
第41回NAGANOｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ小中学生陸上競技大会
期日：平成26年10月19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
10/19 女子小学3年 渡辺 穂菜美(3) 17.68 市川 愛珠(3) 17.74 高木 花(3) 18.26 齋藤 優衣(3) 18.62 牛澤 りか(3) 18.70 釼持 結愛(3) 19.07 白倉 美咲(3) 19.10 祢津 音羽(3) 19.15

100m 昭和小 (-1.1) 城山小 (-1.1) 若穂RCｼﾞｭﾆｱ (-1.1) 城山小 (-0.1) 寺尾小 (-0.1) 城山小 (-1.1) 昭和小 (-1.1) 寺尾小 (-0.1)
10/19 女子小学4年  -2.4竹下 都和子(4) 16.30 北澤 姫羅理(4) 16.32 森山 真衣(4) 16.94 西澤 萌栞(4) 17.32 久田 あいか(4) 17.32 石川 雅(4) 17.59 白井 希海(4) 17.73 油科 琴音(4) 17.73

100m 長野市陸上教室 城山小 朝陽小 信大附属長野小 城山小 塩崎小 城山小 城山小
10/19 女子小学5年 内藤 理木(5) 14.62 宮岡 万優莉(5) 15.09 牛澤 莉乃(5) 15.35 田島 雅乃(5) 15.39 上垣外 奈緒(5) 15.75 竹村 萌恵(5) 16.19 小松 鼓(5) 16.36 関 あおい(5) 16.45

100m 長野市陸上教室 (-0.3) 長野市陸上教室 (-0.3) 寺尾小 (-0.7) 通明小 (-0.3) 三輪小 (-1.2) 信大附属長野小 (-0.3) 城山小 (-0.7) ｽﾎﾟｺﾐ東北 (-1.2)
10/19 女子小学6年  -1.4山田 清香(6) 15.12 福野 莉紗(6) 15.18 小山 香奈恵(6) 15.22 北澤 ひなの(6) 15.32 中澤 穂乃実(6) 15.39 清水 愛華(6) 15.99 竹内 綾音(6) 18.06

100m 三本柳小 信大附属長野小 城山小 長沼小 東条小 朝陽小 朝陽小
10/19 女子中学1年 曹 るみ(1) 13.92 淀 日南子(1) 14.09 中村 李桜花(1) 14.40 藤沢 真愛(1) 14.50 竹村 咲耶(1) 14.51 山田 真菜(1) 14.67 佐﨑 莉那(1) 14.92 小島 怜奈(1) 14.96

100m 犀陵中 (+0.4) 川中島中 (+0.4) 櫻ヶ岡中 (+0.4) 長野北部中 (+0.4) 篠ノ井西中 (+0.4) 櫻ヶ岡中 (+0.4) 裾花中 (-0.9) 柳町中 (-0.9)
10/19 女子中学2年 春日 佑月(2) 13.28 中村 晴香(2) 13.50 一由 恵利佳(2) 13.59 小島 すずか(2) 13.75 竹節 愛莉(2) 13.99 田口 璃乃佳(2) 14.27 岩崎 今日子(2) 14.78 宮下 葵衣(2) 14.86

100m 長野北部中 (-0.8) 東北中 (-0.8) 裾花中 (-0.8) 櫻ヶ岡中 (-0.8) 裾花中 (-0.8) 長野北部中 (-0.8) 信大附属長野中 (-0.8) 長野北部中 (+0.3)
10/19 女子中学3年  -0.8熊井 美桜(3) 14.72 清水 佑己奈(3) 16.16

100m 長野北部中 広徳中
10/19 女子中学1年  -0.8山﨑 あみ(1) 28.72 下田 花菜(1) 28.75 池田 寛子(1) 29.48 栗原 和奈(1) 30.46 宮﨑 千華(1) 30.63 相澤 こごみ(1) 30.63

200m 長野北部中 犀陵中 犀陵中 更北中 川中島中 裾花中
10/19 女子中学2年 関 日菜子(2) 28.09 斉藤 あやみ(2) 29.12 西本 さくら(2) 31.43

200m 更北中 (-1.1) 篠ノ井西中 (-0.8) 東北中 (-0.8)
10/19 女子中学3年  -1.1橋本 真理子(3) 29.62 山崎 璃央(3) 30.16

200m 櫻ヶ岡中 柳町中
10/19 女子小学4年 駒木 希美(4) 4,00.26 中村 心羽芽(4) 4,03.51

1000m 昭和小 昭和小
10/19 女子小学5年 及川 葵(5) 3,50.89 髙森 唯花(5) 3,56.84 戸谷 倫瑠(5) 4,07.03 髙橋 悠(5) 4,23.30

1000m 城山小 城山小 柳原小 柳原小
10/19 女子小学6年 久田 あおい(6) 3,50.41 加藤 智花(6) 3,59.73 伊東 杏梨(6) 4,09.69 吉沢 燿(6) 4,26.99

1000m 城山小 塩崎小 昭和小 昭和小
10/19 女子中学1年 堀内 あかり(1) 5,15.07 井上 愛美(1) 5,21.80 河原 瑞歩(1) 5,30.30 野澤 なつみ(1) 5,38.55 盛田 美生(1) 5,41.78 宇崎 成美(1) 5,43.14 山崎 心優(1) 5,44.98 大川 真優(1) 5,53.87

1500m 櫻ヶ岡中 長野東部中 信大附属長野中 広徳中 更北中 信大附属長野中 長野東部中 長野北部中
10/19 女子中学2年 清水 美結(2) 5,08.97 宮澤 みらい(2) 5,10.74 丸山 優芽(2) 5,19.05 羽尾 胡実(2) 5,21.78 山口 真由(2) 5,23.68 原山 紗果(2) 5,24.05 今井 ゆり(2) 5,25.93 島田 弥玲(2) 5,28.31

1500m 三陽中 柳町中 更北中 長野北部中 長野北部中 柳町中 柳町中 長野東部中
10/19 女子中学3年 山口 真莉恵(3) 5,09.56 清水 美来(3) 5,11.60 大野 奈都美(3) 5,18.96 竹花 真央(3) 5,22.77

1500m 長野北部中 更北中 更北中 長野北部中
10/19 女子中学 長野北部中(B)      53.18 裾花中(A)       54.02 犀陵中(B)       54.27 櫻ヶ岡中       55.08 東北中       55.70 更北中       56.21 柳町中(A)       56.31 長野北部中(D)      56.37

4×100mR 藤沢 真愛(1) 宮島 志歩(2) 池田 寛子(1) 山田 真菜(1) 酒井 菜智(2) 倉石 夏美(2) 今井 ゆり(2) 割田 実夢(1)
田口 璃乃佳(2) 竹節 愛莉(2) 下田 花菜(1) 小島 すずか(2) 坂本 侑香(2) 栗原 和奈(1) 山崎 璃央(3) 中山 未悠(1)
山﨑 あみ(1) 一由 恵利佳(2) 田中 双葉(2) 兼松 わか菜(1) 岩﨑 菜月(2) 西澤 早紀(2) 宮澤 みらい(2) 常田 麻奈(2)
春日 佑月(2) 根橋 佑奈(2) 曹 るみ(1) 中村 李桜花(1) 中村 晴香(2) 関 日菜子(2) 小島 怜奈(1) 近藤 愛(2)

10/19 女子小学4年 竜野 雪郁(4) 2.42(-0.1)
走幅跳 昭和小

10/19 女子小学5年 渡辺 怜花(5) 3.79(-1.4)
走幅跳 松代小

10/19 女子小学6年 田中 彩野(6) 3.28(0.0) 齋藤 海羽(6) 2.52(-2.3)
走幅跳 長野市陸上教室 昭和小

10/19 女子中学1年 武内 美南(1) 1.35 臼井 花(1) 1.35 細尾 咲衣(1) 1.30 能瀬 麗捺(1) 1.25 品澤 もも佳(1) 信大附属長野中 1.20 松本 優花(1) 1.15 佐藤 奈々(1) 1.15
走高跳 長野東部中 犀陵中 東北中 東北中 内山 彩夏(1) 櫻ヶ岡中 更北中 長野北部中

10/19 女子中学2年 竹内 莉捺(2) 1.30 山田 千翔(2) 1.30 市川 のぞみ(2) 1.25 北沢 綾音(2) 1.15
走高跳 東北中 篠ノ井西中 裾花中 川中島中

