
第54回県中学校総合体育大会夏季大会中信地区予選会 ﾄﾗｯｸ審判長 川上修
兼　第65回中信地区中学校陸上競技大会 跳躍審判長 田澤稔

投擲審判長 田澤稔
【開催日】 平成27年6月6日 混成審判長 田澤稔
【主催団体】 中信地区中学校体育連盟 決勝記録一覧表 記録主任： 増田喜代志
(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
 6/ 6 女子1年  -1.0 南山 歩乃伽(1) 13.34 深澤 あまね(1) 13.43 北沢 栞(1) 13.91 坂口 瑞季(1) 14.36 伊藤 百合菜(1) 14.41 中野 櫻子(1) 14.67 福田 莉子(1) 14.73 成澤 愛(1) 14.80

100m 塩尻西部 旭町 三郷 豊科南 波田 白馬 堀金 大町第一
 6/ 6 雨宮 歩美(1) 3.97(+3.0) 千村 花凜(1) 3.83(+2.6) 吉村 葵(1) 3.83(+3.1) 平谷 爽葉(1) 3.72(-0.3) 藤澤 絵里(1) 3.68(+0.9) 後藤 玲名(1) 3.66(+0.5) 安藤 衣舞(1) 3.65(+2.9) 丸山 実優(1) 3.57(+1.6)

走幅跳 山辺 開田 塩尻広陵 鉢盛 豊科南 豊科北 波田 豊科北
 6/ 6 女子2年  +0.5 德武 瑠夏(2) 12.94 内川 未久(2) 13.01 長谷尾 彩華(2) 13.64 安坂 侑莉菜(2) 13.68 中村 夢見子(2) 13.71 降幡 茉由(2) 13.81 真野 ひな帆(2) 13.83 野口 沙彩(2) 13.93

100m 堀金 小谷 大町第一 明科 福島 仁科台 豊科北 鉢盛
 6/ 6 女子3年  +0.1 深澤 由惟(3) 12.87 齊藤 雅(3) 12.91 斉藤 楓花(3) 13.22 三田 尚果(3) 13.59 金井  向日葵(3) 13.73 遠藤由菜(3) 13.76 北原 愛理(3) 13.98 西澤 芽衣(3) 14.01

100m 豊科北 豊科北 波田 波田 北安松川 穂高東 三郷 小谷
 6/ 6 女子2、3年 平岡 京花(2) 4.75(+0.5) 栗空 実穂(3) 4.74(-0.7) 松岡 みず穂(3)4.67(-0.8) 望月 彩加(2) 4.67(-0.4) 内田 佑香(3) 4.60(+1.5) 加藤 愛理(2) 4.33(+0.1) 繁田 奈々世(3)4.32(+0.8) 青島 まど華(3)4.32(-0.3)

走幅跳 山辺 王滝 筑摩野 豊科北 旭町 波田 信大附属松本 王滝
 6/ 6 女子共通  +1.8 小林 叶音(3) 25.68 樋口 虹夏(2) 26.22 小澤 美祐(2) 28.70 古畑 茉緒(3) 28.85 矢澤 瑠奈(2) 29.66 堀江 星菜(2) 29.70 吉岡  栞(3) 30.06 添田 聖良(2) 30.06

200m 豊科北 GR 波田 豊科北 信明 穂高西 菅野 北安松川 信大附属松本
 6/ 6 高安 結衣(3) 2:20.75 中村 朱里(3) 2:26.85 小澤 真樹(3) 2:29.78 宮澤 花奈実(2) 2:32.96 永田 千穂里(2) 2:33.25 松原 月歌(1) 2:33.99 小山 莉那(2) 2:34.57 上野 あずみ(3) 2:38.58

800m 鉢盛 鉢盛 堀金 菅野 高綱 信大附属松本 菅野 豊科北
 6/ 6 高松 いずみ(2) 4:56.82 原田 千鶴(3) 4:58.52 髙坂 珠実(2) 5:00.89 蛭田 杏(3) 5:04.23 安永 友麻(2) 5:16.15 宮坂 梨乃(3) 5:16.42 千葉 恭子(2) 5:16.75 小林 若菜(3) 5:21.35

1500m 開田 菅野 高綱 鉢盛 穂高西 丘 穂高西 塩尻広陵
 6/ 6   0.0 上條 のあ(3) 15.64 中沢 楓香(3) 16.21 麻原 優花(2) 16.33 中村 優里(3) 16.71 西脇 明日香(3) 16.92 穗苅 友香(3) 17.01 中原 小雪(2) 17.03 神山 智恵(2) 18.76

100mH(0.762m) 鉢盛 波田 清水 高綱 菅野 三郷 開成 福島
 6/ 6 塩原 美里(3) 1.54 中田 萌(3) 旭町 1.45 鹿崎 さくら(3) 1.40 大丸 夏星(3) 1.35 山口 愛莉(2) 筑摩野 1.35

走高跳 高瀬 谷口 真生(3) 信明 塩尻広陵 菅野 赤羽 菜々実(3) 三郷
奥原 夕奈(2) 福島

 6/ 6 巾 こと美(3) 12.49 小林 弥希(2) 11.39 藤本 優佳(3) 10.99 上原 涼夏(3) 9.21 藤原 希(3) 9.15 宮﨑 華(3) 8.97 齊藤 舞莉(3) 8.65 下里 あかり(3) 8.55
砲丸投 王滝 丸ﾉ内 王滝 菅野 小谷 丸ﾉ内 北安松川 豊科北

 6/ 6 豊科北       49.85 波田       50.33 鉢盛       53.99 旭町       54.68 穂高東       55.13 北安松川       55.13 大町第一       55.44
4×100m 下里 あかり(3) 中沢 楓香(3) 塩原 琴葉(2) 藤井 若菜(2) 石田遙(3) 宮坂  希実(2) 小林 愛(3)

深澤 由惟(3) 斉藤 楓花(3) 野口 沙彩(2) 内田 佑香(3) 遠藤由菜(3) 金井  向日葵(3) 成澤 愛(1)
齊藤 雅(3) 三田 尚果(3) 倉沢 真奈(2) 中田 萌(3) 丸山結衣(3) 吉岡  栞(3) 樋口 鈴乃(2)
小林 叶音(3) 樋口 虹夏(2) 上條 のあ(3) 深澤 あまね(1) 臼井綠彩(3) 北澤  詩織(3) 長谷尾 彩華(2)

 6/ 6 山﨑 新奈(2) 1532 後藤 佐智(3) 1516 赤羽 玲南(2) 1356 後藤 葵衣(3) 1296 伊藤 咲季(3) 1128
四種競技 信大附属松本 旭町 山辺 松島 北安松川

 6/ 6 女子1、2年 仁科台       55.08 三郷       55.19 堀金       56.20 波田       56.68 丸ﾉ内       57.27 信大附属松本       57.54 穂高西       58.54
4×100m 松井 晴香(1) 丸山 来美(1) 安藤 和奏(2) 根本 樹(1) 天野 絵理奈(1) 加藤 光(1) 平田 朱音(2)

松倉 有奏(2) 北沢 栞(1) 德武 瑠夏(2) 佐藤 優花(1) 丸山 絵里菜(2) 中屋 遥(2) 瀧澤 千春(1)
門松 郁乃(1) 百瀬 梨桜(1) 青柳 真里奈(1) 廣瀬 綾菜(2) 越場 雅南(1) 松原 月歌(1) 田中 優奈(1)
降幡 茉由(2) 伏見 怜奈(1) 福田 莉子(1) 伊藤 百合菜(1) 小林 弥希(2) 山﨑 新奈(2) 高嶋 凪沙(2)



長野県中学記録(CR)              12.05 菅沼　美風                   豊丘             2014/06/07  
大会記録(GR)                    13.00 

[ 1組] 風速 -1.4 [ 2組] 風速 -1.0

 1 南山 歩乃伽(1)     13.25 q  1 北沢 栞(1)     13.69 q
ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ 塩尻西部 ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 三郷

 2 中野 櫻子(1)     14.36 q  2 成澤 愛(1)     14.58 q
ﾅｶﾉ ｻｸﾗｺ 白馬 ﾅﾙｻﾜ ﾏﾅ 大町第一

 3 福田 莉子(1)     14.55 q  3 永井 望ノ美(1)     15.01 
ﾌｸﾀﾞ ﾘｺ 堀金 ﾅｶﾞｲ ﾉﾉﾐ 小谷

 4 大木 菜緒(1)     15.06  4 小須田 真子(1)     15.28 
ｵｵｷ ﾅｵ 清水 ｺｽﾀﾞ ﾏｺ 筑摩野

 5 田中 麻由(1)     15.37  5 矢口 陽香(1)     15.33 
ﾀﾅｶ ﾏﾕ 塩尻広陵 ﾔｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 北安松川

 6 田上 紗穂(1)     15.78  6 平井 里奈(1)     15.63 
ﾀｳｴ ｻﾎ 福島 ﾋﾗｲ ﾘﾅ 信大附属松本

 7 丸山 美咲(1)     15.88  7 上條 美結(1)     16.00 
ﾏﾙﾔﾏ ﾐｻｷ 小谷 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐﾕ 鉢盛

 8 田中 優奈(1)     16.01  8 村松 華果(1)     16.10 
ﾀﾅｶ ﾕｳﾅ 穂高西 ﾑﾗﾏﾂ ﾊﾅｶ 丸ﾉ内

 9 横内 芳香(1)     16.32 常田 美織(1)
ﾖｺｳﾁ ﾊﾅｶ 松島 ﾄｷﾀ ﾐｵﾘ 丘

[ 3組] 風速  0.0 [ 4組] 風速 -2.9

 1 深澤 あまね(1)     13.25 q  1 坂口 瑞季(1)     14.35 q
ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 旭町 ｻｶｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 豊科南

 2 木村 実夢(1)     14.94  2 佐藤 優花(1)     14.63 
ｷﾑﾗ ﾐﾕﾒ 豊科北 ｻﾄｳ ﾕｳｶ 波田

 3 瀧澤 千春(1)     15.15  3 松井 晴香(1)     14.88 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾁﾊﾙ 穂高西 ﾏﾂｲ ﾊﾙｶ 仁科台

 4 遠藤  優美菜(1)     15.83  4 杉村穂乃美(1)     15.13 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾅ 北安松川 ｽｷﾞﾑﾗ ﾎﾉﾐ 女鳥羽

 5 永峰 愛(1)     15.96  5 桃井 李胡(1)     15.32 
ﾅｶﾞﾐﾈ ｱｲ 松島 ﾓﾓｲ ﾘｺ 鉢盛

 6 青柳 真里奈(1)     16.21  6 柳澤 結月(1)     15.40 
ｱｵﾔｷﾞ ﾏﾘﾅ 堀金 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂｷ 三郷

 7 狩野 陽香(1)     17.08  7 瀬川 優月(1)     16.14 
ｶﾉｳ ﾊﾙｶ 丸ﾉ内 ｾｶﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ 高綱

 8 西牧 そら(1)     17.24  8 山口 智美(1)     16.21 
ﾆｼﾏｷ ｿﾗ 清水 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 山辺

[ 5組] 風速 -1.1

 1 伊藤 百合菜(1)     14.14 q
ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ 波田

 2 津幡 祐衣(1)     14.68 
ﾂﾊﾞﾀ ﾕｲ 豊科北

 3 藤生 瑛菜(1)     15.06 
ﾌｼﾞｳ ｱｷﾅ 白馬

 4 加藤 光(1)     15.23 
ｶﾄｳ ﾋｶﾙ 信大附属松本

 5 篠田 結衣(1)     15.29 
ｼﾉﾀﾞ ﾕｲ 筑摩野

 6 小松真子(1)     15.61 
ｺﾏﾂ ﾏｺ 女鳥羽

 7 青柳 結月(1)     16.13 
ｱｵﾔｷﾞ  ﾕﾂﾞｷ 高瀬

 8 中村 亜由子(1)     16.27 
ﾅｶﾑﾗ ｱﾕｺ 福島
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風速 -1.0

 1 南山 歩乃伽(1)     13.34 
ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ 塩尻西部

 2 深澤 あまね(1)     13.43 
ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 旭町

 3 北沢 栞(1)     13.91 
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 三郷

 4 坂口 瑞季(1)     14.36 
ｻｶｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 豊科南

 5 伊藤 百合菜(1)     14.41 
ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ 波田

 6 中野 櫻子(1)     14.67 
ﾅｶﾉ ｻｸﾗｺ 白馬

 7 福田 莉子(1)     14.73 
ﾌｸﾀﾞ ﾘｺ 堀金

 8 成澤 愛(1)     14.80 
ﾅﾙｻﾜ ﾏﾅ 大町第一
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8  6663

