
予･準 男

決・別 女
女子

3000m
女子

3000m
男子

5000m

3016

風向

9:00 南南東

10:00 南

11:00 南南東

12:00 南南西

13:00 東南東

14:00 東北東

15:00 南南東

決勝
大会新

松木　之衣 男14,49.56 長野日大 14,58.69

備考従来の記録

9,44.73

備考

曇 20.0 1.0 65.0

曇 19.5 1.6 67.0

17.5 0.9 67.0

晴 18.5 1.7 65.0

晴 21.0 0.7 62.0

日付 気温℃

晴 21.0

時刻 天候

10/17

晴 16.0

晴

1.2 62.0

風速m/s
風速

気圧hPa湿度％

1.1 74.0

決勝 長野東

 大会で樹立された記録 

決勝
大会新

9,38.45 岡村　未歩 女

氏名 所属

長野東
大会新

久保田　里菜 女9,42.67

10/17

 グランドコンディション 

日付 種目 記録

9,44.73

第１１１回 

長野市内高等学校陸上競技大会  
                大会コード 1５201702 

 

 

 

 

 

 

 

期 日  平成２７年１０月１７日（土） 

場 所  長野市営陸上競技場 

コード 201010 

主 催  長野市内高等学校陸上競技連合会 

共 催  長野市陸上競技協会 

後 援  長野市教育委員会 

(公財)長野市体育協会 

信濃毎日新聞社 

当番校  長野工業高等学校 



第111回長野市内高等学校陸上競技大会                                             
　期日：平成27年10月17日（土）                                                  

決勝記録一覧表
GR:大会新 女  子 【競技場】201010  長野市営陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
10/17 女子  -1.6堀田 莉紗(1) 13.46 伊藤 寧音(1) 13.70 小松 紗菜(1) 13.71 山岸 明紀穂(2) 14.04 中山 寛香(2) 14.16 小平 典歩(2) 14.25 鈴木 理子(1) 14.34 細田 郁瑠(2) 14.75

100m 市立長野 文化学園長野 長野西 長野 長野東 長野西 長野清泉 長野清泉
10/17  +0.6酒井 佳菜子(2) 27.15 伊藤 寧音(1) 27.39 小松 紗菜(1) 27.70 荒井 歩実(1) 29.13 大峽 莉奈(2) 29.63 矢口 未佳(1) 33.18

200m 文化学園長野 文化学園長野 長野西 長野東 長野 松代
10/17 中村 理彩(2) 1,01.10 木田 沙耶(2) 1,01.69 依田 恵(2) 1,02.51 大久保 澪(1) 1,02.69 仲俣 実佑(1) 1,04.64 竹内 美翔(2) 1,07.26

400m 篠ﾉ井 松代 長野西 更級農業 長野西 篠ﾉ井
10/17 木田 沙耶(2) 2,23.09 仲俣 実佑(1) 2,25.83 山崎 夏穂(1) 2,31.94 今井 聡美(2) 2,32.98 大久保 澪(1) 2,36.23 富岡 沙都子(2) 2,38.53 大島 美弥花(2) 2,48.62

800m 松代 長野西 長野吉田 篠ﾉ井 更級農業 更級農業 更級農業
10/17 毛涯 莉歩(2) 4,46.92 宮川 瑞穂(2) 4,52.97 山口 真莉恵(1) 4,57.61 西本 梨花(2) 5,12.62 今井 聡美(2) 5,18.55 徳武 洋子(1) 5,28.06 富岡 沙都子(2) 5,36.58 大島 美弥花(2) 5,53.14

1500m 長野吉田 長野吉田 文化学園長野 長野日大 篠ﾉ井 長野西 更級農業 更級農業
10/17 岡村 未歩(2) 9,38.45 久保田 里菜(3) 9,42.67 塩崎 葵(3) 9,59.51 宍戸 萌百伽(2) 11,26.04 徳武 洋子(1) 11,49.08 山岸 咲菜(1) 12,09.89

3000m 長野東 GR 長野東 GR 長野東 文化学園長野 長野西 長野商業
10/17  +0.2太田 杏優(1) 16.29 梨子田 藍(1) 16.39 坂本 かなた(2) 16.69 宮坂 奈緒(2) 16.84 中山 寛香(2) 17.59 奥村 莉帆(1) 17.75 髙橋 奈々恵(2) 17.85 小平 典歩(2) 18.02

100mH(0.838m) 市立長野 長野日大 長野西 長野日大 長野東 長野西 文化学園長野 長野西
10/17 中村 理彩(2) 1,08.70 依田 恵(2) 1,10.81 髙橋 奈々恵(2) 1,11.63 酒井 彩花(1) 1,12.42 奥村 莉帆(1) 1,14.35 竹内 美翔(2) 1,15.66

