
第38回中信高等学校新人体育大会 陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森　茂幸
主催：中信高等学校体育連盟･長野陸上競技協会 跳躍審判長 中原　信一

投擲審判長 中原　信一
【開催日】 平成26年9月5日(金)･9月6日(土)･9月7日(日) 混成審判長 藤森　茂幸
【主催団体】 中信高等学校体育連盟･長野陸上競技協会 決勝記録一覧表 記録主任： 竹内　秀樹
(GR:大会新) 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
 9/ 6 女子  +0.3西村 佳菜子(1) 12.69 降旗 菜津美(2) 12.83 牧元 美沙(1) 13.40 前澤 朱音(2) 13.45 児玉 奈美(1) 13.52 小林 彩七(1) 13.67 太田 もも(1) 13.70 村山 奈菜(2) 13.95

100m 松商学園 大町 豊科 創造学園 松商学園 松商学園 松本美須々ヶ丘 松本蟻ヶ崎
 9/ 7  -0.7降旗 菜津美(2) 26.32 西村 佳菜子(1) 26.85 田中 美菜(2) 27.08 畑 美織(2) 27.40 牧元 美沙(1) 28.18 児玉 奈美(1) 28.61 上條 渓(2) 30.68 前澤 朱音(2) 38.60

200m 大町 松商学園 木曽青峰 木曽青峰 豊科 松商学園 創造学園 創造学園
 9/ 5 田中 美菜(2) 59.26 畑 美織(2) 1:00.88 中野 美智恵(2) 1:01.55 中西 保乃花(2) 1:01.92 倉沢 果歩(1) 1:04.42 前澤 朱音(2) 1:04.62 丸山 千花(2) 1:04.68 牧元 美沙(1) 1:06.53

400m 木曽青峰 木曽青峰 松本蟻ヶ崎 大町 松商学園 創造学園 松本蟻ヶ崎 豊科
 9/ 7 赤羽 純美玲(1) 2:20.74 赤羽 美柚(2) 2:23.12 小林 千紗(2) 2:24.85 胡桃澤 佑衣(2) 2:25.27 一ﾉ瀬 菜月(1) 2:30.56 那須野 綺音(1) 2:30.67 塩原 真悠(1) 2:35.86 酒井 優梨愛(2) 2:38.96

800m 松商学園 松本蟻ヶ崎 松本県ヶ丘 木曽青峰 松本深志 大町 松本県ヶ丘 塩尻志学館
 9/ 5 小林 千紗(2) 4:46.84 赤羽 純美玲(1) 4:51.14 赤羽 美柚(2) 4:52.24 千野 恵実(1) 4:55.42 塩原 真悠(1) 5:07.00 三村 静香(2) 5:07.79 胡桃澤 佑衣(2) 5:08.71 吉江 美季(1) 5:08.76

1500m 松本県ヶ丘 松商学園 松本蟻ヶ崎 松商学園 松本県ヶ丘 塩尻志学館 木曽青峰 松商学園
 9/ 7 小林 千紗(2) 10:24.86 千野 恵実(1) 10:36.65 吉江 美季(1) 11:18.03 三村 静香(2) 11:25.42 小林 鈴華(1) 11:42.51 小山 ゆき(1) 11:52.35 鳥羽 美宇(1) 12:03.30 丸山 瑞稀(1) 12:06.49

3000m 松本県ヶ丘 松商学園 松商学園 塩尻志学館 塩尻志学館 松本県ヶ丘 松商学園 大町
 9/ 5   0.0安田 若菜(2) 15.45 田畑 真琴(2) 16.47 加藤 優美(2) 16.49 新井 咲(2) 16.84 蟹澤 佑夏(2) 17.06 小澤 美紀(2) 18.98 東本 真実(1) 20.30

100mH(0.838m) 木曽青峰 塩尻志学館 松商学園 松商学園 松本県ヶ丘 松本蟻ヶ崎 松本深志
 9/ 6 安田 若菜(2) 1:05.73 田中 美菜(2) 1:06.95 田畑 真琴(2) 1:09.09 中西 保乃花(2) 1:09.10 蓮沼 礼子(2) 1:18.19 宮坂 季恵(2) 1:21.89 上條 渓(2) 1:24.68

400mH(0.762m) 木曽青峰 GR 木曽青峰 塩尻志学館 大町 松本深志 塩尻志学館 創造学園
 9/ 7 島田 明奈(2) 1.58 鈴木 花音(2) 1.49 新井 咲(2) 1.49 矢島 由衣(1) 1.25 東本 真実(1) 1.25 奥島 彩葉(2) 1.20

走高跳 松本蟻ヶ崎 松本県ヶ丘 松商学園 松本深志 松本深志 松商学園
 9/ 5 安田 若菜(2) 5.12(+3.1) 栗空 亜沙美(2)5.10(+1.0) 畑 美織(2) 4.83(+0.9) 辻本 采香(1) 4.65(+1.7) 奥島 彩葉(2) 4.60(+1.5) 星野 美音(2) 4.47(+2.3) 百瀬 真梨(1) 4.42(+0.8) 岩下 早紀(1) 4.42(+1.9)

走幅跳 木曽青峰 木曽青峰 木曽青峰 松本深志 松商学園 松本蟻ヶ崎 松本深志 松商学園
 9/ 6 下村 芽生(2) 9.20 中野 美智恵(2) 8.99 柴田 友菜(1) 8.81 宇原 萌々香(2) 8.51 山口 樹々(1) 6.78 島田 明奈(2) 6.58 岩下 早紀(1) 6.42 山崎 由莉奈(1) 6.01

砲丸投 木曽青峰 松本蟻ヶ崎 田川 田川 松商学園 松本蟻ヶ崎 松商学園 明科
 9/ 7 勝山 理沙(2) 27.52 下村 芽生(2) 26.76 宮澤 瑠衣(2) 24.91 山口 樹々(1) 22.80 井口 七海(2) 20.41 佐藤 奈々(1) 19.33 山崎 由莉奈(1) 13.51

円盤投 梓川 木曽青峰 梓川 松商学園 梓川 塩尻志学館 明科
 9/ 5 下村 芽生(2) 37.98 栗空 亜沙美(2) 31.42 井口 七海(2) 31.28 髙波 舞(1) 29.12 安喰 春瑠(2) 28.72 星野 美音(2) 26.10 宮澤 裕子(2) 25.07 竹内 望菜(2) 22.97

やり投 木曽青峰 GR 木曽青峰 梓川 松本県ヶ丘 松商学園 松本蟻ヶ崎 明科 塩尻志学館
 9/ 6 木曽青峰       50.90 松商学園       51.22 創造学園       53.10 松本蟻ヶ崎       53.53 松本県ヶ丘       54.45 塩尻志学館       55.92 松本深志       56.06

4×100m 栗空 亜沙美(2) 倉沢 果歩(1) 栁瀬 舞(2) 島田 明奈(2) 山田 紋花(2) 竹内 望菜(2) 蓮沼 礼子(2)
安田 若菜(2) 西村 佳菜子(1) 上條 渓(2) 小澤 美紀(2) 蟹澤 佑夏(2) 田畑 真琴(2) 河西 優衣(2)
畑 美織(2) 児玉 奈美(1) 前澤 朱音(2) 村山 奈菜(2) 髙波 舞(1) 宮坂 季恵(2) 辻本 采香(1)
田中 美菜(2) 小林 彩七(1) 村山 陽菜(2) 中野 美智恵(2) 鈴木 花音(2) 酒井 優梨愛(2) 百瀬 真梨(1)