10/19 女子中学3年 太田 杏優(3) 1.51 澤口 実侑(3) 1.35 盛田 沙英(3) 1.35
走高跳 東北中 櫻ヶ岡中 更北中

10/19 女子中学1年 風間 美海(1) 3.90(-0.2) 兼松 わか菜(1)3.86(-1.3) 松橋 祐奈(1) 3.82(0.0) 武田 真奈(1) 3.77(0.0) 田中 ひかる(1)3.71(-1.1) 布利幡 祐美(1)3.64(-0.3) 伊藤 綾音(1) 3.63(-0.1) 佐藤 友南(1) 3.51(-0.9)
走幅跳 川中島中 櫻ヶ岡中 柳町中 長野東部中 篠ノ井西中 長野東部中 川中島中 東北中

10/19 女子中学2年 根橋 佑奈(2) 4.55(-0.8) 常田 麻奈(2) 4.23(-1.0) 宮川 紗衣(2) 4.23(-1.8) 栁澤 梨恋(2) 4.02(-1.4) 東方 瑠奈(2) 3.97(+1.7) 畔上 紗帆(2) 3.90(-1.4) 酒井 菜智(2) 3.87(-0.6) 山本 美吹(2) 3.80(-1.4)
走幅跳 裾花中 長野北部中 長野東部中 櫻ヶ岡中 篠ノ井西中 信大附属長野中 東北中 長野東部中

10/19 女子中学1年 阿部 佳乃(1) 7.89 矢澤 明里(1) 7.80 和田 愛奈(1) 7.47 割田 実夢(1) 7.32 齊藤 彩乃(1) 6.57 宮本 莉奈(1) 6.40 佐藤 くるみ(1) 6.19 山田 佳奈(1) 5.74
砲丸投(2.721kg) 柳町中 東北中 東北中 長野北部中 更北中 東北中 東北中 長野東部中

10/19 女子中学2年 高橋 実結(2) 8.02 池田 彩香(2) 7.49 横山 紗耶(2) 5.35
砲丸投(2.721kg) 柳町中 長野東部中 長野東部中

10/19 女子中学3年 林 真咲(3) 9.14
砲丸投(2.721kg) 櫻ヶ岡中



決勝 10月19日  9:55

県小記録(PR)        13.06

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速 -1.1

 1 齋藤 優衣(3)     18.62  1 渡辺 穂菜美(3)     17.68 
ｻｲﾄｳ ﾕｲ 城山小 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎﾅﾐ 昭和小

 2 牛澤 りか(3)     18.70  2 市川 愛珠(3)     17.74 
ｳｼｻﾞﾜ ﾘｶ 寺尾小 ｲﾁｶﾜ ﾏﾅﾐ 城山小

 3 祢津 音羽(3)     19.15  3 高木 花(3)     18.26 
ﾈﾂ ｵﾄﾊ 寺尾小 ﾀｶｷﾞ ﾊﾅ 若穂RCｼﾞｭﾆｱ

 4 春原 幸奈(3)     19.40  4 釼持 結愛(3)     19.07 
ｽﾉﾊﾗ ﾕｷﾅ 城山小 ｹﾝﾓﾂ ﾕｳﾅ 城山小

 5 田中 聖(3)     19.54  5 白倉 美咲(3)     19.10 
ﾀﾅｶ ﾋｼﾞﾘ ｽﾎﾟｺﾐ東北 ｼﾗｸﾗ ﾐｻｷ 昭和小

 6 山田 花帆(3)     19.65  6 高野 雅季(3)     19.18 
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾎ 長野市陸上教室 ﾀｶﾉ ﾏｻｷ 若穂RCｼﾞｭﾆｱ

 7 切明 実来(3)     19.67  7 永井 美空(3)     19.21 
ｷﾘｱｹ ﾐｸ 城山小 ﾅｶﾞｲ ﾐｿﾗ 川中島小

 8 山口 愛実(3)     20.48  8 町田 成美(3)     19.93 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ 若穂RCｼﾞｭﾆｱ ﾏﾁﾀﾞ ﾅﾙﾐ 昭和小
山上 柊(3)  9 塚田 真結(3)     20.45 
ﾔﾏｶﾐ ﾋｲﾗｷﾞ 城山小 ﾂｶﾀﾞ ﾏﾕ 若穂RCｼﾞｭﾆｱ

   1 渡辺 穂菜美(3) 昭和小     17.68 (-1.1)   2   1
   2 市川 愛珠(3) 城山小     17.74 (-1.1)   2   2
   3 高木 花(3) 若穂RCｼﾞｭﾆｱ     18.26 (-1.1)   2   3
   4 齋藤 優衣(3) 城山小     18.62 (-0.1)   1   1
   5 牛澤 りか(3) 寺尾小     18.70 (-0.1)   1   2
   6 釼持 結愛(3) 城山小     19.07 (-1.1)   2   4
   7 白倉 美咲(3) 昭和小     19.10 (-1.1)   2   5
   8 祢津 音羽(3) 寺尾小     19.15 (-0.1)   1   3
   9 高野 雅季(3) 若穂RCｼﾞｭﾆｱ     19.18 (-1.1)   2   6
  10 永井 美空(3) 川中島小     19.21 (-1.1)   2   7
  11 春原 幸奈(3) 城山小     19.40 (-0.1)   1   4
  12 田中 聖(3) ｽﾎﾟｺﾐ東北     19.54 (-0.1)   1   5
  13 山田 花帆(3) 長野市陸上教室     19.65 (-0.1)   1   6
  14 切明 実来(3) 城山小     19.67 (-0.1)   1   7
  15 町田 成美(3) 昭和小     19.93 (-1.1)   2   8
  16 塚田 真結(3) 若穂RCｼﾞｭﾆｱ     20.45 (-1.1)   2   9
  17 山口 愛実(3) 若穂RCｼﾞｭﾆｱ     20.48 (-0.1)   1   8

決勝 10月19日  9:50

県小記録(PR)        13.06

風速 -2.4

 1 竹下 都和子(4)     16.30 
ﾀｹｼﾀ ﾄﾜｺ 長野市陸上教室

 2 北澤 姫羅理(4)     16.32 
ｷﾀｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 城山小

 3 森山 真衣(4)     16.94 
ﾓﾘﾔﾏ ﾏｲ 朝陽小

 4 西澤 萌栞(4)     17.32 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｴｶ 信大附属長野小

 5 久田 あいか(4)     17.32 
ﾋｻﾀﾞﾞ ｱｲｶ 城山小

 6 石川 雅(4)     17.59 
ｲｼｶﾜ ﾐﾔﾋﾞ 塩崎小

 7 白井 希海(4)     17.73 
ｼﾗｲ ﾉｿﾞﾐ 城山小

 8 油科 琴音(4)     17.73 
ﾕｼﾅ ｺﾄﾈ 城山小

 9 島田 みん(4)     17.85 
ｼﾏﾀﾞ ﾐﾝ 吉田小

  110  110
  113  113

  144  144
  203  203
  175  175

   73   73
  201  201
  163  163

  174  174
  229  229
  112  112

  202  202
  233  233
  199  199

  176  176
  200  200
  111  111

備考備考 組組 順位順位氏  名 都道府県都道府県 所属名所属名 記録（風）記録（風）

タイムレースタイムレースタイムレース

順位順位 No.No. 氏  名

33   110  110

66   175  175

11    73   73

55   112  112

88   174  174

99   199  199

77   111  111

44   200  200

22   176  176
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

77   198  198
欠場欠場

66   113  113

99   203  203

44   144  144

11   163  163

55   201  201

22   229  229

88   233  233

33   202  202
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

女子小学3年

100m100m

決勝決勝決勝

女子小学4年

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   145

6   204

2   157

8   124

5   207

3   128

1   206

9   205

4    62



決勝 10月19日  9:35

県小記録(PR)        13.06

[ 1組] 風速 -1.2 [ 2組] 風速 -0.3

 1 上垣外 奈緒(5)     15.75  1 内藤 理木(5)     14.62 
ｶﾐｶﾞｲﾄ ﾅｵ 三輪小 ﾅｲﾄｳ ﾘｺ 長野市陸上教室

 2 関 あおい(5)     16.45  2 宮岡 万優莉(5)     15.09 
ｾｷ ｱｵｲ ｽﾎﾟｺﾐ東北 ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ 長野市陸上教室