400mH(0.762m) 篠ﾉ井 長野西 文化学園長野 長野西 長野西 篠ﾉ井
10/17 溝口 友己歩(3) 24,39.50 矢島 風香(2) 25,30.55 川原 泰葉(2) 30,02.95 原田 千磨莉(1) 32,35.06

5000mW 長野東 長野東 長野 文化学園長野
10/17 文化学園長野      52.78 長野清泉       55.65 松代       56.56 篠ﾉ井       58.94

4×100mR 戸谷 涼乃(2) 北村 咲衣(2) 矢口 未佳(1) 竹内 美翔(2)
酒井 佳菜子(2) 水上  凛(2) 木田 沙耶(2) 盛田 沙英(1)
髙橋 奈々恵(2) 小林 眞菜子(1) 熊倉 望(2) 今井 聡美(2)
伊藤 寧音(1) 佐々木 はな実(2) 清水 佑己奈(1) 中村 理彩(2)

10/17 文化学園長野    4,10.06 長野西     4,14.85 長野吉田     4,23.03 松代     4,40.73
4×400mR 戸谷 涼乃(2) 小松 紗菜(1) 渡邉 理紗(2) 清水 佑己奈(1)

山口 真莉恵(1) 酒井 彩花(1) 伊藤 萌花(2) 熊倉 望(2)
髙橋 奈々恵(2) 仲俣 実佑(1) 毛涯 莉歩(2) 矢口 未佳(1)
酒井 佳菜子(2) 依田 恵(2) 宮川 瑞穂(2) 木田 沙耶(2)

10/17 宮坂 奈緒(2) 1.50 太田 杏優(1) 1.45 高松 聖(2) 1.40 佐々木 はな実(2 1.40 室賀 絢水(1) 1.35 酒井 彩花(1) 1.35 盛田 沙英(1) 1.35 荒井 歩実(1) 1.25
走高跳 長野日大 市立長野 長野西 長野清泉 市立長野 長野西 篠ﾉ井 長野東

10/17 室賀 絢水(1) 2.70 酒井 佳菜子(2) 2.30 金子 未羽(1) 2.00
棒高跳 市立長野 文化学園長野 長野清泉

10/17 堀田 莉紗(1) 5.09(+0.5) 伊藤 萌花(2) 4.73(+0.7) 水上  凛(2) 4.62(+0.8) 坂本 かなた(2)4.58(+1.5) 山岸 明紀穂(2)4.31(+1.2) 小野 菜摘(2) 4.23(+0.9) 渡邉 理紗(2) 3.97(+0.8)
走幅跳 市立長野 長野吉田 長野清泉 長野西 長野 長野商業 長野吉田

10/17 小山 彩綺(2) 9.75 米倉 萌実(1) 8.04 小林 眞菜子(1) 7.36 中村 菜美(2) 6.73 宮原 真(1) 6.60 藤ノ木 沙良(1) 5.05 清水 佑己奈(1) 4.52
砲丸投(4.000kg) 市立長野 長野南 長野清泉 長野西 長野南 長野工業 松代

10/17 小山 彩綺(2) 30.83 竹村 美涼(2) 26.54 戸谷 涼乃(2) 23.05 米倉 萌実(1) 20.60 盛田 沙英(1) 20.47 澤口 実侑(1) 19.76 大井 遥(2) 19.08 小林 眞菜子(1) 17.38
円盤投(1.000kg) 市立長野 長野西 文化学園長野 長野南 篠ﾉ井 長野東 文化学園長野 長野清泉

10/17 竹村 美涼(2) 28.83 戸谷 涼乃(2) 28.77 澤口 実侑(1) 26.16 中村 菜美(2) 24.52 熊倉 望(2) 23.58 細田 郁瑠(2) 18.57 大井 まどか(1) 18.45 北村 咲衣(2) 18.24
やり投(0.600kg) 長野西 文化学園長野 長野東 長野西 松代 長野清泉 長野商業 長野清泉

10/17 学校対校 長野西 68 文化学園長野 56 市立長野 43 長野東 38 篠ﾉ井 24 長野吉田 24 長野清泉 24 松代 21



予選 10月17日  9:50
決勝 10月17日 11:10

大会記録            12.44

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +1.1

 1 堀田 莉紗(1)     13.33 Q  1 小松 紗菜(1)     13.49 Q
ﾎｯﾀ ﾘｻ 市立長野 ｺﾏﾂ ｻﾅ 長野西

 2 伊藤 寧音(1)     13.61 Q  2 山岸 明紀穂(2)     13.84 Q
ｲﾄｳ ﾈﾈ 文化学園長野 ﾔﾏｷﾞｼ ｱｷﾎ 長野

 3 中山 寛香(2)     13.86 q  3 鈴木 理子(1)     13.93 q
ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｶ 長野東 ｽｽﾞｷ ﾘｺ 長野清泉