7  6425

5  7070

女子1年

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



長野県中学記録(CR)              12.05 菅沼　美風                   豊丘             2014/06/07  
大会記録(GR)                    12.65 

[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速 +0.7

 1 德武 瑠夏(2)     13.06 q  1 北澤 優里愛(2)     14.10 
ﾄｸﾀｹ ﾙﾅ 堀金 ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾘｱ 穂高西

 2 有田 芽生(2)     14.22  2 増尾 芽衣(2)     14.40 
ｱﾘﾀ ﾒｲ 丘 ﾏｽｵ ﾒｲ 松島

 3 山田 好恵(2)     14.34  3 樋口 鈴乃(2)     14.42 
ﾔﾏﾀﾞ ｺﾉｴ 信明 ﾋｸﾞﾁ ﾘﾝﾉ 大町第一

 4 栗林 沙良(2)     14.35  4 塙 茜音(2)     14.60 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｻﾗ 仁科台 ﾊﾅﾜ ｱｶﾈ 鉢盛

 5 和田 未来(2)     14.52  5 北原 美夢(2)     14.72 
ﾜﾀﾞ ﾐﾗｲ 菅野 ｷﾀﾊﾗ ﾐﾕ 塩尻

 6 吉川若那(2)     14.87  6 飯田 梨花(2)     15.38 
ｷｯｶﾜ ﾓﾅ 女鳥羽 ｲｲﾀﾞ ﾘｶ 秀峰

 7 松田 優(2)     15.42  7 小林  綺(2)     15.46 
ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳ 開成 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔ 北安松川

 8 大澤 弥帆(2)     15.84  8 山田 真梨子(2)     15.51 
ｵｵｻﾜ ﾐﾎ 梓川 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾘｺ 開成

[ 3組] 風速 -1.1 [ 4組] 風速 +0.2

 1 内川 未久(2)     13.11 q  1 長谷尾 彩華(2)     13.48 q
ｳﾁｶﾜ ﾐｸ 小谷 ﾊｾｵ ｱﾔｶ 大町第一

 2 田中 愛(2)     13.98  2 笠原 萌愛(2)     14.17 
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 塩尻西部 ｶｻﾊﾗ ﾓｴ 豊科北

 3 宮坂  希実(2)     14.46  3 古田 愛美(2)     14.21 
ﾐﾔｻｶ ﾉｿﾞﾐ 北安松川 ﾌﾙﾀ ﾏﾅﾐ 丘

 4 野田 清花(2)     14.52  4 關麻那(2)     14.41 
ﾉﾀﾞ ｻﾔｶ 松島 ｾｷﾏﾅ 穂高東

 5 宮本 真花(2)     14.58  5 濱 綾香(2)     14.59 
ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅｶ 清水 ﾊﾏ ｱﾔｶ 信明

 6 北条 月菜(2)     15.62  6 廣瀬 綾菜(2)     14.69 
ｷﾀｼﾞｮｳ  ﾂｸﾅ 高瀬 ﾋﾛｾ ｱﾔﾅ 波田

 7 梶川 海友(2)     15.75  7 朝倉 萌佳(2)     15.66 
ｶｼﾞｶﾜ ﾐﾕ 山辺 ｱｻｸﾗ ﾓｴｶ 穂高西

 8 笠原 有起佳(2)     16.38  8 管 梓沙(2)     18.42 
ｶｻﾊﾗ ﾕｷｶ 塩尻 ｽｶﾞ  ｱｽﾞｻ 堀金

[ 5組] 風速  0.0 [ 6組] 風速 +2.5

 1 真野 ひな帆(2)     13.91 q  1 安坂 侑莉菜(2)     13.61 q
ﾏﾉ ﾋﾅﾎ 豊科北 ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 明科

 2 野口 沙彩(2)     13.94 q  2 中村 夢見子(2)     13.72 q
ﾉｸﾞﾁ ｻｱﾔ 鉢盛 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ 福島

 3 降幡 茉由(2)     13.97 q  3 柳澤咲稀(2)     14.49 
ﾌﾙﾊﾀ ﾏﾕ 仁科台 ﾔﾅｷﾞｻﾜｻｷ 穂高東

 4 三田村 茜(2)     14.36  4 野口 さくら(2)     15.85 
ﾐﾀﾑﾗ ｱｶﾈ 白馬 ﾉｸﾞﾁ ｻｸﾗ 菅野

 5 宮島 彩希(2)     14.95  5 平野 早紀(2)     16.27 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｻｷ 小谷 ﾋﾗﾉ ｻｷ 山辺

 6 塩原 香葉子(2)     15.03 百瀬 薫乃(2)
ｼｵﾊﾗ ｶﾖｺ 高綱 ﾓﾓｾ ﾕｷﾉ 筑摩野

 7 舘野 玲美(2)     15.11 吉沢 優希(2)
ﾀﾃﾉ ﾚﾐ 筑摩野 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳｷ 白馬

 8 中村 優希(2)     17.01 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｷ 開田

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

女子2年

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  6466

所属名 記録／備考
5  6681

4  7224

6  7014

7  6916

 7343

9  7285

8  7122

所属名 記録／備考
6  6606

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

7  6874

4  7440

5  7093

3  7518

2  6780

8  6405

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

9  71202

5  6423

所属名 記録／備考
7  6844

6  6956

4  6779

9  7092

 6410

8  6760

2  7166

所属名 記録／備考
7  6871

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

6  6467

9  6579

5  6651

3  7390

8  6608

4  7013

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

2  66833

 6829

7  7439

所属名 記録／備考
5  6653

3  7242

8  6848

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

2  7181

4  6919

6

5  6289

所属名 記録／備考
7  6551

2  7163

4  6587

8  7229

 6304

3  7259
欠場

6  6830
欠場

9



風速 +0.5

 1 德武 瑠夏(2)     12.94 
ﾄｸﾀｹ ﾙﾅ 堀金

 2 内川 未久(2)     13.01 
ｳﾁｶﾜ ﾐｸ 小谷

 3 長谷尾 彩華(2)     13.64 
ﾊｾｵ ｱﾔｶ 大町第一

 4 安坂 侑莉菜(2)     13.68 
ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 明科

 5 中村 夢見子(2)     13.71 
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ 福島

 6 降幡 茉由(2)     13.81 
ﾌﾙﾊﾀ ﾏﾕ 仁科台

 7 真野 ひな帆(2)     13.83 
ﾏﾉ ﾋﾅﾎ 豊科北

 8 野口 沙彩(2)     13.93 
ﾉｸﾞﾁ ｻｱﾔ 鉢盛

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

女子2年

100m
決勝

7  6844

所属名 記録／備考
6  6681

8  6289

5  6871

4  6551

2  7439

3  6919

9  6653



長野県中学記録(CR)              12.05 菅沼　美風                   豊丘             2014/06/07  
大会記録(GR)                    12.51 

[ 1組] 風速 -1.7 [ 2組] 風速 +1.7

 1 齊藤 雅(3)     13.15 q  1 深澤 由惟(3)     13.00 q
ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 豊科北 ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ 豊科北

 2 臼井綠彩(3)     14.16  2 北原 愛理(3)     13.79 q
ｳｽｲﾂｶｻ 穂高東 ｷﾀﾊﾗ ｱｲﾘ 三郷

 3 佐田 あすか(3)     14.35  3 上條 寧々(3)     14.23 
ｻﾀﾞ ｱｽｶ 三郷 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾈﾈ 秀峰

 4 大鹿 鈴夏(3)     14.61  4 小林 愛(3)     14.39 
ｵｵｼｶ ﾘﾝｶ 筑摩野 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲ 大町第一

 5 中山 実久(3)     14.87  5 手賀 向日葵(3)     14.42 
ﾅｶﾔﾏ ﾐｸ 仁科台 ﾃｶﾞ ﾋﾏﾘ 信大附属松本

 6 麻沼 優理(3)     14.93  6 吉澤 未久(3)     14.79 
ｱｻﾇﾏ ﾕﾘ 秀峰 ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｸ 小谷

 7 松澤 舞香(3)     16.10  7 古畑 柚奈(3)     14.89 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾏｲｶ 白馬 ﾌﾙﾊﾀ ﾕｳﾅ 福島

 8 岩本 萌(3)     18.86  8 的場 来実(3)     15.12 
ｲﾜﾓﾄ ﾓｴ 清水 ﾏﾄﾊﾞ ｸﾙﾐ 白馬
湯口 優心(3)
ﾕｸﾞﾁ ﾕｳｶ 梓川

[ 3組] 風速 +2.7 [ 4組] 風速 +0.7

 1 三田 尚果(3)     13.52 q  1 斉藤 楓花(3)     13.10 q
ﾐﾀ ﾅｵｶ 波田 ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ 波田

 2 遠藤由菜(3)     13.55 q  2 金井  向日葵(3)     13.79 q
ｴﾝﾄﾞｳﾕﾅ 穂高東 ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ 北安松川

 3 北澤  詩織(3)     13.91  3 西澤 芽衣(3)     13.86 q
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 北安松川 ﾆｼｻﾞﾜ ﾒｲ 小谷

 4 望月 舞衣(3)     14.61  4 清水 玲香(3)     14.25 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｲ 菅野 ｼﾐｽﾞ ﾚｲｶ 仁科台

 5 輪湖 千尋(3)     15.11  5 寺島 千加(3)     14.43 
ﾜｺ ﾁﾋﾛ 山辺 ﾃﾗｼﾏ ﾁｶ 信大附属松本

 6 望月 碧(3)     15.12  6 河野 莉奈(3)     14.81 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｵｲ 筑摩野 ｺｳﾉ ﾘﾅ 松島

 7 勝野 鈴(3)     15.27  7 稲沼 奏穂(3)     15.56 
ｶﾂﾉ ｽｽﾞ 大町第一 ｲﾅﾇﾏ ｶﾅﾎ 山辺

 8 高橋 梨花(3)     15.61  8 磯野 結(3)     16.24 
ﾀｶﾊｼ ﾘﾝｶ 旭町 ｲｿﾉ ﾕｲ 旭町

風速 +0.1

 1 深澤 由惟(3)     12.87 
ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ 豊科北

 2 齊藤 雅(3)     12.91 
ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 豊科北

 3 斉藤 楓花(3)     13.22 
ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ 波田

 4 三田 尚果(3)     13.59 
ﾐﾀ ﾅｵｶ 波田

 5 金井  向日葵(3)     13.73 
ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ 北安松川

 6 遠藤由菜(3)     13.76 
ｴﾝﾄﾞｳﾕﾅ 穂高東

 7 北原 愛理(3)     13.98 
ｷﾀﾊﾗ ｱｲﾘ 三郷

 8 西澤 芽衣(3)     14.01 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾒｲ 小谷

女子3年

100m

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

所属名 記録／備考
5  6642

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

7  6711

6  7247

4  6574

2  6826

3  6899

9  7373
欠場

順

8  6948

1  7511

記録／備考
4  6643

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

8  6866

2  6714

9  7514

3  6286

6  7461

5  6843

7  6825

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

5  6773

6  7386

7  6576

9  7252

4  7213

8  7161

2  71583  6864

2  7063

順 ﾚｰﾝ No.