 9/ 7 木曽青峰     4:05.08 松本蟻ヶ崎     4:16.76 松商学園     4:20.84 松本県ヶ丘     4:23.44 大町     4:30.24 塩尻志学館     4:34.24 松本深志     4:36.81 創造学園     4:44.28
4×400m 畑 美織(2) GR 丸山 千花(2) 西村 佳菜子(1) 蟹澤 佑夏(2) 曽根原 可菜(1) 田畑 真琴(2) 東本 真実(1) 塚田 知香(1)

胡桃澤 佑衣(2) 赤羽 美柚(2) 児玉 奈美(1) 塩原 真悠(1) 中西 保乃花(2) 酒井 優梨愛(2) 一ﾉ瀬 菜月(1) 上條 渓(2)
安田 若菜(2) 土屋 帆南(2) 小林 彩七(1) 鈴木 花音(2) 丸山 瑞稀(1) 宮坂 季恵(2) 辻本 采香(1) 栁瀬 舞(2)
田中 美菜(2) 中野 美智恵(2) 倉沢 果歩(1) 小林 千紗(2) 那須野 綺音(1) 三村 静香(2) 蓮沼 礼子(2) 前澤 朱音(2)

 9/ 7 栗空 亜沙美(2) 3515 新井 咲(2) 3378 奥島 彩葉(2) 2847 曽根原 可菜(1) 2695 塩原 由夏(1) 2532 宮澤 裕子(2) 2331 矢島 由衣(1) 2161 村山 陽菜(2) 1879
七種競技 木曽青峰 松商学園 松商学園 大町 松商学園 明科 松本深志 創造学園

 9/ 6 ｵｰﾌﾟﾝ女子 宇原 萌々香(2) 2.80
棒高跳 田川

 9/ 5 佐藤 奈々(1) 13.72
ﾊﾝﾏｰ投 塩尻志学館



予選 9月6日 11:00
決勝 9月6日 13:00

長野県高校記録(KR)              12.03 モラード　華                 松商学園         2014/06/21  
大会記録(GR)                    12.37 モラード　華                 松商学園         2013        

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 +1.3

 1 降旗 菜津美(2)     12.50 Q  1 西村 佳菜子(1)     12.68 Q
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町 ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 松商学園

 2 児玉 奈美(1)     13.45 q  2 牧元 美沙(1)     13.37 q
ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 松商学園 ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 豊科

 4 村山 陽菜(2)     14.09  3 村山 奈菜(2)     13.88 q
ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ 創造学園 ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅ 松本蟻ヶ崎

 5 古屋 悠(1)     14.29  5 栁瀬 舞(2)     13.99 
ﾌﾙﾔ ﾊﾙｶ 松本秀峰 ﾔﾅｾ ﾏｲ 創造学園

 6 百瀬 真梨(1)     14.79  6 佐原 麻友(2)     14.81 
ﾓﾓｾ ﾏﾘ 松本深志 ｻﾊﾗ ﾏﾕ 梓川

 7 小倉 未沙希(1)     16.04  7 河西 優衣(2)     14.89 
ｵｸﾞﾗ ﾐｻｷ 松本工 ｶｻｲ ﾕｲ 松本深志

 8 鈴木 萌水(1)     16.21 
ｽｽﾞｷ ﾓｴﾅ 木曽青峰

[ 3組] 風速 +0.8

 1 前澤 朱音(2)     13.51 Q
ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 創造学園

 2 太田 もも(1)     13.56 q
ｵｵﾀ ﾓﾓ 松本美須々ヶ丘

 3 小林 彩七(1)     13.63 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾅ 松商学園

 4 中畑 夏菜(1)     14.66 
ﾅｶﾊﾀ ｶﾅ 木曽青峰
蓮沼 礼子(2)
ﾊｽﾇﾏ ﾚｲｺ 松本深志
髙波 舞(1)
ﾀｶﾅﾐ ﾏｲ 松本県ヶ丘

風速 +0.3

 1 西村 佳菜子(1)     12.69 
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 松商学園

 2 降旗 菜津美(2)     12.83 
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町

 3 牧元 美沙(1)     13.40 
ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 豊科

 4 前澤 朱音(2)     13.45 
ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 創造学園

 5 児玉 奈美(1)     13.52 
ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 松商学園

 6 小林 彩七(1)     13.67 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾅ 松商学園

 7 太田 もも(1)     13.70 
ｵｵﾀ ﾓﾓ 松本美須々ヶ丘

 8 村山 奈菜(2)     13.95 
ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅ 松本蟻ヶ崎

女子

100m

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6  1936 5  2009

記録／備考
5  1690 4  1923

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3  2802 3  1983

7  1984 6  1864

8  1908 7  1786

4  1790 2  1737

2  1564

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  1938

2  1562

4  1982

5  1856

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6  1785
欠場

7  1811
欠場

7  2009

5  1982

記録／備考
6  1923

4  1690

8  1856

3  1864

9  1936

2  1938



予選 9月7日 10:10
決勝 9月7日 12:55

長野県高校記録(KR)              24.72 青木　利佳                   中野西           1989/06/25  
大会記録(GR)                    25.33 猪田　有紗                   松本蟻ヶ崎       2007        

[ 1組] 風速 +1.4 [ 2組] 風速 +1.6

 1 降旗 菜津美(2)     26.64 Q  1 西村 佳菜子(1)     26.47 Q
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町 ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 松商学園

 2 田中 美菜(2)     26.80 q  2 牧元 美沙(1)     27.32 q
ﾀﾅｶ ﾐﾅ 木曽青峰 ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 豊科

 3 小林 彩七(1)     28.61  3 上條 渓(2)     28.00 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾅ 松商学園 ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ 創造学園

 4 小澤 美紀(2)     28.86  4 田畑 真琴(2)     28.31 
ｵｻﾞﾜ ﾐｷ 松本蟻ヶ崎 ﾀﾊﾞﾀ ﾏｺﾄ 塩尻志学館

 5 百瀬 真梨(1)     31.29  6 中畑 夏菜(1)     29.93 
ﾓﾓｾ ﾏﾘ 松本深志 ﾅｶﾊﾀ ｶﾅ 木曽青峰

 6 宮坂 季恵(2)     31.79  7 山田 紋花(2)     30.74 
ﾐﾔｻｶ ｷｴ 塩尻志学館 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 松本県ヶ丘
栁瀬 舞(2)
ﾔﾅｾ ﾏｲ 創造学園

[ 3組] 風速 +1.2

 1 畑 美織(2)     27.31 Q
ﾊﾀ ﾐｵﾘ 木曽青峰

 2 児玉 奈美(1)     27.92 q
ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 松商学園

 2 前澤 朱音(2)     27.92 q
ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 創造学園

 4 丸山 千花(2)     29.04 
ﾏﾙﾔﾏ ﾁｶ 松本蟻ヶ崎

 6 佐原 麻友(2)     31.01 
ｻﾊﾗ ﾏﾕ 梓川
鈴木 花音(2)
ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ 松本県ヶ丘

風速 -0.7

 1 降旗 菜津美(2)     26.32 
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町

 2 西村 佳菜子(1)     26.85 
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 松商学園