 4 小平 典歩(2)     13.95 q  4 細田 郁瑠(2)     14.19 q
ｺﾀﾞｲﾗ ﾉﾘﾎ 長野西 ﾎｿﾀﾞ ｶﾎﾙ 長野清泉

 5 小野 菜摘(2)     14.24  5 熊倉 望(2)     14.24 
ｵﾉ ﾅﾂﾐ 長野商業 ｸﾏｸﾗ ﾉｿﾞﾐ 松代

 6 北村 咲衣(2)     14.64  6 大井 まどか(1)     14.93 
ｷﾀﾑﾗ ｻｲ 長野清泉 ｵｵｲ ﾏﾄﾞｶ 長野商業
清水 佑己奈(1) 加納 采弥(2)
ｼﾐｽﾞ ﾕｷﾅ 松代 ｶﾉｳ ｻﾔ 長野日大

風速 -1.6

 1 堀田 莉紗(1)     13.46 
ﾎｯﾀ ﾘｻ 市立長野

 2 伊藤 寧音(1)     13.70 
ｲﾄｳ ﾈﾈ 文化学園長野

 3 小松 紗菜(1)     13.71 
ｺﾏﾂ ｻﾅ 長野西

 4 山岸 明紀穂(2)     14.04 
ﾔﾏｷﾞｼ ｱｷﾎ 長野

 5 中山 寛香(2)     14.16 
ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｶ 長野東

 6 小平 典歩(2)     14.25 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾉﾘﾎ 長野西

 7 鈴木 理子(1)     14.34 
ｽｽﾞｷ ﾘｺ 長野清泉

 8 細田 郁瑠(2)     14.75 
ﾎｿﾀﾞ ｶﾎﾙ 長野清泉

10月17日  9:51

風速 -0.3

 1 岡田彩(1)     13.77 
ｵｶﾀﾞ ｱﾔ 須坂東

 2 寺島 美香子(2)     14.41 
ﾃﾗｼﾏ ﾐｶｺ 須坂東

 3 清水 望友紀(2)     15.23 
ｼﾐｽ ﾞﾐﾕｷ 長野清泉

 4 西 絢音(2)     15.24 
ﾆｼ ｱﾔﾈ 飯山北･飯山

 5 中嶋虹菜(1)     15.51 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾆﾅ 須坂東
大口幸奈(1)
ｵｵｸﾞﾁﾕｷﾅ 中野立志館

4   719

3   647
欠場

5  1028

7   599

2   723

6   718

女子オープン

100m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  1032

2  1031

9   890

3   783

4   789

6   819

7   926

5   989

欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7   845

5   951

4  1031

8  1125

2   819

6  1032

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   789

6  1126
欠場

順 ﾚｰﾝ

4   843

7  1024

5   890

8   783

記録／備考
3   926

2   989

女子

100m

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



決勝 10月17日 14:30

大会記録            25.71

風速 +0.6

 1 酒井 佳菜子(2)     27.15 
ｻｶｲ ｶﾅｺ 文化学園長野

 2 伊藤 寧音(1)     27.39 
ｲﾄｳ ﾈﾈ 文化学園長野

 3 小松 紗菜(1)     27.70 
ｺﾏﾂ ｻﾅ 長野西

 4 荒井 歩実(1)     29.13 
ｱﾗｲ ｱﾕﾐ 長野東

 5 大峽 莉奈(2)     29.63 
ｵｵﾊﾞ ﾘﾅ 長野

 6 矢口 未佳(1)     33.18 
ﾔｸﾞﾁ ﾐｶ 松代
加納 采弥(2)
ｶﾉｳ ｻﾔ 長野日大

10月17日 14:31

風速 +0.6

 1 寺島 美香子(2)     30.50 
ﾃﾗｼﾏ ﾐｶｺ 須坂東

 2 中嶋虹菜(1)     32.04 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾆﾅ 須坂東

決勝 10月17日 10:45

大会記録            56.62

 1 中村 理彩(2)   1,01.10 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ 篠ﾉ井

 2 木田 沙耶(2)   1,01.69 
ｷﾀﾞ ｻﾔ 松代

 3 依田 恵(2)   1,02.51 
ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 長野西

 4 大久保 澪(1)   1,02.69 
ｵｵｸﾎﾞ ﾐｵ 更級農業

 5 仲俣 実佑(1)   1,04.64 
ﾅｶﾏﾀ ﾐﾕｳ 長野西

 6 竹内 美翔(2)   1,07.26 
ﾀｹｳﾁ ﾐｳ 篠ﾉ井

10月17日 10:46

 1 山崎 璃央(1)   1,05.89 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 屋代

 2 篠塚香里(1)   1,08.76 
ｼﾉﾂﾞｶ ｶｵﾘ 須坂東

8   718

9   719

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   951
欠場

女子オープン

200m

4  2187

7  1127

1   789

6   872

3   998

5   989

女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

女子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1076

4  1124

7   781

6  2144

8   786

9  1077

女子オープン

400m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  1158

3   716



決勝 10月17日 14:00

大会記録          2,15.67

 1 木田 沙耶(2)   2,23.09 
ｷﾀﾞ ｻﾔ 松代

 2 仲俣 実佑(1)   2,25.83 
ﾅｶﾏﾀ ﾐﾕｳ 長野西

 3 山崎 夏穂(1)   2,31.94 
ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾎ 長野吉田

