾑﾗ ｱｵｲ 若穂中 ﾎﾘ ｱｶﾘ 豊科高
築島 由理恵(3) 牧野 明日香(2)
ﾂｷｼﾏ ﾕﾘｴ 伊那松川中 ﾏｷﾉ ｱｽｶ 高森中

[ 3組] 風速 -0.7 [ 4組] 風速 -1.6

 1 降旗 菜津美(2)     26.36 q  1 北澤 奈々美(2)     27.22 
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町高 ｷﾀｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 新潟医福大

 2 高島 美咲(3)     27.87  2 相澤 ななみ(2)     28.08 
ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ 市立長野高 ｱｲｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 市立長野高

 3 小松 紗奈(3)     28.24  3 関 遥(3)     28.13 
ｺﾏﾂ  ｻﾅ 長野東部中 ｾｷ  ﾊﾙｶ 上田西高

 4 上條 のあ(2)     28.54  4 小林 珠菜(3)     28.39 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 鉢盛中 ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀﾏﾅ 長野東部中

 5 小澤 美紀(2)     29.55  5 斉藤あやみ(2)     29.80 
ｵｻﾞﾜ ﾐｷ 松本蟻ヶ崎高 ｻｲﾄｳｱﾔﾐ 篠ﾉ井西中

 6 小坂 奈桜(3)     29.58  6 久保村 優衣(2)     30.16 
ｺｻｶ ﾅｵ 松本県ヶ丘高 ｸﾎﾞﾑﾗ ﾕｲ 赤穂中

 7 倉田 亜美(3)     30.75  7 樋口 萌木(3)     30.27 
ｸﾗﾀ ｱﾐ 赤穂中 ﾋｸﾞﾁ ﾓｴｷﾞ 附属松本中
榊原 南実(2)  8 戸井田 愛加(2)     34.33 
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ 信州大 ﾄｲﾀ  ｱｲｶ 若穂中
林口 琴海(2) 湯本 紗弓(2)
ﾊﾔｼｸﾞﾁ ｺﾄﾐ 岡谷東高 ﾕﾓﾄ ｻﾕﾐ 須坂園芸高

[ 5組] 風速 -0.8 [ 6組] 風速 -1.4

 1 髙橋 奈弓(3)     25.87 q  1 ﾓﾗｰﾄﾞ 華(3)     26.11 q
ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東高 ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園高

 2 花岡 里咲(3)     27.11  2 深澤 由惟(2)     27.79 
ﾊﾅｵｶ ﾘｻ 長野吉田高 ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ 豊科北中

 3 戸田 麻由(3)     27.29  3 阿部 真里香(3)     27.93 
ﾄﾀﾞ ﾏﾕ 長野日大高 ｱﾍﾞ ﾏﾘｶ 佐久長聖高

 4 樋口 由葵(2)     28.61  4 御子柴 優花(3)     28.05 
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 伊那弥生ヶ丘高 ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 鉢盛中

 5 家苗  蒔(2)     28.73  5 伊能 史織(3)     28.42 
ｶﾅｴ ﾏｷ 松川高 ｲﾉｳ  ｼｵﾘ 長野東部中

 6 朝日 りおん(3)     30.34  6 家塚 みのり(3)     28.90 
ｱｻﾋ ﾘｵﾝ 赤穂中 ｲｴﾂﾞｶ ﾐﾉﾘ 長野高

 7 小口 朱音(2)     30.58  7 倉内 遥香(2)     29.48 
ｵｸﾞﾁ ｱｶﾈ 松本美須々丘高 ｸﾗｳﾁ ﾊﾙｶ 下伊那農高

 8 中島 未結(2)     33.67  8 栁瀬 舞(2)     30.09 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕ 若穂中 ﾔﾅｾ ﾏｲ 創造学園高
山嵜 優香(2) 鎌倉 夏美(2)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｶ 木島平中 ｶﾏｸﾗ ﾅﾂﾐ 赤穂中 欠場

9  1983

8  8227

4  2186

2   492

6  7421

7  5503

1  6643

3  1303

9  4378
欠場

順 ﾚｰﾝ No.
5  1943

3  1855

1  5892

2   397

7  8220

6  2158

8   311

4  1443

5   752

欠場

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

9  5894

8  2217

2  8231

7  7457

3  5506

1  5842

4   919

6  1536

7   143
欠場

順 ﾚｰﾝ No.
5  9161

9  8232

5  9120
欠場

2  1862

1  1795

8  5507

4  7432

6  1690

3   914

欠場

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

欠場
5  2006

欠場
8  8371

2  5896

4  7730

7  9219

9  6591

6  6630

1  1609

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   460

7  8350
欠場

順 ﾚｰﾝ

1  5005

9  5890

2   403

8  9220

4  1981

3  5988

記録／備考
5  5710

6  1454

女子

200m

予選 通過基準  15組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



[ 7組] 風速 +2.0 [ 8組] 風速 +2.6

 1 金田 華実(2)     26.23 q  1 瀧澤 祐未(3)     26.16 q
ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 野沢北高 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松本大

 2 高橋 梓(3)     28.01  2 前澤 朱音(2)     27.56 
ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ 篠ﾉ井高 ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 創造学園高

 3 中山 美奈(2)     28.38  3 中井 遥菜(3)     27.73 
ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ 伊那弥生ヶ丘高 ﾅｶｲ ﾊﾙﾅ 豊科北中

 4 髙木 聡美(2)     29.06  4 橋爪 郁未(2)     28.32 
ﾀｶｷﾞ ｻﾄﾐ 下諏訪向陽高 ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ 伊那弥生ヶ丘高

 5 戸枝 星(2)     29.89  5 渡辺 ゆきの(2)     29.07 
ﾄｴﾀﾞ ｱｶﾘ 赤穂中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ 長野高

 6 小島 萌(3)     30.18  6 武田 奈々美(3)     30.52 
ｺｼﾞﾏ ﾓｴ 木曽青峰高 ﾀｹﾀﾞ  ﾅﾅﾐ 長野東部中

 7 山田 汐莉(3)     31.11  7 山岸思実(3)     31.29 
ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾘ 豊科北中 ﾔﾏｷﾞｼｺﾄﾐ 篠ﾉ井西中

 8 佐々木 杏樹(2)     32.63  8 松崎 楓奈(2)     31.49 
ｻｻｷ ｱﾝｼﾞｭ 浅間中 ﾏﾂｻﾞｷ ﾌｳﾅ 赤穂中
山村 未悠(3) 本山 桜和(2)
ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾕ 長峰中 ﾓﾄﾔﾏ ｻﾜ 木島平中

[ 9組] 風速 +3.6 [ 10組] 風速 +0.9

 1 宮澤 七夕子(4)     26.36 q  1 菅沼 美風(3)     26.03 q
ﾐﾔｻﾞﾜ  ﾅﾂｺ 信州大 ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 豊丘中

 2 宮坂 苑実(3)     28.51  2 西村 佳菜子(1)     26.94 
ﾐﾔｻｶ ｿﾉﾐ 市立長野高 ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 松商学園高

 3 丸山 優佳(3)     28.85  3 阿部 恵里香(3)     27.43 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｶ 豊科北中 ｱﾍﾞ ｴﾘｶ 佐久長聖高

 4 古畑 茉緒(2)     30.38  4 丹羽 朱里(3)     28.13 
ﾌﾙﾊﾀ ﾏｵ 信明中 ﾆﾜ ｱｶﾘ 諏訪二葉高

 5 平塚 栞(3)     30.79  5 向山 みなみ(3)     29.14 
ﾋﾗﾂｶ ｼｵﾘ 信濃中 ﾑｶｲﾔﾏ ﾐﾅﾐ 箕輪中

 6 大井まどか(3)     31.15  6 村山 陽菜(2)     30.45 
ｵｵｲ  ﾏﾄﾞｶ 長野東部中 ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ 創造学園高

 7 六川 光彩(3)     33.25  7 小澤 由衣(3)     30.87 
ﾛｸｶﾞﾜ ﾋｲﾛ 上田第五中 ｵｻﾞﾜ ﾕｲ 信明中
望月 絵美(2)  8 林 桜子(2)     33.80 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ 至学館大 ﾊﾔｼ ｼｮｳｺ 上田第五中

[ 11組] 風速 -1.9 [ 12組] 風速 -3.4

 1 齊藤 静花(3)     27.29  1 相澤 はるか(2)     27.27 
ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ 豊科北中 ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 中京大

 2 安田 三奈美(3)     27.72  2 木村 凌(3)     27.48 
ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 鉢盛中 ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 豊科北中

 3 和田 聖奈(3)     28.49  3 北原 寧々(3)     28.18 
ﾜﾀﾞ ｾｲﾅ 長野高 ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ 赤穂中

 4 土屋 なつみ(2)     28.98  4 矢島 朋華(3)     29.73 
ﾂﾁﾔ ﾅﾂﾐ 野沢北高 ﾔｼﾞﾏ ﾄﾓｶ 裾花中

 5 吉田 成花(3)     30.35  5 田中 ゆりな(2)     32.42 
ﾖｼﾀﾞ ｾｲｶ 須坂園芸高 ﾀﾅｶ ﾕﾘﾅ 信明中

 6 岩崎 若葉(3)     30.68 北見 舞夏(2)
ｲﾜｻｷ ﾜｶﾊﾞ 小諸高 ｷﾀﾐ ﾏｲｶ 松川高

 7 春日 優花(2)     31.04 清水 美好(3)
ｶｽｶﾞ ﾕｳｶ 下伊那農高 ｼﾐｽﾞ ﾐﾖｼ 附属松本中
小幡 早菜美(3) 秋元 南乃(2)
ｵﾊﾞﾀ ｻﾅﾐ 広徳中 ｱｷﾓﾄ ﾖｼﾉ 山ﾉ内中

[ 13組] 風速 -1.9 [ 14組] 風速 +2.4

 1 田村 有利奈(1)     27.10  1 加藤 恭香(3)     26.12 q
ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 上田東高 ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東高

 2 小林 叶音(2)     27.25  2 永原 朱夏(2)     27.28 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 豊科北中 ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ 信濃中

 3 水澤 志保子(3)     27.68  3 伯耆原 由花(2)     28.01 
ﾐｽﾞｻﾜ ｼﾎｺ 松本大 ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 伊那西高

 4 信太 ひなの(3)     27.99  4 南澤 明音(2)     28.15 
ﾉﾌﾞﾀ ﾋﾅﾉ 文化学園長野高 ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 更級農業高

 5 田川 茜(2)     28.00  5 白石 舞(3)     28.36 
ﾀｶﾞﾜ ｱｶﾈ 長野西高 ｼﾗｲｼ ﾏｲ 上田第四中

 6 池井 陽子(3)     28.04  6 齊藤 陽向(2)     28.53 
ｲｹｲ ﾖｳｺ 木曽青峰高 ｻｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 望月AC

 7 氣賀澤 柚希(3)     28.55  7 川井 海帆(3)     29.22 
ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ 赤穂中 ｶﾜｲ ｶﾎ 鉢盛中

 8 鈴木 花音(2)     28.74  8 金子 菜々伽(2)     29.77 
ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ 松本県ヶ丘高 ｶﾈｺ ﾅﾅｶ 山ﾉ内中

9  7423

8  5002

3  4642

4  9221

5   330

6  2146

7  1445

2  5244

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  8221

8  1805

6   778

2  1580

4  9079

7   991

5  1450

9  6641

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  7454
欠場

8  5001
欠場

9  5750

2   398
欠場

4  8224

3  5711

6  9171

7  6636

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8   491

2  6053
欠場

4  2211

9  1331

3  2183

7  1229

6  6637

5  7427

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  5729

2  4677

8  7994

9  1984

6  1304

4    90

7  8540

5  1923

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

9  4674

7  9064
欠場

2  5222

8  5504

4  6633

3  5745

6  9111

5   915

1  4377
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  5841

9  8229

3  2189

2  5510

4  6638

8   314

所属名 記録／備考
6  9084

5  1982

4  7843
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

2  6639

9  4133

1  8226

7  1581

8   312

3   121

6  1227

5  1103

女子

200m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



[ 15組] 風速 -1.9

 1 臼井 美紅(3)     26.47 
ｳｽｲ ﾐｸ 豊科北中

 2 征矢 望(3)     27.75 
ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 木曽青峰高

 3 植栗 彩加(3)     27.97 
ｳｴｸﾘ ｱﾔｶ 諏訪二葉高

 4 飯島 南(3)     28.35 
ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 豊科高

 5 中村 理彩(1)     29.07 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ 篠ﾉ井高

 6 中原 理沙(3)     30.17 
ﾅｶﾊﾗ ﾘｻ 松本美須々丘高

 7 江原 成美(2)     30.78 
ｴﾊﾗ ﾅﾙﾐ 上田東高

 8 宮崎 綾奈(2)     31.34 
ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾔﾅ 長野高専

風速 -1.8

 1 髙橋 奈弓(3)     25.42 
ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東高

 2 瀧澤 祐未(3)     25.44 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松本大

 3 ﾓﾗｰﾄﾞ 華(3)     25.55 
ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園高

 4 金田 華実(2)     25.87 
ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 野沢北高

 5 降旗 菜津美(2)     25.94 
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町高

 6 菅沼 美風(3)     26.04 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 豊丘中

 7 加藤 恭香(3)     26.10 
ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東高

 8 宮澤 七夕子(4)     26.40 
ﾐﾔｻﾞﾜ  ﾅﾂｺ 信州大

5  1445

2  9111

3  1690

6  8540

4  1943

9  1227

記録／備考
7  1443

8  9084

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5  1446

3  3509

9  1076

2  1847

8    91

7  2005

6  6635

4  1583

女子

200m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 4月27日 11:50
決勝 4月27日 14:55

長野県記録(KR)                  54.56 竹内　昌子                   福島大           2003/05/05  
大会記録(GR)                    56.84 山本 瑞                      小諸高           2011        

[ 1組] [ 2組]

 1 内山 成実(1)     59.27 q  1 小山 綾菜(3)   1:00.98 q
ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 東京学芸大 ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 長野吉田高

 2 和田 美彩子(4)   1:01.49 q  2 森本 紀乃(2)   1:02.80 
ﾜﾀﾞ   ﾐｻｺ 信州大 ﾓﾘﾓﾄ ｷﾉ 諏訪二葉高

 3 征矢 望(3)   1:03.11  3 樺澤 春香(2)   1:03.71 
ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 木曽青峰高 ｶﾊﾞｻﾜ ﾊﾙｶ 文化学園長野高

 4 和田 聖奈(3)   1:03.57  4 前田 璃奈(3)   1:03.78 
ﾜﾀﾞ ｾｲﾅ 長野高 ﾏｴﾀﾞ ﾘﾅ 長野高

 5 由井 薫(2)   1:04.03  5 伯耆原 由花(2)   1:05.05 
ﾕｲ ｶｵﾙ 文化学園長野高 ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 伊那西高

 6 田川 茜(2)   1:04.92  6 佐藤 真由(3)   1:05.81 
ﾀｶﾞﾜ ｱｶﾈ 長野西高 ｻﾄｳ ﾏﾕｳ 小諸東中

 7 中島 涼香(3)   1:05.23 両角 陽華(3)
ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 松本美須々丘高 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 広徳中

 8 橋本 真理子(3)   1:07.86 田中 美菜(2)
ﾊｼﾓﾄ ﾏﾘｺ 櫻ヶ岡中 ﾀﾅｶ ﾐﾅ 木曽青峰高
本山 桜和(2)
ﾓﾄﾔﾏ ｻﾜ 木島平中

[ 3組] [ 4組]

 1 佐藤 静香(2)     57.28 q  1 相澤 はるか(2)   1:01.69 
ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 新潟医福大 ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 中京大

 2 阿部 恵里香(3)   1:01.55 q  2 高梨 美岐(3)   1:02.15 
ｱﾍﾞ ｴﾘｶ 佐久長聖高 ﾀｶﾅｼ ﾐｷ 上伊那農高

 3 下島 彩夢(3)   1:03.39  3 原田 彩花(3)   1:06.77 
ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ 伊那北高 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｶ 屋代高

 4 池井 陽子(3)   1:03.78  4 橋爪 郁未(2)   1:06.97 
ｲｹｲ ﾖｳｺ 木曽青峰高 ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ 伊那弥生ヶ丘高

 5 土屋 なつみ(2)   1:04.37  5 酒井 優梨愛(2)   1:07.15 
ﾂﾁﾔ ﾅﾂﾐ 野沢北高 ｻｶｲ ﾕﾘｱ 塩尻志学館高

 6 久保村 玲衣(2)   1:07.19  6 宮坂 苑実(3)   1:08.28 
ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ 伊那弥生ヶ丘高 ﾐﾔｻｶ ｿﾉﾐ 市立長野高

