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■この大会で樹立された記録 

月日 男女 種目 予・決 記録 氏名・学年 所属 従来の記録 備考 
4/23 女子 200m 予選 24秒 63 今井 沙緒里 飯田病院 24秒 81 大会新 
4/23 高校男子 円盤投 決勝 40m84 藤原 一斗(3) 穂高商高 39m51 大会新 
4/23 高校男子 円盤投 決勝 40m16 北村 将也(3) 長野吉田高 39m51 大会新 
4/23 男子 4×100m 準決勝 41秒 20 高木 佑希 

岩田 晃 
内堀 直也 
佐藤 賢一 

ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ AC 41秒 39 大会新 

4/24 女子 ハンマー投 決勝 54m68 中島 未歩 上田陸協 54m54 大会新 
 
 

■グラウンドコンディション 
4月 23日 4月 24日 
時刻 天候 風向 風速 気温 湿度 時刻 天候 風向 風速 気温 湿度 

   (m/s) (°c) (%)    (m/s) (°c) (%) 
10:00 曇 南西 1.3 20.0 55.0 09:30 晴 北北東 2.8 18.0 50.0 
11:00 晴 南南西 1.3 21.0 40.0 10:00 晴 北東 2.9 18.0 47.0 
12:00 晴 南東 1.0 23.0 45.0 11:00 曇 北 3.8 19.0 43.0 
13:00 晴 東 0.7 24.0 39.0 12:00 曇 北東 2.9 19.5 41.0 
14:00 晴 北北東 2.5 24.0 33.0 13:00 曇 北東 2.0 20.0 42.0 
15:00 晴 北東 3.0 23.0 51.0 14:00 曇 北 3.7 19.5 41.0 
16:00 晴 北 3.1 21.5 55.0 15:00 曇 北東 2.5 18.0 45.0 

      16:00 曇 北東 3.5 17.5 46.0 
 



第56回長野県陸上競技春季大会
兼 東日本大震災復興支援第71回国民体育大会陸上競技長野県予選会
　期日：平成28年4月23日(土)-24日(日) 
　場所：長野市営陸上競技場

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】201010  長野市営陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
04/24 女子  +3.3今井 沙緒里 11.79 瀧澤 祐未 12.37 樋口 虹夏(3) 12.46 北沢 栞(2) 12.52 深澤 あまね(2) 12.61 河田 璃音(3) 12.75 菅沼 美風(2) 12.84 熊谷 香織 12.85

100m 一般･飯田病院 一般･with 中学生･波田中 中学生･三郷中 中学生･旭町中 中学生･上田第五中 高校生･東海大諏訪高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
04/23  +3.0今井 沙緒里 24.26 樋口 虹夏(3) 25.47 村松 広捺(3) 25.85 臼井 美紅(2) 26.06 河田 璃音(3) 26.16 柳沢 華歩(3) 26.45

200m 一般･飯田病院 中学生･波田中 大学生･松本大 高校生･東海大諏訪高 中学生･上田第五中 高校生･上田西高
04/24 加藤 詩萌(2) 58.97 内山 成実(3) 59.49 長村 紋(4) 1,00.11 戸田 麻由(2) 1,01.08 白石 舞(2) 1,02.60 高安 結衣(1) 1,03.35

400m 高校生･長野日大高 大学生･東学大 大学生･松本大 大学生･国武大 高校生･上田西高 高校生･長野東高
04/23 村上 愛華(3) 2,17.58 竹村 瑞香(3) 2,18.82 高安 結衣(1) 2,21.18 藤岡 緩奈(1) 2,22.21 宮川 瑞穂(3) 2,24.82 仲俣 実佑(2) 2,25.27 千葉 麻里子(2) 2,25.80

800m 高校生･長野東高 高校生･東海大諏訪高 高校生･長野東高 高校生･東海大諏訪高 高校生･長野吉田高 高校生･長野西高 中学生･飯田西中
04/24 萩谷 楓(1) 4,39.76 岡村 未歩(3) 4,43.93 今井 萌(3) 4,44.53 松澤 綾音(2) 4,44.85 高松 いずみ(3) 4,46.85 久保田 絢乃(3) 4,46.94 和田 真菜(3) 4,52.33 千葉 麻里子(2) 4,56.60

1500m 高校生･長野東高 高校生･長野東高 高校生･長野東高 高校生･長野東高 中学生･開田中 中学生･丸子北中 中学生･川中島中 中学生･飯田西中
04/23 松澤 綾音(2) 9,51.32 今井 萌(3) 9,54.97 岡村 未歩(3) 9,55.00 臼井 夏海(3) 10,34.60 竹内 優花(3) 10,53.49 上原 舞(3) 10,54.06 内田 梨湖(2) 11,13.60 三村 杏佑夏(2) 11,20.11

3000m 高校生･長野東高 高校生･長野東高 高校生･長野東高 高校生･中野立志館高 高校生･東海大諏訪高 高校生･諏訪清陵高 高校生･上田西高 高校生･諏訪二葉高
04/24 小山 ゆき(3) 19,25.31 小林 鈴華(3) 20,59.10 佐々木 佑起(2) 21,30.13

5000m 高校生･松本県ヶ丘高 高校生･塩尻志学館高 大学生･松本大
04/24  +1.6中澤 久美(4) 15.00 前田 花奈(3) 15.34 宮澤 希(2) 15.68 田中 祐里(3) 16.02 松田 華歩(2) 16.33 加納 南菜子(3) 16.87 坂本 かなた(3) 17.32 新實 るり(3) 17.35

100mH(0.838m) 大学生･松本大 高校生･伊那弥生ヶ丘高 高校生･伊那北高 高校生･上田西高 高校生･岩村田高 高校生･上田高 高校生･長野西高 一般･信大医陸
04/23 内山 成実(3) 1,02.15 酒井 菜月(3) 1,07.65 中村 理彩(3) 1,09.93 田中 祐里(3) 1,10.31 安田 三奈美(2) 1,10.76 宮澤 風香(2) 1,10.98 髙見 李那(3) 1,11.15

400mH(0.762m) 大学生･東学大 高校生･野沢北高 高校生･篠ノ井高 高校生･上田西高 高校生･豊科高 高校生･飯田風越高 高校生･諏訪二葉高
04/23 大和 千秋 24,09.98 矢島 風香(3) 24,57.83 田中 ジェシカ(228,09.01 青山 眞子(2) 28,47.97 片桐 さくら(3) 30,29.07 川原 泰葉(3) 30,50.08 平澤 優佳(1) 32,11.85 中島 ひより(2) 35,58.04

5000mW 一般･飯田病院 高校生･長野東高 高校生･上田染谷丘高 大学生･信州大 高校生･飯田女子高 高校生･長野高 高校生･松川高 高校生･長野東高
04/23 小野 美紗(2) 1.71 戸谷 真理子 1.65 鈴木 みのり(3) 1.60 齋藤 汐音(2) 高校生･松本深志高 1.55 髙見沢 菜央(2) 1.55 関原 ひなた(2) 1.55 土屋 みやび(1) 1.50

走高跳 成年･日女体大 一般･長野吉田AC 高校生･伊那北高 荒井 利奈(3) 高校生･須坂高 高校生･上田染谷丘高 高校生･軽井沢A&AC 高校生･上田西高
04/24 小林 奏(2) 3.00 加賀見 麻里(3) 2.90 室賀 絢水(2) 2.70 諏訪 実乃里(3) 2.70 傳田 響(2) 2.20 金子 未羽(2) 高校生･長野清泉高 2.00

棒高跳 高校生･佐久長聖高 高校生･下諏訪向陽高 高校生･市立長野高 中学生･常盤中 中学生･常盤中 市川 芽愛(2) 中学生･常盤中
木村 桃子(3) 中学生･常盤中

04/24 森本 知隼(2) 5.85(+1.6) 西村 千明(1) 5.65(+2.9) 市岡 奈月(3) 5.62(+0.8) 青木亜里沙(4)5.61(+2.8) 堀田 莉紗(2) 5.23(+4.9) 長澤 妙(3) 5.18(+2.1) 宮下あかね(3)5.04(+2.3) 髙見 李那(3) 5.03(+1.8)
走幅跳 高校生･松本県ヶ丘高 大学生･東学大 大学生･東学大 大学生･新潟医福大 高校生･市立長野高 高校生･諏訪清陵高 高校生･上田染谷丘高 高校生･諏訪二葉高

04/24 三澤 涼子 12.23(+3.3) 栗空 亜沙美(1)10.69(+2.5) 西澤 香 10.53(+3.5)
三段跳 一般･ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 大学生･信州大 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

04/24 佐藤 芹香(1) 11.02 巾 こと美(1) 10.69 細井 友香(3) 10.56 中田 裕美 10.54 小山 彩綺(3) 10.19 滋田 祐希(2) 9.42 溝口 佳歩(3) 9.34 岩下 早紀(3) 9.27
砲丸投(4.000kg) 大学生･東女体大 高校生･木曽青峰高 高校生･伊那西高 一般･北佐久郡陸協 高校生･市立長野高 高校生･松商学園高 中学生･王滝中 高校生･松商学園高

04/23 新津 まり菜(2) 37.92 小山 彩綺(3) 35.28 柄澤 真野(3) 33.66 太田 杏優(2) 32.62 細井 友香(3) 30.17 田谷 さくら(3) 29.05 竹村 美涼(3) 26.92 山口 樹々(3) 26.57
円盤投(1.000kg) 大学生･信州大 高校生･市立長野高 大学生･信州大 高校生･市立長野高 高校生･伊那西高 大学生･松本大 高校生･長野西高 高校生･松商学園高

04/24 中島 未歩 54.68 北原 遥香(3) 33.11 荒井 葵凪(2) 27.57
ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg) 一般･上田陸協 GR 高校生･上伊那農高 高校生･塩尻志学館高

04/24 井口 華穂(3) 47.50 濱 麗(3) 47.35 新津 まり菜(2) 43.45 湯本 珠実(2) 41.35 佐伯 悠里香(3) 38.25 太田 杏優(2) 37.85 髙波 舞(3) 36.04 坂井 桃菜美(2) 35.27
やり投(0.600kg) 大学生･新潟医福大 大学生･東女体大 大学生･信州大 高校生･松商学園高 一般･信大医陸 高校生･市立長野高 高校生･松本県ヶ丘高 高校生･須坂高

04/23 豊科高       49.41 松商学園高       49.82 市立長野高       50.35 長野日大高       50.68 上田西高       50.86 岩村田高       51.94 三郷中       52.06
4×100m 青柳 里央(2) 湯本 珠実(2) 太田 杏優(2) 伊能 史織(2) 白石 舞(2) 松田 華歩(2) 柳澤 結月(2)

御子柴 優花(2) 斉藤 楓花(1) 堀田 莉紗(2) 加納 采弥(3) 柳沢 華歩(3) 土屋 かなめ(2) 伏見 怜奈(2)
牧元 美沙(3) 深澤 由惟(1) 室賀 絢水(2) 加藤 詩萌(2) 田中 祐里(3) 鈴木 香琳(2) 丸山 来美(2)
安田 三奈美(2) 西村 佳菜子(3) 永原 朱夏(1) 春日 佑月(1) 土屋 みやび(1) 渡辺 恵衣(3) 北沢 栞(2)