 4 今井 聡美(2)   2,32.98 
ｲﾏｲ ｻﾄﾐ 篠ﾉ井

 5 大久保 澪(1)   2,36.23 
ｵｵｸﾎﾞ ﾐｵ 更級農業

 6 富岡 沙都子(2)   2,38.53 
ﾄﾐｵｶ ｻﾄｺ 更級農業

 7 大島 美弥花(2)   2,48.62 
ｵｵｼﾏ ﾐﾐｶ 更級農業
山口 真莉恵(1)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘｴ 文化学園長野

10月17日 14:01

篠塚香里(1)
ｼﾉﾂﾞｶ ｶｵﾘ 須坂東
角田 希(2)
ｶｸﾀ ﾉｿﾞﾐ 屋代

決勝 10月17日  9:25

大会記録          4,40.10

 1 毛涯 莉歩(2)   4,46.92 
ｹｶﾞｲ ﾘﾎ 長野吉田

 2 宮川 瑞穂(2)   4,52.97 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ 長野吉田

 3 山口 真莉恵(1)   4,57.61 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘｴ 文化学園長野

 4 西本 梨花(2)   5,12.62 
ﾆｼﾓﾄ ﾘｶ 長野日大

 5 今井 聡美(2)   5,18.55 
ｲﾏｲ ｻﾄﾐ 篠ﾉ井

 6 徳武 洋子(1)   5,28.06 
ﾄｸﾀｹ ﾖｳｺ 長野西

 7 富岡 沙都子(2)   5,36.58 
ﾄﾐｵｶ ｻﾄｺ 更級農業

 8 大島 美弥花(2)   5,53.14 
ｵｵｼﾏ ﾐﾐｶ 更級農業

 9 矢口 未佳(1)   5,53.90 
ﾔｸﾞﾁ ﾐｶ 松代
竹花 真央(1)
ﾀｹﾊﾅ ﾏｵ 更級農業

10月17日  9:26

 1 中村 鈴(1)   5,26.54 
ﾅｶﾑﾗ ｽｽﾞ 屋代

女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1124

3   786

4   751

7  1078

8  2144

6  2150

2  2149

1   990
欠場

女子オープン

800m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

9   716

10  1157
欠場

女子

1500m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
11   773

3   771

9   990

7   960

5  1078

8   788

10  2150

2  2149

記録／備考

4  1127

6  2145
欠場

1  1153

女子オープン

1500m
順 No. 氏  名 所属名



決勝 10月17日 12:30

大会記録          9,44.73

 1 岡村 未歩(2)   9,38.45 
ｵｶﾑﾗ ﾐﾎ 長野東

 2 久保田 里菜(3)   9,42.67 
ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ 長野東

 3 塩崎 葵(3)   9,59.51 
ｼｵｻﾞｷ ｱｵｲ 長野東

 4 宍戸 萌百伽(2)  11,26.04 
ｼｼﾄﾞ ﾓﾓｶ 文化学園長野

 5 徳武 洋子(1)  11,49.08 
ﾄｸﾀｹ ﾖｳｺ 長野西

 6 山岸 咲菜(1)  12,09.89 
ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾅ 長野商業
宮原 日和(2)
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾋﾖﾘ 長野吉田戸隠

10月17日 12:31

 1 和田 有菜(1)   9,38.06 
ﾜﾀﾞ ﾕﾅ 長野東

 2 松澤 綾音(1)   9,41.07 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 長野東

 3 今井 萌(2)   9,46.46 
ｲﾏｲ ﾓｴ 長野東

 4 村上 愛華(2)  10,16.71 
ﾑﾗｶﾐ ｱｲｶ 長野東

 5 小林 希良莉(3)  10,30.59 
ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾘ 長野東

 6 臼井夏海(2)  10,38.45 
ｳｽｲﾅﾂﾐ 中野立志館

 7 滝澤 菜絵(1)  10,39.35 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｴ 長野東

 8 白鳥 花純(1)  11,50.61 
ｼﾗﾄﾘ ｶｽﾐ 飯山北･飯山

 9 北川 明里(1)  12,16.33 
ｷﾀｶﾞﾜ ｱｶﾘ 飯山北･飯山

10 白鳥 あかり(2)  12,44.12 
ｼﾛﾄﾘ ｱｶﾘ 飯山北･飯山
新原 徳子(3)
ｼﾝﾊﾞﾗ ﾄｸｺ 長野東
清水 彩音(2)
ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾈ 長野東