 7 宮坂 季恵(2)   1:14.16  7 濱野 美結(3)   1:13.56 
ﾐﾔｻｶ ｷｴ 塩尻志学館高 ﾊﾏﾉ ﾐﾕ 岡谷東高
信太 ひなの(3) 曽根原 可菜(1)
ﾉﾌﾞﾀ ﾋﾅﾉ 文化学園長野高 ｿﾈﾊﾗ ｶﾅ 大町高

[ 5組] [ 6組]

 1 山口 晏奈(3)   1:00.08 q  1 堀 朱里(3)   1:01.42 q
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ 長野日大高 ﾎﾘ ｱｶﾘ 豊科高

 2 上條 麻奈(3)   1:02.12  2 土屋 光那(3)   1:02.83 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 松本深志高 ﾂﾁﾔ ﾐﾅ 須坂高

 3 加藤 詩萌(3)   1:02.49  3 菅沼 真洸(2)   1:04.09 
ｶﾄｳ ｼﾎ 裾花中 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 飯田風越高

 4 中西 保乃花(2)   1:03.43  4 北澤 志穂(3)   1:05.10 
ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ 大町高 ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾎ 塩尻志学館高

 5 中山 美奈(2)   1:06.00  5 菅沼 菜摘(2)   1:06.05 
ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ 伊那弥生ヶ丘高 ｽｶﾞﾇﾏ ﾅﾂﾐ 上伊那農高

 6 堀内 優美奈(3)   1:08.36  6 奥島 彩葉(2)   1:09.04 
ﾎﾘｳﾁ ﾕﾐﾅ 広徳中 ｵｸｼﾏ ｻﾖ 松商学園高
吉川 夏鈴(2)  7 杉原 美穂(3)   1:10.59 
ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ 飯田風越高 ｽｷﾞﾊﾗ ﾐﾎ 伊那弥生ヶ丘高
市沢 日菜(2) 長村 紋(2)
ｲﾁｻﾞﾜ ﾋﾅ 飯田高 ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 松本大

[ 7組]

 1 菊原 麻由奈(3)   1:01.07 q 前島 奈々(3)
ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ 佐久長聖高 ﾏｴｼﾏ ﾅﾅ 諏訪実業高

 2 水澤 志保子(3)   1:02.60 
ﾐｽﾞｻﾜ ｼﾎｺ 松本大

 3 丸山 千花(2)   1:06.41 
ﾏﾙﾔﾏ ﾁｶ 松本蟻ヶ崎高

 4 樋口 由葵(2)   1:08.12 
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 伊那弥生ヶ丘高
関 遥(3)
ｾｷ  ﾊﾙｶ 上田西高
望月 絵美(2)
ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ 至学館大
髙木 聡美(2)
ﾀｶｷﾞ ｻﾄﾐ 下諏訪向陽高

女子

400m

予選 通過基準  7組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  9195

7  9150

4  1583

5  2183

1  4981

3   994

8   778

2  4377

順 ﾚｰﾝ

9  1849

No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   751

4    93

7   985

5  2181

2   330

9  4284

3  6045
欠場

8  1586
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  9158

6  1304

5   267

9  1580

8  1229

2   310

3  1596

4   991
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  9171

6   232

3  1154

8   314

2  1597

7   915

4   140

9  1692
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   958

7  1783

5  5710

4  1691

8   312

3  6050

2   463
欠場

9   420
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  2006

7   732

8   460

9  1615

5   235

2  1919

3   309

4  9088
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  1300

8  9079

 9064
欠場

3  1868

9   311

5   121
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

2  1536
欠場

4

氏  名 所属名 記録／備考
7    49

欠場



 1 佐藤 静香(2)     56.83 
ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 新潟医福大

 2 内山 成実(1)     58.77 
ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 東京学芸大

 3 小山 綾菜(3)     59.74 
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 長野吉田高

 4 山口 晏奈(3)     59.76 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ 長野日大高

 5 菊原 麻由奈(3)   1:00.39 
ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ 佐久長聖高

 6 堀 朱里(3)   1:00.40 
ﾎﾘ ｱｶﾘ 豊科高

 7 和田 美彩子(4)   1:01.69 
ﾜﾀﾞ   ﾐｻｺ 信州大

 8 阿部 恵里香(3)   1:02.24 
ｱﾍﾞ ｴﾘｶ 佐久長聖高

女子

400m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  9158

大会新
6  9195

4   751

7   958

8  1300

9  2006

2  9150

3  1304



予選 4月26日 11:35
決勝 4月26日 16:15

長野県記録(KR)                2:05.78 山本 瑞                      小諸高           2011/10/29  
大会記録(GR)                  2:15.33 木田　真美子                 長野吉田高       2012        

[ 1組] [ 2組]

 1 中村 朱里(2)   2:20.90 q  1 高安 結衣(2)   2:16.49 q
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 鉢盛中 ﾀｶﾔｽ ﾕｲ 鉢盛中

 2 中村 智美(2)   2:22.91  2 竹村 瑞香(1)   2:21.77 q
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ 長野東高 ﾀｹﾑﾗ ﾐｽﾞｶ 東海大三高

 3 赤羽 美柚(2)   2:28.19  3 鈴木 賀子(2)   2:21.97 
ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ 松本蟻ヶ崎高 ｽｽﾞｷ ｶｺ 坂城中

 4 清水口 愛(2)   2:38.61  4 岡村 未歩(1)   2:26.49 
ｼﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱｲ 丸子修学館高 ｵｶﾑﾗ ﾐﾎ 長野東高

 5 京澤 夏子(2)   2:39.28  5 中澤 紫音(3)   2:40.61 
ｷｮｳｻﾜ ﾅﾂｺ 赤穂中 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｵﾝ 豊科北中

 6 上野 あずみ(2)   2:43.42  6 杉原 美穂(3)   2:44.50 
ｳｴﾉ ｱｽﾞﾐ 豊科北中 ｽｷﾞﾊﾗ ﾐﾎ 伊那弥生ヶ丘高

 7 中村 美音(2)   2:48.20  7 小泉 愛花(3)   2:45.60 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｵﾝ 茅野東部中 ｺｲｽﾞﾐ ｱｲｶ 野沢南高

 8 田尻 怜夏(2)   2:52.20  8 大久保 美鈴(2)   2:47.80 
ﾀｼﾞﾘ ﾚｲﾅ 若穂中 ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾚｲ 上田第五中

 9 小林 菜々夏(3)   3:10.45  9 中村 仁美(2)   2:49.84 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅｶ 丸子中 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ 赤穂中
田中 日奈子(1) 鈴木 実奈(3)
ﾀﾅｶ ﾋﾅｺ 松商学園高 ｽｽﾞｷ  ﾐﾅ 長野東部中
長谷川 美波(2) 市川 綾華(2)
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ 飯田高 ｲﾁｶﾜ ｱﾔｶ 長野商高
市橋 史佳(3) 土屋 香菜子(3)
ｲﾁﾊｼ ﾌﾐｶ 信明中 ﾂﾁﾔ ｶﾅｺ 木島平中

[ 3組] [ 4組]

 1 蛭田 杏(2)   2:26.42  1 久保田 里菜(2)   2:19.84 q
ﾋﾙﾀ ｱﾝ 鉢盛中 ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ 長野東高

 2 臼田 彩花(2)   2:27.90  2 小宮山 悠(3)   2:21.51 q
ｳｽﾀﾞ ｻﾔｶ 下諏訪中 ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ 野沢北高

 3 赤羽 純美玲(1)   2:29.46  3 樺澤 春香(2)   2:28.17 
ｱｶﾊﾈ ｽﾐﾚ 松商学園高 ｶﾊﾞｻﾜ ﾊﾙｶ 文化学園長野高

 4 佐藤 真由(3)   2:29.76  4 胡桃澤 佑衣(2)   2:30.55 
ｻﾄｳ ﾏﾕｳ 小諸東中 ｸﾙﾐｻﾜ ﾕｲ 木曽青峰高

 5 今井 萌(1)   2:29.91  5 清水 美来(3)   2:34.20 
ｲﾏｲ ﾓｴ 長野東高 ｼﾐｽﾞ ﾐｸ 更北中

 6 青木 弥佳(3)   2:35.14  6 小塩 早紀(2)   2:34.35 
ｱｵｷ ﾐｶ 附属松本中 ｺｼｵ ｻｷ 伊那弥生ヶ丘高

 7 垣内 夕(2)   2:39.86  7 田近 亜紀(2)   2:38.43 
ｶｷｳﾁ ﾕｳ 伊那北高 ﾀﾁﾞｶ ｱｷ 鉢盛中

 8 宍戸 萌百伽(1)   2:40.89  8 岩垂 瞳(3)   2:43.05 
ｼｼﾄﾞ ﾓﾓｶ 文化学園長野高 ｲﾜﾀﾞﾚ ﾋﾄﾐ 松本美須々丘高

 9 中村 彩月(2)   2:47.70  9 戸井田 夕奈(2)   2:59.26 
ﾅｶﾑﾗ ｻﾂｷ 戸倉上山田中 ﾄｲﾀﾞ ﾕﾅ 若穂中

10 武藤 衣里加(2)   2:48.50 山田 紋花(2)
ﾑﾄｳ ｴﾘｶ 芦原中 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 松本県ヶ丘高

11 伊藤 実(2)   4:02.75 小須田 理子(2)
ｲﾄｳ ﾐﾉﾘ 茅野東部中 ｺｽﾀﾞ ﾘｺ 筑摩野中
藤岡 緩奈(2) 丸山 沙知(3)
ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ 高森中 ﾏﾙﾔﾏ ｻﾁ 木島平中
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



[ 5組] [ 6組]

 1 弓田 玲(3)   2:24.05  1 塩崎 葵(2)   2:22.11 
ﾕﾐﾀ ﾚｲ 長野東高 ｼｵｻﾞｷ ｱｵｲ 長野東高

 2 大野 晴香(3)   2:28.33  2 由井 薫(2)   2:30.74 
ｵｵﾉ ﾊﾙｶ 長野吉田高 ﾕｲ ｶｵﾙ 文化学園長野高

 3 田川 綺菜(2)   2:31.69  3 武井 優奈(2)   2:31.57 
ﾀｶﾞﾜ ｱﾔﾅ 上田染谷丘高 ﾀｹｲ ﾕｳﾅ 伊那北高

 4 大野 奈都美(3)   2:32.77  4 小松 千紗(3)   2:35.63 
ｵｵﾉ ﾅﾂﾐ 更北中 ｺﾏﾂ ﾁｻ 長野西高

 5 久保村 玲衣(2)   2:33.43  5 竹内 ほのか(1)   2:36.11 
ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ 伊那弥生ヶ丘高 ﾀｹｳﾁ ﾎﾉｶ 戸倉上山田中

 6 山本 彩恵(2)   2:35.24  6 小池 碧桜(2)   2:47.88 
ﾔﾏﾓﾄ ｻｴ 佐久長聖高 ｺｲｹ ﾐｵ 高森中

 7 村上 明日香(3)   2:38.96  7 渡邊 沙紀(2)   2:51.57 
ﾑﾗｶﾐ ｱｽｶ 鉢盛中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷ 豊科北中

 8 酒井 菜々美(2)   2:40.70  8 本山 穂(3)   2:57.12 
ｻｶｲ ﾅﾅﾐ 坂城中 ﾓﾄﾔﾏ ﾐﾉﾘ 附属松本中

 9 橋爪 麻衣(2)   2:51.43  9 寺島 菜穂(2)   3:14.72 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾏｲ 茅野東部中 ﾃﾗｼﾏ ﾅﾎ 諏訪清陵高

10 山口 紗季(2)   2:52.09 中本 愛里(2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｷ 戸倉上山田中 ﾅｶﾓﾄ ｱｲﾘ 新潟医福大
小林 貫奈(2) 出口 和佳奈(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾅ 木島平中 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾜｶﾅ 信州大
蛭田 凜(3) 下平 綾子(3)
ﾋﾙﾀ ﾘﾝ 松本美須々丘高 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾔｺ 赤穂中

[ 7組] [ 8組]

 1 上條 麻奈(3)   2:21.11 q  1 小合 沙季(3)   2:20.51 q
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 松本深志高 ｵｺﾞｳ ｻｷ 丸子修学館高

 2 川上 綾香(3)   2:27.56  2 山崎 夏穂(3)   2:29.45 
ｶﾜｶﾐ ｱﾔｶ 長野東高 ﾔﾏｻﾞｷ  ｶﾎ 長野東部中

 3 安藤 秋恵(3)   2:40.68  3 唐澤 七瀬(2)   2:33.73 
ｱﾝﾄﾞｳ ｱｷｴ 信濃中 ｶﾗｻﾜ ﾅﾅｾ 箕輪中

 4 中澤 夢乃(3)   2:43.44  4 市沢 日菜(2)   2:35.25 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕﾒﾉ 豊科北中 ｲﾁｻﾞﾜ ﾋﾅ 飯田高

 5 中島 鈴華(3)   2:47.52  5 内田 梨湖(3)   2:40.31 
ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 北佐久農高 ｳﾁﾀﾞ ﾘｺ 上田第四中

 6 伊藤 彩(2)   2:53.28  6 原 彩花(2)   2:42.03 
ｲﾄｳ ｱﾔ 茅野東部中 ﾊﾗ ｻﾔｶ 伊那松川中

 7 濱野 美結(3)   2:53.54  7 土屋 帆南(2)   2:45.94 
ﾊﾏﾉ ﾐﾕ 岡谷東高 ﾂﾁﾔ ﾎﾅﾐ 松本蟻ヶ崎高
青木 希実(2)  8 後藤 未来(2)   2:48.80 
ｱｵｷ ﾉｿﾞﾐ 戸倉上山田中 ｺﾞﾄｳ ﾐｷ 諏訪清陵高
山本 楓(2)  9 松本 亜美(2)   2:51.10 
ﾔﾏﾓﾄ ｶｴﾃﾞ 長野西高 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ 裾花中
須藤 紋可(3) 10 芳賀 美保(3)   2:53.28 
ｽﾄﾞｳ ｱﾔｶ 市立長野高 ﾊｶﾞ ﾐﾎ 上田第五中
関島 友里佳(2) 鳥羽 美宇(1)
ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ 飯田風越高 ﾄﾊﾞ ﾐｳ 松商学園高

[ 9組]

 1 山本 瑞(3)   2:14.98 q
ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 中大

 2 清水 彩音(1)   2:28.12 
ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾈ 長野東高

 3 高木 更紗(1)   2:34.41  1 山本 瑞(3)   2:11.25 
ﾀｶｷﾞ ｻﾗｻ 上田第五中 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 中大

 4 篠塚 香里(3)   2:38.03  2 中村 朱里(2)   2:17.18 
ｼﾉﾂﾞｶ ｶｵﾘ 須坂東中 ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 鉢盛中

 5 山田 里花(3)   2:44.01  3 上條 麻奈(3)   2:17.75 
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｶ 鉢盛中 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 松本深志高

 6 高倉 楓花(2)   2:50.03  4 小合 沙季(3)   2:18.00 
ﾀｶｸﾗ ﾌｳｶ 箕輪中 ｵｺﾞｳ ｻｷ 丸子修学館高
三浦 遥果(2)  5 小宮山 悠(3)   2:19.07 
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田高 ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ 野沢北高
廣田 みゆ(3)  6 高安 結衣(2)   2:19.36 
ﾋﾛﾀ ﾐﾕ 筑摩野中 ﾀｶﾔｽ ﾕｲ 鉢盛中
若狭 藍子(2)  7 久保田 里菜(2)   2:19.41 
ﾜｶｻ ｱｲｺ 永明中 ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ 長野東高
中島 瑞穂(2) 竹村 瑞香(1)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞﾎ 上田高 ﾀｹﾑﾗ ﾐｽﾞｶ 東海大三高
水上 茉優(3)
ﾐｽﾞｶﾐ ﾏﾕ 赤穂中
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予選 4月27日  9:40
決勝 4月27日 15:15

長野県記録(KR)                4:20.38 峰村 いずみ                  峰村 いずみ      2011/10/09  
大会記録(GR)                  4:39.20 箱山　侑香                   丸子修学館高     2007        

[ 1組] [ 2組]