 3 田中 美菜(2)     27.08 
ﾀﾅｶ ﾐﾅ 木曽青峰

 4 畑 美織(2)     27.40 
ﾊﾀ ﾐｵﾘ 木曽青峰

 5 牧元 美沙(1)     28.18 
ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 豊科

 6 児玉 奈美(1)     28.61 
ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 松商学園

 7 上條 渓(2)     30.68 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ 創造学園

 8 前澤 朱音(2)     38.60 
ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 創造学園

女子

200m

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5  1586 3  2009

記録／備考
4  1690 4  1923

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2  1862 6  1605

6  1938 5  1981

8  1596 7  1806

3  1790 2  1562

7  1983
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  1982

7  1868

5  1588

3  1936

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2  1737

6  1805
欠場

8  1586

6  1588

記録／備考
4  1690

5  1923

9  1981

3  1982

7  2009

2  1936



予選 9月5日 11:40
決勝 9月5日 14:30

長野県高校記録(KR)              55.42 山本　瑞                     小諸             2011/08/03  
瀧澤　彩                     長野             2012/07/29  

大会記録(GR)                    57.34 望月　絵美                   豊科             2011        

[ 1組] [ 2組]

 1 田中 美菜(2)   1:00.30 Q  1 畑 美織(2)   1:01.53 Q
ﾀﾅｶ ﾐﾅ 木曽青峰 ﾊﾀ ﾐｵﾘ 木曽青峰

 2 前澤 朱音(2)   1:03.60 Q  2 中野 美智恵(2)   1:01.68 Q
ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 創造学園 ﾅｶﾉ ﾐﾁｴ 松本蟻ヶ崎

 3 倉沢 果歩(1)   1:03.62 q  3 中西 保乃花(2)   1:02.94 q
ｸﾗｻﾜ ｶﾎ 松商学園 ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ 大町

 4 丸山 千花(2)   1:05.33 q  4 牧元 美沙(1)   1:04.89 q
ﾏﾙﾔﾏ ﾁｶ 松本蟻ヶ崎 ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 豊科

 5 蓮沼 礼子(2)   1:10.04  5 上條 渓(2)   1:06.16 
ﾊｽﾇﾏ ﾚｲｺ 松本深志 ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ 創造学園

 6 山田 紋花(2)   1:11.89  6 宮坂 季恵(2)   1:12.22 
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 松本県ヶ丘 ﾐﾔｻｶ ｷｴ 塩尻志学館

 7 木山澤 朋美(1)   1:12.83 辻本 采香(1)
ｷﾔﾏｻﾞﾜ ﾄﾓﾐ 木曽青峰 ﾂｼﾞﾓﾄ ｱﾔｶ 松本深志

 8 塚田 知香(1)   1:15.05 一ﾉ瀬 菜月(1)
ﾂｶﾀﾞ ﾁｶ 創造学園 ｲﾁﾉｾ ﾅﾂｷ 松本深志

 1 田中 美菜(2)     59.26 
ﾀﾅｶ ﾐﾅ 木曽青峰

 2 畑 美織(2)   1:00.88 
ﾊﾀ ﾐｵﾘ 木曽青峰

 3 中野 美智恵(2)   1:01.55 
ﾅｶﾉ ﾐﾁｴ 松本蟻ヶ崎

 4 中西 保乃花(2)   1:01.92 
ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ 大町

 5 倉沢 果歩(1)   1:04.42 
ｸﾗｻﾜ ｶﾎ 松商学園

 6 前澤 朱音(2)   1:04.62 
ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 創造学園

 7 丸山 千花(2)   1:04.68 
ﾏﾙﾔﾏ ﾁｶ 松本蟻ヶ崎

 8 牧元 美沙(1)   1:06.53 
ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 豊科

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

女子

400m

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

記録／備考
5  1586 5  1588

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3  1982 9  1873

4  1924 6  1691

7  1868 4  2009

6  1785 7  1981

2  1806 2  1596

欠場

8  1561 3  1776
欠場

9  1985 8  1778

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 記録／備考
4  1586

7  1588

所属名

5  1873

9  1691

8  1924

6  1982

3  1868

2  2009



予選 9月6日 10:20
決勝 9月7日 12:20

長野県高校記録(KR)            2:05.78 山本　瑞                     小諸             2011/10/29  
大会記録(GR)                  2:17.84 上條　麻奈                   松本深志         2013        

[ 1組] [ 2組]

 1 赤羽 純美玲(1)   2:23.57 Q  1 赤羽 美柚(2)   2:24.06 Q
ｱｶﾊﾈ ｽﾐﾚ 松商学園 ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ 松本蟻ヶ崎

 2 小林 千紗(2)   2:23.80 Q  2 塩原 真悠(1)   2:31.44 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｻ 松本県ヶ丘 ｼｵﾊﾗ ﾏﾕ 松本県ヶ丘

 3 胡桃澤 佑衣(2)   2:26.15 q  3 酒井 優梨愛(2)   2:33.44 q
ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾕｲ 木曽青峰 ｻｶｲ ﾕﾘｱ 塩尻志学館

 4 那須野 綺音(1)   2:31.01 q  4 鳥羽 美宇(1)   2:34.17 
ﾅｽﾉ ｱﾔﾈ 大町 ﾄﾊﾞ ﾐｳ 松商学園

 5 一ﾉ瀬 菜月(1)   2:33.67 q  5 木山澤 朋美(1)   2:47.04 
ｲﾁﾉｾ ﾅﾂｷ 松本深志 ｷﾔﾏｻﾞﾜ ﾄﾓﾐ 木曽青峰

 6 土屋 帆南(2)   2:42.90 小林 晴佳(2)
ﾂﾁﾔ ﾎﾅﾐ 松本蟻ヶ崎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 松本深志
赤岩 結芽(1)
ｱｶｲﾜ ﾕﾒ 木曽青峰

 1 赤羽 純美玲(1)   2:20.74 
ｱｶﾊﾈ ｽﾐﾚ 松商学園

 2 赤羽 美柚(2)   2:23.12 
ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ 松本蟻ヶ崎

 3 小林 千紗(2)   2:24.85 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｻ 松本県ヶ丘

 4 胡桃澤 佑衣(2)   2:25.27 
ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾕｲ 木曽青峰

 5 一ﾉ瀬 菜月(1)   2:30.56 
ｲﾁﾉｾ ﾅﾂｷ 松本深志

 6 那須野 綺音(1)   2:30.67 
ﾅｽﾉ ｱﾔﾈ 大町

 7 塩原 真悠(1)   2:35.86 
ｼｵﾊﾗ ﾏﾕ 松本県ヶ丘

 8 酒井 優梨愛(2)   2:38.96 
ｻｶｲ ﾕﾘｱ 塩尻志学館

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

女子

800m

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

記録／備考
5  1928 4  1861

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4  1804 3  1812

6  1587 6  1597

2  1694 5  1932

欠場

3  1778 7  1561

7  1866 2  1784

8  1563
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  1928

5  1861

7  1804

8  1587

2  1778

9  1694

4  1812

3  1597



決勝 9月5日 15:15

長野県高校記録(KR)            4:22.18 吉田　夏子                   東海大三         2012/07/29  
大会記録(GR)                  4:41.76 須澤　麻希                   松商学園         2005        