3  6853

7  7463

4  6775

所属名 記録／備考
5  7385

6  7086

9  6894

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

8  7061

6  6642

所属名 記録／備考
4  6643

3  6775

7  7385

5  7386

2  6853

9  6576

8  6714



長野県中学記録(CR)              25.16 宮澤　有紀                   更埴西           2005/09/04  
大会記録(GR)                    25.90 

[ 1組] 風速 +2.4 [ 2組] 風速 +1.9

 1 樋口 虹夏(2)     26.56 q  1 水谷 凪沙(3)     29.78 
ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ 波田 ﾐｽﾞﾔ ﾅｷﾞｻ 三郷

 2 添田 聖良(2)     29.69 q  2 佐藤 果奈歩(3)     30.75 
ｿｴﾀﾞ ｾｲﾗ 信大附属松本 ｻﾄｳ ｶﾅﾎ 仁科台

 3 原 薫子(3)     31.06  3 上條 優里(2)     31.33 
ﾊﾗ ﾏｻｺ 開成 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕﾘ 鉢盛

 4 太田 菜奈(2)     31.26  4 丸山 絵里菜(2)     31.55 
ｵｵﾀ ﾅﾅ 秀峰 ﾏﾙﾔﾏ ｴﾘﾅ 丸ﾉ内

 5 石田遙(3)     31.39  5 宮下 れな(2)     32.47 
ｲｼﾀﾞﾊﾙｶ 穂高東 ﾐﾔｼﾀ ﾚﾅ 菅野

 6 杉本 莉奈(3)     31.77  6 深澤 愛美(2)     32.97 
ｽｷﾞﾓﾄ ﾘﾅ 筑摩野 ﾌｶｻﾜ ﾏﾅﾐ 堀金

 7 藤岡 悠里(3)     32.28  7 能勢 日菜子(1)     37.35 
ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳﾘ 三郷 ﾉｾ ﾋﾅｺ 松島

 8 清沢 果穂(3)     32.38 遠藤 舞(2)
ｷﾖｻﾜ ｶﾎ 鉢盛 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｲ 大町第一

[ 3組] 風速 +0.2 [ 4組] 風速 +1.2

 1 堀江 星菜(2)     29.33 q  1 小澤 美祐(2)     28.66 q
ﾎﾘｴ ｾｲﾅ 菅野 ｵｻﾞﾜ ﾐﾕ 豊科北

 2 中野 利都(2)     29.80  2 古畑 茉緒(3)     28.68 q
ﾅｶﾉ ﾘﾄ 筑摩野 ﾌﾙﾊﾀ ﾏｵ 信明

 3 中野 清楓(3)     29.85  3 吉岡  栞(3)     29.73 q
ﾅｶﾉ ｻﾔｶ 塩尻西部 ﾖｼｵｶ ｼｵﾘ 北安松川

 4 丸山結衣(3)     30.36  4 高嶋 凪沙(2)     30.29 
ﾏﾙﾔﾏﾕｲ 穂高東 ﾀｶｼﾏ ﾅｷﾞｻ 穂高西

 5 山口 優花(3)     30.87  5 大野木 愛海(2)     32.11 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｶ 梓川 ｵｵﾉｷ ｱﾐ 大町第一

 6 永井 ひかり(1)     34.86  6 原 紗恵(3)     32.66 
ﾅｶﾞｲ ﾋｶﾘ 松島 ﾊﾗ ｻｴ 山辺
武居 楓夏(3)  7 臼井涼葉(2)     36.98 
ﾀｹｲ ﾌｳｶ 丘 ｳｽｲ ｽｽﾞﾊ 女鳥羽

[ 5組] 風速 +0.4

 1 小林 叶音(3)     25.74 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 豊科北

 2 矢澤 瑠奈(2)     29.73 q
ﾔｻﾞﾜ ﾙﾅ 穂高西

 3 田中 ゆりな(3)     30.45 
ﾀﾅｶ ﾕﾘﾅ 信明

 4 髙山 和音(2)     30.52 
ﾀｶﾔﾏ ｶｽﾞﾈ 堀金

 5 根本 樹(1)     31.77 
ﾈﾓﾄ ﾐｷ 波田

 6 熊澤 玲菜(3)     32.16 
ｸﾏｻﾞﾜ ﾚｲﾅ 丸ﾉ内
橋本 菜々(2)
ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅ 開成

風速 +1.8

 1 小林 叶音(3)     25.68 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 豊科北

 2 樋口 虹夏(2)     26.22 
ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ 波田

 3 小澤 美祐(2)     28.70 
ｵｻﾞﾜ ﾐﾕ 豊科北

 4 古畑 茉緒(3)     28.85 
ﾌﾙﾊﾀ ﾏｵ 信明

 5 矢澤 瑠奈(2)     29.66 
ﾔｻﾞﾜ ﾙﾅ 穂高西

 6 堀江 星菜(2)     29.70 
ﾎﾘｴ ｾｲﾅ 菅野

 7 吉岡  栞(3)     30.06 
ﾖｼｵｶ ｼｵﾘ 北安松川

 8 添田 聖良(2)     30.06 
ｿｴﾀﾞ ｾｲﾗ 信大附属松本

2  6776

8  7468

3  6603

9  7225

6  6650

4  7009

5  6641
大会新

7  7388

8  7121
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  7394

3  7030

7  7007

6  6684

4  6641
大会新

5  6603

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

8  6609

4  6776

氏  名 所属名 記録／備考
3  6650

6  7009

2  6460

5  6876

2  7287

7  7157

3  7372

4  7094

5  6421

8  6575

7  7225

6  7260

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

5  7095

4  6878

8  7220

2  6685

9  7435

3  7035

記録／備考
6  6710

7  6891

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5  6712

2  7428

8  6577

3  7250

7  7116

9  7515

記録／備考
4  7388

6  7468

女子共通

200m

予選 通過基準  5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



長野県中学記録(CR)            2:13.56 和田　有菜                   川中島           2013/07/13  
大会記録(GR)                  2:18.35 

[ 1組] [ 2組]

 1 高安 結衣(3)   2:20.75  1 永田 千穂里(2)   2:33.25 
ﾀｶﾔｽ ﾕｲ 鉢盛 ﾅｶﾞﾀ ﾁﾎﾘ 高綱

 2 中村 朱里(3)   2:26.85  2 小山 莉那(2)   2:34.57 
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 鉢盛 ｺﾔﾏ ﾘﾅ 菅野

 3 小澤 真樹(3)   2:29.78  3 奥原 奈々香(2)   2:39.71 
ｵｻﾞﾜ ﾏｷ 堀金 ｵｸﾊﾗ ﾅﾅｶ 山辺

 4 宮澤 花奈実(2)   2:32.96  4 山崎 まみこ(3)   2:40.01 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 菅野 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾐｺ 堀金

 5 松原 月歌(1)   2:33.99  5 小須田 理子(3)   2:40.90 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾂｷｶ 信大附属松本 ｺｽﾀﾞ ﾘｺ 筑摩野

 6 上野 あずみ(3)   2:38.58  6 小林 思音(2)   2:42.25 
ｳｴﾉ ｱｽﾞﾐ 豊科北 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾝ 豊科北

 7 杉村奈津穂(3)   2:54.88  7 丸山 真尋(2)   2:47.91 
ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾂﾎ 女鳥羽 ﾔﾙﾔﾏ ﾏﾋﾛ 仁科台

 8 倉田 千冬(2)   3:02.54  8 黒川 颯希(2)   2:59.31 
ｸﾗﾀ ﾁﾌﾕ 鎌田 ｸﾛｶﾜ ｻﾂｷ 清水
矢彦澤 佑希(1)  9 山本 佳奈(3)   2:59.97 
ﾔﾋｺｻﾞﾜ ﾕｳｷ 両小野 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 高瀬

[ 3組] [ 4組]

 1 中嶌 萌香(3)   2:47.62  1 上條 舞(1)   2:43.82 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴｶ 丘 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏｲ 豊科南

 2 中島 由里子(3)   2:50.52  2 小林 さら咲(1)   2:57.13 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾘｺ 仁科台 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾗｻ 鎌田

 3 畑野実優(2)   2:52.09  3 近藤 美保(1)   2:59.72 
ﾊﾀﾉ ﾐｳ 女鳥羽 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾎ 塩尻広陵

 4 望月 温(2)   2:52.99  4 横川 采音(3)   3:00.94 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾉﾄﾞｶ 筑摩野 ﾖｺｶﾜ ｱﾔﾈ 丸ﾉ内

 5 波場結加里(2)   2:53.22  5 濱 沙南(3)   3:03.19 
ﾊﾊﾞﾕｶﾘ 穂高東 ﾊﾏ ｻﾅﾐ 三郷

 6 白澤  優里佳(1)   2:56.17  6 松崎 紫月(1)   3:10.97 
ｼﾗｻﾜ ﾕﾘｶ 北安松川 ﾏﾂｻﾞｷ ｼﾂﾞｷ 塩尻広陵

 7 松田 千奈(3)   2:56.50  7 西沢 杏奈(3)   3:34.40 
ﾏﾂﾀﾞ ｾﾅ 丘 ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾝﾅ 穂高西

 8 三浦 莉奈(2)   3:01.94 志水 奈美希(1)
ﾐｳﾗ ﾘﾅ 山辺 ｼﾐｽﾞ ﾅﾐｷ 福島

 9 中藤 夏葵(2)   3:03.05 
ﾅｶﾌｼﾞ ﾅﾂｷ 旭町

[ 5組]

 1 吉川 真子(3)   2:48.37 
ｷｯｶﾜ ﾏｺ 秀峰

 2 中島 遥佳(1)   2:54.83 
ﾅｶｼﾏ ﾊﾙｶ 信明

 3 丸山仁美(2)   2:57.41 
ﾏﾙﾔﾏﾋﾄﾐ 穂高東

 4 楜澤 里美(1)   3:05.37 
ｸﾙﾐｻﾞﾜ ｻﾄﾐ 北安松川

 5 永井 瑞希(2)   3:12.51 
ﾅｶﾞｲ ﾐｽﾞｷ 丸ﾉ内

 6 深井 咲希(3)   3:14.17 
ﾌｶｲ ｻｷ 梓川

 7 長津 茉莉(1)   3:24.44 
ﾅｶﾞﾂ ﾏﾘ 信明

 8 西沢 亜美(2)   3:46.26 
ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾐ 穂高西

No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
5  7430

3  7429

女子共通

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ

8  7218

6  7456

7  6674

欠場

2  7281

4  6970

No. 氏  名 所属名

1  6372

9  6644

8  7223

4  7167

記録／備考
5  7182

ﾚｰﾝ

7  7254

2  6652

6  6677

9  6955

1  6758

3  6914

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

7  7286

5  6459

3  6895

8  6783

4  7253

9  6583

2  7068

1  6461

6  7164

8  6971

氏  名 所属名 記録／備考
2  6662

9  6706

6  6474

5  7028

3  6280
欠場

4  6475

7  6597

所属名 記録／備考
4  7512

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

2  6585

7  6782

6  7015

3  7375

8  7016

5  7034

9  6601



   1 高安 結衣(3) 鉢盛     2:20.75   1   1
   2 中村 朱里(3) 鉢盛     2:26.85   1   2
   3 小澤 真樹(3) 堀金     2:29.78   1   3
   4 宮澤 花奈実(2) 菅野     2:32.96   1   4
   5 永田 千穂里(2) 高綱     2:33.25   2   1
   6 松原 月歌(1) 信大附属松本     2:33.99   1   5
   7 小山 莉那(2) 菅野     2:34.57   2   2
   8 上野 あずみ(3) 豊科北     2:38.58   1   6
   9 奥原 奈々香(2) 山辺     2:39.71   2   3
  10 山崎 まみこ(3) 堀金     2:40.01   2   4
  11 小須田 理子(3) 筑摩野     2:40.90   2   5
  12 小林 思音(2) 豊科北     2:42.25   2   6
  13 上條 舞(1) 豊科南     2:43.82   4   1
  14 中嶌 萌香(3) 丘     2:47.62   3   1
  15 丸山 真尋(2) 仁科台     2:47.91   2   7
  16 吉川 真子(3) 秀峰     2:48.37   5   1
  17 中島 由里子(3) 仁科台     2:50.52   3   2
  18 畑野実優(2) 女鳥羽     2:52.09   3   3
  19 望月 温(2) 筑摩野     2:52.99   3   4
  20 波場結加里(2) 穂高東     2:53.22   3   5
  21 中島 遥佳(1) 信明     2:54.83   5   2
  22 杉村奈津穂(3) 女鳥羽     2:54.88   1   7
  23 白澤  優里佳(1) 北安松川     2:56.17   3   6
  24 松田 千奈(3) 丘     2:56.50   3   7
  25 小林 さら咲(1) 鎌田     2:57.13   4   2
  26 丸山仁美(2) 穂高東     2:57.41   5   3
  27 黒川 颯希(2) 清水     2:59.31   2   8
  28 近藤 美保(1) 塩尻広陵     2:59.72   4   3
  29 山本 佳奈(3) 高瀬     2:59.97   2   9
  30 横川 采音(3) 丸ﾉ内     3:00.94   4   4
  31 三浦 莉奈(2) 山辺     3:01.94   3   8
  32 倉田 千冬(2) 鎌田     3:02.54   1   8
  33 中藤 夏葵(2) 旭町     3:03.05   3   9
  34 濱 沙南(3) 三郷     3:03.19   4   5
  35 楜澤 里美(1) 北安松川     3:05.37   5   4
  36 松崎 紫月(1) 塩尻広陵     3:10.97   4   6
  37 永井 瑞希(2) 丸ﾉ内     3:12.51   5   5
  38 深井 咲希(3) 梓川     3:14.17   5   6
  39 長津 茉莉(1) 信明     3:24.44   5   7
  40 西沢 杏奈(3) 穂高西     3:34.40   4   7
  41 西沢 亜美(2) 穂高西     3:46.26   5   8

都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
 7430
 7429

女子共通

800m
タイムレース

順位 No. 氏  名

 7223
 6644
 7167
 6677

 6674
 7218
 7182
 7456

 6914
 7512
 6895
 7286

 7254
 6652
 6662
 6459

 6783
 6461
 6971
 6585

 7253
 6583
 7015
 7281

 7164
 6970
 7068
 6706

 6955
 6474
 6758
 7028

 7016
 6597
 6601

 6782
 6475
 7034
 7375



長野県中学記録(CR)            4:28.36 和田　有菜                   川中島           2013/08/22  
大会記録(GR)                  4:39.66 