 1 和田 有菜(3)    4:37.6 Q  1 小合 沙季(3)    4:48.6 Q
ﾜﾀﾞ ﾕﾅ 川中島中 ｵｺﾞｳ ｻｷ 丸子修学館高

 2 川上 綾香(3)    4:48.0 Q  2 中村 智美(2)    4:48.9 Q
ｶﾜｶﾐ ｱﾔｶ 長野東高 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ 長野東高

 3 宮入 唯(2)    4:58.9  3 小嶋 沙季(3)    4:58.8 
ﾐﾔｲﾘ ﾕｲ 長野日大高 ｺｼﾞﾏ ｻｷ 長野高

 4 蛭田 杏(2)    5:02.8  4 中村 朱里(2)    5:02.8 
ﾋﾙﾀ ｱﾝ 鉢盛中 ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 鉢盛中

 5 村上 愛華(1)    5:08.6  5 滝沢 菜絵(3)    5:03.3 
ﾑﾗｶﾐ ｱｲｶ 長野東高 ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｴ 川中島中

 6 原 明香里(2)    5:09.2  6 春日 桃桜(3)    5:09.7 
ﾊﾗ ｱｶﾘ 松川高 ｶｽｶﾞ ﾓﾓｵ 駒ヶ根東中

 7 高梨 菜々(3)    5:13.6  7 吉江 美季(1)    5:10.1 
ﾀｶﾅｼ ﾅﾅ 駒ヶ根東中 ﾖｼｴ ﾐｷ 松商学園高

 8 池田美砂紀(2)    5:15.0  8 土本 和香奈(3)    5:10.7 
ｲｹﾀﾞ ﾐｻｷ 菅野中 ﾂﾁﾓﾄ ﾜｶﾅ 須坂高

 9 小松 千紗(3)    5:15.7  9 矢島 風香(1)    5:13.1 
ｺﾏﾂ ﾁｻ 長野西高 ﾔｼﾞﾏ ﾌｳｶ 長野東高

10 小出 千夏(2)    5:17.9 10 米田 陽和(2)    5:16.1 
ｺｲﾃﾞ ﾁﾅﾂ 駒ヶ根東中 ﾖﾈﾀﾞ ﾋﾖﾘ 坂城中

11 中澤 夢乃(3)    5:39.6 11 赤羽ゆり華(3)    5:21.5 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕﾒﾉ 豊科北中 ｱｶﾊﾈ ﾕﾘｶ 菅野中

12 内山 璃沙(3)    5:40.9 12 上野 あずみ(2)    5:23.2 
ｳﾁﾔﾏ ﾘｻ 附属松本中 ｳｴﾉ ｱｽﾞﾐ 豊科北中

13 南澤 泉希(3)    5:50.2 13 下平 美悠(3)    5:23.8 
ﾐﾅﾐｻﾜ ﾐｽﾞｷ 裾花中 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾐﾕ 駒ヶ根東中

14 山岸 咲菜(3)    6:17.3 14 大槻 美亜(1)    5:33.8 
ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾅ 更北中 ｵｵﾂｷ ﾐｱ 伊那AC

15 海野 紗知花(2)    6:18.1 15 日比 まひろ(2)    5:38.1 
ｳﾝﾉ ｻﾁｶ 筑摩野中 ﾋﾋﾞ ﾏﾋﾛ 上田第四中
座光寺 未来(3) 16 髙野 優香(2)    5:59.4 
ｻﾞｺｳｼﾞ ﾐｸ 伊那松川中 ﾀｶﾉ ﾕｳｶ 筑摩野中
鳥羽 美宇(1) 17 藤沢 智菜(2)    7:00.6 
ﾄﾊﾞ ﾐｳ 松商学園高 ﾌｼﾞｻﾜ ﾁﾅ 広徳中
中本 愛里(2) 市川 綾華(2)
ﾅｶﾓﾄ ｱｲﾘ 新潟医福大 ｲﾁｶﾜ ｱﾔｶ 長野商高
前島 玲美(2) 水上 茉優(3)
ﾏｴｼﾞﾏ ﾚﾐ 長野高 ﾐｽﾞｶﾐ ﾏﾕ 赤穂中
小林 晴佳(2) 須藤 紋可(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 松本深志高 ｽﾄﾞｳ ｱﾔｶ 市立長野高
小平 紗矢香(3) 寺島 菜穂(2)
ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾔｶ 辰野中 ﾃﾗｼﾏ ﾅﾎ 諏訪清陵高
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順 No. 氏  名 所属名



[ 3組] [ 4組]

 1 久保田 里菜(2)    4:54.5 Q  1 傳田 雪香(3)    4:46.5 Q
ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ 長野東高 ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｷｶ 長野日大高

 2 今井 萌(1)    5:00.1 Q  2 清水 彩音(1)    4:47.1 Q
ｲﾏｲ ﾓｴ 長野東高 ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾈ 長野東高

 3 宮沢 美裕(1)    5:03.9  3 小林 千紗(2)    4:52.3 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾕ 川中島中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｻ 松本県ヶ丘高

 4 小宮山 悠(3)    5:05.2  4 赤羽 美柚(2)    4:56.6 
ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ 野沢北高 ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ 松本蟻ヶ崎高

 5 安田 佳織(3)    5:13.5  5 和田 真菜(1)    5:00.2 
ﾔｽﾀﾞ ｶｵﾘ 松本深志高 ﾜﾀﾞ ﾏﾅ 川中島中

 6 小出 裕香(3)    5:15.5  6 出口 栞里(3)    5:00.8 
ｺｲﾃﾞ ﾋﾛｶ 駒ヶ根東中 ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｵﾘ 上田高

 7 西澤 萌香(3)    5:16.5  7 望月 楓子(2)    5:04.8 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｶ 大町高 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾌｳｺ 中野立志館高

 8 奥田 梨乃(3)    5:18.6  8 田川 綺菜(2)    5:09.2 
ｵｸﾀ ﾘﾉ 松本美須々丘高 ﾀｶﾞﾜ ｱﾔﾅ 上田染谷丘高

 9 垣内 夕(2)    5:20.2  9 竹内 ほのか(1)    5:10.5 
ｶｷｳﾁ ﾕｳ 伊那北高 ﾀｹｳﾁ ﾎﾉｶ 戸倉上山田中

10 柴田 紗来(3)    5:20.5 10 山本 彩恵(2)    5:22.4 
ｼﾊﾞﾀ ｻﾗ 菅野中 ﾔﾏﾓﾄ ｻｴ 佐久長聖高

11 白鳥 花純(3)    5:39.9 11 中澤 紫音(3)    5:26.3 
ｼﾗﾄﾘ ｶｽﾐ 中野平中 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｵﾝ 豊科北中

12 村上 紗世(3)    6:20.5 12 小原 さらら(2)    5:35.3 
ﾑﾗｶﾐ ｻﾖ 辰野中 ｵﾊﾗ ｻﾗﾗ 筑摩野中
雪入 菜月(3) 13 湯澤 和(3)    5:37.4 
ﾕｷｲﾘ ﾅﾂｷ 広徳中 ﾕｻﾞﾜ ﾅｺﾞﾐ 駒ヶ根東中
瀧澤 優奈(2) 14 岩垂 瀬夏(3)    5:40.9 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 鼎中 ｲﾜﾀﾞﾚ ｾﾅ 菅野中
千野 恵実(1) 15 中村 藤子(3)    5:51.5 
ﾁﾉ ﾒｸﾞﾐ 松商学園高 ﾅｶﾑﾗ ﾄｳｺ 駒ヶ根東中
岩波 香奈(1) 小林 貫奈(2)
ｲﾜﾅﾐ ｶﾅ 東女体短大 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾅ 木島平中
真柳 日南(3) 田中 日奈子(1)
ﾏﾔﾅｷﾞ ﾋﾅ 戸倉上山田中 ﾀﾅｶ ﾋﾅｺ 松商学園高
北原すず那(3) 田中 ｼﾞｪｼｶ(3)
ｷﾀﾊﾗ ｽｽﾞﾅ 駒ヶ根東中 ﾀﾅｶ ｼﾞｪｼｶ 上田第一中
内堀 実咲(1) 伊藤 美咲(1)
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾐｻｷ 丸子北中 ｲﾄｳ ﾐｻｷ 伊那西高
土屋 香菜子(3) 長谷川 美波(2)
ﾂﾁﾔ ｶﾅｺ 木島平中 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ 飯田高
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[ 5組] [ 6組]

 1 塩崎 葵(2)    4:48.3 Q  1 小林 成美(2)    4:50.7 Q
ｼｵｻﾞｷ ｱｵｲ 長野東高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾙﾐ 川中島中

 2 岡村 未歩(1)    4:50.9 Q  2 弓田 玲(3)    4:50.9 Q
ｵｶﾑﾗ ﾐﾎ 長野東高 ﾕﾐﾀ ﾚｲ 長野東高

 3 荒木 瑞葉(3)    4:54.6 q  3 久保田 絢乃(1)    4:51.4 q
ｱﾗｷ ﾐｽﾞﾊ 諏訪二葉高 ｸﾎﾞﾀ ｱﾔﾉ 丸子北中

 4 所河 二千花(3)    4:57.0  4 高安 結衣(2)    4:56.3 q
ｼｮｶﾞﾜ ﾆﾁｶ 駒ヶ根東中 ﾀｶﾔｽ ﾕｲ 鉢盛中

 5 赤羽 純美玲(1)    5:06.6  5 臼田 彩花(2)    4:56.5 
ｱｶﾊﾈ ｽﾐﾚ 松商学園高 ｳｽﾀﾞ ｻﾔｶ 下諏訪中

 6 下島 梨紗(2)    5:09.9  6 菅沼 真衣(3)    5:01.7 
ｼﾓｼﾞﾏ ﾘｻ 駒ヶ根東中 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏｲ 丸子修学館高

 7 胡桃澤 佑衣(2)    5:11.6  7 曽根ほの翔(3)    5:05.0 
ｸﾙﾐｻﾜ ﾕｲ 木曽青峰高 ｿﾈ ﾎﾉｶ 菅野中

 8 清水 美来(3)    5:13.4  8 長見 京華(2)    5:08.9 
ｼﾐｽﾞ ﾐｸ 更北中 ｵｻﾐ ｷｮｳｶ 駒ヶ根東中

 9 原田千鶴(2)    5:14.3  9 丸山 瑠璃(2)    5:12.7 
ﾊﾗﾀﾞ ﾁﾂﾞﾙ 菅野中 ﾏﾙﾔﾏ ﾙﾘ 中野立志館高

10 内田 梨湖(3)    5:17.6 10 中村 鈴(3)    5:14.9 
ｳﾁﾀﾞ ﾘｺ 上田第四中 ﾅｶﾑﾗ ｽｽﾞ 戸倉上山田中

11 塚田 美穂(3)    5:18.1 11 薛 崚子(3)    5:15.2 
ﾂｶﾀﾞ ﾐﾎ 松本美須々丘高 ｾﾂ ﾘｮｳｺ 北安松川中

12 和田 帆香(1)    5:18.3 12 武井 優奈(2)    5:17.7 
ﾜﾀﾞ ﾎﾉｶ 川中島中 ﾀｹｲ ﾕｳﾅ 伊那北高

13 山本 楓(2)    5:18.5 13 小塩 早紀(2)    5:19.3 
ﾔﾏﾓﾄ ｶｴﾃﾞ 長野西高 ｺｼｵ ｻｷ 伊那弥生ヶ丘高

14 宍戸 萌百伽(1)    5:22.2 14 中村 美音(2)    5:34.4 
ｼｼﾄﾞ ﾓﾓｶ 文化学園長野高 ﾅｶﾑﾗ ﾐｵﾝ 茅野東部中

15 清水口 愛(2)    5:24.9 15 渡邊 沙紀(2)    5:45.7 
ｼﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱｲ 丸子修学館高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷ 豊科北中

16 和田 恵(2)    5:30.1 16 日達 咲紀(3)    6:03.8 
ﾜﾀﾞﾐｸﾞﾐ 長野高 ﾋﾀﾁ ｻｷ 原中

17 栁澤 緋里(3)    5:36.8 17 西沢 杏奈(2)    6:05.5 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｶﾘ 広徳中 ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾝﾅ 穂高西中

18 後藤 未来(2)    5:53.7 宮本 優花(3)
ｺﾞﾄｳ ﾐｷ 諏訪清陵高 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｶ 長野西高

19 下平 綾子(3)    5:54.8 宗田 夏季(2)
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾔｺ 赤穂中 ｿｳﾀﾞ ﾅﾂｷ 松商学園高

20 山﨑 ひかる(2)    6:56.8 丸山 沙知(3)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｶﾙ 筑摩野中 ﾏﾙﾔﾏ ｻﾁ 木島平中
中島 瑞穂(2)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞﾎ 上田高
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 1 久保田 里菜(2)   4:38.54 
ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ 長野東高

 2 小合 沙季(3)   4:41.55 
ｵｺﾞｳ ｻｷ 丸子修学館高

 3 塩崎 葵(2)   4:41.67 
ｼｵｻﾞｷ ｱｵｲ 長野東高

 4 傳田 雪香(3)   4:42.24 
ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｷｶ 長野日大高

 5 中村 智美(2)   4:43.92 
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ 長野東高

 6 川上 綾香(3)   4:46.56 
ｶﾜｶﾐ ｱﾔｶ 長野東高

 7 荒木 瑞葉(3)   4:48.44 
ｱﾗｷ ﾐｽﾞﾊ 諏訪二葉高

 8 岡村 未歩(1)   4:48.78 
ｵｶﾑﾗ ﾐﾎ 長野東高

 9 清水 彩音(1)   4:52.89 
ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾈ 長野東高

10 小林 千紗(2)   4:54.63 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｻ 松本県ヶ丘高

11 弓田 玲(3)   4:58.80 
ﾕﾐﾀ ﾚｲ 長野東高

12 小林 成美(2)   4:59.01 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾙﾐ 川中島中

13 今井 萌(1)   5:10.21 
ｲﾏｲ ﾓｴ 長野東高
久保田 絢乃(1)
ｸﾎﾞﾀ ｱﾔﾉ 丸子北中
高安 結衣(2)
ﾀｶﾔｽ ﾕｲ 鉢盛中
和田 有菜(3)
ﾜﾀﾞ ﾕﾅ 川中島中
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順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 4月26日 12:00

長野県記録(KR)                9:16.29 石原　さつき                 諏訪実高         1991/10/14  
大会記録(GR)                  9:35.00 湯澤 ほのか                  長野東高         2012        

[ 1組] [ 2組]

 1 井尻 茉莉香(2)   10:58.2  1 和田 有菜(3)    9:54.9 
ｲｼﾞﾘ ﾏﾘｶ 諏訪二葉高 ﾜﾀﾞ ﾕﾅ 川中島中

 2 金曽 愛美(2)   11:04.7  2 小林 希良莉(2)   10:15.2 
ｶﾈｿ   ﾒｸﾞﾐ 信大 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾘ 長野東高

 3 原 明香里(2)   11:08.0  3 新原 徳子(2)   10:17.4 
ﾊﾗ ｱｶﾘ 松川高 ｼﾝﾊﾞﾗ ﾄｸｺ 長野東高

 4 村上 愛華(1)   11:12.7  4 竹内 優花(1)   10:28.7 
ﾑﾗｶﾐ ｱｲｶ 長野東高 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｶ 東海大三高

 5 三村 静香(2)   11:13.2  5 甘利 祐子(2)   10:32.3 
ﾐﾑﾗ ｼｽﾞｶ 塩尻志学館高 ｱﾏﾘ ﾕｳｺ 佐久長聖高

 6 西永 梨恵(3)   11:17.2  6 菅沼 真衣(3)   10:34.5 
ﾆｼﾅｶﾞ ﾘｴ 飯田風越高 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏｲ 丸子修学館高

 7 丸山 瑠璃(2)   11:20.2  7 高木 実穂(2)   10:44.7 
ﾏﾙﾔﾏ ﾙﾘ 中野立志館高 ﾀｶｷﾞ ﾐﾎ 長野東高

 8 西澤 萌香(3)   11:25.9  8 小嶋 沙季(3)   10:48.9 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｶ 大町高 ｺｼﾞﾏ ｻｷ 長野高

 9 伊藤 美咲(1)   11:31.6  9 望月 楓子(2)   10:50.6 
ｲﾄｳ ﾐｻｷ 伊那西高 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾌｳｺ 中野立志館高

10 矢島 風香(1)   11:36.5 10 伊藤 千夏(3)   10:55.8 
ﾔｼﾞﾏ ﾌｳｶ 長野東高 ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 長野日大高