 1 小林 千紗(2)   4:46.84 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｻ 松本県ヶ丘

 2 赤羽 純美玲(1)   4:51.14 
ｱｶﾊﾈ ｽﾐﾚ 松商学園

 3 赤羽 美柚(2)   4:52.24 
ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ 松本蟻ヶ崎

 4 千野 恵実(1)   4:55.42 
ﾁﾉ ﾒｸﾞﾐ 松商学園

 5 塩原 真悠(1)   5:07.00 
ｼｵﾊﾗ ﾏﾕ 松本県ヶ丘

 6 三村 静香(2)   5:07.79 
ﾐﾑﾗ ｼｽﾞｶ 塩尻志学館

 7 胡桃澤 佑衣(2)   5:08.71 
ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾕｲ 木曽青峰

 8 吉江 美季(1)   5:08.76 
ﾖｼｴ ﾐｷ 松商学園

 9 一ﾉ瀬 菜月(1)   5:17.40 
ｲﾁﾉｾ ﾅﾂｷ 松本深志

10 酒井 優梨愛(2)   5:19.24 
ｻｶｲ ﾕﾘｱ 塩尻志学館

11 小林 鈴華(1)   5:25.81 
ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞｶ 塩尻志学館

12 小山 ゆき(1)   5:42.96 
ｺﾔﾏ ﾕｷ 松本県ヶ丘

13 北原 すみれ(1)   5:44.55 
ｷﾀﾊﾗ ｽﾐﾚ 松本蟻ヶ崎

14 一之瀬 陽菜(1)   6:17.87 
ｲﾁﾉｾ ﾊﾙﾅ 松本深志

女子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  1804

2  1928

3  1861

4  1929

15  1812

7  1603

5  1587

6  1930

13  1778

14  1597

9  1598

10  1813

12  1874

11  1777



決勝 9月7日 10:50

長野県高校記録(KR)            9:16.29 石原　さつき                 諏訪実業         1991/10/14  
大会記録(GR)                 10:01.39 須澤　麻希                   松商学園         2005        

 1 小林 千紗(2)  10:24.86 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｻ 松本県ヶ丘

 2 千野 恵実(1)  10:36.65 
ﾁﾉ ﾒｸﾞﾐ 松商学園

 3 吉江 美季(1)  11:18.03 
ﾖｼｴ ﾐｷ 松商学園

 4 三村 静香(2)  11:25.42 
ﾐﾑﾗ ｼｽﾞｶ 塩尻志学館

 5 小林 鈴華(1)  11:42.51 
ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞｶ 塩尻志学館

 6 小山 ゆき(1)  11:52.35 
ｺﾔﾏ ﾕｷ 松本県ヶ丘

 7 鳥羽 美宇(1)  12:03.30 
ﾄﾊﾞ ﾐｳ 松商学園

 8 丸山 瑞稀(1)  12:06.49 
ﾏﾙﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 大町

 9 小林 晴佳(2)  13:14.16 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 松本深志

10 一之瀬 陽菜(1)  13:50.29 
ｲﾁﾉｾ ﾊﾙﾅ 松本深志
酒井 優梨愛(2)
ｻｶｲ ﾕﾘｱ 塩尻志学館
那須野 綺音(1)
ﾅｽﾉ ｱﾔﾈ 大町

女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  1804

2  1929

4  1930

3  1603

5  1598

10  1813

6  1932

11  1693

欠場

13  1784

8  1777

7  1597
欠場

9  1694



決勝 9月5日 13:10

長野県高校記録(KR)              14.28 長崎　寛子                   中野実業         1996/10/14  
大会記録(GR)                    15.2  清水　美輝                   松本県ヶ丘       1981        

風速  0.0

 1 安田 若菜(2)     15.45 
ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 木曽青峰

 2 田畑 真琴(2)     16.47 
ﾀﾊﾞﾀ ﾏｺﾄ 塩尻志学館

 3 加藤 優美(2)     16.49 
ｶﾄｳ ﾕｳﾐ 松商学園

 4 新井 咲(2)     16.84 
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園

 5 蟹澤 佑夏(2)     17.06 
ｶﾆｻﾜ ﾕｶ 松本県ヶ丘

 6 小澤 美紀(2)     18.98 
ｵｻﾞﾜ ﾐｷ 松本蟻ヶ崎

 7 東本 真実(1)     20.30 
ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾏﾐ 松本深志

女子

100mH(0.838m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1589

7  1605

4  1918

6  1916

8  1788

3  1803

2  1862



決勝 9月6日 11:50

長野県高校記録(KR)              58.27 瀧澤　彩                     長野             2012/07/31  
大会記録(GR)                  1:05.77 高野　雅子                   大町             2012        

 1 安田 若菜(2)   1:05.73 
ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 木曽青峰

 2 田中 美菜(2)   1:06.95 
ﾀﾅｶ ﾐﾅ 木曽青峰

 3 田畑 真琴(2)   1:09.09 
ﾀﾊﾞﾀ ﾏｺﾄ 塩尻志学館

 4 中西 保乃花(2)   1:09.10 
ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ 大町

 5 蓮沼 礼子(2)   1:18.19 
ﾊｽﾇﾏ ﾚｲｺ 松本深志

 6 宮坂 季恵(2)   1:21.89 
ﾐﾔｻｶ ｷｴ 塩尻志学館

 7 上條 渓(2)   1:24.68 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ 創造学園
加藤 優美(2)
ｶﾄｳ ﾕｳﾐ 松商学園

女子

400mH(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  1589

大会新
5  1586

4  1605

3  1691

欠場

6  1785

2  1596

9  1981

8  1918



決勝 9月7日 10:30

長野県高校記録(KR)               1.77 上原　久美恵                 岡谷東           1977/10/03  
大会記録(GR)                     1.63 高柳　千帆                   木曽             1988        

1m58 1m61
島田 明奈(2) - - - - o o o o o o
ｼﾏﾀﾞ ｱｷﾅ 松本蟻ヶ崎 o xxx
鈴木 花音(2) - - - xo o xo o o xxx
ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ 松本県ヶ丘
新井 咲(2) - - - o xo xxo xxo xxo xxx
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園
矢島 由衣(1) o o xxx
ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 松本深志
東本 真実(1) o xo xxx
ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾏﾐ 松本深志
奥島 彩葉(2) o xxx
ｵｸｼﾏ ｻﾖ 松商学園

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m20 1m25 1m52 1m55

記録 備考

1 6  1865
 1.58

1m30 1m35 1m40 1m43 1m46 1m49

2 5  1805
 1.49

3 4  1916
 1.49

6 2  1919
 1.20

4 1  1789
 1.25

5 3  1788
 1.25



決勝 9月5日 10:30

長野県高校記録(KR)               6.06 宮坂　楓                     東海大三         2010/07/19  
大会記録(GR)                     5.52 田澤　愛                     松本深志         2006        