[ 1組] [ 2組]

 1 高松 いずみ(2)   4:56.82  1 飯嶋 華央(3)   5:27.51 
ﾀｶﾏﾂ ｲｽﾞﾐ 開田 ｲｲｼﾞﾏ ｶｵ 丸ﾉ内

 2 原田 千鶴(3)   4:58.52  2 上島 沙稀(2)   5:28.17 
ﾊﾗﾀﾞ ﾁﾂﾞﾙ 菅野 ｶﾐｼﾞﾏ ｻｷ 筑摩野

 3 髙坂 珠実(2)   5:00.89  3 工藤 愛菜(2)   5:34.72 
ｺｳｻｶ ﾀﾏﾐ 高綱 ｸﾄﾞｳ ﾏﾅ 堀金

 4 蛭田 杏(3)   5:04.23  4 田近 亜紀(3)   5:37.70 
ﾋﾙﾀ ｱﾝ 鉢盛 ﾀﾁﾞｶ ｱｷ 鉢盛

 5 安永 友麻(2)   5:16.15  5 市川 結(2)   5:43.44 
ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳﾏ 穂高西 ｲﾁｶﾜ ﾕｲ 秀峰

 6 宮坂 梨乃(3)   5:16.42  6 小原 さらら(3)   5:46.23 
ﾐﾔｻｶ ﾘﾉ 丘 ｵﾊﾗ ｻﾗﾗ 筑摩野

 7 千葉 恭子(2)   5:16.75  7 小口 満里奈(3)   5:46.38 
ﾁﾊﾞ ｷｮｳｺ 穂高西 ｵｸﾞﾁ ﾏﾘﾅ 秀峰

 8 小林 若菜(3)   5:21.35  8 浅輪亜依(3)   5:51.43 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ 塩尻広陵 ｱｻﾜ ｱｲ 女鳥羽

 9 中山 詩野(2)   5:21.89  9 渡邊 沙紀(3)   5:54.81 
ﾅｶﾔﾏ ｼﾉ 信大附属松本 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷ 豊科北

10 野竹 咲良(2)   5:23.78 10 辻野 史華(3)   6:05.11 
ﾉﾀｹ ｻｸﾗ 両小野 ﾂｼﾞﾉ ﾌﾐｶ 塩尻

11 小林あか里(2)   5:23.85 11 畠山 小雪(2)   6:07.50 
ｺﾊﾞﾔｼｱｶﾘ 穂高東 ﾊﾀｹﾔﾏ ｺﾕｷ 大町第一

12 池田 美砂紀(3)   5:27.23 12 府川 ほたか(2)   6:09.11 
ｲｹﾀﾞ ﾐｻｷ 菅野 ﾌｶﾜ ﾎﾀｶ 小谷

13 愛瀬 詩乃(3)   5:30.39 13 矢野倉 優美(3)   6:10.68 
ｱｲｾ ｼﾉ 山辺 ﾔﾉｸﾗ ﾕﾐ 丘

14 高木 美沙(3)   5:31.16 14 大塚 美月(2)   6:18.97 
ﾀｶｷ ﾐｻ 開成 ｵｵﾂｶ ﾐﾂﾞｷ 大町第一

15 齋藤 美空(2)   5:35.93 15 齋藤 あゆり(2)   6:19.21 
ｻｲﾄｳ ﾐｿﾗ 仁科台 ｻｲﾄｳ ｱﾕﾘ 梓川

16 片桐 永莉華(2)   5:43.35 16 廣部 梨花(1)   6:20.33 
ｶﾀｷﾞﾘ ｴﾘｶ 仁科台 ﾋﾛﾍﾞ ﾘﾝｶ 高綱

17 内田 真菜実(2)   5:49.30 17 阿部唯(2)   6:20.35 
ｳﾁﾀﾞ ﾏﾅﾐ 信大附属松本 ｱﾍﾞﾕｲ 穂高東

18 中村 有那(3)   5:59.42 18 津滝 麻衣(1)   6:32.44 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾅ 両小野 ﾂﾀｷ ﾏｲ 白馬

19 中山 涼子(3)   5:59.65 19 柴田 怜奈(3)   6:58.78 
ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳｺ 堀金 ｼﾊﾞﾀ ﾚｲﾅ 信明

4  6676

16  6838

1  7005

2  7185

17  6584

4  6877

18  7376

14  6847

7  6458

15  6399

6  6869

5  7283

9  6640

13  7256

3  7513

8  7433

19  7522

11  7241

12  6680

No. 氏  名 所属名 記録／備考
10  7024

順

10  6374

13  6912

16  7156

3  6910

17  7473

19  6586

2  7114

6  7217

5  7471

12  6373

7  6602

1  6473

11  6604

18  6462

15  7180

9  7431

8  6303

14  7216

女子共通

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



   1 高松 いずみ(2) 開田     4:56.82   1   1
   2 原田 千鶴(3) 菅野     4:58.52   1   2
   3 髙坂 珠実(2) 高綱     5:00.89   1   3
   4 蛭田 杏(3) 鉢盛     5:04.23   1   4
   5 安永 友麻(2) 穂高西     5:16.15   1   5
   6 宮坂 梨乃(3) 丘     5:16.42   1   6
   7 千葉 恭子(2) 穂高西     5:16.75   1   7
   8 小林 若菜(3) 塩尻広陵     5:21.35   1   8
   9 中山 詩野(2) 信大附属松本     5:21.89   1   9
  10 野竹 咲良(2) 両小野     5:23.78   1  10
  11 小林あか里(2) 穂高東     5:23.85   1  11
  12 池田 美砂紀(3) 菅野     5:27.23   1  12
  13 飯嶋 華央(3) 丸ﾉ内     5:27.51   2   1
  14 上島 沙稀(2) 筑摩野     5:28.17   2   2
  15 愛瀬 詩乃(3) 山辺     5:30.39   1  13
  16 高木 美沙(3) 開成     5:31.16   1  14
  17 工藤 愛菜(2) 堀金     5:34.72   2   3
  18 齋藤 美空(2) 仁科台     5:35.93   1  15
  19 田近 亜紀(3) 鉢盛     5:37.70   2   4
  20 片桐 永莉華(2) 仁科台     5:43.35   1  16
  21 市川 結(2) 秀峰     5:43.44   2   5
  22 小原 さらら(3) 筑摩野     5:46.23   2   6
  23 小口 満里奈(3) 秀峰     5:46.38   2   7
  24 内田 真菜実(2) 信大附属松本     5:49.30   1  17
  25 浅輪亜依(3) 女鳥羽     5:51.43   2   8
  26 渡邊 沙紀(3) 豊科北     5:54.81   2   9
  27 中村 有那(3) 両小野     5:59.42   1  18
  28 中山 涼子(3) 堀金     5:59.65   1  19
  29 辻野 史華(3) 塩尻     6:05.11   2  10
  30 畠山 小雪(2) 大町第一     6:07.50   2  11
  31 府川 ほたか(2) 小谷     6:09.11   2  12
  32 矢野倉 優美(3) 丘     6:10.68   2  13
  33 大塚 美月(2) 大町第一     6:18.97   2  14
  34 齋藤 あゆり(2) 梓川     6:19.21   2  15
  35 廣部 梨花(1) 高綱     6:20.33   2  16
  36 阿部唯(2) 穂高東     6:20.35   2  17
  37 津滝 麻衣(1) 白馬     6:32.44   2  18
  38 柴田 怜奈(3) 信明     6:58.78   2  19

 6877
 7376
 7185
 6584
 6838
 7005

 6374
 6676
 6399
 6869
 6847
 6458

 7522
 7256
 7513
 7473
 7283
 6640

 7156
 7114
 6680
 6912
 7433
 6910

 7471
 6373
 6586
 7217
 7024
 7241

 7180
 7431
 6604
 6462
 6602
 6473

記録 備考 組 順位
 6303
 7216

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

女子共通

1500m



長野県中学記録(CR)              14.54 瀧澤　彩                     附属長野         2009/07/05  
大会記録(GR)                    15.26 

[ 1組] 風速 -1.2 [ 2組] 風速 -0.9

 1 中村 優里(3)     17.33 q  1 穗苅 友香(3)     17.19 q
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ 高綱 ﾎｶﾘ ﾄﾓｶ 三郷

 2 澁谷 涼夏(3)     18.48  2 鈴木 陽世梨(2)     17.98 
ｼﾌﾞﾔ ｽｽﾞｶ 仁科台 ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ 大桑

 3 髙木 陽香(2)     18.67  3 倉沢 真奈(2)     18.04 
ﾀｶｷﾞ ﾊﾙｶ 信明 ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ 鉢盛

 4 西澤 唯(2)     18.73  4 岩原 麗乃(3)     18.68 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｲ 大町第一 ｲﾜﾊﾗ ﾚﾉ 丸ﾉ内

 5 北原 香子(3)     19.05  5 中村 渚(3)     18.84 
ｷﾀﾊﾗ ｷｮｳｺ 信大附属松本 ﾅｶﾑﾗ ﾅｷﾞｻ 開成

 6 三原 海優(3)     19.46  6 赤羽 澄香(2)     18.89 
ﾐﾊﾗ ﾐﾕ 穂高西 ｱｶﾊﾈ ｽﾐｶ 旭町

 7 田中 柚衣(2)     19.56  7 太田 聡恵(3)     19.07 
ﾀﾅｶ ﾕｲ 菅野 ｵｵﾀ ｻﾄｴ 塩尻広陵

 8 宮下 結華(3)     20.12  8 滝川 樹葉(1)     24.14 
ﾐﾔｼﾀ ﾕｲｶ 丸ﾉ内 ﾀｷｶﾜ ｼﾞｭﾖｳ 小谷

 9 齋藤 愛望(1)     22.61  9 戸田 巳琴(1)     26.17 
ｻｲﾄｳ ﾏﾅﾐ 小谷 ﾄﾀﾞ ﾐｺﾄ 福島

[ 3組] 風速 +1.4 [ 4組] 風速 +1.0

 1 上條 のあ(3)     15.46 q  1 麻原 優花(2)     16.19 q
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 鉢盛 ｱｻﾊﾗ ﾕｳｶ 清水

 2 西脇 明日香(3)     16.69 q  2 中沢 楓香(3)     16.22 q
ﾆｼﾜｷ ｱｽｶ 菅野 ﾅｶｻﾞﾜ ﾌｳｶ 波田

 3 中原 小雪(2)     16.90 q  3 神山 智恵(2)     17.78 q
ﾅｶﾊﾗ ｺﾕｷ 開成 ｶﾐﾔﾏ ﾄﾓｴ 福島

 4 村山 美紅(3)     18.29  4 高橋 加奈(3)     18.14 
ﾑﾗﾔﾏ ﾐｸ 松島 ﾀｶﾊｼ ｶﾅ 信明

 5 日比野 晴穂(3)     18.43  5 小岸 馨(2)     18.39 
ﾋﾋﾞﾉ ﾊﾙﾎ 旭町 ｺｷﾞｼ ｶｵﾙ 穂高西

 6 安藤 和奏(2)     18.62  6 青木 梨乃(2)     19.14 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾜｶﾅ 堀金 ｱｵｷ ﾘﾉ 梓川

 7 山下 萌香(3)     19.02  7 五十嵐 百美(2)     19.90 
ﾔﾏｼﾀ ﾓｴｶ 三郷 ｲｶﾞﾗｼ ﾓﾓﾐ 大町第一

 8 福島 瑠菜(3)     19.39  8 下山 千佳(2)     21.52 
ﾌｸｼﾏ ﾙﾅ 清水 ｼﾓﾔﾏ ﾁｶ 信大附属松本

 9 都筑 朱里(2)     21.73 
ﾂﾂﾞｸ ｱｶﾘ 塩尻西部

風速  0.0

 1 上條 のあ(3)     15.64 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 鉢盛

 2 中沢 楓香(3)     16.21 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾌｳｶ 波田