11 小林 鈴華(1)   11:47.1 11 笹沢 今日子(3)   10:57.7 
ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞｶ 塩尻志学館高 ｻｻｻﾞﾜ ｷｨｳｺ 長野東高

12 和田 恵(2)   12:06.7 12 出口 栞里(3)   11:05.9 
ﾜﾀﾞﾐｸﾞﾐ 長野高 ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｵﾘ 上田高

13 柴田 怜奈(2)   13:09.8 13 吉江 美季(1)   11:26.6 
ｼﾊﾞﾀ ﾚｲﾅ 信明中 ﾖｼｴ ﾐｷ 松商学園高

14 柘植 菜々子(2)   13:15.4 14 松本 のどか(3)   11:34.1 
ﾂｹﾞ ﾅﾅｺ 辰野中 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾄﾞｶ 箕輪中

15 笠原 百華(2)   14:28.3 15 安田 佳織(3)   12:04.7 
ｶｻﾊﾗ ﾓﾓｶ 諏訪清陵高 ﾔｽﾀﾞ ｶｵﾘ 松本深志高
宮本 優花(3) 赤井 麗佳(3)
ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｶ 長野西高 ｱｶｲ ﾚｲｶ 長野東高
酒井 優梨愛(2) 前島 玲美(2)
ｻｶｲ ﾕﾘｱ 塩尻志学館高 ﾏｴｼﾞﾏ ﾚﾐ 長野高
神戸 麻衣(2) 千野 恵実(1)
ｺﾞｳﾄﾞ ﾏｲ 諏訪二葉高 ﾁﾉ ﾒｸﾞﾐ 松商学園高
宮川 咲紀(2) 田中 ｼﾞｪｼｶ(3)
ﾐﾔｶﾞﾜ ｻｷ 信大 ﾀﾅｶ ｼﾞｪｼｶ 上田第一中
佐藤 秋乃(3) 浦野 友里(3)
ｻﾄｳ ｱｷﾉ 松川高 ｳﾗﾉ ﾕｳﾘ 春富中
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   1 和田 有菜(3) 川中島中     9:54.9   2   1
   2 小林 希良莉(2) 長野東高    10:15.2   2   2
   3 新原 徳子(2) 長野東高    10:17.4   2   3
   4 竹内 優花(1) 東海大三高    10:28.7   2   4
   5 甘利 祐子(2) 佐久長聖高    10:32.3   2   5
   6 菅沼 真衣(3) 丸子修学館高    10:34.5   2   6
   7 高木 実穂(2) 長野東高    10:44.7   2   7
   8 小嶋 沙季(3) 長野高    10:48.9   2   8
   9 望月 楓子(2) 中野立志館高    10:50.6   2   9
  10 伊藤 千夏(3) 長野日大高    10:55.8   2  10
  11 笹沢 今日子(3) 長野東高    10:57.7   2  11
  12 井尻 茉莉香(2) 諏訪二葉高    10:58.2   1   1
  13 金曽 愛美(2) 信大    11:04.7   1   2
  14 出口 栞里(3) 上田高    11:05.9   2  12
  15 原 明香里(2) 松川高    11:08.0   1   3
  16 村上 愛華(1) 長野東高    11:12.7   1   4
  17 三村 静香(2) 塩尻志学館高    11:13.2   1   5
  18 西永 梨恵(3) 飯田風越高    11:17.2   1   6
  19 丸山 瑠璃(2) 中野立志館高    11:20.2   1   7
  20 西澤 萌香(3) 大町高    11:25.9   1   8
  21 吉江 美季(1) 松商学園高    11:26.6   2  13
  22 伊藤 美咲(1) 伊那西高    11:31.6   1   9
  23 松本 のどか(3) 箕輪中    11:34.1   2  14
  24 矢島 風香(1) 長野東高    11:36.5   1  10
  25 小林 鈴華(1) 塩尻志学館高    11:47.1   1  11
  26 安田 佳織(3) 松本深志高    12:04.7   2  15
  27 和田 恵(2) 長野高    12:06.7   1  12
  28 柴田 怜奈(2) 信明中    13:09.8   1  13
  29 柘植 菜々子(2) 辰野中    13:15.4   1  14
  30 笠原 百華(2) 諏訪清陵高    14:28.3   1  15

決勝 4月27日 13:00

長野県記録(KR)               15:44.17 湯澤 ほのか                  長野東高         2012/10/13  
大会記録(GR)                 16:36.59 小田切亜希                   長野東高         2007        

 1 小林 希良莉(2)   17:39.3 
ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾘ 長野東高

 2 新原 徳子(2)   17:45.0 
ｼﾝﾊﾞﾗ ﾄｸｺ 長野東高

 3 高木 実穂(2)   18:29.2 
ﾀｶｷﾞ ﾐﾎ 長野東高

 4 岩波 香奈(1)   18:35.4 
ｲﾜﾅﾐ ｶﾅ 東女体短大

 5 笹沢 今日子(3)   19:25.5 
ｻｻｻﾞﾜ ｷｨｳｺ 長野東高
赤井 麗佳(3)
ｱｶｲ ﾚｲｶ 長野東高

女子

5000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   877

2   879

1   880

4  9197

5   871

6   868
欠場

女子

3000m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
 5932
  877
  879
   26
 1306
 1382
  880
 2185
  656
 2151
  871
   94
 9114
 1416
  402
  889
 1603
  449
  658
 1688

  814
 5743
 7961
   81

 1930
  335
 7998
  887
 1598
 1781



予選 4月27日 14:00
決勝 4月27日 15:40

長野県記録(KR)                  13.81 茂木　多美江                 小諸高校教員     1978/10/15  
大会記録(GR)                    14.4  茂木多美江                   小諸高教         1979        

[ 1組] 風速 -0.9 [ 2組] 風速 -0.1

 1 宮澤 七夕子(4)     15.53 Q  1 中澤 久美(2)     16.06 Q
ﾐﾔｻﾞﾜ  ﾅﾂｺ 信州大 ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ 松本大

 2 小沼 千夏(3)     16.57  2 高橋 美由紀(3)     16.43 q
ｺﾇﾏ ﾁﾅﾂ 飯田女子高 ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｷ 北海道東海大

 3 田畑 真琴(2)     17.24  3 中村 綾恵(3)     17.40 
ﾀﾊﾞﾀ ﾏｺﾄ 塩尻志学館高 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｴ 長野西高

 4 新井 咲(2)     17.32  4 栗空 亜沙美(2)     17.43 
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園高 ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰高

 5 荒井 里奈(2)     17.35  5 岩崎 若葉(3)     18.34 
ｱﾗｲ ﾘﾅ 市立長野高 ｲﾜｻｷ ﾜｶﾊﾞ 小諸高

 6 桐井 彩実(3)     17.40  6 箕輪 遥(3)     20.08 
ｷﾘｲ ｱﾔﾐ 松本深志高 ﾐﾉﾜ ﾊﾙｶ 佐久長聖高

 7 清水 晶絵(2)     18.05 唐澤 遥奈(2)
ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ 小諸高 ｶﾗｻﾜ ﾊﾙﾅ 伊那西高

 8 仲條 芽映(2)     18.83 伊藤 絵夢(2)
ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ 文化学園長野高 ｲﾄｳ ｴﾑ 長峰中

 9 渡邉 麗奈(3)     21.43 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾅ 上田第五中

[ 3組] 風速 +0.2 [ 4組] 風速 -0.6

 1 清水 未来     16.06 Q  1 大日方 紗愛(2)     15.91 Q
ｼﾐｽﾞ ﾐｸ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ 中京大

 2 安田 若菜(2)     16.25 q  2 加藤 優美(2)     16.49 q
ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 木曽青峰高 ｶﾄｳ ﾕｳﾐ 松商学園高

 3 宮坂 栞(3)     17.37  3 串原 礼(3)     16.53 
ﾐﾔｻｶ ｼｵﾘ 市立長野高 ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農高

 4 中村 日菜子(2)     17.78  4 鈴木 紗綾(3)     17.34 
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅｺ 諏訪清陵高 ｽｽﾞｷ ｻﾔ 長野吉田高

 5 小澤 美紀(2)     18.48  5 植栗 彩加(3)     17.57 
ｵｻﾞﾜ ﾐｷ 松本蟻ヶ崎高 ｳｴｸﾘ ｱﾔｶ 諏訪二葉高

 6 蟹澤 佑夏(2)     18.67  6 木下 真凜(3)     18.91 
ｶﾆｻﾜ ﾕｶ 松本県ヶ丘高 ｷﾉｼﾀ ﾏﾘﾝ 野沢北高

 7 塩原 由夏(1)     19.23  7 成澤 智織(3)     21.89 
ｼｵﾊﾗ ﾕｶ 松商学園高 ﾅﾙｻﾜ ﾁｵﾘ 野沢南高

 8 鈴木 結衣(3)     21.73 家塚 みのり(3)
ｽｽﾞｷ ﾕｲ 上田第五中 ｲｴﾂﾞｶ ﾐﾉﾘ 長野高

[ 5組] 風速 -0.3

 1 向山 ひより(2)     17.37 Q
ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 上伊那農高

 2 野口 那奈美(3)     17.69 
ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 諏訪清陵高

 3 関 真優(4)     17.93 
ｾｷ ﾏﾕ 松本大

 4 渡邉 希(2)     18.30 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 小諸高

 5 澁谷 希望(3)     18.35 
ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ 飯田高

 6 風間 ほのか(2)     19.00 
ｶｻﾞﾏ ﾎﾉｶ 長野西高

 6 高見澤 有紗(3)     19.00 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｱﾘｻ 市立長野高
吉村 彩加(2)
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野高

3   917

7  2190
欠場

4   411

2   777

6  9076

8  1342

5   236

9    76

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  1246

9  2186
欠場

5    91

3  1226

7   488

8   754

6  9172

4  1918

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  1927

3  4670

9  1862

2  1803

4   916

5    78

6  9034

7  1589

欠場
8  7849

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  1310

6   331

3  1585

4  1331

5  9223

9   804

No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  9087

8  4675

順 ﾚｰﾝ

7  1350

2   984

3   921

9  1782

1  1605

5  1916

記録／備考
4  9111

6   422

女子

100mH(0.838m)

予選 通過基準  5組  1着 + 3 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



風速 -2.6

 1 宮澤 七夕子(4)     15.53 
ﾐﾔｻﾞﾜ  ﾅﾂｺ 信州大

 2 大日方 紗愛(2)     15.88 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ 中京大

 3 安田 若菜(2)     16.37 
ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 木曽青峰高

 4 中澤 久美(2)     16.55 
ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ 松本大

 5 清水 未来     16.69 
ｼﾐｽﾞ ﾐｸ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ

 6 高橋 美由紀(3)     16.86 
ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｷ 北海道東海大

 7 加藤 優美(2)     16.94 
ｶﾄｳ ﾕｳﾐ 松商学園高

 8 向山 ひより(2)     17.66 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 上伊那農高

2  1918

9   236

4  9034

3  9223

8  1589

7  9087

6  9111

5  9172

女子

100mH(0.838m)
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 4月27日 13:50
決勝 4月27日 15:35

大会記録(GR)                    15.32 

[ 1組] 風速 +2.0 [ 2組] 風速 -1.1

 1 高橋 うらら(3)     16.39 Q  1 宮澤 希(3)     16.09 Q
ﾀｶﾊｼ ｳﾗﾗ 軽井沢A&AC ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 箕輪中

 2 氣賀澤 柚希(3)     17.84 Q  2 樋口 莉緒花(3)     16.92 Q
ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ 赤穂中 ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ 塩尻広陵中

 3 伊藤 絵夢(2)     18.19 Q  3 田中 祐里(1)     18.26 Q
ｲﾄｳ ｴﾑ 長峰中 ﾀﾅｶ ﾕｳﾘ 上田西高

 4 後藤 彩衣(3)     18.57 q  4 澤口 実侑(3)     19.03 q
ｺﾞﾄｳ ｻｴ 塩尻広陵中 ｻﾜｸﾞﾁ ﾐﾕｳ 櫻ヶ岡中

 5 岩崎 楓(3)     19.38  5 宮澤 絢羽(3)     22.10 
ｲﾜｻｷ ｶｴﾃﾞ 裾花中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾔﾊ 丸ﾉ内中

 6 酒井 彩花(3)     20.20 高橋 加奈(2)
ｻｶｲｻﾔｶ 篠ﾉ井西中 ﾀｶﾊｼ ｶﾅ 信明中

 7 小口 寿子(3)     26.41 宮澤 風香(3)
ｵｸﾞﾁ ﾋｻｺ 附属松本中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 高森中

風速 -3.1

 1 宮澤 希(3)     16.46 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 箕輪中

 2 高橋 うらら(3)     16.87 
ﾀｶﾊｼ ｳﾗﾗ 軽井沢A&AC

 3 田中 祐里(1)     17.02 
ﾀﾅｶ ﾕｳﾘ 上田西高

 4 樋口 莉緒花(3)     17.41 
ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ 塩尻広陵中

 5 氣賀澤 柚希(3)     17.94 
ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ 赤穂中

 6 伊藤 絵夢(2)     18.51 
ｲﾄｳ ｴﾑ 長峰中

 7 澤口 実侑(3)     18.80 
ｻﾜｸﾞﾁ ﾐﾕｳ 櫻ヶ岡中

 8 後藤 彩衣(3)     18.96 
ｺﾞﾄｳ ｻｴ 塩尻広陵中

女子

100mYH(0.762+8.5m)

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  9052

3  8221

2  5840

8  7849

5  6476

6  7452

順 ﾚｰﾝ

7  5717

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  7996

2  6475

5  1537

8  4984

7  7023

3  5748
欠場

6  8370
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  7996

4  9052

8  1537

7  6475

5  8221

9  7849

3  4984

2  6476



予選 4月26日  8:55
決勝 4月26日 16:25

長野県記録(KR)                  58.27 瀧澤 彩                      長野高           2012        
大会記録(GR)                  1:00.12 瀧澤　彩                     慶應大           2013        

[ 1組] [ 2組]

 1 小山 綾菜(3)   1:04.78 Q  1 和田 美彩子(4)   1:05.36 Q
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 長野吉田高 ﾜﾀﾞ   ﾐｻｺ 信州大

 2 高橋 美由紀(3)   1:08.75 q  2 武村 結香(2)   1:08.29 q
ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｷ 北海道東海大 ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ 篠ﾉ井高

 3 中西 保乃花(2)   1:12.93  3 清水 未来   1:10.83 
ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ 大町高 ｼﾐｽﾞ ﾐｸ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ

 4 金子 芽衣(4)   1:13.23  4 田畑 真琴(2)   1:13.66 
ｶﾈｺ   ﾒｲ 信州大 ﾀﾊﾞﾀ ﾏｺﾄ 塩尻志学館高

 5 渡邉 希(2)   1:14.45  5 諏訪部 澪(3)   1:15.43 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 小諸高 ｽﾜﾍﾞ ﾐｵ 中野立志館高
宮坂 季恵(2)  6 岡山 未来(3)   1:15.85 
ﾐﾔｻｶ ｷｴ 塩尻志学館高 ｵｶﾔﾏ ﾐｷ 下伊那農高
田中 美菜(2)  7 野口 那奈美(3)   1:20.37 
ﾀﾅｶ ﾐﾅ 木曽青峰高 ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 諏訪清陵高
山村 彩花(3) 手塚 日向子(3)
ﾔﾏﾑﾗ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎高 ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅｺ 上伊那農高

[ 3組] [ 4組]

 1 佐藤 静香(2)   1:02.60 Q  1 内山 成実(1)   1:02.62 Q
ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 新潟医福大 ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 東京学芸大

 2 岸田 藍(2)   1:07.18 q  2 細田 真央(2)   1:07.16 q
ｷｼﾀﾞ ｱｲ 上田染谷丘高 ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘高

 3 森本 紀乃(2)   1:09.97  3 三石 奈穂(3)   1:11.28 
ﾓﾘﾓﾄ ｷﾉ 諏訪二葉高 ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ 飯田風越高

 4 澁谷 希望(3)   1:13.38  4 加納 茉弥(2)   1:11.51 
ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ 飯田高 ｶﾉｳ ﾏﾔ 長野西高

 5 関 真優(4)   1:16.03  5 加藤 優美(2)   1:13.68 
ｾｷ ﾏﾕ 松本大 ｶﾄｳ ﾕｳﾐ 松商学園高

 6 土屋 光那(3)   1:16.20  6 小沼 千夏(3)   1:14.43 
ﾂﾁﾔ ﾐﾅ 須坂高 ｺﾇﾏ ﾁﾅﾂ 飯田女子高
髙橋優香  7 木下 真凜(3)   1:14.43 
ﾀｶﾊｼﾕｳｶ DreamAC ｷﾉｼﾀ ﾏﾘﾝ 野沢北高