 3 高藤 世那(5)     16.79  3 田島 雅乃(5)     15.39 
ﾀｶﾄｳ ｾﾅ ｽﾎﾟｺﾐ東北 ﾀｼﾞﾏ ｶﾉﾝ 通明小

 4 青柳 佑奈(5)     17.26  4 竹村 萌恵(5)     16.19 
ｱｵﾔｷﾞ ﾕｳﾅ ｽﾎﾟｺﾐ東北 ﾀｹﾑﾗ ﾓｴ 信大附属長野小

 5 菅原 萌唯(5)     17.69  5 佐藤 日和(5)     16.46 
ｽｶﾞﾜﾗ ﾒｲ 塩崎小 ｻﾄｳ ﾋﾖﾘ 若穂RCｼﾞｭﾆｱ

 6 生玉 彩菜(5)     18.12  6 宮岡 彩乃(5)     16.90 
ｲｸﾀﾏ ｱﾔﾅ ｽﾎﾟｺﾐ東北 ﾐﾔｵｶ ｱﾔﾉ 通明小

 7 宮岡 咲乃(5)     16.95 
ﾐﾔｵｶ ｻｷﾉ 通明小

[ 3組] 風速 -0.7

 1 牛澤 莉乃(5)     15.35 
ｳｼｻﾞﾜ ﾘﾉ 寺尾小

 2 小松 鼓(5)     16.36 
ｺﾏﾂ ﾂﾂﾞﾐ 城山小

 3 北澤 妃愛華(5)     17.25 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾒｶ 城山小

 4 山田 凜花(5)     17.58 
ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾝｶ 長野市陸上教室

 5 小原 桜(5)     17.69 
ｵﾊﾗ ｻｸﾗ 信大附属長野小
小山 莉央(5)
ｺﾔﾏ ﾘｵ 寺尾小

   1 内藤 理木(5) 長野市陸上教室     14.62 (-0.3)   2   1
   2 宮岡 万優莉(5) 長野市陸上教室     15.09 (-0.3)   2   2
   3 牛澤 莉乃(5) 寺尾小     15.35 (-0.7)   3   1
   4 田島 雅乃(5) 通明小     15.39 (-0.3)   2   3
   5 上垣外 奈緒(5) 三輪小     15.75 (-1.2)   1   1
   6 竹村 萌恵(5) 信大附属長野小     16.19 (-0.3)   2   4
   7 小松 鼓(5) 城山小     16.36 (-0.7)   3   2
   8 関 あおい(5) ｽﾎﾟｺﾐ東北     16.45 (-1.2)   1   2
   9 佐藤 日和(5) 若穂RCｼﾞｭﾆｱ     16.46 (-0.3)   2   5
  10 高藤 世那(5) ｽﾎﾟｺﾐ東北     16.79 (-1.2)   1   3
  11 宮岡 彩乃(5) 通明小     16.90 (-0.3)   2   6
  12 宮岡 咲乃(5) 通明小     16.95 (-0.3)   2   7
  13 北澤 妃愛華(5) 城山小     17.25 (-0.7)   3   3
  14 青柳 佑奈(5) ｽﾎﾟｺﾐ東北     17.26 (-1.2)   1   4
  15 山田 凜花(5) 長野市陸上教室     17.58 (-0.7)   3   4
  16 菅原 萌唯(5) 塩崎小     17.69 (-1.2)   1   5
  16 小原 桜(5) 信大附属長野小     17.69 (-0.7)   3   5
  18 生玉 彩菜(5) ｽﾎﾟｺﾐ東北     18.12 (-1.2)   1   6

決勝 10月19日  9:30

県小記録(PR)        13.06

風速 -1.4

 1 山田 清香(6)     15.12 
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔｶ 三本柳小

 2 福野 莉紗(6)     15.18 
ﾌｸﾉ ﾘｻ 信大附属長野小

 3 小山 香奈恵(6)     15.22 
ｺﾔﾏ ｶﾅｴ 城山小

 4 北澤 ひなの(6)     15.32 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾅﾉ 長沼小

 5 中澤 穂乃実(6)     15.39 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾎﾉﾐ 東条小

 6 清水 愛華(6)     15.99 
ｼﾐｽﾞ ﾏﾅｶ 朝陽小

 7 竹内 綾音(6)     18.06 
ﾀｹｳﾁ ｱﾔﾈ 朝陽小
山本 明衣(6)
ﾔﾏﾓﾄ ﾒｲ 松代小
藤原 紗花(6)
ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾔｶ 昭和小

女子小学5年

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    72 2   149

7   166 5   147

5   169 3   140

3   165 7   119

4   130 6   114

8   164 4   100

8   141

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   231

8   209

5   208

3   148

7   120

6   232
欠場

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
  149
  147
  231
  140
   72
  119
  209
  166
  114
  169
  100
  141
  208
  165
  148
  130
  120
  164

女子小学6年

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    67

5   121

1   210

7   224

8    64

2   161

欠場
9   182

欠場

4   162

3   223



決勝 10月19日 10:45

県中記録(PR)        12.05

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速 -0.9

 1 丸山 紗奈(1)     15.46  1 佐﨑 莉那(1)     14.92 
ﾏﾙﾔﾏ ｽｽﾞﾅ 裾花中 ｻｻﾞｷ ﾘﾅ 裾花中

 2 北澤 珠奈(1)     15.87  2 小島 怜奈(1)     14.96 
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｭﾅ 若穂中 ｺｼﾞﾏ ﾚｲﾅ 柳町中

 3 宮原 紗貴(1)     15.90  3 岡村 日和(1)     15.03 
ﾐﾔﾊﾗ ｻｷ 櫻ヶ岡中 ｵｶﾑﾗ ﾋﾖﾘ 裾花中

 4 北澤 花(1)     16.09  4 寺島 玲雅(1)     15.34 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾊﾅ 更北中 ﾃﾗｼﾏ ﾚｲｶﾞ 長野東部中

 5 柿澤 美月(1)     16.16  5 松橋 梨江(1)     15.44 
ｶｷｻﾞﾜ ﾐﾂｷ 犀陵中 ﾏﾂﾊｼ ﾘｴ 柳町中

 6 松橋 香乃(1)     16.52  6 木田 斐奈子(1)     15.44 
ﾏﾂﾊｼ ｶﾉ 柳町中 ｷﾀﾞ ﾋﾅｺ 信大附属長野中

 7 名柄 香里(1)     17.44  7 小口 才実(1)     15.53 
ﾅｶﾞﾗ ｶｵﾘ 長野東部中 ｵｸﾞﾁ ﾀｶﾐ 信大附属長野中

 8 髙宮 夏帆(1)     17.49  8 神津 美紅(1)     15.59 
ﾀｶﾐﾔ ｶﾎ 広徳中 ｺｳﾂﾞ ﾐｸ 長野北部中

[ 3組] 風速 -0.3 [ 4組] 風速 +0.4

 1 宮澤 由紀(1)     15.25  1 曹 るみ(1)     13.92 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷ 東北中 ｿｳ ﾙﾐ 犀陵中

 2 横川 未羽(1)     15.64  2 淀 日南子(1)     14.09 
ﾖｺｶﾜ ﾐｳ 長野北部中 ﾖﾄﾞ ﾋﾅｺ 川中島中

 3 清水 里桜(1)     15.68  3 中村 李桜花(1)     14.40 
ｼﾐｽﾞ ﾘｵ 東北中 ﾅｶﾑﾗ ﾘｵｶ 櫻ヶ岡中

 4 荒井 未来(1)     15.82  4 藤沢 真愛(1)     14.50 
ｱﾗｲ ﾐｷ 長野東部中 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏﾅ 長野北部中

 5 青沼 芽生(1)     15.83  5 竹村 咲耶(1)     14.51 
ｱｵﾇﾏ ﾒｲ 櫻ヶ岡中 ﾀｹﾑﾗｻﾔ 篠ノ井西中

 6 西尾 南美(1)     16.01  6 山田 真菜(1)     14.67 
ﾆｼｵ ﾐﾅﾐ 広徳中 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ 櫻ヶ岡中

 7 新野 彩季(1)     16.68 中谷 理重子(1)
ﾆｲﾉ ｻｲｷ 長野北部中 ﾅｶﾔ ﾘｴｺ 川中島中

 8 原田 玲華(1)     16.68 
ﾊﾗﾀﾞ ﾚｲｶ 長野北部中

[ 5組] 風速 -2.4

 1 中山 未悠(1)     14.98 
ﾅｶﾔﾏ ﾐﾕ 長野北部中

 2 竹内 つむぎ(1)     15.13 
ﾀｹｳﾁ ﾂﾑｷﾞ 東北中

 3 岡田 真奈(1)     15.15 
ｵｶﾀﾞ ﾏﾅ 東北中

 4 宮島 紗彩(1)     15.47 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｻｱﾔ 更北中

 5 宮入 響(1)     15.71 
ﾐﾔｲﾘﾋﾋﾞｷ 篠ノ井西中

 6 赤塩 明蓮(1)     15.75 
ｱｶｼｵ ｱﾚﾝ 広徳中

 7 山田 美月(1)     15.86 
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ 長野東部中