 ３回の
 最高記録

安田 若菜(2)   5.09   5.12   4.97    5.12   5.02   5.04   5.11    5.12 
ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 木曽青峰   +2.0   +3.1   -0.7    +3.1   +2.6   +1.6   -0.2    +3.1
栗空 亜沙美(2)   5.10   5.08   4.86    5.10   4.71   4.91   5.04    5.10 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰   +1.0   -0.3   +1.2    +1.0   +3.3   +1.9   -0.6    +1.0
畑 美織(2)   4.76   4.45   4.83    4.83   4.76   4.59   4.71    4.83 
ﾊﾀ ﾐｵﾘ 木曽青峰   +2.0   +1.1   +0.9    +0.9   +1.8   +1.9   -0.5    +0.9
辻本 采香(1)   4.56   4.65   4.28    4.65   4.41   4.56    x    4.65 
ﾂｼﾞﾓﾄ ｱﾔｶ 松本深志   +1.5   +1.7   -0.7    +1.7   +3.0   +1.2    +1.7
奥島 彩葉(2)   4.28   4.43   4.43    4.43   4.33   4.28   4.60    4.60 
ｵｸｼﾏ ｻﾖ 松商学園   -0.4   +1.3   +0.3    +0.3   +1.6   +1.2   +1.5    +1.5
星野 美音(2)   4.33    x   4.26    4.33   4.36   4.47   4.42    4.47 
ﾎｼﾉ ﾐｵﾝ 松本蟻ヶ崎   +1.9   +0.7    +1.9   +2.5   +2.3   +0.9    +2.3
百瀬 真梨(1)   4.39    x   4.23    4.39   4.42   4.32    x    4.42 
ﾓﾓｾ ﾏﾘ 松本深志   +0.9   +0.3    +0.9   +0.8   +0.7    +0.8
岩下 早紀(1)   4.23   4.20   4.24    4.24   4.26   4.42   4.10    4.42 
ｲﾜｼﾀ ｻｷ 松商学園   +1.1   -0.8   +1.3    +1.3   +0.1   +1.9   +0.6    +1.9
宮澤 裕子(2)    x   4.22    x    4.22    4.22 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｺ 明科   +0.5    +0.5    +0.5
村山 奈菜(2)   3.30   3.89   3.77    3.89    3.89 
ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅ 松本蟻ヶ崎   +1.9   +2.5   +1.0    +2.5    +2.5

備考

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録

1 8  1589

2 10  1585

3 6  1588

4 2  1776

5 9  1919

6 5  1863

7 4  1790

8 3  1933

9 7  2018

10 1  1864



決勝 9月6日 12:00

長野県高校記録(KR)              13.65 大矢　結麻                   丸子実業         2006/05/13  
大会記録(GR)                    11.96 上原　綾                     田川             1996        

 ３回の
 最高記録

下村 芽生(2)
ｼﾀﾑﾗ ﾒｲ 木曽青峰
中野 美智恵(2)
ﾅｶﾉ ﾐﾁｴ 松本蟻ヶ崎
柴田 友菜(1)
ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ 田川
宇原 萌々香(2)
ｳﾊﾗ ﾓﾓｶ 田川
山口 樹々(1)
ﾔﾏｸﾞｷ ｷｷ 松商学園
島田 明奈(2)
ｼﾏﾀﾞ ｱｷﾅ 松本蟻ヶ崎
岩下 早紀(1)
ｲﾜｼﾀ ｻｷ 松商学園
山崎 由莉奈(1)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾘﾅ 明科
安喰 春瑠(2)
ｱｸﾞｲ ﾊﾙﾙ 松商学園
竹内 望菜(2)
ﾀｹｳﾁ ﾐﾅ 塩尻志学館
佐藤 奈々(1) 欠場
ｻﾄｳ ﾅﾅ 塩尻志学館
大槻 沙也加(2) 欠場
ｵｵﾂｷ ｻﾔｶ 都市大塩尻

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

2 12  1873
  8.87   8.49

1 10  1590
   x   9.20

  8.99    8.99   8.40   8.90   8.49   8.99 

   9.20   8.19   8.35   8.48   9.20   8.94

4 11  2459
  8.45   8.40

3 9  2460
  8.06   8.55

  8.46    8.46    x   8.51   8.10   8.51 

   8.81   8.51   8.30   8.14   8.81   8.81

6 5  1865
  6.32   6.18

5 8  1935
  6.47   6.23

  6.58    6.58   6.10   6.29   5.71   6.58 

   6.47   6.41   6.38   6.78   6.78   6.14

8 7  2011
  5.72   5.94

7 6  1933
  5.92   6.19

  6.01    6.01    x   5.89   5.89   6.01 

   6.19   6.42   6.42   6.33   6.42   4.82

10 3  1602
   x   4.90

9 4  1921
  5.81    x

   x    4.90   4.90 

   5.84   5.84   5.84

2  1914

1  1607



決勝 9月7日 12:30

長野県高校記録(KR)              44.69 中島　未歩                   丸子修学館       2010/10/01  
大会記録(GR)                    33.58 上原　綾                     田川             1996        

 ３回の
 最高記録

勝山 理沙(2)
ｶﾂﾔﾏ ﾘｻ 梓川
下村 芽生(2)
ｼﾀﾑﾗ ﾒｲ 木曽青峰
宮澤 瑠衣(2)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙｲ 梓川
山口 樹々(1)
ﾔﾏｸﾞｷ ｷｷ 松商学園
井口 七海(2)
ｲｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 梓川
佐藤 奈々(1)
ｻﾄｳ ﾅﾅ 塩尻志学館
山崎 由莉奈(1)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾘﾅ 明科
河西 優衣(2) 欠場
ｶｻｲ ﾕｲ 松本深志
山田 あんな(2) 欠場
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾝﾅ 松本深志

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

円盤投(1.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

2 9  1590
   x    x

1 8  1740
   o    o

 21.96   21.96    x  26.76    o  26.76 

  26.18    o    o  27.52  27.52  26.18

4 2  1935
   o    x

3 6  1739
   o    o

 22.80   22.80    o    o    o  22.80 

  24.06    o    o  24.91  24.91  24.06

6 1  1607
 19.23    o

5 4  1738
 20.41    o

   x   19.23    x    o  19.33  19.33 

  20.41    o    o    o  20.41    o

3  1786

7 5  2011
 13.51    o   13.51    o    o    o  13.51    o

7  1787



決勝 9月5日 14:30

長野県高校記録(KR)              48.07 山之上　ちさと               蓼科             2004/05/28  
大会記録(GR)                    37.29 櫻井　志緒理                 松商学園         2011        

 ３回の
 最高記録

下村 芽生(2) 大会新
ｼﾀﾑﾗ ﾒｲ 木曽青峰
栗空 亜沙美(2)
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰
井口 七海(2)
ｲｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 梓川
髙波 舞(1)
ﾀｶﾅﾐ ﾏｲ 松本県ヶ丘
安喰 春瑠(2)
ｱｸﾞｲ ﾊﾙﾙ 松商学園
星野 美音(2)
ﾎｼﾉ ﾐｵﾝ 松本蟻ヶ崎
宮澤 裕子(2)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｺ 明科
竹内 望菜(2)
ﾀｹｳﾁ ﾐﾅ 塩尻志学館
島田 明奈(2)
ｼﾏﾀﾞ ｱｷﾅ 松本蟻ヶ崎
園田 理彩(1)
ｿﾉﾀﾞ ﾘｻ 明科
勝山 理沙(2)
ｶﾂﾔﾏ ﾘｻ 梓川
鈴木 萌水(1)
ｽｽﾞｷ ﾓｴﾅ 木曽青峰
塩原 由夏(1)
ｼｵﾊﾗ ﾕｶ 松商学園
山口 樹々(1)
ﾔﾏｸﾞｷ ｷｷ 松商学園
宮澤 瑠衣(2)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙｲ 梓川
大槻 沙也加(2) 欠場
ｵｵﾂｷ ｻﾔｶ 都市大塩尻
山田 あんな(2) 欠場
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾝﾅ 松本深志