 1 佐藤 静香(2)   1:01.55 
ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 新潟医福大

 2 内山 成実(1)   1:01.71 
ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 東京学芸大

 3 小山 綾菜(3)   1:04.48 
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 長野吉田高

 4 和田 美彩子(4)   1:05.22 
ﾜﾀﾞ   ﾐｻｺ 信州大

 5 細田 真央(2)   1:05.47 
ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘高

 6 岸田 藍(2)   1:05.65 
ｷｼﾀﾞ ｱｲ 上田染谷丘高

 7 武村 結香(2)   1:08.08 
ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ 篠ﾉ井高

 8 高橋 美由紀(3)   1:08.66 
ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｷ 北海道東海大

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
7   751

5  9223

女子

400mH(0.762m)

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

記録／備考

 1596

3  1691

4  9113

6  1586
欠場

8  1872

9  1342

2

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

欠場

記録／備考
5  9150

7  1071

4  9034

8  1605

9   655

2   489

3    76

6   233
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考
7  9158

9  1453

No.
 9195

3   732

8    93

4   411

6  9007
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順 ﾚｰﾝ
7

5  9076

6  1455

9   452

4   776

5  1918

8   422

3  1226

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  9158

7  9195

5   751

4  9150

9  1455

8  1453

2  1071

3  9223



決勝 4月26日  8:30

 1 溝口 友己歩(2)   23:56.4 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｷﾎ 長野東高

 2 大和 千秋   24:18.0 
ﾔﾏﾄ  ﾁｱｷ 飯田病院

 3 中島 和華(3)   26:06.0 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾜｶ 上田染谷丘高

 4 牛山 杏香(3)   29:42.8 
ｳｼﾔﾏ ｷｮｳｶ 松川高

 5 黒岩 真由(2)   30:07.4 
ｸﾛｲﾜ ﾏﾕ 須坂高

 6 村松 莉緒(2)   31:11.1 
ﾑﾗﾏﾂ ﾘｵ 長野高

 7 宮崎 明日香(3)   31:43.8 
ﾐﾔｻﾞｷ ｱｽｶ 須坂園芸高

 8 後藤 美礼(3)   32:06.5 
ｺﾞﾄｳ ﾐﾉﾘ 伊那西高
伊奈川 紗映(2)
ｲﾅｶﾞﾜ ｻｴ 飯田女子高

99   421  421
失格失格

11   333  333

88  2215 2215

77   816  816

22   735  735

44   400  400

33  1451 1451

66  9205 9205

55   882  882
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 No.No.

女子

5000m競歩5000m競歩

決勝決勝決勝



予選 4月26日 14:30
決勝 4月26日 16:35

長野県記録(KR)                  47.82 長野吉田高                   長野吉田高       2013/06/14  
（黒岩　夏都妃・小山　綾菜・内山　成実・鈴木　千穂）

大会記録(GR)                    48.00 県選抜                       長野県           1983        

[ 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 上田東高  1446 江原 成美(2)     49.95 q  1   5 豊科北中  6638 中井 遥菜(3)     49.91 q

ｴﾊﾗ ﾅﾙﾐ ﾅｶｲ ﾊﾙﾅ
 1443 髙橋 奈弓(3)  6635 臼井 美紅(3)

ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ ｳｽｲ ﾐｸ
 1445 加藤 恭香(3)  6637 齊藤 静花(3)

ｶﾄｳ ｷｮｳｶ ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ
 1450 田村 有利奈(1)  6636 木村 凌(3)

ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ ｷﾑﾗ ﾘｮｳ
 2   5 豊科高  2008 内山 怜奈(3)     50.79 q  2   1 松商学園高  1924 倉沢 果歩(1)     51.22 

ｳﾁﾔﾏ ﾚｲﾅ ｸﾗｻﾜ ｶﾎ
 2007 山田 愛(3)  1923 西村 佳菜子(1)

ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ
 2006 堀 朱里(3)  1916 新井 咲(2)

ﾎﾘ ｱｶﾘ ｱﾗｲ ｻｷ
 2005 飯島 南(3)  1918 加藤 優美(2)

ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ ｶﾄｳ ﾕｳﾐ
 3   9 木曽青峰高  1588 畑 美織(2)     51.09  3   3 箕輪中  7994 向山 みなみ(3)     53.32 

ﾊﾀ ﾐｵﾘ ﾑｶｲﾔﾏ ﾐﾅﾐ
 1589 安田 若菜(2)  7996 宮澤 希(3)

ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ
 1580 池井 陽子(3)  8009 久保田 梨奈(2)

ｲｹｲ ﾖｳｺ ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ
 1583 征矢 望(3)  7997 山口 はづき(3)

ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾂﾞｷ
 4   2 長野西高   805 小林 茉由(3)     51.13  4   4 飯田高   409 三浦 遥果(2)     55.17 

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ
  776 加納 茉弥(2)   420 市沢 日菜(2)

ｶﾉｳ ﾏﾔ ｲﾁｻﾞﾜ ﾋﾅ
  804 中村 綾恵(3)   411 澁谷 希望(3)

ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｴ ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ
  778 田川 茜(2)   406 井口 結花(2)

ﾀｶﾞﾜ ｱｶﾈ ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶ
 5   1 鉢盛中  7432 上條 のあ(2)     51.96  5   8 丸子北中  4494 溝口 智子(2)     55.21 

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾄﾓｺ
 7427 安田 三奈美(3)  4490 小林 奏(3)

ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ
 7423 川井 海帆(3)  4491 土屋 花梨(3)

ｶﾜｲ ｶﾎ ﾂﾁﾔ ｶﾘﾝ
 7421 御子柴 優花(3)  4493 春原 朱里(3)

ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ ｽﾉﾊﾗ ｱｶﾘ
 6   3 信濃中  5223 鶴田 結衣(3)     52.39  6   2 市立長野高   916 宮坂 栞(3)     56.63 

ﾂﾙﾀ ﾕｲ ﾐﾔｻｶ ｼｵﾘ
 5244 永原 朱夏(2)   914 高島 美咲(3)

ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ
 5241 吉村 萌湧(2)   915 宮坂 苑実(3)

ﾖｼﾑﾗ ﾓﾕ ﾐﾔｻｶ ｿﾉﾐ
 5228 堀田 莉紗(3)   919 相澤 ななみ(2)

ﾎｯﾀ ﾘｻ ｱｲｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ
 7   7 下伊那農高   491 春日 優花(2)     53.81   7 更北中  5987 松井 李々菜(3)

ｶｽｶﾞ ﾕｳｶ ﾏﾂｲ ﾘﾘﾅ 失格
  488 串原 礼(3)  5988 関 日菜子(2) R1(3-4)

ｸｼﾊﾗ ﾚｲ ｾｷ ﾋﾅｺ
  492 倉内 遥香(2)  5985 福田 みな美(3)

ｸﾗｳﾁ ﾊﾙｶ ﾌｸﾀﾞ ﾐﾅﾐ
  489 岡山 未来(3)  5980 大野 奈都美(3)

ｵｶﾔﾏ ﾐｷ ｵｵﾉ ﾅﾂﾐ
 8   8 松本蟻ヶ崎高  1864 村山 奈菜(2)     54.33   6 上伊那農高

ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅ 欠場
 1873 中野 美智恵(2)

ﾅｶﾉ ﾐﾁｴ
 1865 島田 明奈(2)

ｼﾏﾀﾞ ｱｷﾅ
 1862 小澤 美紀(2)

ｵｻﾞﾜ ﾐｷ
 9   6 若穂中  5892 中島 未結(2)   1:02.26   9 篠ﾉ井高

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕ 欠場
 5894 戸井田 愛加(2)

ﾄｲﾀ  ｱｲｶ
 5891 田尻 怜夏(2)

ﾀｼﾞﾘ ﾚｲﾅ
 5893 戸井田 夕奈(2)

ﾄｲﾀﾞ ﾕﾅ

女子

4×100m

予選 通過基準  6組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組] [ 4組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 長野吉田高   756 黒岩 夏都妃(3)     50.27 q  1   2 松本大  9088 長村 紋(2)     49.94 q

ｸﾛｲﾜ ﾅﾂｷ ｵｻﾑﾗ ｱﾔ
  751 小山 綾菜(3)  9084 瀧澤 祐未(3)

ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ
  752 花岡 里咲(3)  9079 水澤 志保子(3)

ﾊﾅｵｶ ﾘｻ ﾐｽﾞｻﾜ ｼﾎｺ
  770 小林 咲季(2)  9076 関 真優(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ ｾｷ ﾏﾕ
 2   4 信州大  9113 金子 芽衣(4)     51.07  2   4 飯田風越高   453 小澤 未菜(3)     50.02 q

ｶﾈｺ   ﾒｲ ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ
 9111 宮澤 七夕子(4)   462 関島 友里佳(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ  ﾅﾂｺ ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ
 9150 和田 美彩子(4)   460 菅沼 真洸(2)

ﾜﾀﾞ   ﾐｻｺ ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
 9120 榊原 南実(2)   452 三石 奈穂(3)

ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ
 3   9 裾花中  5711 矢島 朋華(3)     53.06  3   7 大町高  1689 澁谷 麻友(3)     52.28 

ﾔｼﾞﾏ ﾄﾓｶ ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕ
 5712 笠原 茉里(3)  1690 降旗 菜津美(2)

ｶｻﾊﾗ ﾏﾘ ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ
 5715 髙島 衣織(3)  1691 中西 保乃花(2)

ﾀｶｼﾏ ｲｵﾘ ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ
 5710 加藤 詩萌(3)  1688 西澤 萌香(3)

ｶﾄｳ ｼﾎ ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｶ
 4   2 松島中  7081 関﨑 椎菜(3)     56.23  4   3 松川高   398 北見 舞夏(2)     53.75 

ｾｷｻﾞｷ ｼｲﾅ ｷﾀﾐ ﾏｲｶ
 7083 松山 由里香(3)   403 上原 千夏(1)

ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾘｶ ｳｴﾊﾗ ﾁﾅﾂ
 7082 手塚 友貴乃(3)   402 原 明香里(2)

ﾃﾂﾞｶ ﾕｷﾉ ﾊﾗ ｱｶﾘ
 7080 富山 めぐみ(3)   397 家苗  蒔(2)

ﾄﾐﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ ｶﾅｴ ﾏｷ
 5   8 創造学園高  1983 栁瀬 舞(2)   1:03.50  5   5 野沢南高  1245 佐藤 有生(3)     55.28 

ﾔﾅｾ ﾏｲ ｻﾄｳ ﾕｲ
 1981 上條 渓(2)  1250 萩原 千尋(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ
 1982 前澤 朱音(2)  1244 小泉 愛花(3)

ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ ｺｲｽﾞﾐ ｱｲｶ
 1984 村山 陽菜(2)  1247 新津 まり菜(3)

ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ
  7 山ﾉ内中  5005 清水 彩未(2)   8 附属松本中  7457 樋口 萌木(3)

ｼﾐｽﾞ ｱﾐ 失格 ﾋｸﾞﾁ ﾓｴｷﾞ 失格
 5001 秋元 南乃(2) R1(2-3)  7458 宮川 恵衣(3) R1(3-4)

ｱｷﾓﾄ ﾖｼﾉ ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ
 5002 金子 菜々伽(2)  7456 内田 真愛(3)

ｶﾈｺ ﾅﾅｶ ｳﾁﾀﾞ ﾏｱｲ
 5000 小林 野乃華(2)  7454 清水 美好(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾉｶ ｼﾐｽﾞ ﾐﾖｼ
  3 文化学園長野高   985 樺澤 春香(2)   9 浅間中  4132 梅田 佳奈(2)

ｶﾊﾞｻﾜ ﾊﾙｶ 欠場 ｳﾒﾀﾞ ｶﾅ 失格
  984 仲條 芽映(2)  4135 鈴木 風香(2) R1(1-2)

ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ ｽｽﾞｷ ﾌｳｶ
  991 信太 ひなの(3)  4130 鈴木 香琳(3)

ﾉﾌﾞﾀ ﾋﾅﾉ ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ
  994 由井 薫(2)  4131 秋山 咲花(2)

ﾕｲ ｶｵﾙ ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ
  6 諏訪清陵高   6 梓川中

欠場 欠場

4×100m
女子



[ 5組] [ 6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 野沢北高  1228 関 沙紀穂(2)     50.78 q  1   7 上田染谷丘高  1456 堀内 槙乃(2)     50.97 q

ｾｷ ｻｷﾎ ﾎﾘｳﾁ ﾏｷﾉ
 1227 金田 華実(2)  1454 金井 梨里(2)

ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ ｶﾅｲ ﾘﾘ
 1229 土屋 なつみ(2)  1455 細田 真央(2)

ﾂﾁﾔ ﾅﾂﾐ ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ
 1224 山我 杏寿実(3)  1453 岸田 藍(2)

ﾔﾏｶﾞ ｱｽﾞﾐ ｷｼﾀﾞ ｱｲ
 2   8 長野日大高   953 唐澤 美玲(3)     51.49  2   5 佐久長聖高  1310 箕輪 遥(3)     51.41 

ｶﾗｻﾜ ﾐﾚｲ ﾐﾉﾜ ﾊﾙｶ
 2158 戸田 麻由(3)  1300 菊原 麻由奈(3)

ﾄﾀﾞ ﾏﾕ ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ
  958 山口 晏奈(3)  1304 阿部 恵里香(3)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ ｱﾍﾞ ｴﾘｶ
 2155 春原 綾乃(2)  1303 阿部 真里香(3)

ｽﾉﾊﾗ ｱﾔﾉ ｱﾍﾞ ﾏﾘｶ
 3   4 伊那弥生ヶ丘高   312 中山 美奈(2)     52.22  3   6 長野高  2189 渡辺 ゆきの(2)     51.83 

ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ
  314 橋爪 郁未(2)  2181 前田 璃奈(3)

ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ ﾏｴﾀﾞ ﾘﾅ
  311 樋口 由葵(2)  2183 和田 聖奈(3)

ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ ﾜﾀﾞ ｾｲﾅ
  310 久保村 玲衣(2)   820 川村 吉乃(3)

ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ
 4   7 長野東部中  5511 土屋 友佳(3)     52.96  4   4 赤穂中  8226 戸枝 星(2)     52.94 

ﾂﾁﾔ  ﾄﾓｶ ﾄｴﾀﾞ ｱｶﾘ
 5503 伊能 史織(3)  8221 氣賀澤 柚希(3)

ｲﾉｳ  ｼｵﾘ ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ
 5507 小松 紗奈(3)  8231 久保村 優衣(2)

ｺﾏﾂ  ｻﾅ ｸﾎﾞﾑﾗ ﾕｲ
 5506 小林 珠菜(3)  8224 北原 寧々(3)

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀﾏﾅ ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ
 5   6 岡谷東部中  7648 栁澤 唯月(2)     54.12  5   3 小諸高  1347 林 未加(3)     55.40 

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂﾞｷ ﾊﾔｼ ﾐｶ
 7636 宮坂 桃夏(3)  1331 岩崎 若葉(3)

ﾐﾔｻｶ ﾓﾓｶ ｲﾜｻｷ ﾜｶﾊﾞ
 7631 吉岡 綾子(3)  1342 渡邉 希(2)

ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ
 7633 中島 夏美(3)  1350 清水 晶絵(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ
 6   5 塩尻志学館高  1608 青沼 郁絵(2)     54.36  6   2 松本美須々丘高  1855 小口 朱音(2)     56.54 

ｱｵﾇﾏ ｲｸｴ ｵｸﾞﾁ ｱｶﾈ
 1609 良波 美恵(3)  1847 中原 理沙(3)

ﾖｼﾅﾐ ﾐｴ ﾅｶﾊﾗ ﾘｻ
 1605 田畑 真琴(2)  1850 岩垂 瞳(3)

ﾀﾊﾞﾀ ﾏｺﾄ ｲﾜﾀﾞﾚ ﾋﾄﾐ
 1615 北澤 志穂(3)  1849 中島 涼香(3)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾎ ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ
  2 松本県ヶ丘高  1805 鈴木 花音(2)  7   9 篠ﾉ井西中  5843 山田千翔(2)     57.63 

ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ 欠場 ﾔﾏﾀﾞﾁｶ
 1796 小澤 詩歩(3)  5840 酒井 彩花(3)