04/24 松本大     4,03.21 長野日大高     4,10.32 長野吉田高     4,10.88 松商学園高     4,11.81 長野東高     4,15.04 上田西高     4,19.16 野沢北高     4,21.45 岩村田高     4,25.68
4×400m 長村 紋(4) 宮坂 奈緒(3) 橋本 真理子(2) 西村 佳菜子(3) 村上 愛華(3) 白石 舞(2) 佐藤 真由(2) 土屋 かなめ(2)

中澤 久美(4) 伊能 史織(2) 宮川 瑞穂(3) 倉沢 果歩(3) 中村 朱里(1) 柳沢 華歩(3) 住友 佐耶佳(3) 松田 華歩(2)
南澤 明音(1) 西本 梨花(3) 山崎 夏穂(2) 小林 彩七(3) 高安 結衣(1) 土屋 みやび(1) 中村 葵(2) 鈴木 香琳(2)
村松 広捺(3) 加藤 詩萌(2) 毛涯 莉歩(3) 児玉 奈美(3) 荒井 歩実(2) 田中 祐里(3) 酒井 菜月(3) 渡辺 恵衣(3)

04/24 女子少年B  +3.8山崎 萌々子(1) 15.80 土屋 みやび(1) 16.02 秋元 南乃(1) 16.77 田中 風紗音(3) 16.83 小林 あゆみ(3) 17.02
100mYH(0.762m) 高校生･長野高専 高校生･上田西高 高校生･市立長野高 中学生･芦原中 中学生･長峰中



予選 4月24日 10:35
準決勝 4月24日 13:25
決勝 4月24日 15:40

[ 1組] 風速 +4.1 [ 2組] 風速 +4.2

 1 菅沼 美風(2) 高校生     12.59 Q  1 熊谷 香織 一般     12.68 Q
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 東海大諏訪高 ｸﾏｶﾞｲ ｶｵﾘ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 2 河田 璃音(3) 中学生     12.59 Q  2 御子柴 優花(2) 高校生     12.84 Q
ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 上田第五中 ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 豊科高

 3 内川 未久(3) 中学生     12.83 q  3 宮川 恵衣(2) 高校生     12.88 
ｳﾁｶﾜ ﾐｸ 小谷中 ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ 松本深志高

 4 中井 遥菜(2) 高校生     13.13  4 安坂 侑莉菜(3) 中学生     13.08 
ﾅｶｲ ﾊﾙﾅ 松本美須々ヶ丘 ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 明科中

 5 深澤 由惟(1) 高校生     13.19  5 北原 寧々(2) 高校生     13.23 
ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ 松商学園高 ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ 伊那弥生ヶ丘高

 6 木村 凌(2) 高校生     13.35  6 一由 恵利佳(1) 高校生     13.47 
ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 松本蟻ヶ崎高 ｲﾁﾖｼ ｴﾘｶ 長野日大高

 7 長澤 妙(3) 高校生     13.38  7 伊藤 萌花(3) 高校生     13.56 
ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ 諏訪清陵高 ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 長野吉田高

 8 関 明日美(3) 中学生     13.40  8 上條 のあ(1) 高校生     13.76 
ｾｷ ｱｽﾐ 山ノ内中 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 松本県ヶ丘高

 9 山岸 明紀穂(3) 高校生     14.00 田村 有利奈(3) 高校生
ﾔﾏｷﾞｼ ｱｷﾎ 長野高 ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 上田東高

[ 3組] 風速 +4.3 [ 4組] 風速 +2.4

 1 樋口 虹夏(3) 中学生     12.54 Q  1 瀧澤 祐未 一般     12.71 Q
ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ 波田中 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ with

 2 青柳 里央(2) 高校生     12.73 Q  2 深澤 あまね(2) 中学生     12.91 Q
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ 豊科高 ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 旭町中

 3 小林 叶音(1) 高校生     12.79 q  3 德武 瑠夏(3) 中学生     13.12 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 東海大諏訪高 ﾄｸﾀｹ ﾙﾅ 堀金中

 4 南澤 明音(1) 大学生     13.11  4 友田 有紀(3) 中学生     13.33 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 松本大 ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 伊那東部中

 5 伏見 怜奈(2) 中学生     13.32  5 荒井 奈々実(3) 中学生     13.61 
ﾌｼﾐ ﾚｲﾅ 三郷中 ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 浅間中

 6 長谷尾 彩華(3) 中学生     13.39  6 坂本 かなた(3) 高校生     13.66 
ﾊｾｵ ｱﾔｶ 大町第一中 ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 長野西高

 7 倉沢 果歩(3) 高校生     13.41  7 岡田 彩(2) 高校生     13.73 
ｸﾗｻﾜ ｶﾎ 松商学園高 ｵｶﾀﾞ ｱﾔ 須坂東高

 8 山崎 萌々子(1) 高校生     13.48  8 横須賀 玲奈(3) 中学生     13.81 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 長野高専 ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ 小諸東中

 9 廣川 紗良(1) 高校生     13.61  9 菅沼 真洸(1) 大学生     14.95 
ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 岩村田高 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 松本大

[ 5組] 風速 +3.4 [ 6組] 風速 +2.8

 1 今井 沙緒里 一般     11.95 Q  1 北沢 栞(2) 中学生     12.65 Q
ｲﾏｲ  ｻｵﾘ 飯田病院 ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 三郷中

 2 牧元 美沙(3) 高校生     12.95 Q  2 土屋 かなめ(2) 高校生     12.86 Q
ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 豊科高 ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 岩村田高

 3 木田村 美央(2) 高校生     13.12  3 春日 佑月(1) 高校生     12.97 
ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ 木曽青峰高 ｶｽｶﾞ ﾕﾂﾞｷ 長野日大高

 4 今井 希生(1) 高校生     13.14  4 斉藤 楓花(1) 高校生     13.21 
ｲﾏｲ ｷｷ 東海大諏訪高 ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ 松商学園高

 5 小嶋 織(3) 中学生     13.68  5 伊藤 綾香(3) 中学生     13.28 
ｺｼﾞﾏ ﾊﾄﾘ 飯田高陵中 ｲﾄｳ ｱﾔｶ 裾花中

 6 伊藤 寧音(2) 高校生     13.69  6 廣瀬 澄玲(3) 高校生     13.38 
ｲﾄｳ ﾈﾈ 文化学園長野高 ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ 諏訪二葉高

 7 秋山 咲花(1) 高校生     15.44  7 萩原 楓(2) 大学生     13.53 
ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ 岩村田高 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｴﾃﾞ 松本大
片桐 穂花 一般  8 三田 尚果(1) 高校生     14.16 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 望月AC ﾐﾀ ﾅｵｶ 長野清泉高
榊原 南実(4) 大学生
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ 信州大

女子

100m
予選 通過基準  7組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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[ 7組] 風速 +2.7

 1 西村 佳菜子(3) 高校生     12.74 Q
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 松商学園高

 2 柳沢 華歩(3) 高校生     12.81 Q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾎ 上田西高

 3 永原 朱夏(1) 高校生     13.20 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ 市立長野高

 4 上原 千夏(3) 高校生     13.21 
ｳｴﾊﾗ  ﾁﾅﾂ 松川高

 5 太田 もも(3) 高校生     13.37 
ｵｵﾀ ﾓﾓ 松本美須々ヶ丘

 6 宮下 真弥(3) 中学生     13.40 
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 豊丘中

 7 田中 愛(3) 中学生     13.57 
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 塩尻西部中

 8 児玉 菜緒(3) 中学生     13.78 
ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ 上田第四中

[ 1組] 風速 +4.5 [ 2組] 風速 +3.8

 1 今井 沙緒里 一般     11.80 Q  1 瀧澤 祐未 一般     12.38 Q
ｲﾏｲ  ｻｵﾘ 飯田病院 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ with

 2 北沢 栞(2) 中学生     12.45 Q  2 樋口 虹夏(3) 中学生     12.39 Q
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 三郷中 ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ 波田中

 3 河田 璃音(3) 中学生     12.51 Q  3 菅沼 美風(2) 高校生     12.58 Q
ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 上田第五中 ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 東海大諏訪高

 4 深澤 あまね(2) 中学生     12.59 q  4 西村 佳菜子(3) 高校生     12.70 
ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 旭町中 ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 松商学園高

 5 熊谷 香織 一般     12.65 q  5 牧元 美沙(3) 高校生     12.76 
ｸﾏｶﾞｲ ｶｵﾘ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 豊科高

 6 青柳 里央(2) 高校生     12.72  6 小林 叶音(1) 高校生     12.81 
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ 豊科高 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 東海大諏訪高

 7 土屋 かなめ(2) 高校生     12.86  7 柳沢 華歩(3) 高校生     12.85 
ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 岩村田高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾎ 上田西高

 8 内川 未久(3) 中学生     13.05  8 御子柴 優花(2) 高校生     13.24 
ｳﾁｶﾜ ﾐｸ 小谷中 ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 豊科高

風速 +3.3

 1 今井 沙緒里 一般     11.79 
ｲﾏｲ  ｻｵﾘ 飯田病院

 2 瀧澤 祐未 一般     12.37 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ with

 3 樋口 虹夏(3) 中学生     12.46 
ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ 波田中

 4 北沢 栞(2) 中学生     12.52 
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 三郷中

 5 深澤 あまね(2) 中学生     12.61 
ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 旭町中

 6 河田 璃音(3) 中学生     12.75 
ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 上田第五中

 7 菅沼 美風(2) 高校生     12.84 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 東海大諏訪高

 8 熊谷 香織 一般     12.85 
ｸﾏｶﾞｲ ｶｵﾘ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

女子

100m
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予選 4月23日 11:15
決勝 4月23日 14:55

県記録(KR)          24.17
県高記録(HR)        24.72
大会記録(GR)        24.81

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 -1.8

 1 臼井 美紅(2) 高校生     26.20 Q  1 樋口 虹夏(3) 中学生     26.01 Q
ｳｽｲ ﾐｸ 東海大諏訪高 ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ 波田中

 2 長村 紋(4) 大学生     26.56 q  2 菅沼 美風(2) 高校生     26.66 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 松本大 ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 東海大諏訪高

 3 柳沢 華歩(3) 高校生     26.64 q  3 白石 舞(2) 高校生     26.74 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾎ 上田西高 ｼﾗｲｼ ﾏｲ 上田西高

 4 伊能 史織(2) 高校生     27.09  4 内川 未久(3) 中学生     27.14 
ｲﾉｳ ｼｵﾘ 長野日大高 ｳﾁｶﾜ ﾐｸ 小谷中

 5 小林 結衣子(2) 高校生     28.02  5 渡辺 恵衣(3) 高校生     27.44 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲｺ 小諸高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｲ 岩村田高

 6 金森 佑奈(1) 高校生     29.10  6 池田 寛子(3) 中学生     27.58 
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 伊那北高 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｺ 犀陵中

 7 牧野 明日香(1) 高校生     29.24  7 酒井 佳菜子(3) 高校生     27.63 
ﾏｷﾉ  ｱｽｶ 松川高 ｻｶｲ ｶﾅｺ 文化学園長野高

 8 秋山 咲花(1) 高校生     32.74  8 児玉 菜緒(3) 中学生     28.97 
ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ 岩村田高 ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ 上田第四中

[ 3組] 風速 -3.6 [ 4組] 風速 -0.6

 1 小林 叶音(1) 高校生     26.73 Q  1 今井 沙緒里 一般     24.63 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 東海大諏訪高 ｲﾏｲ  ｻｵﾘ 飯田病院