 3 麻原 優花(2)     16.33 
ｱｻﾊﾗ ﾕｳｶ 清水

 4 中村 優里(3)     16.71 
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ 高綱

 5 西脇 明日香(3)     16.92 
ﾆｼﾜｷ ｱｽｶ 菅野

 6 穗苅 友香(3)     17.01 
ﾎｶﾘ ﾄﾓｶ 三郷

 7 中原 小雪(2)     17.03 
ﾅｶﾊﾗ ｺﾕｷ 開成

 8 神山 智恵(2)     18.76 
ｶﾐﾔﾏ ﾄﾓｴ 福島

8  7119

2  6288

7  7209

9  6708

6  6954

3  7179

4  7432

5  7384

9  7467

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  7378

3  6873

5  7006

4  6599

7  7384

2  6288

氏  名 所属名 記録／備考
6  6954

1  6953

9  6422

8  6682

2  6705

7  7085

3  7059

6  7209

4  7119

順 ﾚｰﾝ No.
5  7432

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  6855

1  6281

9  7066

7  6470

8  7029

3  7118

6  6350

2  7436

記録／備考
4  6708

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5  6854

順

2  7027

9  6598

1  7227

4  7462

3  7012

8  6868

記録／備考
7  7179

6  6897

女子共通

100mH(0.762m)

予選 通過基準  4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



予選 6月6日 12:10
決勝 6月6日 15:55

長野県中学記録(CR)              51.50 豊科北                                        2012/09/22  
（臼井　美紅・木村　凌・齊藤　静花・西澤　羽純）

大会記録(GR)                    53.34 

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 三郷  6731 丸山 来美(1)     54.02 q  1   4 堀金  6682 安藤 和奏(2)     55.98 q

ﾐｻﾄ ﾏﾙﾔﾏ ｸﾙﾐ ﾎﾘｶﾞﾈ ｱﾝﾄﾞｳ ﾜｶﾅ
 6727 北沢 栞(1)  6681 德武 瑠夏(2)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ ﾄｸﾀｹ ﾙﾅ
 6725 百瀬 梨桜(1)  6686 青柳 真里奈(1)

ﾓﾓｾ ﾘｵ ｱｵﾔｷﾞ ﾏﾘﾅ
 6703 伏見 怜奈(1)  6688 福田 莉子(1)

ﾌｼﾐ ﾚｲﾅ ﾌｸﾀﾞ ﾘｺ
 2   3 仁科台  6926 松井 晴香(1)     55.19 q  2   3 波田  7394 根本 樹(1)     57.49 q

ﾆｼﾅﾀﾞｲ ﾏﾂｲ ﾊﾙｶ ﾊﾀ ﾈﾓﾄ ﾐｷ
 6913 松倉 有奏(2)  7393 佐藤 優花(1)

ﾏﾂｸﾗ ﾕｶﾅ ｻﾄｳ ﾕｳｶ
 6920 門松 郁乃(1)  7390 廣瀬 綾菜(2)

ｶﾄﾞﾏﾂ ｶﾉ ﾋﾛｾ ｱﾔﾅ
 6919 降幡 茉由(2)  7392 伊藤 百合菜(1)

ﾌﾙﾊﾀ ﾏﾕ ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ
 3   7 穂高西  6605 平田 朱音(2)     59.50 q  3   2 丸ﾉ内  7036 天野 絵理奈(1)     57.59 q

ﾎﾀｶﾆｼ ﾋﾗﾀ ｱｶﾈ ﾏﾙﾉｳﾁ ｱﾏﾉ ｴﾘﾅ
 6591 瀧澤 千春(1)  7035 丸山 絵里菜(2)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾁﾊﾙ ﾏﾙﾔﾏ ｴﾘﾅ
 6592 田中 優奈(1)  7041 越場 雅南(1)

ﾀﾅｶ ﾕｳﾅ ｺｼﾊﾞ ﾐﾅﾐ
 6609 高嶋 凪沙(2)  7032 小林 弥希(2)

ﾀｶｼﾏ ﾅｷﾞｻ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ
 4   2 松島  7091 降幡 鈴(2)   1:00.62  4   6 白馬  6836 藤生 瑛菜(1)   1:00.35 

ﾏﾂｼﾏ ﾌﾘﾊﾀ ｽｽﾞ ﾊｸﾊﾞ ﾌｼﾞｳ ｱｷﾅ
 7093 増尾 芽衣(2)  6833 中野 櫻子(1)

ﾏｽｵ ﾒｲ ﾅｶﾉ ｻｸﾗｺ
 7098 横内 芳香(1)  6835 東 楓(1)

ﾖｺｳﾁ ﾊﾅｶ ﾋｶﾞｼ ｶｴﾃﾞ
 7096 永峰 愛(1)  6834 花谷 雪月(1)

ﾅｶﾞﾐﾈ ｱｲ ﾊﾅﾀﾆ ﾕﾂﾞｷ
 5   8 塩尻広陵  6477 田中 麻由(1)   1:00.79  5   5 旭町  7072 小林 みう(1)   1:02.12 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳ ﾀﾅｶ ﾏﾕ ｱｻﾋﾏﾁ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｳ
 6476 片柳 裕菜(1)  7067 佐藤 澄怜(2)

ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾅ ｻﾄｳ ｽﾐﾚ
 6474 近藤 美保(1)  7073 丸山 あずさ(1)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾎ ﾏﾙﾔﾏ ｱｽﾞｻ
 6479 吉村 葵(1)  7069 星野 聖菜(2)

ﾖｼﾑﾗ ｱｵｲ ﾎｼﾉ ｾﾅ
  4 福島   7 筑摩野  7245 小須田 真子(1)

ﾌｸｼﾏ 欠場 ﾁｸﾏﾉ ｺｽﾀﾞ ﾏｺ 失格
 7242 舘野 玲美(2) R1(2-3)

ﾀﾃﾉ ﾚﾐ
 7249 篠田 結衣(1)

ｼﾉﾀﾞ ﾕｲ
 7260 中野 利都(2)

ﾅｶﾉ ﾘﾄ
  5 丘  6443 常田 美織(1)

ｵｶ ﾄｷﾀ ﾐｵﾘ 欠場
 6440 吉川 凜(1)

ﾖｼｶﾜ ﾘﾝ
 6441 中村 水貴(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ
 6442 一本木 楓(1)

ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ｶｴﾃﾞ

女子1、2年

4×100m

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 豊科北  6630 津幡 祐衣(1)     54.92 q

ﾄﾖｼﾅｷﾀ ﾂﾊﾞﾀ ﾕｲ
 6650 小澤 美祐(2)

ｵｻﾞﾜ ﾐﾕ
 6635 金澤 実佑(1)

ｶﾅｻﾞﾜ ﾐﾕ
 6653 真野 ひな帆(2)

ﾏﾉ ﾋﾅﾎ
 2   7 信大附属松本  7453 加藤 光(1)     57.20 q

ｼﾝﾀﾞｲﾏﾂﾓﾄ ｶﾄｳ ﾋｶﾙ
 7470 中屋 遥(2)

ﾅｶﾔ ﾊﾙｶ
 7456 松原 月歌(1)

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾂｷｶ
 7472 山﨑 新奈(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾆｲﾅ
 3   5 北安松川  6781 遠藤  優美菜(1)   1:00.83 

ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜ ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾅ
 6784 矢口 陽香(1)

ﾔｸﾞﾁ ﾊﾙｶ
 6782 楜澤 里美(1)

ｸﾙﾐｻﾞﾜ ｻﾄﾐ
 6780 小林  綺(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔ
 4   3 山辺  8700 雨宮 歩美(1)   1:02.33 

ﾔﾏﾍﾞ ｱﾒﾐﾔ ｱﾕﾐ
 7165 平岡 京花(2)

ﾋﾗｵｶ ｷｮｳｶ
 8705 中川 穂高(1)

ﾅｶｶﾞﾜ ﾎﾀﾞｶ
 7167 奥原 奈々香(2)

ｵｸﾊﾗ ﾅﾅｶ
  2 信明  7010 小林 加奈(2)

ｼﾝﾒｲ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 失格
 7012 髙木 陽香(2) R1(2-3)

ﾀｶｷﾞ ﾊﾙｶ
 7016 長津 茉莉(1)

ﾅｶﾞﾂ ﾏﾘ
 7015 中島 遥佳(1)

ﾅｶｼﾏ ﾊﾙｶ
  6 鉢盛  7445 上條 美結(1)

ﾊﾁﾓﾘ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐﾕ 失格
 7438 北村 優月(2) R1(2-3)

ｷﾀﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ
 7446 中沢 裕美(1)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ
 7447 桃井 李胡(1)

ﾓﾓｲ ﾘｺ

女子1、2年

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 仁科台  6926 松井 晴香(1)     55.08 

ﾆｼﾅﾀﾞｲ ﾏﾂｲ ﾊﾙｶ
 6913 松倉 有奏(2)

ﾏﾂｸﾗ ﾕｶﾅ
 6920 門松 郁乃(1)

ｶﾄﾞﾏﾂ ｶﾉ
 6919 降幡 茉由(2)

ﾌﾙﾊﾀ ﾏﾕ
 2   4 三郷  6731 丸山 来美(1)     55.19 

ﾐｻﾄ ﾏﾙﾔﾏ ｸﾙﾐ
 6727 北沢 栞(1)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ
 6725 百瀬 梨桜(1)

ﾓﾓｾ ﾘｵ
 6703 伏見 怜奈(1)

ﾌｼﾐ ﾚｲﾅ
 3   5 堀金  6682 安藤 和奏(2)     56.20 

ﾎﾘｶﾞﾈ ｱﾝﾄﾞｳ ﾜｶﾅ
 6681 德武 瑠夏(2)

ﾄｸﾀｹ ﾙﾅ
 6686 青柳 真里奈(1)

ｱｵﾔｷﾞ ﾏﾘﾅ
 6688 福田 莉子(1)

ﾌｸﾀﾞ ﾘｺ
 4   8 波田  7394 根本 樹(1)     56.68 

ﾊﾀ ﾈﾓﾄ ﾐｷ
 7393 佐藤 優花(1)

ｻﾄｳ ﾕｳｶ
 7390 廣瀬 綾菜(2)

ﾋﾛｾ ｱﾔﾅ
 7392 伊藤 百合菜(1)

ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ
 5   2 丸ﾉ内  7036 天野 絵理奈(1)     57.27 

ﾏﾙﾉｳﾁ ｱﾏﾉ ｴﾘﾅ
 7035 丸山 絵里菜(2)

ﾏﾙﾔﾏ ｴﾘﾅ
 7041 越場 雅南(1)

ｺｼﾊﾞ ﾐﾅﾐ
 7032 小林 弥希(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ
 6   9 信大附属松本  7453 加藤 光(1)     57.54 

ｼﾝﾀﾞｲﾏﾂﾓﾄ ｶﾄｳ ﾋｶﾙ
 7470 中屋 遥(2)

ﾅｶﾔ ﾊﾙｶ
 7456 松原 月歌(1)

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾂｷｶ
 7472 山﨑 新奈(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾆｲﾅ
 7   3 穂高西  6605 平田 朱音(2)     58.54 

ﾎﾀｶﾆｼ ﾋﾗﾀ ｱｶﾈ
 6591 瀧澤 千春(1)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾁﾊﾙ
 6592 田中 優奈(1)

ﾀﾅｶ ﾕｳﾅ
 6609 高嶋 凪沙(2)

ﾀｶｼﾏ ﾅｷﾞｻ
  6 豊科北  6630 津幡 祐衣(1)

ﾄﾖｼﾅｷﾀ ﾂﾊﾞﾀ ﾕｲ 失格
 6650 小澤 美祐(2) R1(2-3)

ｵｻﾞﾜ ﾐﾕ
 6635 金澤 実佑(1)

ｶﾅｻﾞﾜ ﾐﾕ
 6653 真野 ひな帆(2)

ﾏﾉ ﾋﾅﾎ

決勝

女子1、2年

4×100m



長野県中学記録(CR)              48.17 豊科北                                        2013/6/30   
（臼井　美紅・木村　凌・齊藤　静花・西澤　羽純）

大会記録(GR)                    48.82 

[ 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   3 波田  7384 中沢 楓香(3)     50.45 q  1   6 旭町  7065 藤井 若菜(2)     54.01 q

ﾊﾀ ﾅｶｻﾞﾜ ﾌｳｶ ｱｻﾋﾏﾁ ﾌｼﾞｲ ﾜｶﾅ
 7385 斉藤 楓花(3)  7055 内田 佑香(3)

ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｶ
 7386 三田 尚果(3)  7058 中田 萌(3)

ﾐﾀ ﾅｵｶ ﾅｶﾀ ﾓｴ
 7388 樋口 虹夏(2)  7070 深澤 あまね(1)

ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ
 2   6 北安松川  6779 宮坂  希実(2)     54.34 q  2   9 穂高東  6577 石田遙(3)     54.27 q

ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜ ﾐﾔｻｶ ﾉｿﾞﾐ ﾎﾀｶﾋｶﾞｼ ｲｼﾀﾞﾊﾙｶ
 6775 金井  向日葵(3)  6576 遠藤由菜(3)

ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ ｴﾝﾄﾞｳﾕﾅ
 6776 吉岡  栞(3)  6575 丸山結衣(3)