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-

2 15  1585
 29.64    o

1 17  1590
   x    o

   o   29.64  31.42    o    o  31.42 

  37.98    o    o    o  37.98  37.98

4 13  1811
 29.12    o

3 14  1738
   o  31.28

   o   29.12    o    o    o  29.12 

  31.28    o    o    o  31.28    o

6 10  1863
   o    o

5 16  1921
   o  28.72

 22.73   22.73  26.10    x    o  26.10 

  28.72    o    o    o  28.72    o

8 2  1602
   o    o

7 11  2018
   x    o

 22.97   22.97    x    o    o  22.97 

  25.06    o    o  25.07  25.07  25.06

10 9  2012
   x    o

9 7  1865
   o    o

 19.02   19.02  19.02 

  19.74  19.74  19.74

12 8  1564
   o  17.88

11 5  1740
   x    o

   x   17.88  17.88 

  18.28  18.28  18.28

14 4  1935
   x  15.80

13 6  1927
   o    o

   x   15.80  15.80 

  16.14  16.14  16.14

1  1914

15 3  1739
   x    x   10.57  10.57  10.57

12  1787



決勝 9月6日 14:00

長野県高校記録(KR)              47.82 長野吉田                     長野吉田         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)                    48.66 松商学園                     松商学園         2012        
（中村 泉紀・モラード 華・奥島 美空・ディアスタイナ）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 木曽青峰  1585 栗空 亜沙美(2)     50.90 

ｷｿｾｲﾎｳ ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ
 1589 安田 若菜(2)

ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ
 1588 畑 美織(2)

ﾊﾀ ﾐｵﾘ
 1586 田中 美菜(2)

ﾀﾅｶ ﾐﾅ
 2   4 松商学園  1924 倉沢 果歩(1)     51.22 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ｸﾗｻﾜ ｶﾎ
 1923 西村 佳菜子(1)

ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ
 1936 児玉 奈美(1)

ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ
 1938 小林 彩七(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾅ
 3   6 創造学園  1983 栁瀬 舞(2)     53.10 

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾔﾅｾ ﾏｲ
 1981 上條 渓(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ
 1982 前澤 朱音(2)

ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ
 1984 村山 陽菜(2)

ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ
 4   3 松本蟻ヶ崎  1865 島田 明奈(2)     53.53 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ｼﾏﾀﾞ ｱｷﾅ
 1862 小澤 美紀(2)

ｵｻﾞﾜ ﾐｷ
 1864 村山 奈菜(2)

ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅ
 1873 中野 美智恵(2)

ﾅｶﾉ ﾐﾁｴ
 5   2 松本県ヶ丘  1806 山田 紋花(2)     54.45 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ
 1803 蟹澤 佑夏(2)

ｶﾆｻﾜ ﾕｶ
 1811 髙波 舞(1)

ﾀｶﾅﾐ ﾏｲ
 1805 鈴木 花音(2)

ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ
 6   9 塩尻志学館  1602 竹内 望菜(2)     55.92 

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ ﾀｹｳﾁ ﾐﾅ
 1605 田畑 真琴(2)

ﾀﾊﾞﾀ ﾏｺﾄ
 1596 宮坂 季恵(2)

ﾐﾔｻｶ ｷｴ
 1597 酒井 優梨愛(2)

ｻｶｲ ﾕﾘｱ
 7   8 松本深志  1785 蓮沼 礼子(2)     56.06 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ﾊｽﾇﾏ ﾚｲｺ
 1786 河西 優衣(2)

ｶｻｲ ﾕｲ
 1776 辻本 采香(1)

ﾂｼﾞﾓﾄ ｱﾔｶ
 1790 百瀬 真梨(1)

ﾓﾓｾ ﾏﾘ
  7 大町

ｵｵﾏﾁ 欠場

女子

4×100m

決勝



決勝 9月7日 13:50

長野県高校記録(KR)            3:46.50 長野吉田                     長野吉田         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)                  4:08.95 松本蟻ヶ崎                   松本蟻ヶ崎       2011        
（市岡 奈月・中澤 久美・上條 実加・臼井 佳奈）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 木曽青峰  1588 畑 美織(2)   4:05.08 

ｷｿｾｲﾎｳ ﾊﾀ ﾐｵﾘ 大会新
 1587 胡桃澤 佑衣(2)

ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾕｲ
 1589 安田 若菜(2)

ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ
 1586 田中 美菜(2)

ﾀﾅｶ ﾐﾅ
 2   9 松本蟻ヶ崎  1868 丸山 千花(2)   4:16.76 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ﾏﾙﾔﾏ ﾁｶ
 1861 赤羽 美柚(2)

ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ
 1866 土屋 帆南(2)

ﾂﾁﾔ ﾎﾅﾐ
 1873 中野 美智恵(2)

ﾅｶﾉ ﾐﾁｴ
 3   3 松商学園  1923 西村 佳菜子(1)   4:20.84 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ
 1936 児玉 奈美(1)

ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ
 1938 小林 彩七(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾅ
 1924 倉沢 果歩(1)

ｸﾗｻﾜ ｶﾎ
 4   4 松本県ヶ丘  1803 蟹澤 佑夏(2)   4:23.44 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ｶﾆｻﾜ ﾕｶ
 1812 塩原 真悠(1)

ｼｵﾊﾗ ﾏﾕ
 1805 鈴木 花音(2)

ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ
 1804 小林 千紗(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｻ
 5   7 大町  1692 曽根原 可菜(1)   4:30.24 

ｵｵﾏﾁ ｿﾈﾊﾗ ｶﾅ
 1691 中西 保乃花(2)

ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ
 1693 丸山 瑞稀(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾐｽﾞｷ
 1694 那須野 綺音(1)

ﾅｽﾉ ｱﾔﾈ
 6   6 塩尻志学館  1605 田畑 真琴(2)   4:34.24 

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ ﾀﾊﾞﾀ ﾏｺﾄ
 1597 酒井 優梨愛(2)

ｻｶｲ ﾕﾘｱ
 1596 宮坂 季恵(2)

ﾐﾔｻｶ ｷｴ
 1603 三村 静香(2)

ﾐﾑﾗ ｼｽﾞｶ
 7   8 松本深志  1788 東本 真実(1)   4:36.81 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾏﾐ
 1778 一ﾉ瀬 菜月(1)

ｲﾁﾉｾ ﾅﾂｷ
 1776 辻本 采香(1)

ﾂｼﾞﾓﾄ ｱﾔｶ
 1785 蓮沼 礼子(2)

ﾊｽﾇﾏ ﾚｲｺ
 8   2 創造学園  1985 塚田 知香(1)   4:44.28 

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾂｶﾀﾞ ﾁｶ
 1981 上條 渓(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ
 1983 栁瀬 舞(2)

ﾔﾅｾ ﾏｲ
 1982 前澤 朱音(2)

ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ

女子

4×400m

決勝



第１日目 2014/ 9/ 6
第２日目 2014/ 9/ 7

長野県高校記録(KR)               4459 宮澤　七夕子                 長野吉田         2010/06/20  
大会記録(GR)                     3627 中澤　久美                   松本蟻ヶ崎       2011        