女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   888

大会新
5   876

大会新
1   878

2   981

6  2106
欠場

女子オープン

3000m

3   788

4   847

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
14   871

18   870

10   886

11   889

17   877

9   659

16   868

13   603

12   602

8   600

15   879
欠場

19   885
欠場



決勝 10月17日 13:30

大会記録            15.17

[ 1組] 風速 +0.2 [ 2組] 風速 +1.0

 1 梨子田 藍(1)     16.39  1 太田 杏優(1)     16.29 
ﾅｼﾀﾞ ｱｲ 長野日大 ｵｵﾀ ｱﾕ 市立長野

 2 中山 寛香(2)     17.59  2 坂本 かなた(2)     16.69 
ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｶ 長野東 ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 長野西

 3 小平 典歩(2)     18.02  3 宮坂 奈緒(2)     16.84 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾉﾘﾎ 長野西 ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 長野日大

 4 小林 奈々美(2)     18.13  4 奥村 莉帆(1)     17.75 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 長野商業 ｵｸﾑﾗ ﾘﾎ 長野西

 5 伊藤 萌花(2)     19.56  5 髙橋 奈々恵(2)     17.85 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 長野吉田 ﾀｶﾊｼ ﾅﾅｴ 文化学園長野

   1 太田 杏優(1) 市立長野     16.29 (+1.0)   2   1
   2 梨子田 藍(1) 長野日大     16.39 (+0.2)   1   1
   3 坂本 かなた(2) 長野西     16.69 (+1.0)   2   2
   4 宮坂 奈緒(2) 長野日大     16.84 (+1.0)   2   3
   5 中山 寛香(2) 長野東     17.59 (+0.2)   1   2
   6 奥村 莉帆(1) 長野西     17.75 (+1.0)   2   4
   7 髙橋 奈々恵(2) 文化学園長野     17.85 (+1.0)   2   5
   8 小平 典歩(2) 長野西     18.02 (+0.2)   1   3
   9 小林 奈々美(2) 長野商業     18.13 (+0.2)   1   4
  10 伊藤 萌花(2) 長野吉田     19.56 (+0.2)   1   5

10月17日 13:31

[ 1組] 風速 +0.2 [ 2組] 風速 +1.0

岡田彩(1) 酒井 彩花(1)
ｵｶﾀﾞ ｱﾔ 須坂東 ｻｶｲ ｻﾔｶ 長野西
西 絢音(2) 中里 未央(1)
ﾆｼ ｱﾔﾈ 飯山北･飯山 ﾅｶｻﾞﾄ ﾐｵ 須坂

女子

100mH(0.838m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

  844

2   957

3   890

5   772

順 ﾚｰﾝ No.

6   783

4   785

所属名 記録／備考
5   925

6   779

4   995

3   955

2

順位
  925
  957

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

  995
  783
  844

記録（風） 備考 組

順 ﾚｰﾝ No.

女子オープン

100mH(0.838m)       

  779
  955
  890
  785

  772

8   723

7   599

氏  名 所属名 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名記録／備考 所属名 記録／備考
8   787

7   738



決勝 10月17日  9:00

大会記録          1,00.97

 1 中村 理彩(2)   1,08.70 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ 篠ﾉ井

 2 依田 恵(2)   1,10.81 
ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 長野西

 3 髙橋 奈々恵(2)   1,11.63 
ﾀｶﾊｼ ﾅﾅｴ 文化学園長野

 4 酒井 彩花(1)   1,12.42 
ｻｶｲ ｻﾔｶ 長野西

 5 奥村 莉帆(1)   1,14.35 
ｵｸﾑﾗ ﾘﾎ 長野西

 6 竹内 美翔(2)   1,15.66 
ﾀｹｳﾁ ﾐｳ 篠ﾉ井

10月17日  9:01

 1 山崎 璃央(1)   1,13.02 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 屋代

 2 篠塚香里(1)   1,14.21 
ｼﾉﾂﾞｶ ｶｵﾘ 須坂東

決勝 10月17日 11:25

大会記録           23,41.48

 1 溝口 友己歩(3)  24,39.50 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｷﾎ 長野東

 2 矢島 風香(2)  25,30.55 
ﾔｼﾞﾏ ﾌｳｶ 長野東

 3 川原 泰葉(2)  30,02.95 
ｶﾜﾊﾗ ﾔｽﾊ 長野

 4 原田 千磨莉(1)  32,35.06 
ﾊﾗﾀﾞ ﾁﾏﾘ 文化学園長野
竹花 真央(1)
ﾀｹﾊﾅ ﾏｵ 更級農業
中島 ひより(1)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾖﾘ 長野東

16  2145
途中棄権

11   874
欠場

12   813

14   991

13   882

15   887

女子

5000mW

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

33  1077 1077

66   785  785

44   787  787

77   995  995

22   781  781

55  1076 1076
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

400mH(0.762m)400mH(0.762m)