 8 渡利 美穂(1)     16.41 
ﾜﾀﾘﾐﾎ 篠ノ井西中

女子中学1年

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
5  5733

3  5898

7  5434

6  6005

2  5791

9  5389

8  5497

4  6052

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  5731

7  5383

4  5730

2  5495

3  5390

5  6177

9  6179

6  5682

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  5643

5  5674

6  5642

2  5487

 5673

9  5676

8  5430

3  6044

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  5793

7  5945

2  5437

3  5684

6  5846

8  5436

5  5946
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7

3  5677

6  5646

8  5639

7  5998

5  5845

2  6040

4  5502

9  5847



   1 曹 るみ(1) 犀陵中     13.92 (+0.4)   4   1
   2 淀 日南子(1) 川中島中     14.09 (+0.4)   4   2
   3 中村 李桜花(1) 櫻ヶ岡中     14.40 (+0.4)   4   3
   4 藤沢 真愛(1) 長野北部中     14.50 (+0.4)   4   4
   5 竹村 咲耶(1) 篠ノ井西中     14.51 (+0.4)   4   5
   6 山田 真菜(1) 櫻ヶ岡中     14.67 (+0.4)   4   6
   7 佐﨑 莉那(1) 裾花中     14.92 (-0.9)   2   1
   8 小島 怜奈(1) 柳町中     14.96 (-0.9)   2   2
   9 中山 未悠(1) 長野北部中     14.98 (-2.4)   5   1
  10 岡村 日和(1) 裾花中     15.03 (-0.9)   2   3
  11 竹内 つむぎ(1) 東北中     15.13 (-2.4)   5   2
  12 岡田 真奈(1) 東北中     15.15 (-2.4)   5   3
  13 宮澤 由紀(1) 東北中     15.25 (-0.3)   3   1
  14 寺島 玲雅(1) 長野東部中     15.34 (-0.9)   2   4
  15 松橋 梨江(1) 柳町中     15.44 (-0.9)   2   5
  15 木田 斐奈子(1) 信大附属長野中     15.44 (-0.9)   2   6
  17 丸山 紗奈(1) 裾花中     15.46 (-0.4)   1   1
  18 宮島 紗彩(1) 更北中     15.47 (-2.4)   5   4
  19 小口 才実(1) 信大附属長野中     15.53 (-0.9)   2   7
  20 神津 美紅(1) 長野北部中     15.59 (-0.9)   2   8
  21 横川 未羽(1) 長野北部中     15.64 (-0.3)   3   2
  22 清水 里桜(1) 東北中     15.68 (-0.3)   3   3
  23 宮入 響(1) 篠ノ井西中     15.71 (-2.4)   5   5
  24 赤塩 明蓮(1) 広徳中     15.75 (-2.4)   5   6
  25 荒井 未来(1) 長野東部中     15.82 (-0.3)   3   4
  26 青沼 芽生(1) 櫻ヶ岡中     15.83 (-0.3)   3   5
  27 山田 美月(1) 長野東部中     15.86 (-2.4)   5   7
  28 北澤 珠奈(1) 若穂中     15.87 (-0.4)   1   2
  29 宮原 紗貴(1) 櫻ヶ岡中     15.90 (-0.4)   1   3
  30 西尾 南美(1) 広徳中     16.01 (-0.3)   3   6
  31 北澤 花(1) 更北中     16.09 (-0.4)   1   4
  32 柿澤 美月(1) 犀陵中     16.16 (-0.4)   1   5
  33 渡利 美穂(1) 篠ノ井西中     16.41 (-2.4)   5   8
  34 松橋 香乃(1) 柳町中     16.52 (-0.4)   1   6
  35 新野 彩季(1) 長野北部中     16.68 (-0.3)   3   7
  35 原田 玲華(1) 長野北部中     16.68 (-0.3)   3   8
  37 名柄 香里(1) 長野東部中     17.44 (-0.4)   1   7
  38 髙宮 夏帆(1) 広徳中     17.49 (-0.4)   1   8

女子中学1年

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
 5793
 5945
 5437
 5684
 5846
 5436
 5731
 5383
 5677
 5730
 5646
 5639
 5643
 5495
 5390
 6177
 5733
 5998
 6179
 5682
 5674
 5642
 5845
 6040
 5487
 5430
 5502
 5898
 5434
 6044
 6005
 5791
 5847

 5497
 6052

 5389
 5673
 5676



決勝 10月19日 11:05

県中記録(PR)        12.05

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 +0.3

 1 倉石 夏美(2)     15.60  1 宮下 葵衣(2)     14.86 
ｸﾗｲｼ ﾅﾂﾐ 更北中 ﾐﾔｼﾀ ｱｵｲ 長野北部中

 2 中島 未結(2)     15.77  2 坂本 侑香(2)     14.87 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕ 若穂中 ｻｶﾓﾄ ﾕｶ 東北中

 3 戸井田 愛加(2)     15.88  3 田中 双葉(2)     15.00 
ﾄｲﾀﾞ ｱｲｶ 若穂中 ﾀﾅｶ ﾌﾀﾊﾞ 犀陵中

 4 田尻 怜夏(2)     16.43  4 岩﨑 菜月(2)     15.12 
ﾀｼﾞﾘ ﾚｲﾅ 若穂中 ｲﾜｻｷ ﾅﾂｷ 東北中

 5 戸井田 夕奈(2)     16.47  5 土屋 有見(2)     15.22 
ﾄｲﾀﾞ ﾕﾅ 若穂中 ﾂﾁﾔ ﾕﾐ 信大附属長野中

 6 藤沢 智菜(2)     16.53  6 堀川 詩帆(2)     15.45 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾁﾅ 広徳中 ﾎﾘｶﾜ ｼﾎ 長野北部中

 7 宮崎 瑞季(2)     16.72  7 檀原 優花(2)     15.63 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾐｽﾞｷ 若穂中 ﾀﾞﾝﾊﾞﾗ ﾕｳｶ 長野北部中

 8 北村 葵(2)     16.90  8 宮島 志歩(2)     15.90 
ｷﾀﾑﾗ ｱｵｲ 若穂中 ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎ 裾花中

小坂 桃花(2)
ｺｻｶ ﾓﾓｶ 柳町中

[ 3組] 風速 -0.8

 1 春日 佑月(2)     13.28 
ｶｽｶﾞ ﾕﾂﾞｷ 長野北部中

 2 中村 晴香(2)     13.50 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ 東北中

 3 一由 恵利佳(2)     13.59 
ｲﾁﾖｼ ｴﾘｶ 裾花中

 4 小島 すずか(2)     13.75 
ｺｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 櫻ヶ岡中

 5 竹節 愛莉(2)     13.99 
ﾀｹﾌｼ ｱｲﾘ 裾花中

 6 田口 璃乃佳(2)     14.27 
ﾀｸﾞﾁ ﾘﾉｶ 長野北部中

 7 岩崎 今日子(2)     14.78 
ｲﾜｻｷ ｷｮｳｺ 信大附属長野中

   1 春日 佑月(2) 長野北部中     13.28 (-0.8)   3   1
   2 中村 晴香(2) 東北中     13.50 (-0.8)   3   2
   3 一由 恵利佳(2) 裾花中     13.59 (-0.8)   3   3
   4 小島 すずか(2) 櫻ヶ岡中     13.75 (-0.8)   3   4
   5 竹節 愛莉(2) 裾花中     13.99 (-0.8)   3   5
   6 田口 璃乃佳(2) 長野北部中     14.27 (-0.8)   3   6
   7 岩崎 今日子(2) 信大附属長野中     14.78 (-0.8)   3   7
   8 宮下 葵衣(2) 長野北部中     14.86 (+0.3)   2   1
   9 坂本 侑香(2) 東北中     14.87 (+0.3)   2   2
  10 田中 双葉(2) 犀陵中     15.00 (+0.3)   2   3
  11 岩﨑 菜月(2) 東北中     15.12 (+0.3)   2   4
  12 土屋 有見(2) 信大附属長野中     15.22 (+0.3)   2   5
  13 堀川 詩帆(2) 長野北部中     15.45 (+0.3)   2   6
  14 倉石 夏美(2) 更北中     15.60 (-0.6)   1   1
  15 檀原 優花(2) 長野北部中     15.63 (+0.3)   2   7
  16 中島 未結(2) 若穂中     15.77 (-0.6)   1   2
  17 戸井田 愛加(2) 若穂中     15.88 (-0.6)   1   3
  18 宮島 志歩(2) 裾花中     15.90 (+0.3)   2   8
  19 田尻 怜夏(2) 若穂中     16.43 (-0.6)   1   4
  20 戸井田 夕奈(2) 若穂中     16.47 (-0.6)   1   5
  21 藤沢 智菜(2) 広徳中     16.53 (-0.6)   1   6
  22 宮崎 瑞季(2) 若穂中     16.72 (-0.6)   1   7
  23 北村 葵(2) 若穂中     16.90 (-0.6)   1   8