ﾖｼｵｶ ｼｵﾘ ﾏﾙﾔﾏﾕｲ
 6773 北澤  詩織(3)  6574 臼井綠彩(3)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ ｳｽｲﾂｶｻ
 2   8 塩尻西部  6423 田中 愛(2)     54.34 q  3   2 穂高西  6606 北澤 優里愛(2)     55.08 

ｼｵｼﾞﾘｾｲﾌﾞ ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ ﾎﾀｶﾆｼ ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾘｱ
 6425 南山 歩乃伽(1)  6599 小岸 馨(2)

ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ ｺｷﾞｼ ｶｵﾙ
 6422 都筑 朱里(2)  6603 矢澤 瑠奈(2)

ﾂﾂﾞｸ ｱｶﾘ ﾔｻﾞﾜ ﾙﾅ
 6421 中野 清楓(3)  6598 三原 海優(3)

ﾅｶﾉ ｻﾔｶ ﾐﾊﾗ ﾐﾕ
 4   7 三郷  6710 水谷 凪沙(3)     55.26  4   4 丘  6466 有田 芽生(2)     55.89 

ﾐｻﾄ ﾐｽﾞﾔ ﾅｷﾞｻ ｵｶ ｱﾘﾀ ﾒｲ
 6711 佐田 あすか(3)  6467 古田 愛美(2)

ｻﾀﾞ ｱｽｶ ﾌﾙﾀ ﾏﾅﾐ
 6712 藤岡 悠里(3)  6459 中嶌 萌香(3)

ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳﾘ ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴｶ
 6714 北原 愛理(3)  6460 武居 楓夏(3)

ｷﾀﾊﾗ ｱｲﾘ ﾀｹｲ ﾌｳｶ
 5   4 筑摩野  7251 樫詰 杏(3)     57.04  5   7 塩尻広陵  6473 小林 若菜(3)     56.18 

ﾁｸﾏﾉ ｶｼﾂﾞﾒ ｱﾝｽﾞ ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ
 7250 杉本 莉奈(3)  6470 太田 聡恵(3)

ｽｷﾞﾓﾄ ﾘﾅ ｵｵﾀ ｻﾄｴ
 7252 望月 碧(3)  6472 松尾 美羽(3)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｵｲ ﾏﾂｵ ﾐｳ
 7247 大鹿 鈴夏(3)  6471 鹿崎 さくら(3)

ｵｵｼｶ ﾘﾝｶ ｼｶｻﾞｷ ｻｸﾗ
 6   2 白馬  6825 的場 来実(3)     57.90  6   8 高綱  7181 塩原 香葉子(2)     56.67 

ﾊｸﾊﾞ ﾏﾄﾊﾞ ｸﾙﾐ ﾀｶﾂﾅ ｼｵﾊﾗ ｶﾖｺ
 6826 松澤 舞香(3)  7179 中村 優里(3)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾏｲｶ ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ
 6828 遠藤 穂(2)  7182 永田 千穂里(2)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾎﾉ ﾅｶﾞﾀ ﾁﾎﾘ
 6829 三田村 茜(2)  7180 髙坂 珠実(2)

ﾐﾀﾑﾗ ｱｶﾈ ｺｳｻｶ ﾀﾏﾐ
  5 菅野  7213 望月 舞衣(3)  7   5 秀峰  7518 飯田 梨花(2)     56.83 

ｽｶﾞﾉ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｲ 失格 ｼｭｳﾎｳ ｲｲﾀﾞ ﾘｶ
 7210 小林 万緒(3) R1(2-3)  7514 上條 寧々(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｵ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾈﾈ
 7225 堀江 星菜(2)  7515 太田 菜奈(2)

ﾎﾘｴ ｾｲﾅ ｵｵﾀ ﾅﾅ
 7209 西脇 明日香(3)  7511 麻沼 優理(3)

ﾆｼﾜｷ ｱｽｶ ｱｻﾇﾏ ﾕﾘ
  9 山辺  7166 梶川 海友(2)  8   3 開成  7120 山田 真梨子(2)     57.88 

ﾔﾏﾍﾞ ｶｼﾞｶﾜ ﾐﾕ 失格 ｶｲｾｲ ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾘｺ
 7168 深澤 蛍(2) R1(2-3)  7119 中原 小雪(2)

ﾌｶｻﾞﾜ ﾎﾀﾙ ﾅｶﾊﾗ ｺﾕｷ
 8707 久根下 咲良(2)  7116 原 薫子(3)

ｸﾈｼﾀ ｻｸﾗ ﾊﾗ ﾏｻｺ
 7169 倉科 杏奈(2)  7122 松田 優(2)

ｸﾗｼﾅ ｱﾝﾅ ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳ

女子共通

4×100m

予選 通過基準  4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   8 豊科北  6645 下里 あかり(3)     49.61 q  1   6 鉢盛  7434 塩原 琴葉(2)     53.91 q

ﾄﾖｼﾅｷﾀ ｼﾓｻﾄ ｱｶﾘ ﾊﾁﾓﾘ ｼｵﾊﾗ ｺﾄﾊ
 6643 深澤 由惟(3)  7439 野口 沙彩(2)

ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ ﾉｸﾞﾁ ｻｱﾔ
 6642 齊藤 雅(3)  7436 倉沢 真奈(2)

ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ
 6641 小林 叶音(3)  7432 上條 のあ(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ
 2   9 信大附属松本  7461 手賀 向日葵(3)     54.82  2   7 大町第一  6866 小林 愛(3)     54.72 q

ｼﾝﾀﾞｲﾏﾂﾓﾄ ﾃｶﾞ ﾋﾏﾘ ｵｵﾏﾁﾀﾞｲｲﾁ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲ
 7463 寺島 千加(3)  6879 成澤 愛(1)

ﾃﾗｼﾏ ﾁｶ ﾅﾙｻﾜ ﾏﾅ
 7460 繁田 奈々世(3)  6874 樋口 鈴乃(2)

ｼｹﾞﾀ ﾅﾅｾ ﾋｸﾞﾁ ﾘﾝﾉ
 7474 寺島 風美花(2)  6871 長谷尾 彩華(2)

ﾃﾗｼﾏ ﾌﾐｶ ﾊｾｵ ｱﾔｶ
 3   5 清水  6956 宮本 真花(2)     55.98  3   3 信明  7007 田中 ゆりな(3)     55.73 

ｼﾐｽﾞ ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅｶ ｼﾝﾒｲ ﾀﾅｶ ﾕﾘﾅ
 6949 佐々木 彩花(3)  7014 山田 好恵(2)

ｻｻｷ ｱﾔｶ ﾔﾏﾀﾞ ｺﾉｴ
 6945 古閑 美咲(3)  7013 濱 綾香(2)

ｺｶﾞ ﾐｻｷ ﾊﾏ ｱﾔｶ
 6954 麻原 優花(2)  7009 古畑 茉緒(3)

ｱｻﾊﾗ ﾕｳｶ ﾌﾙﾊﾀ ﾏｵ
 4   3 松島  7085 村山 美紅(3)     57.00  4   2 小谷  6848 宮島 彩希(2)     56.98 

ﾏﾂｼﾏ ﾑﾗﾔﾏ ﾐｸ ｵﾀﾘ ﾐﾔｼﾞﾏ ｻｷ
 7092 野田 清花(2)  6856 永井 望ノ美(1)

ﾉﾀﾞ ｻﾔｶ ﾅｶﾞｲ ﾉﾉﾐ
 7086 河野 莉奈(3)  6843 吉澤 未久(3)

ｺｳﾉ ﾘﾅ ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｸ
 7089 永井 優江(3)  6853 西澤 芽衣(3)

ﾅｶﾞｲ ﾏｻｴ ﾆｼｻﾞﾜ ﾒｲ
 5   7 堀金  6679 小澤 桃子(2)     57.08  5   8 仁科台  6898 髙橋 はる(3)     57.55 

ﾎﾘｶﾞﾈ ｵｻﾞﾜ ﾓﾓｺ ﾆｼﾅﾀﾞｲ ﾀｶﾊｼ ﾊﾙ
 6678 洞 祥子(2)  6891 佐藤 果奈歩(3)

ﾎﾗ ｼｮｳｺ ｻﾄｳ ｶﾅﾎ
 6684 髙山 和音(2)  6890 大羽 夏未(3)

ﾀｶﾔﾏ ｶｽﾞﾈ ｵｵﾊﾞ ﾅﾂﾐ
 6672 井澤 あやの(3)  6897 澁谷 涼夏(3)

ｲｻﾞﾜ ｱﾔﾉ ｼﾌﾞﾔ ｽｽﾞｶ
 6   4 福島  6287 奥原 夕奈(2)     57.61  6   9 女鳥羽  7285 吉川若那(2)     58.29 

ﾌｸｼﾏ ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾅ ﾒﾄﾊﾞ ｷｯｶﾜ ﾓﾅ
 6289 中村 夢見子(2)  7286 畑野実優(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ ﾊﾀﾉ ﾐｳ
 6288 神山 智恵(2)  7281 杉村奈津穂(3)

ｶﾐﾔﾏ ﾄﾓｴ ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾂﾎ
 6286 古畑 柚奈(3)  7291 杉村穂乃美(1)

ﾌﾙﾊﾀ ﾕｳﾅ ｽｷﾞﾑﾗ ﾎﾉﾐ
  2 梓川  7370 市川 歌乃(3)  7   5 高瀬  6762 青柳 結月(1)     59.80 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜ ｲﾁｶﾜ ｶﾉ 失格 ﾀｶｾ ｱｵﾔｷﾞ  ﾕﾂﾞｷ
 7371 下形 真央(3) R1(1-2)  6761 原田 結生(1)

ｼﾓｶﾀ ﾏｵ ﾊﾗﾀﾞ  ﾕｲ
 7378 青木 梨乃(2)  6760 北条 月菜(2)

ｱｵｷ ﾘﾉ ｷﾀｼﾞｮｳ  ﾂｸﾅ
 7372 山口 優花(3)  6757 塩原 美里(3)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｶ ｼｵﾊﾗ  ﾐｻﾄ
  6 塩尻  6399 辻野 史華(3)  8   4 丸ﾉ内  7030 熊澤 玲菜(3)   1:00.31 

ｼｵｼﾞﾘ ﾂｼﾞﾉ ﾌﾐｶ 失格 ﾏﾙﾉｳﾁ ｸﾏｻﾞﾜ ﾚｲﾅ
 6395 酒井 麻希(3) R1(1-2)  7029 岩原 麗乃(3)

ｻｶｲ ﾏｷ ｲﾜﾊﾗ ﾚﾉ
 6396 西村 羽夏(3)  7025 三尾 あゆむ(3)

ﾆｼﾑﾗ ﾊﾅ ﾐｵ ｱﾕﾑ
 6400 太田 彩水(3)  7028 横川 采音(3)

ｵｵﾀ ｱﾔﾐ ﾖｺｶﾜ ｱﾔﾈ

女子共通

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 豊科北  6645 下里 あかり(3)     49.85 

ﾄﾖｼﾅｷﾀ ｼﾓｻﾄ ｱｶﾘ
 6643 深澤 由惟(3)

ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ
 6642 齊藤 雅(3)

ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ
 6641 小林 叶音(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ
 2   5 波田  7384 中沢 楓香(3)     50.33 

ﾊﾀ ﾅｶｻﾞﾜ ﾌｳｶ
 7385 斉藤 楓花(3)

ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ
 7386 三田 尚果(3)

ﾐﾀ ﾅｵｶ
 7388 樋口 虹夏(2)

ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ
 3   4 鉢盛  7434 塩原 琴葉(2)     53.99 

ﾊﾁﾓﾘ ｼｵﾊﾗ ｺﾄﾊ
 7439 野口 沙彩(2)

ﾉｸﾞﾁ ｻｱﾔ
 7436 倉沢 真奈(2)

ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ
 7432 上條 のあ(3)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ
 4   7 旭町  7065 藤井 若菜(2)     54.68 

ｱｻﾋﾏﾁ ﾌｼﾞｲ ﾜｶﾅ
 7055 内田 佑香(3)

ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｶ
 7058 中田 萌(3)

ﾅｶﾀ ﾓｴ
 7070 深澤 あまね(1)

ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ
 5   9 穂高東  6577 石田遙(3)     55.13 

ﾎﾀｶﾋｶﾞｼ ｲｼﾀﾞﾊﾙｶ
 6576 遠藤由菜(3)

ｴﾝﾄﾞｳﾕﾅ
 6575 丸山結衣(3)

ﾏﾙﾔﾏﾕｲ
 6574 臼井綠彩(3)

ｳｽｲﾂｶｻ
 6   3 北安松川  6779 宮坂  希実(2)     55.13 

ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜ ﾐﾔｻｶ ﾉｿﾞﾐ
 6775 金井  向日葵(3)

ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ
 6776 吉岡  栞(3)

ﾖｼｵｶ ｼｵﾘ
 6773 北澤  詩織(3)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ
 7   2 大町第一  6866 小林 愛(3)     55.44 

ｵｵﾏﾁﾀﾞｲｲﾁ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲ
 6879 成澤 愛(1)

ﾅﾙｻﾜ ﾏﾅ
 6874 樋口 鈴乃(2)

ﾋｸﾞﾁ ﾘﾝﾉ
 6871 長谷尾 彩華(2)

ﾊｾｵ ｱﾔｶ
  8 塩尻西部  6423 田中 愛(2)

ｼｵｼﾞﾘｾｲﾌﾞ ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 失格
 6425 南山 歩乃伽(1) R1(2-3)

ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ
 6422 都筑 朱里(2)

ﾂﾂﾞｸ ｱｶﾘ
 6421 中野 清楓(3)

ﾅｶﾉ ｻﾔｶ

決勝

女子共通

4×100m
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長野県中学記録(CR)               1.75 上原　久美恵                 上諏訪           1975/09/28  
大会記録(GR)                     1.58 

塩原 美里(3)
ｼｵﾊﾗ  ﾐｻﾄ 高瀬
中田 萌(3)
ﾅｶﾀ ﾓｴ 旭町
谷口 真生(3)
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｵ 信明
鹿崎 さくら(3)
ｼｶｻﾞｷ ｻｸﾗ 塩尻広陵
大丸 夏星(3)
ﾀﾞｲﾏﾙ ｶﾎ 菅野
山口 愛莉(2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾘ 筑摩野
赤羽 菜々実(3)
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅﾐ 三郷
奥原 夕奈(2)
ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾅ 福島
市川 美羽(3)
ｲﾁｶﾜ ﾐｳ 菅野
相澤 美怜(3)
ｱｲｻﾞﾜ ﾐﾚｲ 山辺
戸谷 はるか(2)
ﾄﾔ ﾊﾙｶ 小谷
芝波田 萌夏(3)
ｼﾊﾞﾀ ﾓｴｶ 仁科台
川澄 茉乃(3)
ｶﾜｽﾐ ﾏﾉ 旭町
塩原 琴葉(2)
ｼｵﾊﾗ ｺﾄﾊ 鉢盛
洞 祥子(2)
ﾎﾗ ｼｮｳｺ 堀金
中屋 遥(2)
ﾅｶﾔ ﾊﾙｶ 信大附属松本
山口 ひかり(2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｶﾘ 筑摩野
中島 叶夢(1) 記録なし
ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾉﾝ 白馬
八田 萌愛(1) 記録なし
ﾊｯﾀ ﾓｴｶ 大野川
松澤 四葉(1) 記録なし
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖﾂﾊﾞ 小谷
鈴木 愛海(3) 記録なし
ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾐ 清水
山村 美空(1) 記録なし
ﾔﾏﾑﾗ ﾐｸ 松島
飯森 麻友(3) 記録なし
ｲｲﾓﾘ ﾏｳ 清水
三沢 彩奈(3) 記録なし
ﾐｻﾜ ｱﾔﾅ 松島
後藤紗希(2) 欠場
ｺﾞﾄｳｻｷ 穂高東

女子共通

走高跳

決勝
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長野県中学記録(CR)               5.74 宮坂　楓                     岡谷東部         2008/03/23  
大会記録(GR)                     4.82 

 ３回の
 最高記録

雨宮 歩美(1)   3.66   3.71   3.54    3.71    x   3.78   3.97    3.97 
ｱﾒﾐﾔ ｱﾕﾐ 山辺   +2.4   +3.1   +0.4    +3.1   -3.0   +3.0    +3.0
千村 花凜(1)   3.76   3.52   3.83    3.83   3.13   3.82   3.72    3.83 
ﾁﾑﾗ ｶﾘﾝ 開田   -1.3   +1.8   +2.6    +2.6   +3.3   +3.8   +1.7    +2.6
吉村 葵(1)   3.35   3.28   3.79    3.79   3.83   3.67   3.61    3.83 
ﾖｼﾑﾗ ｱｵｲ 塩尻広陵   +2.8   -0.4   +1.7    +1.7   +3.1   -0.8   +0.8    +3.1
平谷 爽葉(1)   3.72   3.55   3.68    3.72   3.67    x   3.50    3.72 
ﾋﾗﾔ ｻﾔﾊ 鉢盛   -0.3   +1.1   -0.8    -0.3   +1.2   +0.1    -0.3
藤澤 絵里(1)   3.63   3.60   3.68    3.68   3.63   3.64   3.65    3.68 
ﾌｼﾞｻﾜ ｴﾘ 豊科南   -1.2   -0.7   +0.9    +0.9   +1.2   -0.1   -1.0    +0.9
後藤 玲名(1)   3.58   3.66   3.58    3.66   3.32   3.54   3.12    3.66 
ｺﾞﾄｳ ﾚﾅ 豊科北   +1.4   +0.5   +3.5    +0.5   +3.7   +1.8   -3.0    +0.5
安藤 衣舞(1)   3.32   3.40   3.65    3.65   3.33    x   3.33    3.65 
ｱﾝﾄﾞｳ ｲﾌﾞ 波田   -1.9   -2.1   +2.9    +2.9   +1.3   -0.9    +2.9
丸山 実優(1)   3.46   3.57   3.27    3.57   3.30   2.98   3.43    3.57 
ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾕ 豊科北   -0.4   +1.6   +0.3    +1.6   +3.6   -1.7   -1.2    +1.6
小松 雅侑(1)   3.32   3.16   3.55    3.55    3.55 
ｺﾏﾂ ﾐﾕｳ 梓川   -0.4   -0.8   +1.0    +1.0    +1.0
郷津 怜美(1)   3.28   3.40   3.45    3.45    3.45 
ｺﾞｳﾂﾞ ﾚﾐ 白馬   -2.7   +0.5   +1.1    +1.1    +1.1
原田 結生(1)   3.40   3.30   3.36    3.40    3.40 
ﾊﾗﾀﾞ  ﾕｲ 高瀬   +1.9   +2.2   +1.2    +1.9    +1.9
中川 穂高(1)   3.27   3.21   3.38    3.38    3.38 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾎﾀﾞｶ 山辺   -0.7   +3.4   +0.2    +0.2    +0.2
太田 安奈(1)   3.12   3.18   3.21    3.21    3.21 
ｵｵﾀ ｱﾝﾅ 波田   +1.7   -1.6   -0.7    -0.7    -0.7
根津万桜(1)   3.16   3.07   3.14    3.16    3.16 
ﾈﾂﾏ ｵ 女鳥羽   -2.1   -0.5   +1.5    -2.1    -2.1
横川 琴葉(1)   2.57   3.01   2.76    3.01    3.01 
ﾖｺｶﾜ ｺﾄﾊ 高綱   +0.7   -0.9   +2.5    -0.9    -0.9
松田 朋子(1)    x   3.00   2.94    3.00    3.00 
ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓｺ 旭町   +2.3   +2.6    +2.3    +2.3
天野 絵理奈(1)    x   2.99   2.69    2.99    2.99 
ｱﾏﾉ ｴﾘﾅ 丸ﾉ内    0.0   +1.7     0.0     0.0
片柳 裕菜(1)   2.81   2.89   2.60    2.89    2.89 
ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾅ 塩尻広陵   -2.3   -1.4   +3.0    -1.4    -1.4
矢口 愛彩(1)   2.51   2.86    x    2.86    2.86 
ﾔｸﾞﾁ ｱﾔ 白馬   -0.3   +0.4    +0.4    +0.4
八懸 舞雪(1)   2.47    x   2.84    2.84    2.84 
ﾔﾂｶﾞｹ ﾏﾕ 大野川   +1.0   +0.7    +0.7    +0.7
嶺村 莉央(1)    x   2.73   2.72    2.73    2.73 
ﾐﾈﾑﾗ ﾘｵ 松島   +4.2   +0.6    +4.2    +4.2
小澤つかさ(1)   2.37   2.15   2.22    2.37    2.37 
ｵｻﾞﾜ ﾂｶｻ 女鳥羽   -1.8   +0.8   -1.1    -1.8    -1.8
坂口 舞夏(1)    x    x    x     x 記録なし
ｻｶｸﾞﾁ ﾏｲｶ 丸ﾉ内
小林 ちひろ(1)    x    x    x     x 記録なし
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 旭町

8  7075

22 14  7294

7  7037

20 1  7333

21 5  7099

18 11  6476

19 4  6837

16 6  7071

17 10  7036

14 12  7292

15 2  7183

12 23  8705

13 15  7395

10 9  6831

11 22  6761

8 20  6633

9 3  7379

6 17  6634

7 13  7391

4 16  7444

5 19  6664

2 24  6300

3 18  6479

記録 備考

1 21  8700

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

女子1年

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



長野県中学記録(CR)               5.74 宮坂　楓                     岡谷東部         2008/03/23  
大会記録(GR)                     5.55 

 ３回の
 最高記録

平岡 京花(2)   4.17   4.40   4.14    4.40   4.55   4.57   4.75    4.75 
ﾋﾗｵｶ ｷｮｳｶ 山辺   -0.7   -1.6   +1.5    -1.6   +0.8   +0.7   +0.5    +0.5
栗空 実穂(3)   4.71   4.71    x    4.71    x    x   4.74    4.74 
ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ 王滝   -1.6   -0.9    -1.6   -0.7    -0.7
松岡 みず穂(3)   4.27    x   4.56    4.56   4.63   4.56   4.67    4.67 
ﾏﾂｵｶ ﾐｽﾞﾎ 筑摩野   -0.2   +2.7    +2.7   +0.8   +0.8   -0.8    -0.8
望月 彩加(2)   4.41   4.51   4.53    4.53   4.27   4.46   4.67    4.67 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾔｶ 豊科北   -0.7   -0.5   -0.9    -0.9   +1.4   +0.4   -0.4    -0.4
内田 佑香(3)   4.60   3.94   4.58    4.60   4.42   4.43    x    4.60 
ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｶ 旭町   +1.5   -1.6   -1.8    +1.5   +0.5   -0.2    +1.5
加藤 愛理(2)   4.10   4.28   4.32    4.32   4.31   4.18   4.33    4.33 
ｶﾄｳ ｱｲﾘ 波田   -0.6   -1.0   -1.0    -1.0   +0.7   +0.6   +0.1    +0.1
繁田 奈々世(3)   4.30   4.20   4.11    4.30   4.17   4.29   4.32    4.32 
ｼｹﾞﾀ ﾅﾅｾ 信大附属松本   -0.8   -1.0   +1.0    -0.8   -0.8    0.0   +0.8    +0.8
青島 まど華(3)   4.14   4.32   4.28    4.32   4.17    x    x    4.32 
ｱｵｼﾏ ﾏﾄﾞｶ 王滝   +1.5   -0.3   -1.5    -0.3   +0.7    -0.3
大羽 夏未(3)   3.96   4.29    x    4.29    4.29 
ｵｵﾊﾞ ﾅﾂﾐ 仁科台   -0.9   -0.5    -0.5    -0.5
小林 万緒(3)   4.28   4.23   4.24    4.28    4.28 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｵ 菅野   -1.2   +0.5   +0.7    -1.2    -1.2
樋口 花梨(3)   4.28    x   4.23    4.28    4.28 
ﾋｸﾞﾁ ｶﾘﾝ 三郷   -0.2   +0.1    -0.2    -0.2
井澤 あやの(3)    x   4.27    x    4.27    4.27 
ｲｻﾞﾜ ｱﾔﾉ 堀金   +0.4    +0.4    +0.4
髙橋 はる(3)   4.11   4.26   4.13    4.26    4.26 
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙ 仁科台   -0.6   -0.6   -0.6    -0.6    -0.6
樫詰 杏(3)   4.25   4.08   4.05    4.25    4.25 
ｶｼﾂﾞﾒ ｱﾝｽﾞ 筑摩野   -0.2   -0.2   +0.5    -0.2    -0.2
赤澤 亜実(3)   4.13   4.20   4.16    4.20    4.20 
ｱｶｻﾞﾜ ｱﾐ 信明   -1.0   +0.8   +0.8    +0.8    +0.8
寺島 風美花(2)    x   4.11   4.16    4.16    4.16 
ﾃﾗｼﾏ ﾌﾐｶ 信大附属松本   -0.5   +1.1    +1.1    +1.1
古閑 美咲(3)   4.13   3.23   3.84    4.13    4.13 
ｺｶﾞ ﾐｻｷ 清水   -0.3   -0.8   -0.9    -0.3    -0.3
下形 真央(3)   3.85   4.10   4.08    4.10    4.10 
ｼﾓｶﾀ ﾏｵ 梓川   +0.2   +0.5   -0.6    +0.5    +0.5
佐々木 彩花(3)   4.04   3.98   4.08    4.08    4.08 
ｻｻｷ ｱﾔｶ 清水   +0.5   -0.3   +0.5    +0.5    +0.5
岩垂 香菜(2)   4.02   4.07    x    4.07    4.07 
ｲﾜﾀﾞﾚ ｶﾅ 菅野    0.0   +1.7    +1.7    +1.7
金子 碧(2)   3.76   3.96   4.06    4.06    4.06 
ｶﾈｺ ｱｵｲ 鉢盛    0.0   +1.5   +0.4    +0.4    +0.4
小澤 桃子(2)   3.88   4.03   3.86    4.03    4.03 
ｵｻﾞﾜ ﾓﾓｺ 堀金   -0.8   -0.7   +0.3    -0.7    -0.7
太田 彩水(3)   3.75   4.00   4.01    4.01    4.01 
ｵｵﾀ ｱﾔﾐ 塩尻   +0.4   +0.4   -0.1    -0.1    -0.1
竹下 乙寧(2)   3.96   3.95   3.95    3.96    3.96 
ﾀｹｼﾀ ｵﾄﾈ 大町第一   +0.3   -1.3   +1.3    +0.3    +0.3
深澤 蛍(2)   3.69   3.82   3.93    3.93    3.93 
ﾌｶｻﾞﾜ ﾎﾀﾙ 山辺   -0.6   -0.4   -0.4    -0.4    -0.4
平田 朱音(2)   3.69   3.92   3.76    3.92    3.92 
ﾋﾗﾀ ｱｶﾈ 穂高西    0.0   +1.4   +1.5    +1.4    +1.4
由比ヶ濵 吏(3)   3.88   3.74   3.87    3.88    3.88 
ﾕｲｶﾞﾊﾏ ﾂｶｻ 旭町   -0.2   +0.9   -0.8    -0.2    -0.2
澤渡 結稀(2)   3.54   3.75   3.79    3.79    3.79 
ｻﾜﾄﾞ ﾕｳｷ 小谷   -1.0   -1.7   +0.8    +0.8    +0.8
永井 優江(3)   3.72   3.71   3.54    3.72    3.72 
ﾅｶﾞｲ ﾏｻｴ 松島   -1.1   +0.4   -1.2    -1.1    -1.1
遠藤 穂(2)   3.41   3.71   3.63    3.71    3.71 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾎﾉ 白馬   -1.4   -1.8   -0.6    -1.8    -1.8
平野 百音(2)   3.21   3.32   3.69    3.69    3.69 
ﾋﾗﾉ ﾓﾈ 丸ﾉ内   -1.6   -0.7   +0.7    +0.7    +0.7
北村 優月(2)   3.45   3.56   3.67    3.67    3.67 
ｷﾀﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ 鉢盛   -0.8   -0.6   +1.3    +1.3    +1.3
三尾 あゆむ(3)   3.59   3.66    x    3.66    3.66 
ﾐｵ ｱﾕﾑ 丸ﾉ内   -1.3   -1.1    -1.1    -1.1
小林 ひかる(2)   3.43   3.66   3.58    3.66    3.66 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾙ 信明   +0.8   -1.1   +0.6    -1.1    -1.1
保科 響(2)   3.37   3.63   3.58    3.63    3.63 
ﾎｼﾅ ﾋﾋﾞｷ 大町第一   -1.1   -0.4   -1.7    -0.4    -0.4
宍戸 優希(3)   3.36   3.53   3.63    3.63    3.63 
ｼｼﾄﾞ ﾕｷ 開成   -1.2   +0.8   -0.6    -0.6    -0.6