[第１日目]

栗空 亜沙美(2) 17.12(+0.4)        1.20        7.93 29.71(-1.4)   1793
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰     583     312     395     503      2
新井 咲(2) 17.24(+0.4)        1.50        7.88 28.28(-1.4)   2192
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園     570     621     392     609      1
奥島 彩葉(2) 20.16(+0.4)        1.25        7.36 29.68(-1.4)   1511
ｵｸｼﾏ ｻﾖ 松商学園     289     359     358     505      5
曽根原 可菜(1) 18.75(+0.4)        1.30        5.16 29.95(-1.4)   1527
ｿﾈﾊﾗ ｶﾅ 大町     414     409     218     486      4
塩原 由夏(1) 19.19(+0.4)        1.30        6.27 30.07(-1.4)   1547
ｼｵﾊﾗ ﾕｶ 松商学園     373     409     288     477      3
宮澤 裕子(2) 22.87(+0.4)        1.25        6.99 31.71(-1.4)   1170
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｺ 明科     108     359     334     369      8
矢島 由衣(1) 21.00(+0.4)        1.25        6.38 31.47(-1.4)   1263
ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 松本深志     225     359     295     384      6
村山 陽菜(2) 20.63(+0.4)        1.15        5.75 30.10(-1.4)   1248
ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ 創造学園     252     266     255     475      7

女子

七種競技

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 100mH HJ SP

 1984

200m
１日目得点

順位
 1585

 1916

 1919

 1692

 1927

 2018

 1789



[第２日目]

栗空 亜沙美(2)  5.03(+1.5)       35.02     2:39.14   3515    1
木曽青峰     567     572     583

新井 咲(2)  4.88(+0.6)       16.63     2:53.10   3378    2
松商学園     527     227     432

奥島 彩葉(2)  4.71(+1.5)       23.17     2:46.00   2847    3
松商学園     482     348     506

曽根原 可菜(1)  4.06(+0.5)       18.94     2:39.65   2695    4
大町     322     269     577

塩原 由夏(1)  4.06(+0.7)       17.54     2:54.25   2532    5
松商学園     322     243     420

宮澤 裕子(2)  4.28(+1.9)       27.54     3:00.84   2331    6
明科     374     430     357

矢島 由衣(1)  4.02(-0.6)       17.02     3:01.45   2161    7
松本深志     312     234     352

村山 陽菜(2)  3.94(+1.3)       17.22     3:36.70   1879    8
創造学園     294     237     100

女子

七種競技

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏  名

LJ JT 800m
総合

順位 備考
所属名 得点

 1789

 1984

 1585

 1916

 1919

 1692

 1927

 2018



決勝 9月6日 14:45

長野県高校記録(KR)              24.72 青木　利佳                   中野西           1989/06/25  
大会記録(GR)                    25.33 猪田　有紗                   松本蟻ヶ崎       2007        

風速 -1.4

 1 新井 咲(2)     28.28 
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園

 2 奥島 彩葉(2)     29.68 
ｵｸｼﾏ ｻﾖ 松商学園

 3 栗空 亜沙美(2)     29.71 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰

 4 曽根原 可菜(1)     29.95 
ｿﾈﾊﾗ ｶﾅ 大町

 5 塩原 由夏(1)     30.07 
ｼｵﾊﾗ ﾕｶ 松商学園

 6 村山 陽菜(2)     30.10 
ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ 創造学園

 7 矢島 由衣(1)     31.47 
ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 松本深志

 8 宮澤 裕子(2)     31.71 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｺ 明科

七種競技

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

486

8  1916
609

2  1919
505

5  1585
503

7  1692

369

6  1927
477

3  1984
475

9  1789
384

4  2018



決勝 9月7日 13:10

長野県高校記録(KR)            2:05.78 山本　瑞                     小諸             2011/10/29  
大会記録(GR)                  2:17.84 上條　麻奈                   松本深志         2013        

 1 栗空 亜沙美(2)   2:39.14 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰

 2 曽根原 可菜(1)   2:39.65 
ｿﾈﾊﾗ ｶﾅ 大町

 3 奥島 彩葉(2)   2:46.00 
ｵｸｼﾏ ｻﾖ 松商学園

 4 新井 咲(2)   2:53.10 
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園

 5 塩原 由夏(1)   2:54.25 
ｼｵﾊﾗ ﾕｶ 松商学園

 6 宮澤 裕子(2)   3:00.84 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｺ 明科

 7 矢島 由衣(1)   3:01.45 
ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 松本深志

 8 村山 陽菜(2)   3:36.70 
ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ 創造学園

七種競技

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

432

5  1585
583

7  1692
577

6  1919
506

4  1916

100

8  1927
420

9  2018
357

2  1789
352

3  1984



決勝 9月6日  9:30

長野県高校記録(KR)              14.28 長崎　寛子                   中野実業         1996/10/14  
大会記録(GR)                    15.2  清水　美輝                   松本県ヶ丘       1981        

風速 +0.4

 1 栗空 亜沙美(2)     17.12 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰

 2 新井 咲(2)     17.24 
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園

 3 曽根原 可菜(1)     18.75 
ｿﾈﾊﾗ ｶﾅ 大町

 4 塩原 由夏(1)     19.19 
ｼｵﾊﾗ ﾕｶ 松商学園

 5 奥島 彩葉(2)     20.16 
ｵｸｼﾏ ｻﾖ 松商学園

 6 村山 陽菜(2)     20.63 
ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ 創造学園

 7 矢島 由衣(1)     21.00 
ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 松本深志

 8 宮澤 裕子(2)     22.87 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｺ 明科

七種競技

100mH(0.838m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

373

8  1585
583

3  1916
570

2  1692
414

9  1927

108

5  1919
289

6  1984
252

4  1789
225

7  2018



決勝 9月6日 10:30

長野県高校記録(KR)               1.77 上原　久美恵                 岡谷東           1977/10/03  
大会記録(GR)                     1.63 高柳　千帆                   木曽             1988        

新井 咲(2)  1.50
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園   621
曽根原 可菜(1)  1.30
ｿﾈﾊﾗ ｶﾅ 大町   409
塩原 由夏(1)  1.30
ｼｵﾊﾗ ﾕｶ 松商学園   409
矢島 由衣(1)  1.25
ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 松本深志   359
奥島 彩葉(2)  1.25
ｵｸｼﾏ ｻﾖ 松商学園   359
宮澤 裕子(2)  1.25
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｺ 明科   359
栗空 亜沙美(2)  1.20
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰   312
村山 陽菜(2)  1.15
ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ 創造学園   266

七種競技

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m10 1m15 1m50 1m53 記録 備考
1 1  1916

- - -

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

xxx

2 8  1692
- xo o xo o xxx

- - - o o o

3 7  1927
- - o

4 2  1789
- - o o xxx

o xxo xxx

4 3  1919
- - o

6 5  2018
o o xo xo xxx

o xxx

7 6  1585
- - o

8 4  1984
o xo xxx

xxx



決勝 9月7日  9:30

長野県高校記録(KR)               6.06 宮坂　楓                     東海大三         2010/07/19  
大会記録(GR)                     5.52 田澤　愛                     松本深志         2006        