ｵｻﾞﾜ ｼﾎ ｻｶｲｻﾔｶ
 1795 小坂 奈桜(3)  5842 斉藤あやみ(2)

ｺｻｶ ﾅｵ ｻｲﾄｳｱﾔﾐ
 1797 百瀬 亜希帆(3)  5841 山岸思実(3)

ﾓﾓｾ ｱｷﾎ ﾔﾏｷﾞｼｺﾄﾐ
  9 芦原中   8 大町第一中

欠場 欠場

女子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 豊科北中  6630 湯本 珠実(3)     49.78 

ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ
 6635 臼井 美紅(3)

ｳｽｲ ﾐｸ
 6637 齊藤 静花(3)

ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ
 6636 木村 凌(3)

ｷﾑﾗ ﾘｮｳ
 2   6 飯田風越高   453 小澤 未菜(3)     50.14 

ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ
  462 関島 友里佳(2)

ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ
  460 菅沼 真洸(2)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
  452 三石 奈穂(3)

ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ
 3   7 上田東高  1446 江原 成美(2)     50.33 

ｴﾊﾗ ﾅﾙﾐ
 1443 髙橋 奈弓(3)

ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ
 1445 加藤 恭香(3)

ｶﾄｳ ｷｮｳｶ
 1450 田村 有利奈(1)

ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ
 4   8 長野吉田高   756 黒岩 夏都妃(3)     50.49 

ｸﾛｲﾜ ﾅﾂｷ
  751 小山 綾菜(3)

ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ
  752 花岡 里咲(3)

ﾊﾅｵｶ ﾘｻ
  770 小林 咲季(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ
 5   4 松本大  9088 長村 紋(2)     50.51 

ｵｻﾑﾗ ｱﾔ
 9084 瀧澤 祐未(3)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ
 9079 水澤 志保子(3)

ﾐｽﾞｻﾜ ｼﾎｺ
 9076 関 真優(4)

ｾｷ ﾏﾕ
 6   9 野沢北高  1228 関 沙紀穂(2)     51.13 

ｾｷ ｻｷﾎ
 1227 金田 華実(2)

ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ
 1229 土屋 なつみ(2)

ﾂﾁﾔ ﾅﾂﾐ
 1224 山我 杏寿実(3)

ﾔﾏｶﾞ ｱｽﾞﾐ
 7   2 豊科高  2008 内山 怜奈(3)     51.62 

ｳﾁﾔﾏ ﾚｲﾅ
 2007 山田 愛(3)

ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ
 2006 堀 朱里(3)

ﾎﾘ ｱｶﾘ
 2005 飯島 南(3)

ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ
 8   3 上田染谷丘高  1456 堀内 槙乃(2)     52.00 

ﾎﾘｳﾁ ﾏｷﾉ
 1454 金井 梨里(2)

ｶﾅｲ ﾘﾘ
 1455 細田 真央(2)

ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ
 1453 岸田 藍(2)

ｷｼﾀﾞ ｱｲ

決勝

女子

4×100m



予選 4月27日  8:30
決勝 4月27日 15:55

長野県記録(KR)                3:46.50 長野吉田高                   長野吉田高       2013/08/03  
（小山　綾菜・内山　成実・村上　りさ子・鈴木　千穂）

大会記録(GR)                  3:59.90 長野吉田高                   長野吉田高       2013        

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 長野吉田高   754 鈴木 紗綾(3)   4:04.54 Q  1   5 松本大  9088 長村 紋(2)   4:02.78 Q

ｽｽﾞｷ ｻﾔ ｵｻﾑﾗ ｱﾔ
  752 花岡 里咲(3)  9084 瀧澤 祐未(3)

ﾊﾅｵｶ ﾘｻ ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ
  753 髙橋 文香(3)  9087 中澤 久美(2)

ﾀｶﾊｼ ﾌﾐｶ ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ
  751 小山 綾菜(3)  9079 水澤 志保子(3)

ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ ﾐｽﾞｻﾜ ｼﾎｺ
 2   6 鉢盛中  7432 上條 のあ(2)   4:07.96 q  2   4 篠ﾉ井高  1071 武村 結香(2)   4:11.64 q

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ
 7429 中村 朱里(2)  1103 高橋 梓(3)

ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ
 7427 安田 三奈美(3)  1076 中村 理彩(1)

ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ
 7430 高安 結衣(2)  1106 小野 美紗(3)

ﾀｶﾔｽ ﾕｲ ｵﾉ ﾐｻ
 3   7 上田染谷丘高  1456 堀内 槙乃(2)   4:09.64 q  3   6 長野高  2181 前田 璃奈(3)   4:12.63 q

ﾎﾘｳﾁ ﾏｷﾉ ﾏｴﾀﾞ ﾘﾅ
 1453 岸田 藍(2)  2183 和田 聖奈(3)

ｷｼﾀﾞ ｱｲ ﾜﾀﾞ ｾｲﾅ
 1455 細田 真央(2)  2189 渡辺 ゆきの(2)

ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ
 1457 田川 綺菜(2)   820 川村 吉乃(3)

ﾀｶﾞﾜ ｱﾔﾅ ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ
 4   4 文化学園長野高   985 樺澤 春香(2)   4:13.75  4   7 松商学園高  1916 新井 咲(2)   4:21.26 

ｶﾊﾞｻﾜ ﾊﾙｶ ｱﾗｲ ｻｷ
  991 信太 ひなの(3)  1924 倉沢 果歩(1)

ﾉﾌﾞﾀ ﾋﾅﾉ ｸﾗｻﾜ ｶﾎ
  984 仲條 芽映(2)  1919 奥島 彩葉(2)

ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ ｵｸｼﾏ ｻﾖ
  994 由井 薫(2)  1918 加藤 優美(2)

ﾕｲ ｶｵﾙ ｶﾄｳ ﾕｳﾐ
 5   3 野沢北高  1226 木下 真凜(3)   4:19.33  5   9 市立長野高   919 相澤 ななみ(2)   4:23.29 

ｷﾉｼﾀ ﾏﾘﾝ ｱｲｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ
 1229 土屋 なつみ(2)   914 高島 美咲(3)

ﾂﾁﾔ ﾅﾂﾐ ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ
 1223 小宮山 悠(3)   916 宮坂 栞(3)

ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ ﾐﾔｻｶ ｼｵﾘ
 1224 山我 杏寿実(3)   915 宮坂 苑実(3)

ﾔﾏｶﾞ ｱｽﾞﾐ ﾐﾔｻｶ ｿﾉﾐ
 6   8 創造学園高  1981 上條 渓(2)   4:35.33  6   2 飯田高   406 井口 結花(2)   4:25.92 

ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶ
 1982 前澤 朱音(2)   411 澁谷 希望(3)

ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ
 1984 村山 陽菜(2)   420 市沢 日菜(2)

ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ ｲﾁｻﾞﾜ ﾋﾅ
 1983 栁瀬 舞(2)   409 三浦 遥果(2)

ﾔﾅｾ ﾏｲ ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ
 7   2 諏訪清陵高    76 野口 那奈美(3)   4:41.32  7   8 軽井沢A&AC   4:28.39 

ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ
   82 寺島 菜穂(2)

ﾃﾗｼﾏ ﾅﾎ
   81 笠原 百華(2)

ｶｻﾊﾗ ﾓﾓｶ
   78 中村 日菜子(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅｺ
  9 下伊那農高   3 佐久長聖高  1310 箕輪 遥(3)

欠場 ﾐﾉﾜ ﾊﾙｶ 失格
 1303 阿部 真里香(3) T3

ｱﾍﾞ ﾏﾘｶ
 1304 阿部 恵里香(3)

ｱﾍﾞ ｴﾘｶ
 1300 菊原 麻由奈(3)

ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ

女子

4×400m

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



[ 3組] [ 4組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 飯田風越高   452 三石 奈穂(3)   4:12.92 Q  1   5 木曽青峰高  1580 池井 陽子(3)   4:14.62 Q

ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ ｲｹｲ ﾖｳｺ
  453 小澤 未菜(3)  1588 畑 美織(2)

ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ ﾊﾀ ﾐｵﾘ
  460 菅沼 真洸(2)  1589 安田 若菜(2)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ
  462 関島 友里佳(2)  1583 征矢 望(3)

ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ
 2   3 大町高  1690 降旗 菜津美(2)   4:24.71  2   4 伊那弥生ヶ丘高   312 中山 美奈(2)   4:18.77 

ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ
 1688 西澤 萌香(3)   310 久保村 玲衣(2)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｶ ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ
 1691 中西 保乃花(2)   311 樋口 由葵(2)

ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ
 1689 澁谷 麻友(3)   314 橋爪 郁未(2)

ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕ ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ
 3   9 松本蟻ヶ崎高  1868 丸山 千花(2)   4:26.36  3   3 諏訪二葉高    90 丹羽 朱里(3)   4:25.54 

ﾏﾙﾔﾏ ﾁｶ ﾆﾜ ｱｶﾘ
 1866 土屋 帆南(2)    91 植栗 彩加(3)

ﾂﾁﾔ ﾎﾅﾐ ｳｴｸﾘ ｱﾔｶ
 1862 小澤 美紀(2)    94 井尻 茉莉香(2)

ｵｻﾞﾜ ﾐｷ ｲｼﾞﾘ ﾏﾘｶ
 1873 中野 美智恵(2)    93 森本 紀乃(2)

ﾅｶﾉ ﾐﾁｴ ﾓﾘﾓﾄ ｷﾉ
 4   2 松本美須々丘高  1855 小口 朱音(2)   4:26.74  4   7 小諸高  1347 林 未加(3)   4:30.44 

ｵｸﾞﾁ ｱｶﾈ ﾊﾔｼ ﾐｶ
 1850 岩垂 瞳(3)  1345 柳沢 有香(3)

ｲﾜﾀﾞﾚ ﾋﾄﾐ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ
 1849 中島 涼香(3)  1342 渡邉 希(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ
 1853 蛭田 凜(3)  1350 清水 晶絵(2)

ﾋﾙﾀ ﾘﾝ ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ
  4 松本県ヶ丘高  1806 山田 紋花(2)   2 長野西高   778 田川 茜(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 失格 ﾀｶﾞﾜ ｱｶﾈ 欠場
 1795 小坂 奈桜(3) T3   776 加納 茉弥(2)

ｺｻｶ ﾅｵ ｶﾉｳ ﾏﾔ
 1803 蟹澤 佑夏(2)   809 山本 楓(2)

ｶﾆｻﾜ ﾕｶ ﾔﾏﾓﾄ ｶｴﾃﾞ
 1805 鈴木 花音(2)   801 小松 千紗(3)

ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ ｺﾏﾂ ﾁｻ
  6 上伊那農高   6 上田東高

欠場 欠場

  7 丸子修学館高   8 信州大
欠場 欠場

  8 松川高
欠場

女子

4×400m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 長野吉田高   756 黒岩 夏都妃(3)   4:03.54 

ｸﾛｲﾜ ﾅﾂｷ
  752 花岡 里咲(3)

ﾊﾅｵｶ ﾘｻ
  753 髙橋 文香(3)

ﾀｶﾊｼ ﾌﾐｶ
  751 小山 綾菜(3)

ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ
 2   4 飯田風越高   452 三石 奈穂(3)   4:08.03 

ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ
  453 小澤 未菜(3)

ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ
  460 菅沼 真洸(2)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
  462 関島 友里佳(2)

ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ
 3   5 松本大  9076 関 真優(4)   4:08.53 

ｾｷ ﾏﾕ
 9084 瀧澤 祐未(3)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ
 9087 中澤 久美(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ
 9079 水澤 志保子(3)

ﾐｽﾞｻﾜ ｼﾎｺ
 4   8 鉢盛中  7432 上條 のあ(2)   4:09.19 

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ
 7429 中村 朱里(2)

ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ
 7427 安田 三奈美(3)

ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ
 7430 高安 結衣(2)

ﾀｶﾔｽ ﾕｲ
 5   9 上田染谷丘高  1454 金井 梨里(2)   4:12.40 

ｶﾅｲ ﾘﾘ
 1453 岸田 藍(2)

ｷｼﾀﾞ ｱｲ
 1455 細田 真央(2)

ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ
 1457 田川 綺菜(2)

ﾀｶﾞﾜ ｱﾔﾅ
 6   3 篠ﾉ井高  1076 中村 理彩(1)   4:14.45 

ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ
 1103 高橋 梓(3)

ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ
 1106 小野 美紗(3)

ｵﾉ ﾐｻ
 1071 武村 結香(2)

ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ
 7   7 木曽青峰高  1580 池井 陽子(3)   4:18.23 

ｲｹｲ ﾖｳｺ
 1588 畑 美織(2)

ﾊﾀ ﾐｵﾘ
 1589 安田 若菜(2)

ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ
 1583 征矢 望(3)

ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ
 8   2 長野高  2183 和田 聖奈(3)   4:18.26 

ﾜﾀﾞ ｾｲﾅ
 2181 前田 璃奈(3)

ﾏｴﾀﾞ ﾘﾅ
 2189 渡辺 ゆきの(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ
  820 川村 吉乃(3)

ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ

4×400m
決勝

女子



決勝 4月26日 13:30

長野県記録(KR)                   1.81 屋ヶ田　直美                 中央大           1984/10/05  
大会記録(GR)                     1.70 上原久美恵                   岡谷東高         1977        

小島　昌子                   伊那弥生ヶ丘高   1977        

戸谷 真理子 大会タイ
ﾄﾔ ﾏﾘｺ 飯田市陸協
小野 美紗(3)
ｵﾉ ﾐｻ 篠ﾉ井高
有賀 楓子(3)
ｱﾙｶﾞ ﾌｳｺ 新潟医福大
山我 杏寿実(3)
ﾔﾏｶﾞ ｱｽﾞﾐ 野沢北高
桑原 杏菜(3)
ｸﾜﾊﾞﾗ ｱﾝﾅ 木曽青峰高
岩崎 ちひろ(2)
ｲﾜｻｷ ﾁﾋﾛ 長野吉田高
柘植 みなみ(2)
ﾂｹ ﾞﾐﾅﾐ 下諏訪向陽高
齋藤 汐音(3)
ｻｲﾄｳ ｼｵﾈ 丸ﾉ内中
島田 明奈(2)
ｼﾏﾀﾞ ｱｷﾅ 松本蟻ヶ崎高
鳥羽 美空(3)
ﾄﾊﾞ ﾐｿﾗ 穂高商業高
荒井 利奈(1)
ｱﾗｲ ﾘﾅ 須坂高
井原 夏見(2)
ｲﾊﾗ ﾅﾂﾐ 長野高
唐澤 遥奈(2)
ｶﾗｻﾜ ﾊﾙﾅ 伊那西高
岡澤 希(2)
ｵｶｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 長野商高
小林 沙彩(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 松商学園高
串原 礼(3)
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農高
上澤 美波(2)
ｶﾐｻﾜ ﾐﾅﾐ 飯田風越高
髙見沢 菜央(3)
ﾀｶﾐｻﾜ ﾅｵ 上田第五中
鈴木 花音(2)
ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ 松本県ヶ丘高
溝尾 彩夏(3)
ﾐｿﾞｵ ｱﾔｶ 塩尻志学館高
山口 はづき(3)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾂﾞｷ 箕輪中
上沼 瑞季(3)
ｳｴﾇﾏ ﾐｽﾞｷ 附属松本中
胡桃 沙紀(3)
ｸﾙﾐ ｻｷ 穂高西中
齊藤 由佳(2)
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高陵中
北村 晶(2)
ｷﾀﾑﾗ ｱｷ 長野商高
萩原 千尋(2)
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 野沢南高
清水 香那(3)
ｼﾐｽﾞ ｶﾅ 文化学園長野高
竹ﾉ内 楓(2) 記録なし
ﾀｹﾉｳﾁ ｶｴﾃﾞ 飯山城北中
塚原 芽衣(2) 記録なし
ﾂｶﾊﾗ ﾒｲ 上田第五中
上原 彩香(2) 記録なし
ｳｴﾊﾗ ｱﾔｶ 上田第四中
酒井 彩花(3) 記録なし
ｻｶｲｻﾔｶ 篠ﾉ井西中
伊藤 結菜(2) 記録なし
ｲﾄｳ ﾕｲﾅ 茅野東部中
西原 あかり(3) 記録なし
ﾆｼﾊﾗ ｱｶﾘ 穂高西中
市沢 日菜(2) 記録なし
ｲﾁｻﾞﾜ ﾋﾅ 飯田高
金箱 ちひろ(2) 記録なし
ｶﾈﾊﾞｺ ﾁﾋﾛ 上田第四中
峰村 朋佳(2) 記録なし
ﾐﾈﾑﾗ ﾄﾓｶ 飯山城北中
山際 李奈(3) 記録なし
ﾔﾏｷﾞﾜ ﾘﾅ 上田第四中
塚本 美乃(2) 記録なし
ﾂｶﾓﾄ ﾖｼﾉ 浅間中
曽根原 可菜(1) 記録なし
ｿﾈﾊﾗ ｶﾅ 大町高
淺田 美桜(3) 記録なし
ｱｻﾀﾞ ﾐｵ 辰野中
萬場 ｹｲ(3) 記録なし
ﾏﾝﾊﾞ ｹｲ 飯山北高
林 未加(3) 記録なし
ﾊﾔｼ ﾐｶ 小諸高
片桐 瑠菜(2) 欠場
ｶﾀｷﾞﾘ ﾙﾅ 辰野中
吉村 彩加(2) 欠場
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野高
神谷 梨緒菜(3) 欠場
ｶﾐﾔ   ﾘｵﾅ 北佐久農高
谷口 真生(2) 欠場
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｵ 信明中
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決勝 4月27日  9:30