決勝 10月19日 11:15

県中記録(PR)        12.05

風速 -0.8

 1 熊井 美桜(3)     14.72 
ｸﾏｲ ﾐｵ 長野北部中

 2 清水 佑己奈(3)     16.16 
ｼﾐｽﾞ ﾕｷﾅ 広徳中

女子中学2年

100m

No. 氏  名 所属名

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  5994 5  5661

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

5  5892 8  5626

3  5894 2  5782

4  5891 9  5627

7  5893 4  6171

6  6059 3  5663

2  5896 1  5669

9  5890 7  5723

6  5377
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  5660

5  5623

9  5727

3  5428

1  6174

タイムレース

8  5718

2  5665

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
 5660
 5623
 5727
 5428
 5718
 5665
 6174
 5661
 5626
 5782
 5627
 6171
 5663
 5994
 5669
 5892
 5894
 5723
 5891
 5893
 6059
 5896
 5890

女子中学3年

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  5651

6  6042



決勝 10月19日 12:10

県中記録(JR)        25.16

風速 -0.8

 1 山﨑 あみ(1)     28.72 
ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾐ 長野北部中

 2 下田 花菜(1)     28.75 
ｼﾓﾀ ﾊﾅ 犀陵中

 3 池田 寛子(1)     29.48 
ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｺ 犀陵中

 4 栗原 和奈(1)     30.46 
ｸﾘﾊﾗ ｶﾅ 更北中

 5 宮﨑 千華(1)     30.63 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾁﾊﾙ 川中島中

 6 相澤 こごみ(1)     30.63 
ｱｲｻﾞﾜ ｺｺﾞﾐ 裾花中

決勝 10月19日 12:11

県中記録(JR)        25.16

[ 1組] 風速 -0.8 [ 2組] 風速 -1.1

 1 斉藤 あやみ(2)     29.12  1 関 日菜子(2)     28.09 
ｻｲﾄｳｱﾔﾐ 篠ノ井西中 ｾｷ ﾋﾅｺ 更北中

 2 西本 さくら(2)     31.43 西山 ちひろ(2)
ﾆｼﾓﾄ ｻｸﾗ 東北中 ﾆｼﾔﾏ ﾁﾋﾛ 柳町中

   1 関 日菜子(2) 更北中     28.09 (-1.1)   2   1
   2 斉藤 あやみ(2) 篠ノ井西中     29.12 (-0.8)   1   1
   3 西本 さくら(2) 東北中     31.43 (-0.8)   1   2

決勝 10月19日 12:15

県中記録(JR)        25.16

風速 -1.1

 1 橋本 真理子(3)     29.62 
ﾊｼﾓﾄ ﾏﾘｺ 櫻ヶ岡中

 2 山崎 璃央(3)     30.16 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 柳町中
鈴木 実奈(3)
ｽｽﾞｷ ﾐﾅ 長野東部中
山崎 夏穂(3)
ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾎ 長野東部中

5  5508
欠場

7  5512
欠場

4  5423

6  5373

女子中学3年

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

備考 組 順位
 5988
 5842
 5625

欠場

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

9  5625 3  5376

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  5842 2  5988

女子中学2年

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

5  5953

7  5728

2  5794

3  6003

4  5678

6  5792

女子中学1年

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月19日 12:50

県小記録(PR)      3,03.46

 1 駒木 希美(4) 小学生   4,00.26 
ｺﾏｷ ﾉｿﾞﾐ 昭和小

 2 中村 心羽芽(4) 小学生   4,03.51 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾒ 昭和小

決勝 10月19日 12:51

県小記録(PR)      3,03.46

 1 及川 葵(5) 小学生   3,50.89 
ｵｲｶﾜ ｱｵｲ 城山小

 2 髙森 唯花(5) 小学生   3,56.84 
ﾀｶﾓﾘ ﾕｲｶ 城山小

 3 戸谷 倫瑠(5) 小学生   4,07.03 
ﾄﾔ ﾐﾁﾙ 柳原小

 4 髙橋 悠(5) 小学生   4,23.30 
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾅ 柳原小

決勝 10月19日 12:52

県小記録(PR)      3,03.46

 1 久田 あおい(6) 小学生   3,50.41 
ﾋｻﾀﾞ ｱｵｲ 城山小

 2 加藤 智花(6) 小学生   3,59.73 
ｶﾄｳ ﾄﾓｶ 塩崎小

 3 伊東 杏梨(6) 小学生   4,09.69 
ｲﾄｳ ｱﾝﾘ 昭和小

 4 吉沢 燿(6) 小学生   4,26.99 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾋｶﾙ 昭和小

女子小学4年

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   185

3   184

女子小学5年

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   213

4   214

6   234

7   235

女子小学6年

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
9   220

10   131

12   186

8   187



決勝 10月19日 13:10

県中記録(JR)      4,28.36

 1 堀内 あかり(1) 中学生   5,15.07 
ﾎﾘｳﾁ ｱｶﾘ 櫻ヶ岡中

 2 井上 愛美(1) 中学生   5,21.80 
ｲﾉｳｴ ﾏﾅﾐ 長野東部中

 3 河原 瑞歩(1) 中学生   5,30.30 
ｶﾜﾊﾗ ﾐｽﾞﾎ 信大附属長野中

 4 野澤 なつみ(1) 中学生   5,38.55 
ﾉｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ 広徳中

 5 盛田 美生(1) 中学生   5,41.78 
ﾓﾘﾀ ﾐｳ 更北中

 6 宇崎 成美(1) 中学生   5,43.14 
ｳｻﾞｷ ﾅﾙﾐ 信大附属長野中

 7 山崎 心優(1) 中学生   5,44.98 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾕ 長野東部中

 8 大川 真優(1) 中学生   5,53.87 
ｵｵｶﾜ ﾏﾕ 長野北部中

 9 中澤 あゆ美(1) 中学生   6,00.99 
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 裾花中

10 土屋 奏子(1) 中学生   6,07.30 
ﾂﾁﾔ ｶﾅｺ 長野東部中

11 進藤 真心(1) 中学生   6,07.65 
ｼﾝﾄﾞｳ ﾏｺ 長野東部中
高池 明日香(1) 中学生
ﾀｶｲｹ ｱｽｶ 柳町中

決勝 10月19日 13:11

県中記録(JR)      4,28.36

 1 清水 美結(2) 中学生   5,08.97 
ｼﾐｽﾞﾐﾕ 三陽中

 2 宮澤 みらい(2) 中学生   5,10.74 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾗｲ 柳町中

 3 丸山 優芽(2) 中学生   5,19.05 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕﾒ 更北中

 4 羽尾 胡実(2) 中学生   5,21.78 
ﾊｵ ｸﾙﾐ 長野北部中

 5 山口 真由(2) 中学生   5,23.68 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾕ 長野北部中

 6 原山 紗果(2) 中学生   5,24.05 
ﾊﾗﾔﾏ ｽｽﾞｶ 柳町中

 7 今井 ゆり(2) 中学生   5,25.93 
ｲﾏｲ ﾕﾘ 柳町中

 8 島田 弥玲(2) 中学生   5,28.31 
ｼﾏﾀﾞ ﾐﾚｲ 長野東部中

 9 小山 香月(2) 中学生   5,28.80 
ｺﾔﾏ ｶﾙﾅ 東北中

10 小林 柚(2) 中学生   5,43.04 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞｶ 長野北部中

11 松本 亜美(2) 中学生   6,01.55 
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ 裾花中

12 中島 伸子(2) 中学生   6,07.49 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾌﾞｺ 長野東部中
冨岡 真由(2) 中学生
ﾄﾐｵｶ ﾏﾕ 柳町中

23  5380
欠場

13  5726

24  5515

14  5624

16  5659

21  5375

20  5514

22  5666

25  5378

15  5997

18  5664

19  5588

17  5379

女子中学2年

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  5491

9  5386
欠場

11  5729

8  5496

12  5500

6  5671

10  6002

3  6182

5  6180

7  6056

1  5431

4  5488

女子中学1年

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月19日 13:10

県中記録(JR)      4,28.36

 1 山口 真莉恵(3) 中学生   5,09.56 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘｴ 長野北部中