決勝決勝決勝

女子オープン

400mH(0.760m)       
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

9  1158

8   716



決勝 10月17日 12:10

大会記録            49.15

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   9 文化学園長野   997 戸谷 涼乃(2)     52.78 

ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉ ﾄﾔ ｽｽﾞﾉ
  998 酒井 佳菜子(2)

ｻｶｲ ｶﾅｺ
  995 髙橋 奈々恵(2)

ﾀｶﾊｼ ﾅﾅｴ
  989 伊藤 寧音(1)

ｲﾄｳ ﾈﾈ
 2   7 長野清泉  1024 北村 咲衣(2)     55.65 

ﾅｶﾞﾉｾｲｾﾝ ｷﾀﾑﾗ ｻｲ
 1021 水上  凛(2)

ﾐｽﾞｶﾐ ﾘﾝ
 1030 小林 眞菜子(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅｺ
 1025 佐々木 はな実(2)

ｻｻｷ ﾊﾅﾐ
 3   4 松代  1127 矢口 未佳(1)     56.56 

ﾏﾂｼﾛ ﾔｸﾞﾁ ﾐｶ
 1124 木田 沙耶(2)

ｷﾀﾞ ｻﾔ
 1125 熊倉 望(2)

ｸﾏｸﾗ ﾉｿﾞﾐ
 1126 清水 佑己奈(1)

ｼﾐｽﾞ ﾕｷﾅ
 4   5 篠ﾉ井  1077 竹内 美翔(2)     58.94 

ｼﾉﾉｲ ﾀｹｳﾁ ﾐｳ
 1079 盛田 沙英(1)

ﾓﾘﾀ ｻｴ
 1078 今井 聡美(2)

ｲﾏｲ ｻﾄﾐ
 1076 中村 理彩(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ
  6 長野西   779 坂本 かなた(2)

ﾅｶﾞﾉﾆｼ ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 失格
  781 依田 恵(2)

ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ
  789 小松 紗菜(1)

ｺﾏﾂ ｻﾅ
  783 小平 典歩(2)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾉﾘﾎ
  3 長野吉田

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ 欠場

  8 長野東
ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼ 欠場

10月17日 12:11

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 須坂東   723 岡田彩(1)     55.64 

ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼ ｵｶﾀﾞ ｱﾔ
  718 寺島 美香子(2)

ﾃﾗｼﾏ ﾐｶｺ
  720 熊井美桜(1)

ｸﾏｲ ﾐｵ
  719 中嶋虹菜(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾆﾅ

女子

4×100mR

決勝

女子オープン

4×100mR



決勝 10月17日 15:20

大会記録          3,57.68

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 文化学園長野   997 戸谷 涼乃(2)   4,10.06 

ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉ ﾄﾔ ｽｽﾞﾉ
  990 山口 真莉恵(1)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘｴ
  995 髙橋 奈々恵(2)

ﾀｶﾊｼ ﾅﾅｴ
  998 酒井 佳菜子(2)

ｻｶｲ ｶﾅｺ
 2   7 長野西   789 小松 紗菜(1)   4,14.85 

ﾅｶﾞﾉﾆｼ ｺﾏﾂ ｻﾅ
  787 酒井 彩花(1)

ｻｶｲ ｻﾔｶ
  786 仲俣 実佑(1)

ﾅｶﾏﾀ ﾐﾕｳ
  781 依田 恵(2)

ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ
 3   3 長野吉田   774 渡邉 理紗(2)   4,23.03 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻ
  772 伊藤 萌花(2)

ｲﾄｳ ﾎﾉｶ
  773 毛涯 莉歩(2)

ｹｶﾞｲ ﾘﾎ
  771 宮川 瑞穂(2)

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ
 4   4 松代  1126 清水 佑己奈(1)   4,40.73 

ﾏﾂｼﾛ ｼﾐｽﾞ ﾕｷﾅ
 1125 熊倉 望(2)

ｸﾏｸﾗ ﾉｿﾞﾐ
 1127 矢口 未佳(1)

ﾔｸﾞﾁ ﾐｶ
 1124 木田 沙耶(2)

ｷﾀﾞ ｻﾔ
  2 更級農業  2144 大久保 澪(1)

ｻﾗｼﾅﾉｳｷﾞｮｳ ｵｵｸﾎﾞ ﾐｵ 欠場
 2150 富岡 沙都子(2)

ﾄﾐｵｶ ｻﾄｺ
 2145 竹花 真央(1)

ﾀｹﾊﾅ ﾏｵ
 2149 大島 美弥花(2)