 2 西村 佳菜子(3) 高校生     26.93  2 村松 広捺(3) 大学生     26.07 q
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 松商学園高 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ 松本大

 3 牧元 美沙(3) 高校生     27.29  3 深澤 あまね(2) 中学生     26.79 
ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 豊科高 ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 旭町中

 4 廣瀬 澄玲(3) 高校生     27.93  4 土屋 かなめ(2) 高校生     27.33 
ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ 諏訪二葉高 ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 岩村田高

 5 北原 寧々(2) 高校生     27.98  5 宮川 恵衣(2) 高校生     27.89 
ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ 伊那弥生ヶ丘高 ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ 松本深志高

 6 下田 花菜(3) 中学生     28.40  6 荒井 奈々実(3) 中学生     28.01 
ｼﾓﾀ ﾊﾅ 犀陵中 ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 浅間中

 7 伊藤 百合菜(2) 中学生     28.85  7 齊籐 静香(2) 高校生     28.23 
ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ 波田中 ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ 松本蟻ヶ崎高
木村 凌(2) 高校生  8 太田 もも(3) 高校生     28.50 
ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 松本蟻ヶ崎高 ｵｵﾀ ﾓﾓ 松本美須々ヶ丘

[ 5組] 風速 -0.7

 1 河田 璃音(3) 中学生     26.19 Q
ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 上田第五中

 2 青柳 里央(2) 高校生     26.86 
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ 豊科高

 3 南山 歩乃伽(2) 中学生     26.93 
ﾐﾅﾐﾔﾏ ｶﾎ 塩尻西部中

 4 德武 瑠夏(3) 中学生     27.17 
ﾄｸﾀｹ ﾙﾅ 堀金中

 5 木田村 美央(2) 高校生     27.40 
ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ 木曽青峰高

 6 河野 恵理子(3) 高校生     27.56 
ｺｳﾉ ｴﾘｺ 伊那北高

 7 伊藤 寧音(2) 高校生     28.08 
ｲﾄｳ ﾈﾈ 文化学園長野高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
4    30

5  9014

女子
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予選 通過基準  5組  1着 + 3 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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風速 +3.0

 1 今井 沙緒里 一般     24.26 
ｲﾏｲ  ｻｵﾘ 飯田病院

 2 樋口 虹夏(3) 中学生     25.47 
ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ 波田中

 3 村松 広捺(3) 大学生     25.85 
ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ 松本大

 4 臼井 美紅(2) 高校生     26.06 
ｳｽｲ ﾐｸ 東海大諏訪高

 5 河田 璃音(3) 中学生     26.16 
ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 上田第五中

 6 柳沢 華歩(3) 高校生     26.45 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾎ 上田西高
長村 紋(4) 大学生
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 松本大
小林 叶音(1) 高校生
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 東海大諏訪高

女子

200m
決勝
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予選 4月24日 12:00
決勝 4月24日 14:55

[ 1組] [ 2組]

 1 内山 成実(3) 大学生     59.00 Q  1 加藤 詩萌(2) 高校生   1,00.15 Q
ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 東学大 ｶﾄｳ ｼﾎ 長野日大高

 2 中村 理彩(3) 高校生   1,02.30  2 酒井 菜月(3) 高校生   1,02.57 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ 篠ノ井高 ｻｶｲ ﾅﾂｷ 野沢北高

 3 依田 恵(3) 高校生   1,03.18  3 仲俣 実佑(2) 高校生   1,05.03 
ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 長野西高 ﾅｶﾏﾀ ﾐﾕｳ 長野西高

 4 小堀 ほたる(3) 一般   1,03.47  4 熊井 美桜(2) 高校生   1,06.00 
ｺﾎﾞﾘ ﾎﾀﾙ 信大医陸 ｸﾏｲ ﾐｵ 須坂東高

 5 住友 佐耶佳(3) 高校生   1,04.22  5 横須賀 玲奈(3) 中学生   1,06.46 
ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ 野沢北高 ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ 小諸東中

 6 木田 沙耶(3) 高校生   1,04.56  6 柏原 千夏(3) 高校生   1,06.58 
ｷﾀﾞ ｻﾔ 松代高 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾁﾅﾂ 上伊那農高

 7 小林 結衣子(2) 高校生   1,05.52 金森 佑奈(1) 高校生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲｺ 小諸高 ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 伊那北高

 8 萩原 楓(2) 大学生   1,08.96 山田 花菜(3) 高校生
ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｴﾃﾞ 松本大 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 諏訪清陵高

[ 3組] [ 4組]

 1 村松 広捺(3) 大学生     59.48 Q  1 長村 紋(4) 大学生   1,00.32 Q
ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ 松本大 ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 松本大

 2 戸田 麻由(2) 大学生   1,00.07 q  2 白石 舞(2) 高校生   1,01.05 q
ﾄﾀﾞ ﾏﾕ 国武大 ｼﾗｲｼ ﾏｲ 上田西高

 3 渡辺 恵衣(3) 高校生   1,01.84 q  3 高安 結衣(1) 高校生   1,01.98 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｲ 岩村田高 ﾀｶﾔｽ ﾕｲ 長野東高

 4 村上 愛華(3) 高校生   1,02.80  4 齊籐 静香(2) 高校生   1,02.94 
ﾑﾗｶﾐ ｱｲｶ 長野東高 ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ 松本蟻ヶ崎高

 5 安田 三奈美(2) 高校生   1,03.75  5 宮本 菜央(3) 高校生   1,03.44 
ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 豊科高 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ 下諏訪向陽高
竹内 美翔(3) 高校生  6 上原 千夏(3) 高校生   1,03.60 
ﾀｹｳﾁ ﾐｳ 篠ノ井高 ｳｴﾊﾗ  ﾁﾅﾂ 松川高
唐澤 季里(3) 高校生  7 佐藤 真由(2) 高校生   1,06.03 
ｶﾗｻﾜ ｷﾘ 諏訪清陵高 ｻﾄｳ ﾏﾕｳ 野沢北高

 1 加藤 詩萌(2) 高校生     58.97 
ｶﾄｳ ｼﾎ 長野日大高

 2 内山 成実(3) 大学生     59.49 
ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 東学大

 3 長村 紋(4) 大学生   1,00.11 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 松本大

 4 戸田 麻由(2) 大学生   1,01.08 
ﾄﾀﾞ ﾏﾕ 国武大

 5 白石 舞(2) 高校生   1,02.60 
ｼﾗｲｼ ﾏｲ 上田西高

 6 高安 結衣(1) 高校生   1,03.35 
ﾀｶﾔｽ ﾕｲ 長野東高
村松 広捺(3) 大学生
ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ 松本大
渡辺 恵衣(3) 高校生
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｲ 岩村田高
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予選 4月23日 12:50
決勝 4月23日 15:30

[ 1組] [ 2組]

 1 村上 愛華(3) 高校生   2,17.33 Q  1 宮川 瑞穂(3) 高校生   2,22.13 Q
ﾑﾗｶﾐ ｱｲｶ 長野東高 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ 長野吉田高

 2 竹村 瑞香(3) 高校生   2,19.42 Q  2 千葉 麻里子(2) 中学生   2,22.92 Q
ﾀｹﾑﾗ ﾐｽﾞｶ 東海大諏訪高 ﾁﾊﾞ ﾏﾘｺ 飯田西中

 3 宮島 志保美(3) 大学生   2,25.64  3 内山 実音(3) 中学生   2,24.60 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 信州大 ｳﾁﾔﾏ ﾐｵﾝ 小布施中

 4 木田 沙耶(3) 高校生   2,27.40  4 一ノ瀬 菜月(3) 高校生   2,24.66 
ｷﾀﾞ ｻﾔ 松代高 ｲﾁﾉｾ ﾅﾂｷ 松本深志高

 5 西本 梨花(3) 高校生   2,27.95  5 中村 朱里(1) 高校生   2,25.74 
ﾆｼﾓﾄ ﾘｶ 長野日大高 ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 長野東高

 6 加賀見 麻里(3) 高校生   2,29.61  6 塩原 真悠(3) 高校生   2,29.77 
ｶｶﾞﾐ ﾏﾘ 下諏訪向陽高 ｼｵﾊﾗ ﾏﾕ 松本県ヶ丘高

 7 宮本 蘭々(2) 中学生   2,32.28  7 原田 未朱(1) 高校生   2,33.42 
ﾐﾔﾓﾄ ﾗﾝﾗﾝ 上田第六中 ﾊﾗﾀﾞ  ﾐｼｭ 松川高

 8 村上 明日香(2) 高校生   2,34.45  8 宮澤 花奈実(3) 中学生   2,34.06 
ﾑﾗｶﾐ ｱｽｶ 松本県ヶ丘高 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 菅野中
山口 真莉恵(2) 高校生  9 成澤 優(3) 高校生   2,35.17 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘｴ 文化学園長野高 ﾅﾙｻﾜ ﾕｳ 上田東高

[ 3組]

 1 高安 結衣(1) 高校生   2,19.39 Q
ﾀｶﾔｽ ﾕｲ 長野東高

 2 那須野 綺音(3) 高校生   2,19.62 Q
ﾅｽﾉ ｱﾔﾈ 大町岳陽高

 3 藤岡 緩奈(1) 高校生   2,19.68 q
ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ 東海大諏訪高

 4 仲俣 実佑(2) 高校生   2,24.58 q
ﾅｶﾏﾀ ﾐﾕｳ 長野西高

 5 河原 里紗(3) 高校生   2,30.20 
ｶﾜﾊﾗ ﾘｻ 諏訪二葉高

 6 田中 ジェシカ(2)高校生   2,31.21 
ﾀﾅｶ ｼﾞｪｼｶ 上田染谷丘高

 7 篠塚 香里(2) 高校生   2,34.26 
ｼﾉﾂﾞｶ ｶｵﾘ 須坂東高
竹内 美翔(3) 高校生
ﾀｹｳﾁ ﾐｳ 篠ノ井高

 1 村上 愛華(3) 高校生   2,17.58 
ﾑﾗｶﾐ ｱｲｶ 長野東高

 2 竹村 瑞香(3) 高校生   2,18.82 
ﾀｹﾑﾗ ﾐｽﾞｶ 東海大諏訪高

 3 高安 結衣(1) 高校生   2,21.18 
ﾀｶﾔｽ ﾕｲ 長野東高

 4 藤岡 緩奈(1) 高校生   2,22.21 
ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ 東海大諏訪高

 5 宮川 瑞穂(3) 高校生   2,24.82 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ 長野吉田高

 6 仲俣 実佑(2) 高校生   2,25.27 
ﾅｶﾏﾀ ﾐﾕｳ 長野西高

 7 千葉 麻里子(2) 中学生   2,25.80 
ﾁﾊﾞ ﾏﾘｺ 飯田西中
那須野 綺音(3) 高校生
ﾅｽﾉ ｱﾔﾈ 大町岳陽高

女子
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   889

8    27

7  9022

4  1124

3  1825

6   960

9   123

1   990
欠場

順 ﾚｰﾝ

2  4700

No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   771

5  8580

3  4821

4  1778

7   881

1  1812

9   382

2  7218

6  1447

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   879

2  1694

7    35

9   786

8   101

6  1466

5   716

4  1077
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   889

1    27

8   879

5    35

3   771

6   786

4  8580

欠場
7  1694



予選 4月24日 11:25
決勝 4月24日 15:55

[ 1組] [ 2組]