長野県記録(KR)                   4.01 前田　朋子                   ヤマトヤＴＣ     2005/08/08  
大会記録(GR)                     3.80 前田　朋子                   中京大           2001        

小林 奏(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 丸子北中
宮澤 麗(3)
ﾐﾔｻﾞﾜ ｳﾗﾗ 長野吉田高
宇原 萌々香(2)
ｳﾊﾗ ﾓﾓｶ 田川高
郷津 樹(2)
ｺﾞｳﾂﾞ ｲﾂｷ 新潟医福大
田中 莉佳子(2)
ﾀﾅｶ ﾘｶｺ 長野工高
両角 茜音(2)
ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｶﾈ 諏訪清陵高
井口 結花(2)
ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶ 飯田高
室賀 絢水(3)
ﾑﾛｶﾞ ｱﾐ 更北中
小林 和可奈(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ 須坂東高
清水 美佳(3)
ｼﾐｽﾞ ﾐｶ 原中
町田 桃佳(3)
ﾏﾁﾀﾞ ﾓﾓｶ 長野清泉高
金屋 千奈帆(3)
ｶﾅﾔ ﾁﾅﾎ 上田第五中
宮崎 希(2)
ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 伊那弥生ヶ丘高
荒井 菜々風(2)
ｱﾗｲ ﾅﾅｶ 原中
鎌倉 未有(2)
ｶﾏｸﾗ ﾐﾕ 原中
犬飼 郁美(3) 記録なし
ｲﾇｶｲ ｲｸﾐ 更北中
山嵜 美穂(2) 記録なし
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾎ 上田第五中
高野 愛花(2) 記録なし
ﾀｶﾉ ｱｲｶ 箕輪中
亀山 知世(3) 記録なし
ｶﾒﾔﾏ ﾄﾓﾖ 箕輪中
金子 未羽(3) 記録なし
ｶﾈｺ ﾐｳ 丸子北中
江原 成美(2) 記録なし
ｴﾊﾗ ﾅﾙﾐ 上田東高
原 裕美佳(3) 記録なし
ﾊﾗ ﾕﾐｶ 高遠高
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予選 (1,2組) 4月27日  9:30
決勝 4月27日 15:00

長野県記録(KR)                   6.41 湶　純江                     長野スズキ       1976/04/25  
大会記録(GR)                     6.41 湶　　純江                   長野スズキ       1976        

[ 1組]

森本 知隼(3)   5.37   5.37 Q
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 塩尻中   +0.3   +0.3
加藤 恭香(3)   5.18   5.18 Q
ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東高   +0.9   +0.9
堀田 莉紗(3)   4.83   4.88   5.05   5.05 Q
ﾎｯﾀ ﾘｻ 信濃中   +0.3   -1.8   +1.2   +1.2
駒村 梨奈(2)   4.94   4.97    x   4.97 Q
ｺﾏﾑﾗ ﾘﾅ 篠ﾉ井高   +0.9   +0.6   +0.6
青木 七海(3)   4.38   4.90    x   4.90 Q
ｱｵｷ ﾅﾅﾐ 信明中   +0.6   +2.2   +2.2
安田 若菜(2)    x   4.90   4.90 Q
ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 木曽青峰高   -0.7   -0.7
堀内 槙乃(2)   4.52   4.86   4.86 Q
ﾎﾘｳﾁ ﾏｷﾉ 上田染谷丘高   +1.0   +1.8   +1.8
大日方 紗愛(2)   4.84   4.84 Q
ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ 中京大   +0.2   +0.2
栗空 亜沙美(2)   4.80   4.80 Q
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰高   +1.2   +1.2
黒岩 夏都妃(3)   4.71   4.58   4.71 
ｸﾛｲﾜ ﾅﾂｷ 長野吉田高   -0.7   +0.5   -0.7
畑 美織(2)   4.57   4.69   4.66   4.69 
ﾊﾀ ﾐｵﾘ 木曽青峰高   +1.0   +1.8    0.0   +1.8
片桐 穂花(2)    x   4.63   4.61   4.63 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 望月AC   +0.6   +1.1   +0.6
小坂 奈桜(3)    x   4.20   4.54   4.54 
ｺｻｶ ﾅｵ 松本県ヶ丘高   +2.2   +0.4   +0.4
風間 ほのか(2)   4.47   4.46   4.49   4.49 
ｶｻﾞﾏ ﾎﾉｶ 長野西高   +1.1   +1.0   -1.2   -1.2
水田 晴南(2)    x   4.49    o   4.49 
ﾐｽﾞﾀ ﾊﾙﾅ 長野商高   +1.7   +1.7
栗空 実穂(2)   4.46    o    x   4.46 
ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ 王滝中   +0.6   +0.6
五味 美桜奈(3)    x   4.45    o   4.45 
ｺﾞﾐ ﾐｵﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   -0.4   -0.4
小林 茉由(3)   4.01   4.44    o   4.44 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ 長野西高   +0.6   -1.0   -1.0
鈴木 香琳(3)   3.49    o   4.41   4.41 
ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 浅間中   +0.8   -0.6   -0.6
星野 美音(2)    x   4.38    o   4.38 
ﾎｼﾉ ﾐｵﾝ 松本蟻ヶ崎高   +1.7   +1.7
楠 玲菜(3)   4.36    o    x   4.36 
ｸｽﾉｷ ﾚﾅ 長野清泉高   +1.7   +1.7
澁谷 麻友(3)   4.29    o    o   4.29 
ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕ 大町高   +0.4   +0.4
春原 朱里(3)   4.22    o    o   4.22 
ｽﾉﾊﾗ ｱｶﾘ 丸子北中   +1.4   +1.4
井原 夏見(2)   4.21    o    o   4.21 
ｲﾊﾗ ﾅﾂﾐ 長野高   +1.9   +1.9
吉川 夏鈴(2)   4.16    o    o   4.16 
ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ 飯田風越高   +0.6   +0.6
町田 桃佳(3)    -    -   4.11   4.11 
ﾏﾁﾀﾞ ﾓﾓｶ 長野清泉高    0.0    0.0
名取 奈々海(3)   4.11    o    o   4.11 
ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ 永明中   +0.1   +0.1
柴田 果奈(3)   3.95    o    o   3.95 
ｼﾊﾞﾀ ｶﾅ 長野西高   +1.1   +1.1
橋本 実季(2)   3.95    x    x   3.95 
ﾊｼﾓﾄ ﾐｷ 野沢南高   +1.5   +1.5
梅田 佳奈(2)    -   3.92    o   3.92 
ｳﾒﾀﾞ ｶﾅ 浅間中   +2.3   +2.3
矢島 なつみ(3)   3.92    o    o   3.92 
ﾔｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ 裾花中   +2.3   +2.3
清水 晶絵(2)    x   3.87    o   3.87 
ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ 小諸高   +2.5   +2.5
藤井 遥(3)   3.84    o    x   3.84 
ﾌｼﾞｲ ﾊﾙｶ 櫻ヶ岡中   +0.4   +0.4
宮澤 裕子(2)   3.81    o    -   3.81 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｺ 明科高   +1.6   +1.6
杉原 美穂(3)    x    x   3.80   3.80 
ｽｷﾞﾊﾗ ﾐﾎ 伊那弥生ヶ丘高   -0.5   -0.5
樫詰 杏(2)   3.77    x    x   3.77 
ｶｼﾂﾞﾒ ｱﾝｽﾞ 筑摩野中   +1.5   +1.5
鈴木 風香(2)    x   3.66    o   3.66 
ｽｽﾞｷ ﾌｳｶ 浅間中   +1.8   +1.8
古林 あみ(3)   3.52    o    o   3.52 
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ｱﾐ 筑摩野中   +0.7   +0.7
小池 桃歌(3)    x   3.42    o   3.42 
ｺｲｹ ﾓﾓｶ 赤穂中   +1.2   +1.2
矢島 芽依(1)    x    x    x 記録なし
ﾔｼﾞﾏ ﾒｲ 佐久長聖高
櫻井 結月(2) 欠場
ｻｸﾗｲ ﾕﾂﾞｷ 伊那東部中
綿貫 あや(2) 欠場
ﾜﾀﾇｷ ｱﾔ 伊那東部中
柳沢 優菜(2)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾅ 坂城中
桐山 明日香(4)
ｷﾘﾔﾏ ｱｽｶ 日女体大
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[ 2組]

青木 亜里沙(2)   5.37    -    -   5.37 Q
ｱｵｷ ｱﾘｻ 新潟医福大   +0.4   +0.4
西村 千明(2)   5.21    -    -   5.21 Q
ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 伊那北高   +1.7   +1.7
市岡 奈月(1)   5.09    -    -   5.09 Q
ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 東京学芸大   +0.6   +0.6
山田 愛(3)   5.08    -    -   5.08 Q
ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 豊科高    0.0    0.0
小林 咲季(2)    x   4.96    -   4.96 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ 長野吉田高   +0.8   +0.8
小澤 詩歩(3)   4.94    -    -   4.94 Q
ｵｻﾞﾜ ｼﾎ 松本県ヶ丘高   +1.8   +1.8
原田 希央梨(2)   4.62   4.70   4.88   4.88 Q
ﾊﾗﾀﾞ ｷｵﾘ 飯山北高   +0.8   -1.3   +0.4   +0.4
百瀬 亜希帆(3)   4.88    -    -   4.88 Q
ﾓﾓｾ ｱｷﾎ 松本県ヶ丘高   +0.8   +0.8
安田 弘江    x    x   4.82   4.82 Q
ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛｴ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +1.9   +1.9
畑 瑠衣菜(3)   4.70    x   4.65   4.70 
ﾊﾀ ﾙｲﾅ 穂高商業高   +0.1   -0.9   +0.1
湯本 珠実(3)   4.63   4.47    x   4.63 
ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 豊科北中   +0.5   -1.1   +0.5
三浦 遥果(2)   4.56   4.59    x   4.59 
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田高   +0.3   -0.8   -0.8
細田 真央(2)   4.53    o   4.59   4.59 
ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘高   +0.1   +0.4   +0.4
佐藤 有生(3)    x   4.46   4.53   4.53 
ｻﾄｳ ﾕｲ 野沢南高    0.0   +0.7   +0.7
土屋 みやび(2)    x   4.49   4.47   4.49 
ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ 軽井沢A&AC   +0.5   +0.6   +0.5
清水 千亜紀(3)    x   4.36   4.45   4.45 
ｼﾐｽﾞ ﾁｱｷ 望月AC   +1.3   +0.5   +0.5
小松 礼佳(3)   4.24    o   4.43   4.43 
ｺﾏﾂ ｱﾔｶ 長野高   +0.7   +2.0   +2.0
大塚 咲季(2)   4.43    x    o   4.43 
ｵｵﾂｶ ｻｷ 坂城中   +0.7   +0.7
荒井 葵凪(3)   4.31    o    o   4.31 
ｱﾗｲ ｷﾅｷﾞ 塩尻広陵中   +1.9   +1.9
福田 みな美(3)   4.30    o    o   4.30 
ﾌｸﾀﾞ ﾐﾅﾐ 更北中   +1.1   +1.1
溝尾 彩夏(3)   4.22    o    o   4.22 
ﾐｿﾞｵ ｱﾔｶ 塩尻志学館高   +0.2   +0.2
岡山 未来(3)   4.19    o    o   4.19 
ｵｶﾔﾏ ﾐｷ 下伊那農高   +1.5   +1.5
倉内 遥香(2)    x   4.11    o   4.11 
ｸﾗｳﾁ ﾊﾙｶ 下伊那農高   +0.6   +0.6
井口 咲(3)   4.07    o    o   4.07 
ｲｸﾞﾁ ｻｷ 岡谷北部中   +0.4   +0.4
倉持 杏都(3)    x   4.03    x   4.03 
ｸﾗﾓﾁ ｱｽﾞ 更北中   +2.1   +2.1
鳥羽 美空(3)   4.00    x    o   4.00 
ﾄﾊﾞ ﾐｿﾗ 穂高商業高    0.0    0.0
溝口 智子(2)   3.98    o    o   3.98 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 丸子北中   +0.5   +0.5
内田 真愛(3)   3.95    o    o   3.95 
ｳﾁﾀﾞ ﾏｱｲ 附属松本中   +0.8   +0.8
赤澤 亜実(2)   3.94    o    o   3.94 
ｱｶｻﾞﾜ ｱﾐ 信明中   +2.9   +2.9
常盤 みのり(3)    x    x   3.93   3.93 
ﾄｷﾜ ﾐﾉﾘ 松代高   -0.2   -0.2
塚間 美貴(2)   3.92    x    o   3.92 
ﾂｶﾏ ﾐｷ 辰野中   +0.9   +0.9
市橋 史佳(3)   3.89    x    o   3.89 
ｲﾁﾊｼ ﾌﾐｶ 信明中   +1.8   +1.8
村山 奈菜(2)   3.73    o    o   3.73 
ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅ 松本蟻ヶ崎高   +1.4   +1.4
松岡 みず穂(2)    x   3.68    o   3.68 
ﾏﾂｵｶ ﾐｽﾞﾎ 筑摩野中   +0.2   +0.2
川島 夕芽(3)   3.64    o    o   3.64 
ｶﾜｼﾏ ﾕﾒ 箕輪中   +0.5   +0.5
青島 まど華(2)   3.64    o    o   3.64 
ｱｵｼﾏ ﾏﾄﾞｶ 王滝中   +1.5   +1.5
矢口 未佳(3)    x   3.36    x   3.36 
ﾔｸﾞﾁ ﾐｶ 広徳中   +0.4   +0.4
秋山 咲花(2)    -    o   3.28   3.28 
ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ 浅間中   -1.7   -1.7
酒井 珠良(2)    x    x    x 記録なし
ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ 上伊那農高
武江 真歩(3)    x    x    x 記録なし
ﾀｹｴ ﾏﾎ 穂高西中
山岸 良美(2)
ﾔﾏｷﾞｼ ﾖｼﾐ 中野立志館高
宮澤 歩(2)
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 箕輪中
吉村 彩加(2)
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野高
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 ３回の
 最高記録