 2 清水 美来(3) 中学生   5,11.60 
ｼﾐｽﾞ ﾐｸ 更北中

 3 大野 奈都美(3) 中学生   5,18.96 
ｵｵﾉ ﾅﾂﾐ 更北中

 4 竹花 真央(3) 中学生   5,22.77 
ﾀｹﾊﾅ ﾏｵ 長野北部中

26  5980

29  5655

27  5656

28  5981

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

女子中学3年

1500m

決勝



決勝 10月19日 13:55

県中記録(JR)        48.17

[ 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 裾花中(C)  5734 山田 はる香(1)     58.25  1   7 東北中  5622 酒井 菜智(2)     55.70 

ｽｿﾊﾞﾅC ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ ﾄｳﾎｸﾁｭｳA ｻｶｲ ﾅﾁ
 5724 市川 のぞみ(2)  5626 坂本 侑香(2)

ｲﾁｶﾜ ﾉｿﾞﾐ ｻｶﾓﾄ ﾕｶ
 5729 中澤 あゆ美(1)  5627 岩﨑 菜月(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾕﾐ ｲﾜｻｷ ﾅﾂｷ
 5726 松本 亜美(2)  5623 中村 晴香(2)

ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ
 2   6 長野東部中(B)  5519 横山 紗耶(2)     59.45  2   3 更北中  5994 倉石 夏美(2)     56.21 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞB ﾖｺﾔﾏ ｻﾔ ｺｳﾎｸﾁｭｳA ｸﾗｲｼ ﾅﾂﾐ
 5514 島田 弥玲(2)  6003 栗原 和奈(1)

ｼﾏﾀﾞ ﾐﾚｲ ｸﾘﾊﾗ ｶﾅ
 5513 池田 彩香(2)  5996 西澤 早紀(2)

ｲｹﾀﾞ ｱﾔｶ ﾆｼｻﾞﾜ ｻｷ
 5515 中島 伸子(2)  5988 関 日菜子(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾌﾞｺ ｾｷ ﾋﾅｺ
 3   8 若穂中  5894 戸井田 愛加(2)   1,00.63  3   9 柳町中(A)  5375 今井 ゆり(2)     56.31 

ﾜｶﾎﾁｭｳ ﾄｲﾀﾞ ｱｲｶ ﾔﾅｷﾞﾏﾁﾁｭｳA ｲﾏｲ ﾕﾘ
 5896 宮崎 瑞季(2)  5373 山崎 璃央(3)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾐｽﾞｷ ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ
 5898 北澤 珠奈(1)  5379 宮澤 みらい(2)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼｭﾅ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾗｲ
 5892 中島 未結(2)  5383 小島 怜奈(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕ ｺｼﾞﾏ ﾚｲﾅ
 4   5 柳町中(C)  5384 松橋 祐奈(1)   1,00.74  4   2 長野北部中(D)  5685 割田 実夢(1)     56.37 

ﾔﾅｷﾞﾏﾁﾁｭｳC ﾏﾂﾊｼ ﾕｳﾅ ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳD ﾜﾘﾀ ﾐﾕ
 5387 碓井 実生(1)  5677 中山 未悠(1)

ｳｽｲ ﾐｳ ﾅｶﾔﾏ ﾐﾕ
 5389 松橋 香乃(1)  5668 常田 麻奈(2)

ﾏﾂﾊｼ ｶﾉ ﾄｷﾀﾞ ﾏﾅ
 5390 松橋 梨江(1)  5667 近藤 愛(2)

ﾏﾂﾊｼ ﾘｴ ｺﾝﾄﾞｳ ｱｲ
 5   3 広徳中  6040 赤塩 明蓮(1)   1,01.51  5   5 川中島中  5949 伊藤 綾音(1)     56.76 

ｺｳﾄｸﾁｭｳ ｱｶｼｵ ｱﾚﾝ ｶﾜﾅｶｼﾞﾏﾁｭｳ ｲﾄｳ ｱﾔﾈ
 6044 西尾 南美(1)  5953 宮﨑 千華(1)

ﾆｼｵ ﾐﾅﾐ ﾐﾔｻﾞｷ ﾁﾊﾙ
 6054 関 恵莉花(1)  5948 風間 美海(1)

ｾｷ ｴﾘｶ ｶｻﾞﾏ ﾐﾐ
 6059 藤沢 智菜(2)  5945 淀 日南子(1)

ﾌｼﾞｻﾜ ﾁﾅ ﾖﾄﾞ ﾋﾅｺ
 6   7 犀陵中(A)  5791 柿澤 美月(1)   1,02.02  6   4 裾花中(B)  5733 丸山 紗奈(1)     57.30 

ｻｲﾘｮｳﾁｭｳA ｶｷｻﾞﾜ ﾐﾂｷ ｽｿﾊﾞﾅB ﾏﾙﾔﾏ ｽｽﾞﾅ
 5790 臼井 花(1)  5731 佐﨑 莉那(1)

ｳｽｲ ﾊﾅ ｻｻﾞｷ ﾘﾅ
 5780 福田 奈世(2)  5730 岡村 日和(1)

ﾌｸﾀﾞ ﾅﾖ ｵｶﾑﾗ ﾋﾖﾘ
 5781 平出 真鈴(2)  5728 相澤 こごみ(1)

ﾋﾗｲﾃﾞ ﾏﾘﾝ ｱｲｻﾞﾜ ｺｺﾞﾐ
  2 長野東部中(C)  5489 小池 日夏里(1)  7   6 信大附属長野中  6177 木田 斐奈子(1)     57.64 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞC ｺｲｹ ﾋｶﾘ 失格 ｼﾝﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾅｶﾞﾉﾁｭｳ ｷﾀﾞ ﾋﾅｺ
 5487 荒井 未来(1)  6174 岩崎 今日子(2)

ｱﾗｲ ﾐｷ ｲﾜｻｷ ｷｮｳｺ
 5493 武田 真奈(1)  6172 畔上 紗帆(2)

ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅ ｱｾﾞｶﾞﾐ ｻﾎ
 5502 山田 美月(1)  6171 土屋 有見(2)

ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ ﾂﾁﾔ ﾕﾐ
  9 三陽中  8   1 柳町中(B)  5377 小坂 桃花(2)   1,00.16 

ｻﾝﾖｳﾁｭｳA 欠場 ﾔﾅｷﾞﾏﾁﾁｭｳB ｺｻｶ ﾓﾓｶ
 5378 原山 紗果(2)

ﾊﾗﾔﾏ ｽｽﾞｶ
 5380 冨岡 真由(2)

ﾄﾐｵｶ ﾏﾕ
 5381 高橋 実結(2)

ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｳ
  8 長野北部中(C)  5666 山口 真由(2)

ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳC ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾕ 失格
 5664 羽尾 胡実(2)

ﾊｵ ｸﾙﾐ
 5662 黒崎 朝(2)

ｸﾛｻｷ ｱｻ
 5669 檀原 優花(2)

ﾀﾞﾝﾊﾞﾗ ﾕｳｶ

女子中学

4×100mR

決勝



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 長野北部中(B)  5684 藤沢 真愛(1)     53.18 

ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳB ﾌｼﾞｻﾜ ﾏﾅ
 5665 田口 璃乃佳(2)

ﾀｸﾞﾁ ﾘﾉｶ
 5678 山﨑 あみ(1)

ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾐ
 5660 春日 佑月(2)

ｶｽｶﾞ ﾕﾂﾞｷ
 2   8 裾花中(A)  5723 宮島 志歩(2)     54.02 

ｽｿﾊﾞﾅA ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎ
 5718 竹節 愛莉(2)

ﾀｹﾌｼ ｱｲﾘ
 5727 一由 恵利佳(2)

ｲﾁﾖｼ ｴﾘｶ
 5720 根橋 佑奈(2)

ﾈﾊﾞｼ ﾕｳﾅ
 3   2 犀陵中(B)  5794 池田 寛子(1)     54.27 

ｻｲﾘｮｳﾁｭｳB ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｺ
 5792 下田 花菜(1)

ｼﾓﾀ ﾊﾅ
 5782 田中 双葉(2)

ﾀﾅｶ ﾌﾀﾊﾞ
 5793 曹 るみ(1)

ｿｳ ﾙﾐ
 4   4 櫻ヶ岡中  5436 山田 真菜(1)     55.08 

ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳ ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ
 5428 小島 すずか(2)

ｺｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ
 5433 兼松 わか菜(1)

ｶﾈﾏﾂ ﾜｶﾅ
 5437 中村 李桜花(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾘｵｶ
 5   3 長野北部中(A)  5663 堀川 詩帆(2)     57.14 

ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳA ﾎﾘｶﾜ ｼﾎ
 5651 熊井 美桜(3)

ｸﾏｲ ﾐｵ
 5679 石井 あやの(1)

ｲｼｲ ｱﾔﾉ
 5661 宮下 葵衣(2)