ｵｵｼﾏ ﾐﾐｶ
  6 長野日大

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ 欠場

  8 篠ﾉ井
ｼﾉﾉｲ 欠場

女子

4×400mR

決勝



決勝 10月17日  9:10

大会記録             1.65

宮坂 奈緒(2)
ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 長野日大
太田 杏優(1)
ｵｵﾀ ｱﾕ 市立長野
高松 聖(2)
ﾀｶﾏﾂ ﾋｼﾞﾘ 長野西
佐々木 はな実(2)
ｻｻｷ ﾊﾅﾐ 長野清泉
室賀 絢水(1)
ﾑﾛｶﾞ ｱﾐ 市立長野
酒井 彩花(1)
ｻｶｲ ｻﾔｶ 長野西
盛田 沙英(1)
ﾓﾘﾀ ｻｴ 篠ﾉ井
荒井 歩実(1)
ｱﾗｲ ｱﾕﾐ 長野東
金子 未羽(1) 欠場
ｶﾈｺ ﾐｳ 長野清泉

10月17日  9:10

荒井 利奈(2)
ｱﾗｲ ﾘﾅ 須坂
坂井 桃菜美(1)
ｻｶｲ ﾐﾅﾐ 須坂
渡邉真由(1)
ﾜﾀﾅﾍﾞﾏﾕ 中野立志館

決勝 10月17日 10:30

大会記録             3.00

室賀 絢水(1)
ﾑﾛｶﾞ ｱﾐ 市立長野
酒井 佳菜子(2)
ｻｶｲ ｶﾅｺ 文化学園長野
金子 未羽(1)
ｶﾈｺ ﾐｳ 長野清泉
佐々木 はな実(2) 欠場
ｻｻｷ ﾊﾅﾐ 長野清泉

 2.00

1  1025

 2.30

3 2  1029
O XO XXX

XXX

XXX  2.70

2 3   998
- O XO O

- O O O XO XO

2m70 2m80 記録 備考
1 4   927

- -

2m00 2m20 2m30 2m40 2m50 2m60順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m80

棒高跳

決勝

XO XXX- -  1.35

女子

 1.40
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 1.55

2 1   739
- - O O XXX

O O XO XXX

記録 備考
1 2   737

- - - -

1m40 1m45 1m58

女子オープン

走高跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m25 1m30 1m35 1m50 1m55

 1.25

1  1029

8 3   872
O XXX
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 1.35
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O O XO XXX
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6 4   787
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5 5   927
- O O XXX
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3 7   782
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記録1m35 1m40 備考1m25 1m30 1m45 1m50 1m55

女子
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決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 10月17日 11:20

大会記録             5.44

堀田 莉紗(1)   5.06   5.09   4.98    X   4.91   4.88    5.09 
ﾎｯﾀ ﾘｻ 市立長野   +0.7   +0.5   +0.5   +0.4   +1.4    +0.5
伊藤 萌花(2)   4.56   4.73   3.99   4.58   4.47   4.54    4.73 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 長野吉田   +1.1   +0.7   +1.8   +0.4   +0.2   +1.9    +0.7
水上  凛(2)   4.50   4.50   4.57   4.62    X   4.39    4.62 
ﾐｽﾞｶﾐ ﾘﾝ 長野清泉   +0.9   +0.7   +0.5   +0.8   +1.0    +0.8
坂本 かなた(2)   4.49   4.36   4.58   4.50   4.57   4.57    4.58 
ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 長野西   +0.9   +0.2   +1.5   +0.2   +1.5   +0.8    +1.5
山岸 明紀穂(2)    X   4.21   4.31   4.30    -   4.17    4.31 
ﾔﾏｷﾞｼ ｱｷﾎ 長野   +0.6   +1.2   +1.1   +2.0    +1.2
小野 菜摘(2)   4.23   4.22   4.09   4.18    X   4.17    4.23 
ｵﾉ ﾅﾂﾐ 長野商業   +0.9   +0.9   +0.8   +1.1   +0.3    +0.9
渡邉 理紗(2)    X    X   3.97   3.88   3.88   3.92    3.97 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻ 長野吉田   +0.8   +0.5    0.0   +0.8    +0.8
橋本 真理子(1) 欠場
ﾊｼﾓﾄ ﾏﾘｺ 長野吉田
高松 聖(2) 欠場
ﾀｶﾏﾂ ﾋｼﾞﾘ 長野西

決勝 10月17日 14:15

大会記録            11.66

小山 彩綺(2)
ｺﾔﾏ ｻｷ 市立長野
米倉 萌実(1)
ﾖﾈｸﾗ ﾓｴﾐ 長野南
小林 眞菜子(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅｺ 長野清泉
中村 菜美(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾅﾙﾐ 長野西
宮原 真(1)
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾏｺﾄ 長野南
藤ノ木 沙良(1)
ﾌｼﾞﾉｷ ｻﾗ 長野工業
清水 佑己奈(1)
ｼﾐｽﾞ ﾕｷﾅ 松代