加藤 恭香(3)   5.06   5.27    x    5.27   5.34   5.43   5.56    5.56 
ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東高   -1.7   +3.3    +3.3   +1.4   +3.0   +2.2    +2.2
森本 知隼(3)   5.40   5.49   5.53    5.53   5.54   5.53    x    5.54 
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 塩尻中   -3.4   +2.8   +4.0    +4.0   +2.4   +1.8    +2.4
青木 亜里沙(2)   4.87    x   5.38    5.38   5.15    x   5.53    5.53 
ｱｵｷ ｱﾘｻ 新潟医福大   -3.6   +2.7    +2.7   +3.9   +2.0    +2.0
西村 千明(2)   5.16    x   5.47    5.47   5.41   2.48   5.43    5.47 
ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 伊那北高   -0.7   +1.5    +1.5   +3.1   +4.5   +1.1    +1.5
市岡 奈月(1)   5.03   5.20   5.29    5.29   5.09   5.31   5.34    5.34 
ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 東京学芸大   -0.8   +2.9   +3.4    +3.4   +2.1   +3.5   +3.3    +3.3
山田 愛(3)    x   5.17   5.13    5.17   5.20   5.21   5.13    5.21 
ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 豊科高   +4.0   +1.2    +4.0   +1.5   +4.8   +2.9    +4.8
駒村 梨奈(2)    x   5.14    x    5.14   4.71    x   5.10    5.14 
ｺﾏﾑﾗ ﾘﾅ 篠ﾉ井高   +3.1    +3.1   +2.4   +2.3    +3.1
堀田 莉紗(3)   4.58   5.13   4.85    5.13   5.04    x   5.13    5.13 
ﾎｯﾀ ﾘｻ 信濃中   -0.5   +2.3   +4.1    +2.3   +2.2   +2.1    +2.1
小澤 詩歩(3)   5.00   5.09   4.97    5.09    5.09 
ｵｻﾞﾜ ｼﾎ 松本県ヶ丘高   -2.8   +2.1   +1.6    +2.1    +2.1
栗空 亜沙美(2)   4.70   4.88   5.03    5.03    5.03 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰高   -4.0   +0.3   +3.8    +3.8    +3.8
百瀬 亜希帆(3)   4.87   4.99    x    4.99    4.99 
ﾓﾓｾ ｱｷﾎ 松本県ヶ丘高   -0.8   +3.7    +3.7    +3.7
青木 七海(3)    x    x   4.90    4.90    4.90 
ｱｵｷ ﾅﾅﾐ 信明中   +4.0    +4.0    +4.0
安田 弘江   4.65   4.89    x    4.89    4.89 
ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛｴ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +0.3   +4.6    +4.6    +4.6
大日方 紗愛(2)   4.85    x    x    4.85    4.85 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ 中京大   -3.0    -3.0    -3.0
原田 希央梨(2)   4.54   4.45   4.84    4.84    4.84 
ﾊﾗﾀﾞ ｷｵﾘ 飯山北高   -3.4   +0.6   +3.4    +3.4    +3.4
小林 咲季(2)   4.80    x    x    4.80    4.80 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ 長野吉田高   -4.0    -4.0    -4.0
堀内 槙乃(2)   4.64    x    x    4.64    4.64 
ﾎﾘｳﾁ ﾏｷﾉ 上田染谷丘高   -2.0   +3.9    -2.0    -2.0
安田 若菜(2)    x    x    -     x 記録なし
ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 木曽青峰高
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決勝 4月26日  9:30

 ３回の
 最高記録

三澤 涼子    x  11.67  11.71   11.71    x    x    x   11.71 
ﾐｻﾜ ﾘｮｳｺ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ   -0.1   +0.2    +0.2    +0.2
飯島 南(3)  10.54    x  10.83   10.83    x    x  10.68   10.83 
ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 豊科高   +1.6   +1.6    +1.6   -0.5    +1.6
西澤 香    x    x    x    x  10.52  10.77   10.77 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｵﾘ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   -1.0   +2.0    +2.0
町田 桃佳(3)    x    x   9.73    9.73    x    x    x    9.73 
ﾏﾁﾀﾞ ﾓﾓｶ 長野清泉高   +1.7    +1.7    +1.7
楠 玲菜(3)    x    x   9.45    9.45    x    x   9.51    9.51 
ｸｽﾉｷ ﾚﾅ 長野清泉高   +0.5    +0.5   +1.9    +1.9
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決勝
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決勝 4月27日 10:10

長野県記録(KR)                  13.70 鷹野　絹子                   東京女子体育大   1980/10/16  
大会記録(GR)                    13.12 大矢　結麻                   丸子実業高       2006        

 ３回の
 最高記録

稲森 渚(3)
ｲﾅﾓﾘ ﾅｷﾞｻ 須坂園芸高
中川 希(3)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 松商学園高
佐藤 芹香(2)
ｻﾄｳ ｾﾘｶ 佐久長聖高
新津 まり菜(3)
ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ 野沢南高
佐藤 ゆきの(3)
ｻﾄｳ ﾕｷﾉ 松商学園高
永井 琴美(2)
ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ 上田東高
竹内 恵(3)
ﾀｹｳﾁ ﾒｸﾞﾐ 長野日大高
細井 友香(1)
ﾎｿｲ ﾕｳｶ 伊那西高
藤 未左衣(3)
ﾌｼﾞ ﾐｻｷ 丸子修学館高
登内 彩香(3)
ﾄﾉｳﾁ ｱﾔｶ 伊那西高
下村 芽生(2)
ｼﾀﾑﾗ ﾒｲ 木曽青峰高
向山 ひより(2)
ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 上伊那農高
小林 優乃(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ 岩村田高
土屋 花梨(3)
ﾂﾁﾔ ｶﾘﾝ 丸子北中
中野 美智恵(2)
ﾅｶﾉ ﾐﾁｴ 松本蟻ヶ崎高
堀内 美佳(2)
ﾎﾘｳﾁ ﾐｶ 伊那弥生ヶ丘高
小池 友里恵(2)
ｺｲｹ ﾕﾘｴ 篠ﾉ井高
滋田 祐希(3)
ｼｹﾞﾀ ﾕｳｷ 旭町中
中村 綾恵(3)
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｴ 長野西高
中村 公香(3)
ﾅｶﾑﾗ ｷﾐｶ 鉢盛中
巾 こと美(2)
ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ 王滝中
藤本優佳(2)
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｶ 王滝中
吉澤 涼夏(3)
ﾖｼｻﾞﾜ ｽｽﾞｶ 篠ﾉ井高
上倉 由緒子(2)
ｶﾐｸﾗ ﾕﾕｺ 飯山北高
山岸 亜由美(3)
ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾕﾐ 長野西高
山本 佳奈(3)
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 豊科北中
黒川 芹奈(3)
ｸﾛｶﾜ ｾﾘﾅ 飯田高陵中
竹内 乃亜(3)
ﾀｹｳﾁ ﾉｱ 飯田高陵中
峰村 采花(3)
ﾐﾈﾑﾗ ｱﾔｶ 広徳中
中畑 未来(3)
ﾅｶﾊﾀ ﾐｸ 木曽青峰高
宮澤 あかね(3)
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｶﾈ 辰野中
下里 あかり(2)
ｼﾓｻﾄ ｱｶﾘ 豊科北中
足立 瑠莉子(3)
ｱﾀﾞﾁ ﾙﾘｺ 飯山城北中
長野 美里(3)
ﾅｶﾞﾉ ﾐｻﾄ 須坂園芸高
矢口 聖佳(2)
ﾔｸﾞﾁ ｾｲｶ 長野吉田高
矢澤 瑠佳(3)
ﾔｻﾞﾜ ﾙｶ 軽井沢A&AC
北島 未来(2)
ｷﾀｼﾞﾏ ﾐｸ 文化学園長野高
篠澤 ひより(2)
ｻｻｻﾞﾜ ﾋﾖﾘ 浅間中
上原 彩香(2)
ｳｴﾊﾗ ｱﾔｶ 上田第四中
黛 ひより(2) 記録なし
ﾏﾕｽﾞﾐ ﾋﾖﾘ 浅間中
有賀 渚(2) 欠場
ｱﾙｶﾞ ﾅｷﾞｻ 岡谷東高
佐々木 梨香(3) 欠場
ｻｻｷ ﾘｶ 丸子修学館高
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決勝 4月26日 12:30

長野県記録(KR)                  45.73 中島　沙織                   国士舘大         2008/08/30  
大会記録(GR)                    42.02 倉井　恵子                   東京女体大       1977        

 ３回の
 最高記録

新津 まり菜(3)
ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ 野沢南高
稲森 渚(3)
ｲﾅﾓﾘ ﾅｷﾞｻ 須坂園芸高
竹入 愛彩美(2)
ﾀｹｲﾘ ｱｻﾐ 上伊那農高
吉澤 涼夏(3)
ﾖｼｻﾞﾜ ｽｽﾞｶ 篠ﾉ井高
佐藤 芹香(2)
ｻﾄｳ ｾﾘｶ 佐久長聖高
小山 彩綺(1)
ｺﾔﾏ  ｻｷ 市立長野高
小林 優乃(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ 岩村田高
小池 友里恵(2)
ｺｲｹ ﾕﾘｴ 篠ﾉ井高
山岸 亜由美(3)
ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾕﾐ 長野西高
佐藤 ゆきの(3)
ｻﾄｳ ﾕｷﾉ 松商学園高
永井 琴美(2)
ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ 上田東高
藤 未左衣(3)
ﾌｼﾞ ﾐｻｷ 丸子修学館高
宮澤 瑠衣(2)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙｲ 梓川高
登内 彩香(3)
ﾄﾉｳﾁ ｱﾔｶ 伊那西高
下村 芽生(2)
ｼﾀﾑﾗ ﾒｲ 木曽青峰高
勝山 理沙(2)
ｶﾂﾔﾏ ﾘｻ 梓川高
平松 美音(2)
ﾋﾗﾏﾂ ﾐｵ 文化学園長野高
北澤 志穂(3)
ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾎ 塩尻志学館高
佐々木 梨香(3)
ｻｻｷ ﾘｶ 丸子修学館高
名澤 幸香(3)
ﾅｻﾞﾜ ﾕｷｶ 更級農業高
霜村 明里(2)
ｼﾓﾑﾗ ｱｶﾘ 長野西高
増尾 小春(2)
ﾏｽｵ ｺﾊﾙ 飯山北高
桑澤 瑛江(2)
ｸﾜｻﾞﾜ ｱｷｴ 辰野高
柳沢 有香(3)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸高
細井 友香(1)
ﾎｿｲ ﾕｳｶ 伊那西高
長野 美里(3)
ﾅｶﾞﾉ ﾐｻﾄ 須坂園芸高
大日方 美月(3)
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾐﾂﾞｷ 長野西高
藤原 美月(3)
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐﾂﾞｷ 松本美須々丘高
市川 さやか(2)
ｲﾁｶﾜ ｻﾔｶ 長野吉田高
青沼 郁絵(2)
ｱｵﾇﾏ ｲｸｴ 塩尻志学館高
荻野 夏帆(2)
ｵｷﾞﾉ ｶﾎ 文化学園長野高
北島 未来(2)
ｷﾀｼﾞﾏ ﾐｸ 文化学園長野高
宮澤 あずさ(3)
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｽﾞｻ 諏訪清陵高
前田 璃奈(3)
ﾏｴﾀﾞ ﾘﾅ 長野高
立野 佑奈(3)
ﾀﾃﾉ ﾕｳﾅ 小諸商高
堀内 美佳(2)
ﾎﾘｳﾁ ﾐｶ 伊那弥生ヶ丘高
矢口 聖佳(2)
ﾔｸﾞﾁ ｾｲｶ 長野吉田高
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円盤投(1.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 4月27日 14:30

長野県記録(KR)                  55.16 中島 美歩                    中京大           2013/06/22  
大会記録(GR)                    54.54 中島　未歩                   中京大           2013        

 ３回の
 最高記録

平松 美音(2)
ﾋﾗﾏﾂ ﾐｵ 文化学園長野高
小林 裕佳(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 長野清泉高
中島 未歩(4) 欠場
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾎ 中京大

備考

女子

ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

   o

-3- -4- -5- -6-

   o

-2- 記録

2 1  1035
   o    o

1 2   996
 26.46

 23.99 

  26.46    x  26.79    o  26.79 

 23.99   23.99    x    o    o

3  9174



決勝 4月27日 11:30

長野県記録(KR)                  57.17 山本　晴美                   長野市陸協       2001/06/08  
大会記録(GR)                    49.92 山之上ちさと                 国士大           2007        

 ３回の
 最高記録

塩島 絵未
ｼｵｼﾞﾏ ｴﾐ 北安曇郡陸協
井口 華穂(1)
ｲｸﾞﾁ ｶﾎ 新潟医福大
新津 まり菜(3)
ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ 野沢南高
羽鳥 萌子(3)
ﾊﾄﾘ ﾓｴｺ 長野東高
柳沢 有香(3)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸高
市川 さやか(2)
ｲﾁｶﾜ ｻﾔｶ 長野吉田高
下村 芽生(2)
ｼﾀﾑﾗ ﾒｲ 木曽青峰高
横田 彩夏(2)
ﾖｺﾀ ｱﾔｶ 長野商高
井口 七海(2)
ｲｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 梓川高
大日方 あやね(3)
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱﾔﾈ 松代高
良波 美恵(3)
ﾖｼﾅﾐ ﾐｴ 塩尻志学館高
竹内 恵(3)
ﾀｹｳﾁ ﾒｸﾞﾐ 長野日大高
林 未加(3)
ﾊﾔｼ ﾐｶ 小諸高
永原 瑞稀(3)
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 梓川高
佐々木 梨香(3)
ｻｻｷ ﾘｶ 丸子修学館高
小林 裕佳(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 長野清泉高
藤 未左衣(3)
ﾌｼﾞ ﾐｻｷ 丸子修学館高
安喰 春瑠(2)
ｱｸﾞｲ ﾊﾙﾙ 松商学園高
箕輪 遥(3)
ﾐﾉﾜ ﾊﾙｶ 佐久長聖高
桑原 杏菜(3)
ｸﾜﾊﾞﾗ ｱﾝﾅ 木曽青峰高
山田 あんな(2)
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾝﾅ 松本深志高
大日方 美月(3)
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾐﾂﾞｷ 長野西高
稲垣 汐里(2)
ｲﾅｶﾞｷ ｼｵﾘ 飯田風越高
宇原 萌々香(2)
ｳﾊﾗ ﾓﾓｶ 田川高
後藤田 ほたる(3)
ｺﾞﾄｳﾀ ﾞﾎﾀﾙ 長野清泉高
永井 琴美(2)
ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ 上田東高
中山 真緒(3)
ﾅｶﾔﾏ ﾏｵ 赤穂高
髙橋 文香(3)
ﾀｶﾊｼ ﾌﾐｶ 長野吉田高
松本 瑞穂(2)
ﾏﾂﾓﾄ ﾐｽﾞﾎ 長野東高
島田 明奈(2)
ｼﾏﾀﾞ ｱｷﾅ 松本蟻ヶ崎高
宮澤 裕子(2)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｺ 明科高
山岸 良美(2)
ﾔﾏｷﾞｼ ﾖｼﾐ 中野立志館高
赤羽 香子(2)
ｱｶﾊﾈ ｷｮｳｺ 辰野高
増尾 小春(2)
ﾏｽｵ ｺﾊﾙ 飯山北高
上倉 由緒子(2)
ｶﾐｸﾗ ﾕﾕｺ 飯山北高
外間 久美子(2)
ｿﾄﾏ ｸﾐｺ 高遠高
有賀 渚(2) 欠場
ｱﾙｶﾞ ﾅｷﾞｻ 岡谷東高

女子

やり投(0.600kg)

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
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 48.25    o    x   48.25  48.69    o    o  48.69 
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 43.28    x    o   43.28    x  45.06    o  45.06 
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   o  38.30    x   38.30    o    o  39.21  39.21 

4 35   867
 35.45    o    o   35.45  38.96    o  39.03  39.03 

5 30  1345
 33.21    o    o   33.21    o  34.20    o  34.20 

6 29   769
   o  33.32    o   33.32    o    o    o  33.32 

7 28  1590
   o  32.79    o   32.79    o    o  32.91  32.91 

8 25   840
   o    o  31.91   31.91    o    o    o  31.91 

9 21  1738
   o  31.25    o   31.25  31.25 

10 31  1121
 31.23    o    o   31.23  31.23 

11 24  1609
   o  31.19    o   31.19  31.19 
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 30.96    o    o   30.96  30.96 
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   o  30.45    o   30.45  30.45 

14 20  1736
 29.84    x    o   29.84  29.84 

15 32  1386
 29.36    o    o   29.36  29.36 

16 15  1035
 27.27    o    o   27.27  27.27 

17 26  1384
   o    o  27.14   27.14  27.14 

18 23  1921
   o  26.38    o   26.38  26.38 

19 19  1310
   o    o  26.14   26.14  26.14 

20 14  1582
   o    x  25.76   25.76  25.76 

21 17  1787
 25.09    o    o   25.09  25.09 

22 13   807
 24.70    o    o   24.70  24.70 

23 18   461
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24 12  2459
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26 3  1448
 24.06    o    o   24.06  24.06 

27 7   365
   o    o  23.73   23.73  23.73 

28 27   753
   o    o  23.21   23.21  23.21 

29 10   884
   o  23.04    o   23.04  23.04 

30 5  1865
 21.89    o    x   21.89  21.89 

31 2  2018
 21.00    o    x   21.00  21.00 

32 1   657
   o    x  20.87   20.87  20.87 

33 6   206
 20.05    o    o   20.05  20.05 

34 9   596
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35 8   594
   o    o  17.56   17.56  17.56 

36 4   251
   o    o  15.63   15.63  15.63 

16   142
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