栗空 亜沙美(2)   4.96   4.99   5.03  5.03 (+1.5)
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰   +0.4   +1.2   +1.5   567
新井 咲(2)    x   4.70   4.88  4.88 (+0.6)
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園   -0.5   +0.6   527
奥島 彩葉(2)   4.54   4.60   4.71  4.71 (+1.5)
ｵｸｼﾏ ｻﾖ 松商学園   +1.1   +1.5   +1.5   482
宮澤 裕子(2)   4.12   3.98   4.28  4.28 (+1.9)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｺ 明科   +0.4   +1.1   +1.9   374
曽根原 可菜(1)   4.00   4.06   4.00  4.06 (+0.5)
ｿﾈﾊﾗ ｶﾅ 大町   -0.2   +0.5   +1.2   322
塩原 由夏(1)   3.91   3.99   4.06  4.06 (+0.7)
ｼｵﾊﾗ ﾕｶ 松商学園   +0.6   +0.9   +0.7   322
矢島 由衣(1)   3.81   4.02   3.91  4.02 (-0.6)
ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 松本深志   +0.5   -0.6   +1.2   312
村山 陽菜(2)   3.73   3.94    x  3.94 (+1.3)
ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ 創造学園   +0.9   +1.3   294

七種競技

走幅跳

決勝

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

1 3  1585

2 6  1916

3 8  1919

4 2  2018

5 5  1692

8 1  1984

6 4  1927

7 7  1789



決勝 9月6日 13:30

長野県高校記録(KR)              13.65 大矢　結麻                   丸子実業         2006/05/13  
大会記録(GR)                    11.96 上原　綾                     田川             1996        

栗空 亜沙美(2)   7.93 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰    395
新井 咲(2)   7.88 
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園    392
奥島 彩葉(2)   7.36 
ｵｸｼﾏ ｻﾖ 松商学園    358
宮澤 裕子(2)   6.99 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｺ 明科    334
矢島 由衣(1)   6.38 
ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 松本深志    295
塩原 由夏(1)   6.27 
ｼｵﾊﾗ ﾕｶ 松商学園    288
村山 陽菜(2)   5.75 
ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ 創造学園    255
曽根原 可菜(1)   5.16 
ｿﾈﾊﾗ ｶﾅ 大町    218

七種競技

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

  7.63

-3- 記録 備考

1 5  1585
  7.93   7.38   6.99

2 8  1916
  7.74   7.88

  6.99

3 2  1919
  6.64   7.36   7.31

4 4  2018
  6.71   6.82

  5.96

5 1  1789
  6.31   6.38   6.34

6 6  1927
  5.25   6.27

  5.13

7 3  1984
  5.75    x   4.27

8 7  1692
  4.91   5.16



決勝 9月7日 11:30

長野県高校記録(KR)              48.07 山之上　ちさと               蓼科             2004/05/28  
大会記録(GR)                    37.29 櫻井　志緒理                 松商学園         2011        

栗空 亜沙美(2)  35.02 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰    572
宮澤 裕子(2)  27.54 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｺ 明科    430
奥島 彩葉(2)  23.17 
ｵｸｼﾏ ｻﾖ 松商学園    348
曽根原 可菜(1)  18.94 
ｿﾈﾊﾗ ｶﾅ 大町    269
塩原 由夏(1)  17.54 
ｼｵﾊﾗ ﾕｶ 松商学園    243
村山 陽菜(2)  17.22 
ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ 創造学園    237
矢島 由衣(1)  17.02 
ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 松本深志    234
新井 咲(2)  16.63 
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園    227

七種競技

やり投(0.600kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

   o

-3- 記録 備考

1 2  1585
   o  35.02    o

2 1  2018
 27.54    x

   o

3 7  1919
   x    x  23.17

4 4  1692
 18.94    o

 17.22

5 3  1927
 17.54    x    x

6 8  1984
   o    o

 16.63

7 6  1789
   x    o  17.02

8 5  1916
   o    o



決勝 9月6日 11:00

長野県高校記録(KR)              12.03 モラード　華                 松商学園         2014/06/21  
大会記録(GR)                          

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 +1.3

倉沢 果歩(1)     13.55  1 西澤 羽純(1)     13.94 
ｸﾗｻﾜ ｶﾎ 松商学園 ﾆｼｻﾞﾜ ﾊｽﾐ 松商学園

[ 3組] 風速 +0.8

 1 塚田 知香(1)     14.98 
ﾂｶﾀﾞ ﾁｶ 創造学園

9  1924 8  1926

ｵｰﾌﾟﾝ女子

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  1985



   1 倉沢 果歩(1) 松商学園     13.55 (+0.4)   1
   2 西澤 羽純(1) 松商学園     13.94 (+1.3)   2   1
   3 塚田 知香(1) 創造学園     14.98 (+0.8)   3   1

タイムレース

ｵｰﾌﾟﾝ女子

100m

 1985

順位 No. 氏  名 都道府県 備考 組 順位
 1924
 1926

所属名 記録（風）



決勝 9月7日 10:10

長野県高校記録(KR)              24.72 青木　利佳                   中野西           1989/06/25  
大会記録(GR)                          

[ 1組] 風速 [ 2組] 風速 +1.6

 1 西澤 羽純(1)     29.13 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾊｽﾐ 松商学園

[ 3組] 風速 +1.2

 1 塚田 知香(1)     30.89 
ﾂｶﾀﾞ ﾁｶ 創造学園

8  1926

ｵｰﾌﾟﾝ女子

200m

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  1985



   1 西澤 羽純(1) 松商学園     29.13 (+1.6)   2   1
   2 塚田 知香(1) 創造学園     30.89 (+1.2)   3   1

タイムレース

ｵｰﾌﾟﾝ女子

200m

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 備考 組 順位
 1926
 1985

記録（風）



決勝 9月5日 15:15

長野県高校記録(KR)            4:22.18 吉田　夏子                   東海大三         2012/07/29  
大会記録(GR)                          

鳥羽 美宇(1)
ﾄﾊﾞ ﾐｳ 松商学園

16  1932
欠場

ｵｰﾌﾟﾝ女子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月7日 10:50

長野県高校記録(KR)            9:16.29 石原　さつき                 諏訪実業         1991/10/14  
大会記録(GR)                          

赤羽 純美玲(1)
ｱｶﾊﾈ ｽﾐﾚ 松商学園

12  1928
欠場

ｵｰﾌﾟﾝ女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月6日 10:30

長野県高校記録(KR)               3.65 原　奈津美                   上伊那農         2013/09/28  
大会記録(GR)                          

宇原 萌々香(2)
ｳﾊﾗ ﾓﾓｶ 田川

ｵｰﾌﾟﾝ女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 2m40 2m50 記録 備考
1 1  2459

o - o

2m60 2m70 2m80 2m90

 2.80o xxo xxx



決勝 9月5日 10:30

長野県高校記録(KR)              44.45 中島　未歩                   丸子修学館       2010/10/03  
大会記録(GR)                          

 ３回の
 最高記録

佐藤 奈々(1)
ｻﾄｳ ﾅﾅ 塩尻志学館
竹内 望菜(2) 欠場
ﾀｹｳﾁ ﾐﾅ 塩尻志学館

記録 備考

ｵｰﾌﾟﾝ女子

ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

   o

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

1 2  1607
   o  13.72

1  1602

  13.72  13.72 
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