10月17日 14:15

仲俣 実佑(1)
ﾅｶﾏﾀ ﾐﾕｳ 長野西

  5.33 

記録 備考
1 1   786

 4.68  5.33  5.07

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

 4.52   -   -   4.52 

女子オープン

砲丸投(4.000kg)

 4.63  4.88  5.05   5.05 

7 1  1126
 4.22  4.39  4.39

 6.60  6.44  6.33   6.60 

6 2   863
 4.83  4.76  4.76

 6.18  6.73  6.11   6.73 

5 4   893
 5.56  6.26   X

 6.74  7.02  7.26   7.36 

4 3   784
 6.49  6.37  6.35

 7.58  8.04  8.04   8.04 

3 5  1030
 7.36  6.99  6.64

 9.48  9.75  9.64   9.75 

2 6   891
 7.63  7.81  7.49

1 7   923
 9.75  8.93  9.47

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

2   782

女子

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位

7 5   774

1   752

5 6   819

6 3   843

3 4  1021

4 7   779

備考
1 9   926

2 8   772

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

走幅跳

決勝

女子



決勝 10月17日 10:45

大会記録            39.93

小山 彩綺(2)
ｺﾔﾏ ｻｷ 市立長野
竹村 美涼(2)
ﾀｹﾑﾗ ﾐｽｽﾞ 長野西
戸谷 涼乃(2)
ﾄﾔ ｽｽﾞﾉ 文化学園長野
米倉 萌実(1)
ﾖﾈｸﾗ ﾓｴﾐ 長野南
盛田 沙英(1)
ﾓﾘﾀ ｻｴ 篠ﾉ井
澤口 実侑(1)
ｻﾜｸﾞﾁ ﾐﾕｳ 長野東
大井 遥(2)
ｵｵｲ ﾊﾙｶ 文化学園長野
小林 眞菜子(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅｺ 長野清泉
玉井 萌香(1) 欠場
ﾀﾏｲ ﾓｴｶ 長野南

10月17日 10:45

荒井 利奈(2)
ｱﾗｲ ﾘﾅ 須坂

決勝 10月17日 12:30

大会記録            43.34

竹村 美涼(2)
ﾀｹﾑﾗ ﾐｽｽﾞ 長野西
戸谷 涼乃(2)
ﾄﾔ ｽｽﾞﾉ 文化学園長野
澤口 実侑(1)
ｻﾜｸﾞﾁ ﾐﾕｳ 長野東
中村 菜美(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾅﾙﾐ 長野西
熊倉 望(2)
ｸﾏｸﾗ ﾉｿﾞﾐ 松代
細田 郁瑠(2)
ﾎｿﾀﾞ ｶﾎﾙ 長野清泉
大井 まどか(1)
ｵｵｲ ﾏﾄﾞｶ 長野商業
北村 咲衣(2)
ｷﾀﾑﾗ ｻｲ 長野清泉
大井 遥(2)
ｵｵｲ ﾊﾙｶ 文化学園長野
内藤 夕梨香(2) 欠場
ﾅｲﾄｳ ﾕﾘｶ 長野清泉

10月17日 12:30

坂井 桃菜美(1)
ｻｶｲ ﾐﾅﾐ 須坂
浦野 美帆(1)
ｳﾗﾉ ﾐﾎ 須坂

 30.09 

 32.00 

2 2   740
  O   O 30.09

備考
1 1   739

  O 32.00   O

-1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録

女子オープン

やり投(0.600kg)
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

 16.76 

1  1020

  O  18.24 

9 4   993
16.76   X   O

  O  18.45 

8 3  1024
  O 18.10   X   O 18.24

  O  18.57 

7 2   845
  O   O 16.99 18.45   O

23.58  23.58 

6 5  1031
  O   X 18.57   O   X

  O  24.52 

5 7  1125
  O   O 21.38   O   O

  O  26.16 

4 6   784
  O   O 24.52   O   O

  O  28.77 

3 8   873
  O   O 26.16   O   X

  O  28.83 

2 10   997
28.77   O   O   O   O

記録 備考
1 9   780

28.83   O   O   O   O

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

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

 21.92 

女子

やり投(0.600kg)     

1 1   737
21.92   X   X

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子オープン

円盤投(1.000kg)
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

 17.38 

6   892

 19.08 

8 3  1030
17.38   O   O   O   O   O

 19.76 

7 5   993
  X 15.07   X   X   X 19.08

 20.47 

6 2   873
  O 18.53   O   X 19.76   O

 20.60 

5 7  1079
  O   O 19.42 20.47   O   O

 23.05 

4 4   891
20.60   O   O   O   X   O

 26.54 

3 1   997
  X   O 19.36   O   O 23.05

 30.83 

2 8   780
  O 25.24   O 26.54   O   O

備考
1 9   923

  O 30.83   X   O   O   O

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

女子

円盤投(1.000kg)

決勝
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