 1 松澤 綾音(2) 高校生   4,44.22 Q  1 今井 萌(3) 高校生   4,47.98 Q
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 長野東高 ｲﾏｲ ﾓｴ 長野東高

 2 岡村 未歩(3) 高校生   4,45.20 Q  2 萩谷 楓(1) 高校生   4,48.10 Q
ｵｶﾑﾗ ﾐﾎ 長野東高 ﾊｷﾞﾀﾆ ｶｴﾃﾞ 長野東高

 3 高松 いずみ(3) 中学生   4,46.24 Q  3 高木 更紗(3) 中学生   4,55.90 Q
ﾀｶﾏﾂ ｲｽﾞﾐ 開田中 ﾀｶｷﾞ ｻﾗｻ 上田第五中

 4 和田 真菜(3) 中学生   4,47.18 Q  4 臼田 彩花(1) 高校生   4,55.91 Q
ﾜﾀﾞ ﾏﾅ 川中島中 ｳｽﾀﾞ ｻﾔｶ 長野東高

 5 久保田 絢乃(3) 中学生   4,49.19 Q  5 千葉 麻里子(2) 中学生   4,55.94 Q
ｸﾎﾞﾀ ｱﾔﾉ 丸子北中 ﾁﾊﾞ ﾏﾘｺ 飯田西中

 6 和田 帆香(3) 中学生   5,02.86  6 堀内 あかり(3) 中学生   5,02.06 q
ﾜﾀﾞ ﾎﾉｶ 川中島中 ﾎﾘｳﾁ ｱｶﾘ 川中島中

 7 臼井 夏海(3) 高校生   5,03.06  7 一ノ瀬 菜月(3) 高校生   5,02.09 q
ｳｽｲﾅﾂﾐ 中野立志館高 ｲﾁﾉｾ ﾅﾂｷ 松本深志高

 8 塩原 真悠(3) 高校生   5,11.60  8 宮島 志保美(3) 大学生   5,02.27 
ｼｵﾊﾗ ﾏﾕ 松本県ヶ丘高 ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 信州大

 9 下島 遥佳(2) 中学生   5,12.25  9 川上 雅子(2) 高校生   5,05.10 
ｼﾓｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 上田第五中 ｶﾜｶﾐ ﾏｻｺ 松本県ヶ丘高

10 山口 紗季(1) 高校生   5,13.17 10 宮本 蘭々(2) 中学生   5,09.81 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｷ 上田西高 ﾐﾔﾓﾄ ﾗﾝﾗﾝ 上田第六中

11 宮澤 花奈実(3) 中学生   5,16.31 11 宮澤 美裕(3) 中学生   5,10.09 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 菅野中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾕ 川中島中

12 神部 紫音(3) 中学生   5,16.95 12 内田 梨湖(2) 高校生   5,13.45 
ｶﾝﾍﾞ ｼｵﾝ 飯田西中 ｳﾁﾀﾞ ﾘｺ 上田西高

13 長見 京華(1) 高校生   5,17.40 13 西野入 萌利(2) 高校生   5,13.90 
ｵｻﾐ ｷｮｳｶ 東海大諏訪高 ﾆｼﾉｲﾘ ﾓｴﾘ 上田高

14 高野 桜楽(3) 中学生   5,18.13 14 那須野 綺音(3) 高校生   5,14.27 
ﾀｶﾉ ｻｸﾗ 戸倉上山田中 ﾅｽﾉ ｱﾔﾈ 大町岳陽高

15 篠塚 香里(2) 高校生   5,23.36 15 五味 礼羽(3) 中学生   5,24.85 
ｼﾉﾂﾞｶ ｶｵﾘ 須坂東高 ｺﾞﾐ ﾕｷﾊ 原中

16 中山 琉那(3) 中学生   5,38.51 16 宍戸 萌百伽(3) 高校生   5,27.21 
ﾅｶﾔﾏ ﾙﾅ 浅間中 ｼｼﾄﾞ ﾓﾓｶ 文化学園長野高
山口 真莉恵(2) 高校生 17 竹内 ほのか(3) 中学生   5,31.17 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘｴ 文化学園長野高 ﾀｹｳﾁ ﾎﾉｶ 戸倉上山田中
清水 彩音(3) 高校生
ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾈ 長野東高

 1 萩谷 楓(1) 高校生   4,39.76 
ﾊｷﾞﾀﾆ ｶｴﾃﾞ 長野東高

 2 岡村 未歩(3) 高校生   4,43.93 
ｵｶﾑﾗ ﾐﾎ 長野東高

 3 今井 萌(3) 高校生   4,44.53 
ｲﾏｲ ﾓｴ 長野東高

 4 松澤 綾音(2) 高校生   4,44.85 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 長野東高

 5 高松 いずみ(3) 中学生   4,46.85 
ﾀｶﾏﾂ ｲｽﾞﾐ 開田中

 6 久保田 絢乃(3) 中学生   4,46.94 
ｸﾎﾞﾀ ｱﾔﾉ 丸子北中

 7 和田 真菜(3) 中学生   4,52.33 
ﾜﾀﾞ ﾏﾅ 川中島中

 8 千葉 麻里子(2) 中学生   4,56.60 
ﾁﾊﾞ ﾏﾘｺ 飯田西中

 9 臼田 彩花(1) 高校生   4,56.74 
ｳｽﾀﾞ ｻﾔｶ 長野東高

10 高木 更紗(3) 中学生   4,58.97 
ﾀｶｷﾞ ｻﾗｻ 上田第五中

11 堀内 あかり(3) 中学生   4,59.86 
ﾎﾘｳﾁ ｱｶﾘ 川中島中

12 一ノ瀬 菜月(3) 高校生   5,10.37 
ｲﾁﾉｾ ﾅﾂｷ 松本深志高
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決勝 4月23日 14:35

 1 松澤 綾音(2) 高校生   9,51.32 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 長野東高

 2 今井 萌(3) 高校生   9,54.97 
ｲﾏｲ ﾓｴ 長野東高

 3 岡村 未歩(3) 高校生   9,55.00 
ｵｶﾑﾗ ﾐﾎ 長野東高

 4 臼井 夏海(3) 高校生  10,34.60 
ｳｽｲﾅﾂﾐ 中野立志館高

 5 竹内 優花(3) 高校生  10,53.49 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｶ 東海大諏訪高

 6 上原 舞(3) 高校生  10,54.06 
ｳｴﾊﾗ ﾏｲ 諏訪清陵高

 7 内田 梨湖(2) 高校生  11,13.60 
ｳﾁﾀﾞ ﾘｺ 上田西高

 8 三村 杏佑夏(2) 高校生  11,20.11 
ﾐﾑﾗｱﾕｶ 諏訪二葉高

 9 山口 紗季(1) 高校生  11,25.32 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｷ 上田西高

10 赤羽 ゆり華(2) 高校生  11,26.05 
ｱｶﾊﾈ ﾕﾘｶ 松本蟻ヶ崎高

11 小林 鈴華(3) 高校生  11,56.08 
ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞｶ 塩尻志学館高
清水 彩音(3) 高校生
ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾈ 長野東高
和田 有菜(2) 高校生
ﾜﾀﾞ ﾕﾅ 長野東高
小池 七海(2) 高校生
ｺｲｹ ﾅﾅﾐ 諏訪二葉高
久保田 絢乃(3) 中学生
ｸﾎﾞﾀ ｱﾔﾉ 丸子北中
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決勝 4月24日 13:50

 1 小山 ゆき(3) 高校生  19,25.31 
ｺﾔﾏ ﾕｷ 松本県ヶ丘高

 2 小林 鈴華(3) 高校生  20,59.10 
ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞｶ 塩尻志学館高

 3 佐々木 佑起(2) 大学生  21,30.13 
ｻｻｷ ﾕｷ 松本大

3  9009

2  1813

1  1598
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予選 4月24日 12:40
決勝 4月24日 15:15

[ 1組] 風速 +4.8 [ 2組] 風速 +4.0

 1 坂本 かなた(3) 高校生     16.64 Q  1 前田 花奈(3) 高校生     15.24 Q
ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 長野西高 ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那弥生ヶ丘高

 2 新實 るり(3) 一般     16.79 Q  2 宮澤 希(2) 高校生     15.71 Q
ﾆｲﾉﾐ ﾙﾘ 信大医陸 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 伊那北高

 3 樋口 莉緒花(2) 高校生     17.04  3 加納 南菜子(3) 高校生     16.75 q
ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ 塩尻志学館高 ｶﾉｳ ﾅﾅｺ 上田高

 4 新井 咲(1) 大学生     17.27  4 中里 未央(2) 高校生     17.44 
ｱﾗｲ ｻｷ 松本大 ﾅｶｻﾞﾄ ﾐｵ 須坂高

 5 中山 寛香(3) 高校生     17.29  5 小平 典歩(3) 高校生     17.91 
ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｶ 長野東高 ｺﾀﾞｲﾗ ﾉﾘﾎ 長野西高
樋屋 彩(3) 高校生  6 渡邉 希(1) 大学生     18.14 
ﾋｵｸ ｱﾔ 伊那北高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 松本大
宮下 あかね(3) 高校生 梨子田 藍(2) 高校生
ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ 上田染谷丘高 ﾅｼﾀﾞ ｱｲ 長野日大高
高橋 うらら(2) 高校生
ﾀｶﾊｼ ｳﾗﾗ 上田西高

[ 3組] 風速 +1.8

 1 中澤 久美(4) 大学生     15.19 Q
ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ 松本大

 2 松田 華歩(2) 高校生     16.25 Q
ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ 岩村田高

 3 田中 祐里(3) 高校生     16.33 q
ﾀﾅｶ ﾕｳﾘ 上田西高

 4 曽根原 可菜(3) 高校生     16.84 
ｿﾈﾊﾗ ｶﾅ 大町岳陽高

 5 宮坂 奈緒(3) 高校生     17.77 
ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 長野日大高
新田 美月(2) 高校生
ﾆｯﾀ ﾐﾂﾞｷ 小諸高
荻原 明日香(2) 高校生
ｵｷﾞﾊﾗ ｱｽｶ 上田染谷丘高

風速 +1.6

 1 中澤 久美(4) 大学生     15.00 
ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ 松本大

 2 前田 花奈(3) 高校生     15.34 
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那弥生ヶ丘高

 3 宮澤 希(2) 高校生     15.68 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 伊那北高

 4 田中 祐里(3) 高校生     16.02 
ﾀﾅｶ ﾕｳﾘ 上田西高

 5 松田 華歩(2) 高校生     16.33 
ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ 岩村田高

 6 加納 南菜子(3) 高校生     16.87 
ｶﾉｳ ﾅﾅｺ 上田高

 7 坂本 かなた(3) 高校生     17.32 
ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 長野西高

 8 新實 るり(3) 一般     17.35 
ﾆｲﾉﾐ ﾙﾘ 信大医陸
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予選 4月23日 12:05
決勝 4月23日 15:10

[ 1組] [ 2組]

 1 酒井 菜月(3) 高校生   1,05.77 Q  1 内山 成実(3) 大学生   1,02.34 Q
ｻｶｲ ﾅﾂｷ 野沢北高 ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 東学大

 2 安田 三奈美(2) 高校生   1,08.18 Q  2 田中 祐里(3) 高校生   1,07.82 Q
ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 豊科高 ﾀﾅｶ ﾕｳﾘ 上田西高