ﾐﾔｼﾀ ｱｵｲ
 6   5 長野東部中(A)  5495 寺島 玲雅(1)     57.15 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞA ﾃﾗｼﾏ ﾚｲｶﾞ
 5492 武内 美南(1)

ﾀｹｳﾁ ﾐﾅﾐ
 5518 山本 美吹(2)

ﾔﾏﾓﾄ ｲﾌﾞｷ
 5517 宮川 紗衣(2)

ﾐﾔｶﾞﾜ ｻｴ
 7   7 篠ノ井西中  5843 山田 千翔(2)     57.37 

ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳA ﾔﾏﾀﾞﾁｶ
 5846 竹村 咲耶(1)

ﾀｹﾑﾗｻﾔ
 5844 東方 瑠奈(2)

ﾄｳﾎｳﾙﾅ
 5842 斉藤 あやみ(2)

ｻｲﾄｳｱﾔﾐ

女子中学

4×100mR



   1 長野北部中(B)     53.18 藤沢 真愛(1) 田口 璃乃佳(2) 山﨑 あみ(1) 春日 佑月(2)   3   1
   2 裾花中(A)     54.02 宮島 志歩(2) 竹節 愛莉(2) 一由 恵利佳(2) 根橋 佑奈(2)   3   2
   3 犀陵中(B)     54.27 池田 寛子(1) 下田 花菜(1) 田中 双葉(2) 曹 るみ(1)   3   3
   4 櫻ヶ岡中     55.08 山田 真菜(1) 小島 すずか(2) 兼松 わか菜(1) 中村 李桜花(1)   3   4
   5 東北中     55.70 酒井 菜智(2) 坂本 侑香(2) 岩﨑 菜月(2) 中村 晴香(2)   2   1
   6 更北中     56.21 倉石 夏美(2) 栗原 和奈(1) 西澤 早紀(2) 関 日菜子(2)   2   2
   7 柳町中(A)     56.31 今井 ゆり(2) 山崎 璃央(3) 宮澤 みらい(2) 小島 怜奈(1)   2   3
   8 長野北部中(D)     56.37 割田 実夢(1) 中山 未悠(1) 常田 麻奈(2) 近藤 愛(2)   2   4
   9 川中島中     56.76 伊藤 綾音(1) 宮﨑 千華(1) 風間 美海(1) 淀 日南子(1)   2   5
  10 長野北部中(A)     57.14 堀川 詩帆(2) 熊井 美桜(3) 石井 あやの(1) 宮下 葵衣(2)   3   5
  11 長野東部中(A)     57.15 寺島 玲雅(1) 武内 美南(1) 山本 美吹(2) 宮川 紗衣(2)   3   6
  12 裾花中(B)     57.30 丸山 紗奈(1) 佐﨑 莉那(1) 岡村 日和(1) 相澤 こごみ(1)   2   6
  13 篠ノ井西中     57.37 山田 千翔(2) 竹村 咲耶(1) 東方 瑠奈(2) 斉藤 あやみ(2)   3   7
  14 信大附属長野中     57.64 木田 斐奈子(1) 岩崎 今日子(2) 畔上 紗帆(2) 土屋 有見(2)   2   7
  15 裾花中(C)     58.25 山田 はる香(1) 市川 のぞみ(2) 中澤 あゆ美(1) 松本 亜美(2)   1   1
  16 長野東部中(B)     59.45 横山 紗耶(2) 島田 弥玲(2) 池田 彩香(2) 中島 伸子(2)   1   2
  17 柳町中(B)   1,00.16 小坂 桃花(2) 原山 紗果(2) 冨岡 真由(2) 高橋 実結(2)   2   8
  18 若穂中   1,00.63 戸井田 愛加(2) 宮崎 瑞季(2) 北澤 珠奈(1) 中島 未結(2)   1   3
  19 柳町中(C)   1,00.74 松橋 祐奈(1) 碓井 実生(1) 松橋 香乃(1) 松橋 梨江(1)   1   4
  20 広徳中   1,01.51 赤塩 明蓮(1) 西尾 南美(1) 関 恵莉花(1) 藤沢 智菜(2)   1   5
  21 犀陵中(A)   1,02.02 柿澤 美月(1) 臼井 花(1) 福田 奈世(2) 平出 真鈴(2)   1   6

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4

4×100mR
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

女子中学



決勝 10月19日  9:30

県中記録(JR)         1.75

武内 美南(1) 中学生
ﾀｹｳﾁ ﾐﾅﾐ 長野東部中
臼井 花(1) 中学生
ｳｽｲ ﾊﾅ 犀陵中
細尾 咲衣(1) 中学生
ﾎｿｵ ｻｴ 東北中
能瀬 麗捺(1) 中学生
ﾉｾ ﾚﾅ 東北中
品澤 もも佳(1) 中学生
ｼﾅｻﾞﾜ ﾓﾓｶ 信大附属長野中
内山 彩夏(1) 中学生
ｳﾁﾔﾏ ｻﾔｶ 櫻ヶ岡中
松本 優花(1) 中学生
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｶ 更北中
佐藤 奈々(1) 中学生
ｻﾄｳ ﾅﾅ 長野北部中
神頭 那奈(1) 中学生
ｺｳｽﾞ ﾅﾅ 長野東部中
中村 優月(1) 中学生
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ 川中島中
高田 晴美(1) 中学生 記録なし
ﾀｶﾀﾞ ﾊﾙﾐ 長野北部中
石井 あやの(1) 中学生 欠場
ｲｼｲ ｱﾔﾉ 長野北部中

決勝 10月19日  9:30

県中記録(JR)         1.75

竹内 莉捺(2) 中学生
ﾀｹｳﾁ ﾘﾅ 東北中
山田 千翔(2) 中学生
ﾔﾏﾀﾞﾁｶ 篠ノ井西中
市川 のぞみ(2) 中学生
ｲﾁｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 裾花中
北沢 綾音(2) 中学生
ｷﾀｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 川中島中

決勝 10月19日  9:30

県中記録(JR)         1.75

1m54
太田 杏優(3) 中学生 - - - - O O O XO O O
ｵｵﾀ ｱﾕ 東北中 XXX
澤口 実侑(3) 中学生 - - - O O XO XXX
ｻﾜｸﾞﾁ ﾐﾕｳ 櫻ヶ岡中
盛田 沙英(3) 中学生 - - - O O XXO XXX
ﾓﾘﾀ ｻｴ 更北中
室賀 絢水(3) 中学生 欠場
ﾑﾛｶﾞ ｱﾐ 更北中

18  5983

2 19  5420
 1.35

3 17  5989
 1.35

1m48 1m51
記録 備考

1 20  5620
 1.51

1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45

女子中学3年

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m10 1m15

 1.15

 1.25

4 14  5930
O O XXX

XXO XXX
3 13  5724

XO XO O

XXX  1.30

 1.30

2 16  5843
O O O O XXO

O O XXX

記録 備考
1 15  5637

O O O

1m20 1m25 1m30 1m35

女子中学2年

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m10 1m15

6  5679

 1.10

4  5675
XXX

10 3  5952
O XXX

 1.15

 1.15

9 1  5490
O XXO XXX

8 2  5683
XO XO XXX

 1.15

 1.20

7 5  6001
O O XXX

XXX
5 11  5435

O O O

 1.20

 1.25

5 8  6181
O O O XXX

XXO XXX
4 7  5648

O O O

XXX  1.30

 1.35

3 10  5647
O O O O XO

O XXO O XXX
2 12  5790

O O O

O XXX  1.35
1 9  5492

O O O XO O

記録1m20 1m25 備考1m10 1m15 1m30 1m35 1m40

女子中学1年

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 10月19日 13:30

県小記録(WR)         4.50

竜野 雪郁(4)   2.42   2.09   2.37    2.42 
ﾀﾂﾉ ﾕｷｶ 昭和小   -0.1   -0.8   -0.6    -0.1

決勝 10月19日 13:30

県小記録(WR)         4.50

渡辺 怜花(5)   3.79   3.73   3.72    3.79 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲｶ 松代小   -1.4   -0.4   -0.5    -1.4
須田 菜々子(5) 欠場
ｽﾀﾞ ﾅﾅｺ 城山小

決勝 10月19日 13:30

県小記録(WR)         4.50

田中 彩野(6)   3.26   3.28   3.15    3.28 
ﾀﾅｶ ｱﾔﾉ 長野市陸上教室   -0.9    0.0   -0.2     0.0
齋藤 海羽(6)   2.52   2.42    X    2.52 
ｻｲﾄｳ ﾐｳ 昭和小   -2.3   -0.9    -2.3