女子2、3年

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 41  7165

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

2 45  6330

3 42  7255

4 39  6654

5 43  7055

6 38  7389

7 40  7460

8 36  6331

9 28  6890

10 30  7210

11 35  6713

12 32  6672

13 37  6898

14 20  7251

15 27  7004

16 44  7474

17 29  6945

18 23  7371

19 34  6949

20 25  7221

21 16  7437

22 31  6679

23 33  6400

24 21  6870

25 24  7168

26 26  6605

27 22  7060

28 7  6846

29 14  7089

30 15  6828

31 13  7033

32 5  7438

33 18  7025

36 12  7112

34 17  7011

35 11  6875



 ３回の
 最高記録

清水呼春(2)   3.52   3.54   3.61    3.61    3.61 
ｼﾐｽﾞｺﾊﾙ 穂高東   -1.3   -0.9   +1.8    +1.8    +1.8
中澤 希帆(2)   3.44   3.55   3.59    3.59    3.59 
ﾅｶｻﾞﾜ ｷﾎ 大野川   +0.6   -0.4   -0.3    -0.3    -0.3
高山菜津実(2)   3.36   3.38   3.44    3.44    3.44 
ﾀｶﾔﾏﾅﾂﾐ 穂高東   +0.4   -2.4   -0.8    -0.8    -0.8
丑山 実咲(3)   3.43   3.18   3.29    3.43    3.43 
ｳｼﾔﾏ ﾐｻｷ 開成   -0.3   -1.5   -0.3    -0.3    -0.3
竹内 友理(3)   3.31   3.16   3.21    3.31    3.31 
ﾀｹｳﾁ ﾕﾘ 穂高西   -1.2   -0.8   +1.3    -1.2    -1.2
久保田舞(2)   3.25   3.26    x    3.26    3.26 
ｸﾎﾞﾀ ﾏｲ 女鳥羽   -1.1   -0.1    -0.1    -0.1
佐原 志保(3)   2.83   2.91   2.95    2.95    2.95 
ｻﾊﾗ ｼﾎ 梓川   -1.0   -1.4   -0.3    -0.3    -0.3
善治 はな乃(3)    x    x    x     x 記録なし
ｾﾞﾝｼﾞ ﾊﾅﾉ 三郷
降幡 鈴(2)    x    x    x     x 記録なし
ﾌﾘﾊﾀ ｽｽﾞ 松島

女子2、3年

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- 備考

37 2  6581

-4- -5- -6- 記録

38 19  7331

39 4  6580

40 6  7113

41 8  6596

42 9  7288

43 1  7374

3  6715

10  7091



長野県中学記録(CR)              13.49 川上 松枝                    仁科台           1988/08/20  
大会記録(GR)                    13.07 

 ３回の
 最高記録

巾 こと美(3)
ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ 王滝
小林 弥希(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 丸ﾉ内
藤本 優佳(3)
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｶ 王滝
上原 涼夏(3)
ｳｴﾊﾗ ｽｽﾞｶ 菅野
藤原 希(3)
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ 小谷
宮﨑 華(3)
ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾅ 丸ﾉ内
齊藤 舞莉(3)
ｻｲﾄｳ ﾏｲﾘ 北安松川
下里 あかり(3)
ｼﾓｻﾄ ｱｶﾘ 豊科北
小林 加奈(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 信明
髙野 由衣(3)
ﾀｶﾉ ﾕｲ 清水
藤井 若菜(2)
ﾌｼﾞｲ ﾜｶﾅ 旭町
伊藤  舞(3)
ｲﾄｳ ﾏｲ 北安松川
下川 彩乃(2)
ｼﾓｶﾜ ｱﾔﾉ 仁科台
井嶋 まどか(3)
ｲｼﾞﾏ ﾏﾄﾞｶ 波田
上嶋 美琴(2)
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｺﾄ 梓川
丸山ひかる(3)
ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ 白馬
石井 愛音(2)
ｲｼｲ ﾁｶﾈ 塩尻西部
松尾 美羽(3)
ﾏﾂｵ ﾐｳ 塩尻広陵
相馬 佳菜子(3)
ｿｳﾏ ｶﾅｺ 信大附属松本
加藤 和奈香(2)
ｶﾄｳ ﾜﾅｶ 穂高西
唐澤 眞紀子(3)
ｶﾗｻﾜ ﾏｷｺ 三郷
七社 二千華(3)
ﾅﾅｼｬ ﾆﾁｶ 信大附属松本
市川 歌乃(3)
ｲﾁｶﾜ ｶﾉ 梓川
大月 愛央(3)
ｵｵﾂｷ ﾏﾋﾛ 堀金
太田 瑞季(3)
ｵｵﾀ ﾐｽﾞｷ 仁科台
二木 愛海(3)
ﾌﾀﾂｷﾞ ﾏﾅﾐ 堀金
松田 琴音(2)
ﾏﾂﾀﾞ ｺﾄﾈ 大町第一
石川詩(1)
ｲｼｶﾜ ｳﾀ 女鳥羽
古田桃夏(1)
ﾌﾙﾀ ﾓﾓｶ 女鳥羽
原山 真咲(3)
ﾊﾗﾔﾏ ﾏｻｷ 山辺
瀧澤 美結(1)
ﾀｷｻﾞﾜ ﾐﾕ 豊科北

  3.89   3.24   3.86    3.89
31 9  6631

  3.89

  4.85    5.10   5.10 

   5.13   5.13 

30 3  7160
  5.10   4.73

29 1  7293
  5.13   4.97   4.75

  4.49    5.29   5.29 

   5.69   5.69 

28 2  7289
  5.24   5.29

27 7  6872
  5.69   5.67   5.61

  5.37    5.85   5.85 

   5.87   5.87 

26 5  6675
  5.85   4.99

25 16  6896
  5.87   5.86   5.83

  5.41    5.92   5.92 

   6.06   6.06 

24 8  6673
  4.85   5.92

23 6  7370
   x   6.06   5.19

  6.07    6.07   6.07 

   6.13   6.13 

22 14  7464
  5.35   5.71

21 4  6709
  5.41   5.75   6.13

  6.16    6.16   6.16 

   6.21   6.21 

20 13  6607
  5.80   6.10

19 15  7466
  6.21   5.67   5.84

  6.32    6.32   6.32 

   6.81   6.81 

18 12  6472
  6.11   5.91

17 11  6424
  6.81   6.46   6.76

  5.64    7.29   7.29 

   7.35   7.35 

16 19  6827
  6.58   7.29

15 10  7377
  7.23   7.35   6.48

  7.28    7.53   7.53 

   7.56   7.56 

14 20  7387
  7.53   6.86

13 18  6917
  7.41   7.40   7.56

  7.81    7.81   7.81 

   8.01   8.01 

12 21  6778
  7.70   7.04

11 22  7065
  8.01   6.50   6.52

  8.29    8.29   8.29 

   8.45   8.45 

10 17  6947
  7.09   8.17

9 26  7010
  7.27   8.23   8.45

  8.46    8.46   8.53   7.79   8.55   8.55 

   8.56   8.65   8.08   8.46   8.65 

8 24  6645
  8.24   7.98

7 27  6774
  8.56   8.05   8.45

  8.67    8.97   7.98   8.86   8.87   8.97 

   8.51   8.77   8.35   9.15   9.15 

6 23  7026
  8.97   8.46

5 25  6842
  8.51    x    x

  8.80    8.81   8.52   8.86   9.21   9.21 

  10.95  10.73  10.99  10.95  10.99 

4 28  7212
  8.81   7.98

3 30  6333
 10.87  10.78  10.95

 10.60   11.22  11.39  11.09  11.02  11.39 

  11.98  12.49  12.06  12.15  12.49 

2 29  7032
 10.89  11.22

1 31  6332
 11.98  11.87  11.45

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子共通

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



長野県中学記録(CR)               2777 内山 成実                    小布施           2010/06/05  
大会記録(GR)                     2273 

山﨑 新奈(2) 18.08(-0.4)        1.20        6.90  31.06(0.0)   1532
ﾔﾏｻﾞｷ ﾆｲﾅ 信大附属松本     480     312     329     411      1
後藤 佐智(3) 18.88(-0.4)        1.42        6.46  33.25(0.0)   1516
ｺﾞﾄｳ ｻﾁ 旭町     402     534     301     279      2
赤羽 玲南(2) 19.07(-0.4)        1.15        6.91  31.58(0.0)   1356
ｱｶﾊﾈ ﾚﾅ 山辺     384     266     329     377      3
後藤 葵衣(3) 19.94(-0.4)        1.15        7.88  32.35(0.0)   1296
ｺﾞﾄｳ ｱｵｲ 松島     307     266     392     331      4
伊藤 咲季(3) 21.62(-0.4)        1.25        6.72  33.42(0.0)   1128
ｲﾄｳ ｻｷ 北安松川     182     359     317     270      5

総合得点
順位

女子共通

四種競技

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 100mH HJ

 6777

 7472

 7057

 7162

 7088

200mSP


	1-100
	2-100
	3-100
	200
	800
	1500
	100ｍH
	低4×100R
	4×100R
	HJ
	１LJ
	23LJ
	SP
	４種
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