 3 高橋 うらら(2) 高校生   1,08.36 q  3 髙見 李那(3) 高校生   1,10.16 q
ﾀｶﾊｼ ｳﾗﾗ 上田西高 ﾀｶﾐ ﾘﾅ 諏訪二葉高

 4 野崎 優奈(2) 高校生   1,12.91  4 松田 華歩(2) 高校生   1,10.87 
ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾅ 飯田風越高 ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ 岩村田高

 5 髙橋 奈々恵(3) 高校生   1,13.47  5 宮澤 希(2) 高校生   1,11.13 
ﾀｶﾊｼ ﾅﾅｴ 文化学園長野高 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 伊那北高

 6 奥村 莉帆(2) 高校生   1,13.81  6 依田 恵(3) 高校生   1,11.43 
ｵｸﾑﾗ ﾘﾎ 長野西高 ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 長野西高
荻原 明日香(2) 高校生  7 山崎 璃央(2) 高校生   1,11.96 
ｵｷﾞﾊﾗ ｱｽｶ 上田染谷丘高 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 屋代高
樋屋 彩(3) 高校生  8 熊井 美桜(2) 高校生   1,12.98 
ﾋｵｸ ｱﾔ 伊那北高 ｸﾏｲ ﾐｵ 須坂東高

[ 3組]

 1 中村 理彩(3) 高校生   1,08.16 Q
ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ 篠ノ井高

 2 宮澤 風香(2) 高校生   1,10.38 Q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 飯田風越高

 3 住友 佐耶佳(3) 高校生   1,11.59 
ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ 野沢北高

 4 高橋 結子(2) 高校生   1,11.84 
ﾀｶﾊｼ ﾕｲｺ 諏訪二葉高

 5 中澤 毬乃(2) 高校生   1,12.90 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾘﾉ 下諏訪向陽高

 6 竹内 美翔(3) 高校生   1,13.06 
ﾀｹｳﾁ ﾐｳ 篠ノ井高
酒井 彩花(2) 高校生
ｻｶｲ ｻﾔｶ 長野西高
高野 雅子(3) 大学生
ﾀｶﾉ ﾏｻｺ 信州大

 1 内山 成実(3) 大学生   1,02.15 
ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 東学大

 2 酒井 菜月(3) 高校生   1,07.65 
ｻｶｲ ﾅﾂｷ 野沢北高

 3 中村 理彩(3) 高校生   1,09.93 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ 篠ノ井高

 4 田中 祐里(3) 高校生   1,10.31 
ﾀﾅｶ ﾕｳﾘ 上田西高

 5 安田 三奈美(2) 高校生   1,10.76 
ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 豊科高

 6 宮澤 風香(2) 高校生   1,10.98 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 飯田風越高

 7 髙見 李那(3) 高校生   1,11.15 
ﾀｶﾐ ﾘﾅ 諏訪二葉高
高橋 うらら(2) 高校生
ﾀｶﾊｼ ｳﾗﾗ 上田西高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
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決勝 4月23日 10:35

 1 大和 千秋 一般  24,09.98 
ﾔﾏﾄ  ﾁｱｷ 飯田病院

 2 矢島 風香(3) 高校生  24,57.83 
ﾔｼﾞﾏ ﾌｳｶ 長野東高

 3 田中 ジェシカ(2)高校生  28,09.01 
ﾀﾅｶ ｼﾞｪｼｶ 上田染谷丘高

 4 青山 眞子(2) 大学生  28,47.97 
ｱｵﾔﾏ ﾏｺ 信州大

 5 片桐 さくら(3) 高校生  30,29.07 
ｶﾀｷﾞﾘ ｻｸﾗ 飯田女子高

 6 川原 泰葉(3) 高校生  30,50.08 
ｶﾜﾊﾗ ﾔｽﾊ 長野高

 7 平澤 優佳(1) 高校生  32,11.85 
ﾋﾗｻﾜ  ﾕｶ 松川高

 8 中島 ひより(2) 高校生  35,58.04 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾖﾘ 長野東高

 9 中村 鈴(2) 高校生  37,02.63 
ﾅｶﾑﾗ ｽｽﾞ 屋代高

女子

5000mW5000mW
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決勝 4月23日 10:00

小野 美紗(2) 成年
ｵﾉ ﾐｻ 日女体大
戸谷 真理子 一般
ﾄﾔ ﾏﾘｺ 長野吉田AC
鈴木 みのり(3) 高校生
ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ 伊那北高
齋藤 汐音(2) 高校生
ｻｲﾄｳ ｼｵﾈ 松本深志高
荒井 利奈(3) 高校生
ｱﾗｲ ﾘﾅ 須坂高
髙見沢 菜央(2) 高校生
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾅｵ 上田染谷丘高
関原 ひなた(2) 高校生
ｾｷﾊﾗ ﾋﾅﾀ 軽井沢A&AC
土屋 みやび(1) 高校生
ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ 上田西高
宮坂 奈緒(3) 高校生
ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 長野日大高
中井 遥菜(2) 高校生
ﾅｶｲ ﾊﾙﾅ 松本美須々ヶ丘
奥田 藍美(2) 高校生
ｵｸﾀﾞ ｱｲﾐ 赤穂高
坂井 桃菜美(2) 高校生
ｻｶｲ ﾐﾅﾐ 須坂高
臼井 花(3) 中学生
ｳｽｲ ﾊﾅ 犀陵中
宇都宮 悠奈(3) 中学生
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ 軽井沢A&AC
村松 明日見(3) 高校生
ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 飯田高
胡桃 沙紀(2) 高校生
ｸﾙﾐ ｻｷ 大町岳陽高
青柳 真里奈(2) 中学生
ｱｵﾔｷﾞ ﾏﾘﾅ 堀金中
戸谷 はるか(3) 中学生
ﾄﾔ ﾊﾙｶ 小谷中
高松 聖(3) 高校生
ﾀｶﾏﾂ ﾋｼﾞﾘ 長野西高

女子
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決勝 4月24日 11:00

小林 奏(2) 高校生
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 佐久長聖高
加賀見 麻里(3) 高校生
ｶｶﾞﾐ ﾏﾘ 下諏訪向陽高
室賀 絢水(2) 高校生
ﾑﾛｶﾞ ｱﾐ 市立長野高
諏訪 実乃里(3) 中学生
ｽﾜ ﾐﾉﾘ 常盤中
傳田 響(2) 中学生
ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 常盤中
金子 未羽(2) 高校生
ｶﾈｺ ﾐｳ 長野清泉高
市川 芽愛(2) 中学生
ｲﾁｶﾜ ﾒｲ 常盤中
木村 桃子(3) 中学生
ｷﾑﾗ ﾓﾓｺ 常盤中
佐々木 果穂(2) 高校生
ｻｻｷ ｶﾎ 飯田風越高

女子
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決勝 4月24日 10:00

森本 知隼(2) 高校生   5.80   5.78   5.73   5.85   5.78   5.72    5.85 
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 松本県ヶ丘高   +1.7   +2.6   +1.7   +1.6   +1.1   +1.9    +1.6
西村 千明(1) 大学生   5.65    X   5.61    X   5.52   5.61    5.65 
ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 東学大   +2.9   +3.1   +2.2   +2.5    +2.9
市岡 奈月(3) 大学生   5.44   5.61   5.54   5.62   5.62   5.38    5.62 
ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 東学大   +1.9   +4.9   +3.7   +2.7   +0.8   +2.0    +0.8
青木 亜里沙(4) 大学生   5.58    X   5.61    X    X    X    5.61 
ｱｵｷ ｱﾘｻ 新潟医福大   +1.4   +2.8    +2.8
堀田 莉紗(2) 高校生   4.97   4.92   5.23    X   4.82   5.18    5.23 
ﾎｯﾀ ﾘｻ 市立長野高   +2.9   +3.5   +4.9   +3.3   +1.7    +4.9
長澤 妙(3) 高校生   4.93   5.10   5.07   5.08   5.11   5.18    5.18 
ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ 諏訪清陵高   +0.9   +1.7   +2.6   +1.7   +1.2   +2.1    +2.1
宮下 あかね(3) 高校生    X   5.04   5.00    X    X   5.00    5.04 
ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ 上田染谷丘高   +2.3   +2.3   +3.2    +2.3
髙見 李那(3) 高校生   4.99   5.01    X    X   5.03   5.03    5.03 
ﾀｶﾐ ﾘﾅ 諏訪二葉高   +2.0   +2.4   +1.8   +3.6    +1.8
中曽根 沙耶(3) 大学生   4.93   4.97    X    4.97 
ﾅｶｿﾈ ｻﾔ 信州大   +3.2   +4.4    +4.4
御子柴 優花(2) 高校生   4.97   4.76   4.82    4.97 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 豊科高   +2.1   +2.8   +2.1    +2.1
飯島 詳子(2) 高校生    X   4.87   4.75    4.87 
ｲｲｼﾞﾏ ｼｮｳｺ 塩尻志学館高   +4.6   +2.7    +4.6
関 理帆(3) 高校生   4.84   4.40   4.58    4.84 
ｾｷ ﾘﾎ 赤穂高   +3.9   +2.6   +1.1    +3.9
常田 麻奈(1) 高校生   4.82   4.71    X    4.82 
ﾄｷﾀﾞ ﾏﾅ 長野日大高   +1.1   +1.5    +1.1
宮澤 香音(2) 中学生    X   4.82    X    4.82 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 高森中   +2.3    +2.3
北岡 依生希(2) 中学生    X    X   4.78    4.78 
ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ 伊那東部中   +1.8    +1.8
根橋 佑奈(1) 高校生   4.76   4.45   4.57    4.76 
ﾈﾊﾞｼ ﾕｳﾅ 長野日大高   +2.5   +1.9   +2.4    +2.5
山岸 萌香(3) 中学生   4.75   4.62    X    4.75 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾓｴｶ 信濃小中   +1.7   +1.0    +1.7
片桐 穂花 一般   4.56   4.58   4.64    4.64 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 望月AC   +4.2   +3.9   +2.3    +2.3
矢島 芽依(3) 高校生    X   4.60   4.38    4.60 
ﾔｼﾞﾏ ﾒｲ 佐久長聖高   +3.1   +3.4    +3.1
長谷尾 彩華(3) 中学生   4.45   4.56   4.35    4.56 
ﾊｾｵ ｱﾔｶ 大町第一中   +5.5   +2.6   +3.1    +2.6
宮崎 真衣奈(3) 高校生   4.50   4.49   4.55    4.55 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田風越高   +1.3   +2.8   +3.0    +3.0
伊藤 萌花(3) 高校生    X   4.48   4.48    4.48 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 長野吉田高   +2.2   +1.8    +2.2
栗空 実穂(1) 高校生   4.48    X   4.36    4.48 
ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ 木曽青峰高   +1.5   +2.8    +1.5
水上 凛(3) 高校生   4.42   4.47   4.37    4.47 
ﾐｽﾞｶﾐ ﾘﾝ 長野清泉高   +2.9   +5.2   +4.6    +5.2
森 琴音(3) 中学生   4.30    X   4.40    4.40 
ﾓﾘ ｺﾄﾈ 戸倉上山田中   +1.9   +2.5    +2.5
清水 千亜紀(2) 高校生   4.32   4.32    X    4.32 
ｼﾐｽﾞ ﾁｱｷ 丸子修学館高   +3.0   +1.8    +3.0
河西 由利香(3) 高校生    X   4.29   4.26    4.29 
ｶｻｲ ﾕﾘｶ 佐久平総合高   +5.1   +2.9    +5.1
土屋 さくら(1) 高校生    X   4.28   4.25    4.28 
ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ 岩村田高   +3.9   +3.7    +3.9
榊原 南実(4) 大学生 欠場
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ 信州大