1 5   153

2 4   191

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子小学6年

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

1 2   222

3   219

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子小学5年

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

備考

女子小学4年

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-
1 1   189

-5- -6- 記録-2- -3- -4-



決勝 10月19日 12:00

県中記録(PR)         5.74

風間 美海(1)   3.81   3.90   3.86    3.90 
ｶｻﾞﾏ ﾐﾐ 川中島中   -1.3   -0.2   -1.0    -0.2
兼松 わか菜(1)   3.82   3.81   3.86    3.86 
ｶﾈﾏﾂ ﾜｶﾅ 櫻ヶ岡中   -0.3    0.0   -1.3    -1.3
松橋 祐奈(1)    X   3.82   3.56    3.82 
ﾏﾂﾊｼ ﾕｳﾅ 柳町中    0.0   -0.7     0.0
武田 真奈(1)   3.52   3.62   3.77    3.77 
ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅ 長野東部中   -1.5   -0.6    0.0     0.0
田中 ひかる(1)    X    X   3.71    3.71 
ﾀﾅｶﾋｶﾙ 篠ノ井西中   -1.1    -1.1
布利幡 祐美(1)   3.57   3.55   3.64    3.64 
ﾌﾘﾊﾀ ﾕｳﾐ 長野東部中   -1.9   -0.5   -0.3    -0.3
伊藤 綾音(1)    X   3.63   2.55    3.63 
ｲﾄｳ ｱﾔﾈ 川中島中   -0.1   -0.3    -0.1
佐藤 友南(1)   3.51   3.40   3.37    3.51 
ｻﾄｳ ﾕﾅ 東北中   -0.9   -1.5   -1.0    -0.9
小池 日夏里(1)   3.43   2.62    X    3.43 
ｺｲｹ ﾋｶﾘ 長野東部中   -1.3   -1.2    -1.3
新井 紗佑希(1)   3.22   3.24   3.34    3.34 
ｱﾗｲ ｻﾕｷ 櫻ヶ岡中   -2.2   -2.0   -0.8    -0.8
大日方 見宇(1)   3.07   3.33   3.13    3.33 
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾐｳ 更北中    0.0   -0.7   -2.3    -0.7
小林 美咲(1)   3.01   2.90    X    3.01 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ 柳町中   -1.7   -0.8    -1.7
福澤 萌夏(1)   2.95    X   2.96    2.96 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾓｴｶ 信大附属長野中   -0.6   -1.8    -1.8
関 恵莉花(1)    X    X   2.83    2.83 
ｾｷ ｴﾘｶ 広徳中   -1.7    -1.7
碓井 実生(1) 欠場
ｳｽｲ ﾐｳ 柳町中
石井 碧海(1) 欠場
ｲｼｲ ｱｵｲ 柳町中

決勝 10月19日 12:00

県中記録(PR)         5.74

根橋 佑奈(2)    X   4.46   4.55    4.55 
ﾈﾊﾞｼ ﾕｳﾅ 裾花中   -0.9   -0.8    -0.8
常田 麻奈(2)   4.23   4.16   3.94    4.23 
ﾄｷﾀﾞ ﾏﾅ 長野北部中   -1.0   -1.2   -1.0    -1.0
宮川 紗衣(2)    X   4.07   4.23    4.23 
ﾐﾔｶﾞﾜ ｻｴ 長野東部中   -0.3   -1.8    -1.8
栁澤 梨恋(2)    X   4.02    X    4.02 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｺ 櫻ヶ岡中   -1.4    -1.4
東方 瑠奈(2)   3.95   3.97   3.81    3.97 
ﾄｳﾎｳﾙﾅ 篠ノ井西中   -0.5   +1.7   -1.2    +1.7
畔上 紗帆(2)   3.42   3.72   3.90    3.90 
ｱｾﾞｶﾞﾐ ｻﾎ 信大附属長野中   +0.3    0.0   -1.4    -1.4
酒井 菜智(2)   3.73   3.87   3.78    3.87 
ｻｶｲ ﾅﾁ 東北中   -1.1   -0.6   -0.1    -0.6
山本 美吹(2)   3.19   3.80   3.73    3.80 
ﾔﾏﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 長野東部中   -1.7   -1.4   -1.3    -1.4
近藤 愛(2)   3.65   3.45   3.61    3.65 
ｺﾝﾄﾞｳ ｱｲ 長野北部中   +0.6   -0.7   -0.9    +0.6
平出 真鈴(2)    X   3.55   3.62    3.62 
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾏﾘﾝ 犀陵中   -1.9   -1.4    -1.4
西澤 早紀(2)   3.58   3.61   3.61    3.61 
ﾆｼｻﾞﾜ ｻｷ 更北中   -0.4   -0.7   -0.1    -0.7
黒崎 朝(2)   3.22   3.54   3.50    3.54 
ｸﾛｻｷ ｱｻ 長野北部中   -0.3   -0.1   -1.0    -0.1
福田 奈世(2)   3.37   3.38   3.37    3.38 
ﾌｸﾀﾞ ﾅﾖ 犀陵中   +0.8   +0.4    0.0    +0.4
高見澤 亜美(2)   3.35   3.10   3.12    3.35 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｱﾐ 信大附属長野中   +1.2    0.0   -0.1    +1.2

13 18  5780

14 17  6173

11 25  5996

12 19  5662

9 22  5667

10 23  5781

7 26  5622

8 30  5518

5 21  5844

6 20  6172

3 27  5517

4 24  5427

1 29  5720

2 28  5668

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子中学2年

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

9  5387

10  5382

13 2  6178

14 1  6054

11 15  6004

12 5  5388

9 3  5489

10 4  5429

7 8  5949

8 6  5640

5 16  5848

6 7  5499

3 12  5384

4 11  5493

1 13  5948
-5-

2 14  5433

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

女子中学1年

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 10月19日 10:00

県中記録(JR)        13.49

阿部 佳乃(1)
ｱﾍﾞ ｶﾉ 柳町中
矢澤 明里(1)
ﾔｻﾞﾜ ｱｶﾘ 東北中
和田 愛奈(1)
ﾜﾀﾞ ｱｲﾅ 東北中
割田 実夢(1)
ﾜﾘﾀ ﾐﾕ 長野北部中
齊藤 彩乃(1)
ｻｲﾄｳ ｱﾔﾉ 更北中
宮本 莉奈(1)
ﾐﾔﾓﾄ ﾘﾅ 東北中
佐藤 くるみ(1)
ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 東北中
山田 佳奈(1)
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 長野東部中
前田 茜里(1)
ﾏｴﾀﾞ ｱｶﾘ 櫻ヶ岡中
山田 はる香(1)
ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ 裾花中
荒井 葉月(1) 欠場
ｱﾗｲ ﾊﾂﾞｷ 裾花中

決勝 10月19日 10:00

県中記録(JR)        13.49

高橋 実結(2)
ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｳ 柳町中
池田 彩香(2)
ｲｹﾀﾞ ｱﾔｶ 長野東部中
横山 紗耶(2)
ﾖｺﾔﾏ ｻﾔ 長野東部中
田中 恵梨氣(2) 欠場
ﾀﾅｶ ｴﾘｹ 裾花中

決勝 10月19日 10:00

県中記録(JR)        13.49

林 真咲(3)
ﾊﾔｼ ﾏｻｷ 櫻ヶ岡中
倉持 杏都(3) 欠場
ｸﾗﾓﾁ ｱﾂﾞ 更北中

  9.14 

17  5986

記録 備考
1 16  5424

 8.96  9.14  9.09

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

女子中学3年

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

  5.35 

12  5722

  7.49 

3 13  5519
 4.69  4.81  5.35

  8.02 

2 14  5513
 7.49  7.13  6.23

記録 備考
1 15  5381

 7.17  8.02  7.89

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

女子中学2年

砲丸投(2.721kg)

  5.19 

2  5732

  5.32 

10 3  5734
 5.13  4.76  5.19

  5.74 

9 1  5432
 5.09  4.59  5.32

  6.19 

8 4  5501
 5.69  5.74   X

  6.40 

7 6  5641
 6.03  5.79  6.19

  6.57 

6 5  5644
 6.06  6.40  6.39

  7.32 

5 8  6000
 6.57  6.49  6.03

  7.47 

4 10  5685
 6.28  7.32  6.60

  7.80 

3 7  5638
 7.37  7.15  7.47

  7.89 

2 11  5645
 7.80  7.47  6.90

1 9  5385
 7.64  7.66  7.89

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子中学1年

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-


	決勝記録一覧表
	小100
	中100
	200
	1000
	1500
	4x100
	HJ
	小LJ
	LJ
	SP