女子

走幅跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 29  1792

-5-

2 28  9041

3 27  9040

4 26  9038

5 21   926

6 25  2047

7 22  1458

8 23    98

9 10  9031

10 20  1991

11 16  1610

12 13   346

13 18   961

14 14  8378

15 17  8143

16 24   956

17 19  5247

18 11  9048

19 12  1301

20 4  6871

21 6   467

22 9   772

23 8  1569

24 1  1021

25 3  4759

26 5  1390

15  9026

27 2  1286

28 7  1274



決勝 4月24日 13:00

三澤 涼子 一般    X  12.23  12.15  12.05  11.84    X   12.23 
ﾐｻﾜ ﾘｮｳｺ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC   +3.3   +3.3   +4.8   +2.8    +3.3
栗空 亜沙美(1) 大学生  10.46  10.69    X  10.14    X  10.37   10.69 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 信州大   +1.5   +2.5   +3.8   +2.7    +2.5
西澤 香 一般    X    X    X  10.42  10.44  10.53   10.53 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｵﾘ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +2.6   +2.7   +3.5    +3.5

3 1  9002

1 3  9003
-5-

2 2  9023

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

女子

三段跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 4月24日 11:30

佐藤 芹香(1) 大学生
ｻﾄｳ ｾﾘｶ 東女体大
巾 こと美(1) 高校生
ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ 木曽青峰高
細井 友香(3) 高校生
ﾎｿｲ ﾕｳｶ 伊那西高
中田 裕美 一般
ﾅｶﾀﾞ ﾋﾛﾐ 北佐久郡陸協
小山 彩綺(3) 高校生
ｺﾔﾏ ｻｷ 市立長野高
滋田 祐希(2) 高校生
ｼｹﾞﾀ ﾕｳｷ 松商学園高
溝口 佳歩(3) 中学生
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｶﾎ 王滝中
岩下 早紀(3) 高校生
ｲﾜｼﾀ ｻｷ 松商学園高
藤本 優佳(1) 高校生
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｶ 木曽青峰高
柄澤 真野(3) 大学生
ｶﾗｻﾜ ﾏﾔ 信州大
小野 智子 一般
ｵﾉ ﾄﾓｺ 上伊那郡陸協
小林 弥希(3) 中学生 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 丸ノ内中

  8.55 

11  7032

  8.61 

11 1  9020
 8.20  7.59  8.55

  9.05 

10 3  9032
 8.27  8.61  8.17

 8.49  8.48  7.64   9.27 

9 5  1570
 8.54  8.55  9.05

 9.17  9.34  9.09   9.34 

8 2  1933
 9.27  6.76  8.67

 8.50  9.20  9.00   9.42 

7 6  6335
 8.91  9.11  8.74

  X  8.04   X  10.19 

6 7  1944
 8.63  9.08  9.42

 9.88   X 10.43  10.54 

5 8   923
 9.58  8.88 10.19

10.49   X 10.56  10.56 

4 4  9049
10.54  9.64  9.84

 9.33 10.38 10.00  10.69 

3 10   334
10.04 10.50 10.33

11.02   X 10.70  11.02 

2 9  1571
10.69 10.65  9.91

1 12  9043
10.35 10.77 10.62

-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-



決勝 4月23日 12:30

新津 まり菜(2) 大学生
ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ 信州大
小山 彩綺(3) 高校生
ｺﾔﾏ ｻｷ 市立長野高
柄澤 真野(3) 大学生
ｶﾗｻﾜ ﾏﾔ 信州大
太田 杏優(2) 高校生
ｵｵﾀ ｱﾕ 市立長野高
細井 友香(3) 高校生
ﾎｿｲ ﾕｳｶ 伊那西高
田谷 さくら(3) 大学生
ﾀﾔ ｻｸﾗ 松本大
竹村 美涼(3) 高校生
ﾀｹﾑﾗ ﾐｽｽﾞ 長野西高
山口 樹々(3) 高校生
ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｷ 松商学園高
荒井 葵凪(2) 高校生
ｱﾗｲ ｷﾅｷﾞ 塩尻志学館高
溝口 佳歩(3) 中学生
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｶﾎ 王滝中
今井 香帆(2) 高校生
ｲﾏｲ ｶﾎ 松商学園高
甲田 祥子(3) 高校生
ｺｳﾀﾞ ｼｮｳｺ 上田染谷丘高
町田 みさ(2) 高校生
ﾏﾁﾀﾞ ﾐｻ 松本県ヶ丘高
佐藤 奈々(3) 高校生
ｻﾄｳ ﾅﾅ 塩尻志学館高
戸谷 涼乃(3) 高校生
ﾄﾔ ｽｽﾞﾉ 文化学園長野高
白石 友佳(2) 高校生
ｼﾗｲｼ ﾕｶ 長野高

 20.64 

 22.04 

16 1  2181
14.91 18.27 20.64

 22.90 

15 2   997
20.74 22.04   X

 23.12 

14 8  1607
22.23 22.90 21.44

 23.16 

13 5  1824
  X 23.12   X

 23.80 

12 4  1461
23.16 20.23 20.42

 24.65 

11 7  1939
23.80   X   X

 25.96 

10 6  6335
23.16 24.65   X

18.50 20.20 26.57  26.57 

9 3  1604
25.61 25.96 25.05

  X 26.55 25.84  26.92 

8 9  1935
  X 25.99 25.62

28.69   X   X  29.05 

7 10   780
26.92 24.76 25.39

30.17   X   X  30.17 

6 11  9015
  X   X 29.05

  X 29.12   X  32.62 

5 13   334
28.57 27.67 29.04

32.02   X   X  33.66 

4 12   925
27.62 31.82 32.62

  X 34.12 33.56  35.28 

3 14  9032
33.66   X   X

34.51 37.92 37.87  37.92 

2 15   923
  X 27.55 35.28

1 16  9028
36.11 37.50 33.42

-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-



決勝 4月24日 14:30

中島 未歩 一般 大会新
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾎ 上田陸協
北原 遥香(3) 高校生
ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ 上伊那農高
荒井 葵凪(2) 高校生
ｱﾗｲ ｷﾅｷﾞ 塩尻志学館高
今井 香帆(2) 高校生 欠場
ｲﾏｲ ｶﾎ 松商学園高

23.07 24.69   X  27.57 

1  1939

  X   X   X  33.11 

3 2  1604
25.38 26.00 27.57

54.22   X   X  54.68 

2 3   240
33.11   X 31.11

1 4  9021
  X 49.73 54.68

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

ハンマー投(4.000kg) 
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 4月24日  9:30

井口 華穂(3) 大学生
ｲｸﾞﾁ ｶﾎ 新潟医福大
濱 麗(3) 大学生
ﾊﾏ ｳﾗﾗ 東女体大
新津 まり菜(2) 大学生
ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ 信州大
湯本 珠実(2) 高校生
ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 松商学園高
佐伯 悠里香(3) 一般
ｻｴｷ ﾕﾘｶ 信大医陸
太田 杏優(2) 高校生
ｵｵﾀ ｱﾕ 市立長野高
髙波 舞(3) 高校生
ﾀｶﾅﾐ ﾏｲ 松本県ヶ丘高
坂井 桃菜美(2) 高校生
ｻｶｲ ﾐﾅﾐ 須坂高
丸山 優花(2) 高校生
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｶ 明科高
浦野 美帆(2) 高校生
ｳﾗﾉ ﾐﾎ 須坂高
小倉 未沙希(3) 高校生
ｵｸﾞﾗ ﾐｻｷ 松本工高
戸谷 涼乃(3) 高校生
ﾄﾔ ｽｽﾞﾉ 文化学園長野高
巾 こと美(1) 高校生
ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ 木曽青峰高
竹村 美涼(3) 高校生
ﾀｹﾑﾗ ﾐｽｽﾞ 長野西高
柴田 友菜(3) 高校生
ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ 田川高
小野塚 未夏(1) 大学生
ｵﾉﾂﾞｶ ﾐｶ 信州大
鈴木 香琳(2) 高校生
ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 岩村田高
新田 美月(2) 高校生
ﾆｯﾀ ﾐﾂﾞｷ 小諸高
曽根原 可菜(3) 高校生
ｿﾈﾊﾗ ｶﾅ 大町岳陽高
宮崎 真衣奈(3) 高校生
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田風越高
中村 公香(2) 高校生 欠場
ﾅｶﾑﾗ ｷﾐｶ 松本蟻ヶ崎高
吉田 みさき(2) 高校生 欠場
ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 伊那弥生ヶ丘高

18   300

 23.69 

2  1879

 27.14 

20 3   467
23.69   -   -

 27.47 

19 1  1692
27.14 24.92 22.36

 29.05 

18 6  1331
26.36 26.56 27.47

 29.42 

17 7  1272
  X 29.05 27.99

 30.37 

16 16  9027
24.95 29.42 27.91

 30.43 

15 11  2460
27.67 25.72 30.37

 30.54 

14 4   780
30.43 26.72 27.82

 30.81 

13 5  1571
30.54 28.14 27.40

 31.75 

12 13   997
30.81 28.98 27.79

 32.83 

11 8  1908
31.75 30.11 24.38

 33.89 

10 9   740
32.78 32.83 32.13

28.90 31.70 35.27  35.27 

9 12  2013
33.89 33.76 33.43

  X 35.34 33.01  36.04 

8 10   739
34.07 34.38 31.88

33.56 35.68 37.85  37.85 

7 14  1811
36.04 31.73 33.98

37.35 36.01 36.04  38.25 

6 17   925
29.22 37.29 33.13

41.35 39.80 39.31  41.35 

5 15  9033
33.40 38.25 32.41

39.28 43.45 43.00  43.45 

4 19  1940
40.96 39.62 36.10

43.91 42.76 46.66  47.35 

3 20  9028
39.64 41.68 41.01

46.05 43.70 47.50  47.50 

2 21  9044
47.35 44.57   X

1 22  9037
  X 41.29 44.54

-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-



予選 4月23日 13:35
決勝 4月23日 16:25

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 松商学園高  1940 湯本 珠実(2)     50.21 Q  1   4 豊科高  1993 青柳 里央(2)     49.65 Q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ ﾄﾖｼﾅｺｳ ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ
 1950 斉藤 楓花(1)  1991 御子柴 優花(2)

ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ
 1951 深澤 由惟(1)  2009 牧元 美沙(3)

ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ
 1923 西村 佳菜子(3)  1992 安田 三奈美(2)

ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ
 2   6 市立長野高   925 太田 杏優(2)     50.70 q  2   5 岩村田高  1271 松田 華歩(2)     51.54 q

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ｵｵﾀ ｱﾕ ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ
  926 堀田 莉紗(2)  1270 土屋 かなめ(2)

ﾎｯﾀ ﾘｻ ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ
  927 室賀 絢水(2)  1272 鈴木 香琳(2)

ﾑﾛｶﾞ ｱﾐ ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ
  911 永原 朱夏(1)  1266 渡辺 恵衣(3)

ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｲ
 3   4 裾花中  5745 外谷 奈南里(2)     51.94  3   6 赤穂高   354 氣賀澤 柚希(2)     52.26 

ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳ ﾄﾔ ﾅﾅﾘ ｱｶﾎｺｳ ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ
 5742 南澤 胡桃(2)   349 江崎 奈美(3)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｸﾙﾐ ｴｻﾞｷ ﾅﾐ
 5728 相澤 こごみ(3)   353 朝日 りおん(2)

ｱｲｻﾞﾜ ｺｺﾞﾐ ｱｻﾋ ﾘｵﾝ
 5710 伊藤 綾香(3)   344 長谷川 未来(3)

ｲﾄｳ ｱﾔｶ ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ
 4   3 松本蟻ヶ崎高  1879 中村 公香(2)     53.16  4   2 伊那弥生ヶ丘高   296 前田 花奈(3)     53.00 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ﾅｶﾑﾗ ｷﾐｶ ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ
 1877 木村 凌(2)   298 北原 寧々(2)

ｷﾑﾗ ﾘｮｳ ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ
 1876 齊籐 静香(2)   297 髙橋 光(2)

ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ
 1878 手塚 友貴乃(2)   299 両角 あずさ(2)

ﾃｽﾞｶ ﾕｷﾉ ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｽﾞｻ
 5   7 上田染谷丘高  1468 清水 思(1)     53.55  5   3 諏訪二葉高    97 廣瀬 澄玲(3)     53.11 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ｼﾐｽﾞ ｺﾄ ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ
 1458 宮下 あかね(3)   103 高橋 結子(2)

ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ ﾀｶﾊｼ ﾕｲｺ
 1464 髙見沢 菜央(2)   107 深江 愛美(2)

ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾅｵ ﾌｶｴ ｱﾐ
 1465 荻原 明日香(2)    98 髙見 李那(3)

ｵｷﾞﾊﾗ ｱｽｶ ﾀｶﾐ ﾘﾅ
 6   2 須坂東高   723 岡田 彩(2)     54.42  6   9 松川高   382 原田 未朱(1)     55.89 

ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼｺｳ ｵｶﾀﾞ ｱﾔ ﾏﾂｶﾜｺｳ ﾊﾗﾀﾞ  ﾐｼｭ
  718 寺島 美香子(3)   403 上原 千夏(3)

ﾃﾗｼﾏ ﾐｶｺ ｳｴﾊﾗ  ﾁﾅﾂ
  720 熊井 美桜(2)   383 小池 碧桜(1)

ｸﾏｲ ﾐｵ ｺｲｹ ﾐｵ
  719 中島 虹菜(2)   384 牧野 明日香(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾆﾅ ﾏｷﾉ  ｱｽｶ
 7   8 堀金中  6682 安藤 和奏(3)     54.79  7   1 芦原中  4317 小林 彩花(2)   1,03.83 

ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ｱﾝﾄﾞｳ ﾜｶﾅ ｱｼﾊﾗﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ
 6678 洞 祥子(3)  4315 田中 風紗音(3)

ﾎﾗ ｼｮｳｺ ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ
 6679 小澤 桃子(3)  4319 小池 友実(3)

ｵｻﾞﾜ ﾓﾓｺ ｺｲｹ ﾄﾓﾐ
 6681 德武 瑠夏(3)  4318 中村 睦(2)

ﾄｸﾀｹ ﾙﾅ ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂﾐ
 8   1 上田第四中  4657 南正覚 史乃(3)     56.84  8   8 更北中  6006 中津 晴葉(2)   1,03.98 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝﾁｭｳ ﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｸ ｼﾉ ｺｳﾎｸﾁｭｳ ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ
 4653 児玉 菜緒(3)  5998 宮島 紗彩(3)

ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ ﾐﾔｼﾞﾏ ｻｱﾔ
 4658 杉谷 亜美(3)  6001 松本 優花(3)

ｽｷﾞﾀﾆ ｱﾐ ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｶ
 4656 舘内 彩歌(3)  6004 大日方 見宇(3)

ﾀﾁｳﾁ ｱﾔｶ ｵﾋﾞﾅﾀ ﾐｳ
  9 文化学園長野高   997 戸谷 涼乃(3)   7 信州大

ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉｺｳ ﾄﾔ ｽｽﾞﾉ 失格 ｼﾝﾀﾞｲ 欠場
  998 酒井 佳菜子(3) R1(2-3)

ｻｶｲ ｶﾅｺ
  995 髙橋 奈々恵(3)

ﾀｶﾊｼ ﾅﾅｴ
  989 伊藤 寧音(2)

ｲﾄｳ ﾈﾈ

女子

4ｘ100m
予選 通過基準  4組  1着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組] [ 4組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 松本大  9014 長村 紋(4)     50.02 Q  1   4 長野日大高   952 伊能 史織(2)     50.16 Q

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｵｻﾑﾗ ｱﾔ ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ｲﾉｳ ｼｵﾘ
 9013 中澤 久美(4)   951 加納 采弥(3)

ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ ｶﾉｳ ｻﾔ
 9018 萩原 楓(2)   954 加藤 詩萌(2)

ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｴﾃﾞ ｶﾄｳ ｼﾎ
 9012 村松 広捺(3)   958 春日 佑月(1)

ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ ｶｽｶﾞ ﾕﾂﾞｷ
 2   5 三郷中  6728 柳澤 結月(2)     51.94  2   5 上田西高  1536 白石 舞(2)     50.48 q

ﾐｻﾄﾁｭｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂｷ ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ｼﾗｲｼ ﾏｲ
 6703 伏見 怜奈(2)  1534 柳沢 華歩(3)

ﾌｼﾐ ﾚｲﾅ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾎ
 6731 丸山 来美(2)  1537 田中 祐里(3)

ﾏﾙﾔﾏ ｸﾙﾐ ﾀﾅｶ ﾕｳﾘ
 6727 北沢 栞(2)  1535 高橋 うらら(2)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ ﾀｶﾊｼ ｳﾗﾗ
 3   7 伊那北高   288 樋屋 彩(3)     52.36  3   6 野沢北高  1231 小林 茉菜美(3)     52.48 

ｲﾅｷﾀｺｳ ﾋｵｸ ｱﾔ ﾉｻﾞﾜｷﾀｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ
  272 河野 恵理子(3)  1232 酒井 菜月(3)

ｺｳﾉ ｴﾘｺ ｻｶｲ ﾅﾂｷ
  287 鈴木 みのり(3)  1234 佐藤 真由(2)

ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ ｻﾄｳ ﾏﾕｳ
  273 宮澤 希(2)  1233 住友 佐耶佳(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ
 4   2 飯田風越高   446 野崎 優奈(2)     53.26  4   8 下諏訪向陽高   133 西山 幸花(2)     53.14 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾅ ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ ﾆｼﾔﾏ ｻﾁｶ
  467 宮崎 真衣奈(3)   124 宮本 菜央(3)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ
  468 桜井 菜緒(3)   132 中澤 毬乃(2)

ｻｸﾗｲ ﾅｵ ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾘﾉ
  447 宮澤 風香(2)   123 加賀見 麻里(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ ｶｶﾞﾐ ﾏﾘ
 5   6 長野西高   779 坂本 かなた(3)     53.41  5   7 諏訪清陵高  2048 唐澤 季里(3)     53.51 

ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ｶﾗｻﾜ ｷﾘ
  781 依田 恵(3)  2054 名取 奈々海(2)

ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ
  783 小平 典歩(3)  2051 川上 由華(2)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾉﾘﾎ ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ
  782 高松 聖(3)  2047 長澤 妙(3)

ﾀｶﾏﾂ ﾋｼﾞﾘ ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ
 6   3 仁科台中  6912 齋藤 美空(3)     54.41  6   2 波田中  7393 佐藤 優花(2)     54.89 

ﾆｼﾅﾀﾞｲ ｻｲﾄｳ ﾐｿﾗ ﾊﾀﾁｭｳ ｻﾄｳ ﾕｳｶ
 6919 降幡 茉由(3)  7392 伊藤 百合菜(2)

ﾌﾙﾊﾀ ﾏﾕ ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ
 6920 門松 郁乃(2)  7389 加藤 愛理(3)

ｶﾄﾞﾏﾂ ｶﾉ ｶﾄｳ ｱｲﾘ
 6926 松井 晴香(2)  7388 樋口 虹夏(3)

ﾏﾂｲ ﾊﾙｶ ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ
 7   8 飯田高陵中  8437 千葉 ほの香(3)     55.48  7   3 長野東部中  5487 荒井 未来(3)     55.59 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｱﾗｲ ﾐｷ
 8439 鈴木 彩瑛(2)  5495 寺島 玲雅(3)

ｽｽﾞｷ ｻｴ ﾃﾗｼﾏ ﾚｲｶﾞ
 8435 小西 英瑠真(3)  5489 小池 日夏里(3)

ｺﾆｼ ｴﾙﾏ ｺｲｹ ﾋｶﾘ
 8429 寺澤 瞳子(3)  5492 武内 美南(3)

ﾃﾗｻﾜ ﾄｳｺ ﾀｹｳﾁ ﾐﾅﾐ
 8   1 長野清泉高  1024 北村 咲衣(3)     55.63   9 浅間中

ﾅｶﾞﾉｾｲｾﾝ ｷﾀﾑﾗ ｻｲ ｱｻﾏﾁｭｳ 欠場
 1031 細田 郁瑠(3)

ﾎｿﾀ ﾞｶﾎﾙ
 1033 三田 尚果(1)

ﾐﾀ ﾅｵｶ
 1032 鈴木 理子(2)

ｽｽﾞｷ ﾘｺ
  9 丸子修学館高

ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝｺｳ 欠場

女子

4ｘ100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 豊科高  1993 青柳 里央(2)     49.41 

ﾄﾖｼﾅｺｳ ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ
 1991 御子柴 優花(2)

ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ
 2009 牧元 美沙(3)

ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ
 1992 安田 三奈美(2)

ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ
 2   6 松商学園高  1940 湯本 珠実(2)     49.82 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ
 1950 斉藤 楓花(1)

ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ
 1951 深澤 由惟(1)

ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ
 1923 西村 佳菜子(3)

ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ
 3   8 市立長野高   925 太田 杏優(2)     50.35 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ｵｵﾀ ｱﾕ
  926 堀田 莉紗(2)

ﾎｯﾀ ﾘｻ
  927 室賀 絢水(2)

ﾑﾛｶﾞ ｱﾐ
  911 永原 朱夏(1)

ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ
 4   5 長野日大高   952 伊能 史織(2)     50.68 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ｲﾉｳ ｼｵﾘ
  951 加納 采弥(3)

ｶﾉｳ ｻﾔ
  954 加藤 詩萌(2)

ｶﾄｳ ｼﾎ
  958 春日 佑月(1)

ｶｽｶﾞ ﾕﾂﾞｷ
 5   9 上田西高  1536 白石 舞(2)     50.86 

ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ｼﾗｲｼ ﾏｲ
 1534 柳沢 華歩(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾎ
 1537 田中 祐里(3)

ﾀﾅｶ ﾕｳﾘ
 1532 土屋 みやび(1)

ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ
 6   3 岩村田高  1271 松田 華歩(2)     51.94 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ
 1270 土屋 かなめ(2)

ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ
 1272 鈴木 香琳(2)

ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ
 1266 渡辺 恵衣(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｲ
 7   2 三郷中  6728 柳澤 結月(2)     52.06 

ﾐｻﾄﾁｭｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂｷ
 6703 伏見 怜奈(2)

ﾌｼﾐ ﾚｲﾅ
 6731 丸山 来美(2)

ﾏﾙﾔﾏ ｸﾙﾐ
 6727 北沢 栞(2)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ
  4 松本大  9014 長村 紋(4)

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 失格
 9013 中澤 久美(4) R1(2-3)

ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ
 9018 萩原 楓(2)

ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｴﾃﾞ
 9012 村松 広捺(3)

ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ

4ｘ100m
決勝

女子



予選 4月24日  9:30
決勝 4月24日 16:15

[ 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   7 松本大  9014 長村 紋(4)   4,04.71 Q  1   6 長野日大高   955 宮坂 奈緒(3)   4,11.16 Q

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｵｻﾑﾗ ｱﾔ ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ﾐﾔｻｶ ﾅｵ
 9013 中澤 久美(4)   952 伊能 史織(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ ｲﾉｳ ｼｵﾘ
 9018 萩原 楓(2)   960 西本 梨花(3)

ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｴﾃﾞ ﾆｼﾓﾄ ﾘｶ
 9012 村松 広捺(3)   954 加藤 詩萌(2)

ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ ｶﾄｳ ｼﾎ
 2   5 長野吉田高   751 山崎 夏穂(2)   4,12.44 Q  2   5 野沢北高  1234 佐藤 真由(2)   4,14.83 Q

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾎ ﾉｻﾞﾜｷﾀｺｳ ｻﾄｳ ﾏﾕｳ
  771 宮川 瑞穂(3)  1233 住友 佐耶佳(3)

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ
  774 渡邉 理紗(3)  1235 中村 葵(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻ ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ
  773 毛涯 莉歩(3)  1232 酒井 菜月(3)

ｹｶﾞｲ ﾘﾎ ｻｶｲ ﾅﾂｷ
 3   6 長野東高   889 村上 愛華(3)   4,13.14 q  3   9 岩村田高  1270 土屋 かなめ(2)   4,16.66 q

ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼｺｳ ﾑﾗｶﾐ ｱｲｶ ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ
  881 中村 朱里(1)  1271 松田 華歩(2)

ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ
  879 高安 結衣(1)  1272 鈴木 香琳(2)

ﾀｶﾔｽ ﾕｲ ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ
  872 荒井 歩実(2)  1266 渡辺 恵衣(3)

ｱﾗｲ ｱﾕﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｲ
 4   9 諏訪二葉高    97 廣瀬 澄玲(3)   4,18.41  4   7 上田染谷丘高  1465 荻原 明日香(2)   4,20.69 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ｵｷﾞﾊﾗ ｱｽｶ
  103 高橋 結子(2)  1458 宮下 あかね(3)

ﾀｶﾊｼ ﾕｲｺ ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ
  107 深江 愛美(2)  1464 髙見沢 菜央(2)

ﾌｶｴ ｱﾐ ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾅｵ
   98 髙見 李那(3)  1466 田中 ジェシカ(2)

ﾀｶﾐ ﾘﾅ ﾀﾅｶ ｼﾞｪｼｶ
 5   4 長野西高   785 奥村 莉帆(2)   4,19.86  5   4 下諏訪向陽高   133 西山 幸花(2)   4,21.51 

ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ ｵｸﾑﾗ ﾘﾎ ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ ﾆｼﾔﾏ ｻﾁｶ
  782 高松 聖(3)   123 加賀見 麻里(3)

ﾀｶﾏﾂ ﾋｼﾞﾘ ｶｶﾞﾐ ﾏﾘ
  786 仲俣 実佑(2)   124 宮本 菜央(3)

ﾅｶﾏﾀ ﾐﾕｳ ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ
  781 依田 恵(3)   132 中澤 毬乃(2)

ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾘﾉ
 6   3 諏訪清陵高  2048 唐澤 季里(3)   4,21.03  6   2 伊那弥生ヶ丘高   298 北原 寧々(2)   4,24.42 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ｶﾗｻﾜ ｷﾘ ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ
 2046 上原 舞(3)   296 前田 花奈(3)

ｳｴﾊﾗ ﾏｲ ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ
 2056 宮坂 万理(2)   297 髙橋 光(2)

ﾐﾔｻｶ ﾏﾘ ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ
 2047 長澤 妙(3)   299 両角 あずさ(2)

ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｽﾞｻ
 7   2 松川高   403 上原 千夏(3)   4,30.06  7   8 飯田風越高   4,27.66 

ﾏﾂｶﾜｺｳ ｳｴﾊﾗ  ﾁﾅﾂ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ
  384 牧野 明日香(1)

ﾏｷﾉ  ｱｽｶ
  383 小池 碧桜(1)

ｺｲｹ ﾐｵ
  382 原田 未朱(1)

ﾊﾗﾀﾞ  ﾐｼｭ
 8   8 篠ノ井高  1077 竹内 美翔(3)   4,35.74  8   3 須坂東高   720 熊井 美桜(2)   4,40.29 

ｼﾉﾉｲｺｳ ﾀｹｳﾁ ﾐｳ ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼｺｳ ｸﾏｲ ﾐｵ
 1076 中村 理彩(3)   719 中島 虹菜(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ ﾅｶｼﾞﾏ ﾆﾅ
 1079 森田 沙英(2)   723 岡田 彩(2)

ﾓﾘﾀ ｻｴ ｵｶﾀﾞ ｱﾔ
 1078 今井 聡美(3)   716 篠塚 香里(2)

ｲﾏｲ ｻﾄﾐ ｼﾉﾂﾞｶ ｶｵﾘ

女子

4×400m             
予選 通過基準  3組  2着 + 2 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   6 松商学園高  1923 西村 佳菜子(3)   4,13.52 Q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ
 1924 倉沢 果歩(3)

ｸﾗｻﾜ ｶﾎ
 1938 小林 彩七(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾅ
 1936 児玉 奈美(3)

ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ
 2   5 上田西高  1536 白石 舞(2)   4,16.22 Q

ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ｼﾗｲｼ ﾏｲ
 1534 柳沢 華歩(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾎ
 1532 土屋 みやび(1)

ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ
 1537 田中 祐里(3)

ﾀﾅｶ ﾕｳﾘ
 3   3 伊那北高   288 樋屋 彩(3)   4,19.97 

ｲﾅｷﾀｺｳ ﾋｵｸ ｱﾔ
  272 河野 恵理子(3)

ｺｳﾉ ｴﾘｺ
  287 鈴木 みのり(3)

ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ
  273 宮澤 希(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ
 4   4 信州大  9022 宮島 志保美(3)   4,25.90 

ｼﾝﾀﾞｲ ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ
 9026 榊原 南実(4)

ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ
 9025 佐藤 夏子(2)

ｻﾄｳ ﾅﾂｺ
 9030 多田 遥(3)

ﾀﾀﾞ ﾊﾙｶ
 5   8 赤穂高   344 長谷川 未来(3)   4,26.56 

ｱｶﾎｺｳ ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ
  349 江崎 奈美(3)

ｴｻﾞｷ ﾅﾐ
  353 朝日 りおん(2)

ｱｻﾋ ﾘｵﾝ
  354 氣賀澤 柚希(2)

ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ
 6   2 浅間中  4141 土屋 うらら(3)   4,30.83 

ｱｻﾏﾁｭｳ ﾂﾁﾔ ｳﾗﾗ
 4145 栗田 怜奈(2)

ｸﾘﾀ ﾚｲﾅ
 4142 中山 琉那(3)

ﾅｶﾔﾏ ﾙﾅ
 4139 荒井 奈々実(3)

ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ
 7   9 信大医陸  9033 佐伯 悠里香(3)   4,35.75 

ｼﾝﾀﾞｲｲﾘｸ ｻｴｷ ﾕﾘｶ
 9035 新實 るり(3)

ﾆｲﾉﾐ ﾙﾘ
 9034 小堀 ほたる(3)

ｺﾎﾞﾘ ﾎﾀﾙ
 9036 内田 百合子(4)

ｳﾁﾀﾞ ﾕﾘｺ
  7 文化学園長野高

ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉｺｳ 欠場

女子

4×400m             



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 松本大  9014 長村 紋(4)   4,03.21 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｵｻﾑﾗ ｱﾔ
 9013 中澤 久美(4)

ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ
 9017 南澤 明音(1)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ
 9012 村松 広捺(3)

ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ
 2   4 長野日大高   955 宮坂 奈緒(3)   4,10.32 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ﾐﾔｻｶ ﾅｵ
  952 伊能 史織(2)

ｲﾉｳ ｼｵﾘ
  960 西本 梨花(3)

ﾆｼﾓﾄ ﾘｶ
  954 加藤 詩萌(2)

ｶﾄｳ ｼﾎ
 3   5 長野吉田高   752 橋本 真理子(2)   4,10.88 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ﾊｼﾓﾄ ﾏﾘｺ
  771 宮川 瑞穂(3)

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ
  751 山崎 夏穂(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾎ
  773 毛涯 莉歩(3)

ｹｶﾞｲ ﾘﾎ
 4   6 松商学園高  1923 西村 佳菜子(3)   4,11.81 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ
 1924 倉沢 果歩(3)

ｸﾗｻﾜ ｶﾎ
 1938 小林 彩七(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾅ
 1936 児玉 奈美(3)

ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ
 5   2 長野東高   889 村上 愛華(3)   4,15.04 

ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼｺｳ ﾑﾗｶﾐ ｱｲｶ
  881 中村 朱里(1)

ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ
  879 高安 結衣(1)

ﾀｶﾔｽ ﾕｲ
  872 荒井 歩実(2)

ｱﾗｲ ｱﾕﾐ
 6   9 上田西高  1536 白石 舞(2)   4,19.16 

ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ｼﾗｲｼ ﾏｲ
 1534 柳沢 華歩(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾎ
 1532 土屋 みやび(1)

ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ
 1537 田中 祐里(3)

ﾀﾅｶ ﾕｳﾘ
 7   8 野沢北高  1234 佐藤 真由(2)   4,21.45 

ﾉｻﾞﾜｷﾀｺｳ ｻﾄｳ ﾏﾕｳ
 1233 住友 佐耶佳(3)

ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ
 1235 中村 葵(2)

ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ
 1232 酒井 菜月(3)

ｻｶｲ ﾅﾂｷ
 8   3 岩村田高  1270 土屋 かなめ(2)   4,25.68 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ
 1271 松田 華歩(2)

ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ
 1272 鈴木 香琳(2)

ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ
 1266 渡辺 恵衣(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｲ

4×400m             
決勝

女子



決勝 4月24日 15:10

風速 +3.8

 1 山崎 萌々子(1) 高校生     15.80 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 長野高専

 2 土屋 みやび(1) 高校生     16.02 
ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ 上田西高

 3 秋元 南乃(1) 高校生     16.77 
ｱｷﾓﾄ ﾖｼﾉ 市立長野高

 4 田中 風紗音(3) 中学生     16.83 
ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ 芦原中

 5 小林 あゆみ(3) 中学生     17.02 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 長峰中
淀 日南子(3) 中学生
ﾖﾄﾞ ﾋﾅｺ 川中島中

7  7853

3  5945
欠場

2   912

5  4315

4  3502

6  1532

女子少年B

100mYH(0.762m)
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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