
第１１３回
長野市内高等学校陸上競技大会

　　　　　　　　　　　　　　　　大会コード　1６20170２ 予･準 男

決・別 女

女子

100mH
女子

200m

風向

9:00 南南西

                 期　日　　平成２８年１０月１５日（土） 10:00 南東

                 場　所　　長野市営陸上競技場 11:00 南東

                                コード　201010 12:00 南南東

                 主　催　　長野市内高等学校陸上競技連合会 13:00 南南東

共　催　　長野市陸上競技協会 14:00 東

後　援　　長野市教育委員会 15:00 北

 大会で樹立された記録 

日付 種目 記録 氏名 所属 従来の記録 備考

10/15 決勝
大会新

秋元　南乃 女15"13 市立長野１ 15"17

10/15 決勝
大会新

加藤　詩萌 女25"19 長野日大２ 25"38

 グランドコンディション 

日付 時刻 天候 気温℃
風速m/s

湿度％ 気圧hPa 備考
風速

10/15

晴 14.5 0.9 58

晴 15.0 0.8 53

晴 17.0 1.4 47

晴 18.0 0.2 44

晴 18.5 0.6 40

晴 19.5 2.1 38

晴 20.0 2.2 38



第113回長野市内高等学校陸上競技大会                                             
　期日：平成28年10月15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

10/15 女子  -0.2 永原 朱夏(1) 12.88 春日 佑月(1) 12.96 一由 恵利佳(1) 13.01 小松 紗菜(2) 13.35 小島 すずか(1) 13.48 髙野 蓮華(1) 13.52 三田 尚果(1) 13.60 田口 璃乃佳(1) 13.70
100m 市立長野 長野日大 長野日大 長野西 長野日大 更級農業 長野清泉 文化学園長野

10/15   0.0 加藤 詩萌(2) 25.19 永原 朱夏(1) 26.48 小松 紗菜(2) 27.27 矢野 和(1) 27.96 髙野 蓮華(1) 28.04 大久保 澪(2) 28.23 近藤 愛(1) 28.61 齊藤 あやみ(1) 28.62
200m 長野日大 GR 市立長野 長野西 文化学園長野 更級農業 更級農業 長野 市立長野

10/15 加藤 詩萌(2) 57.29 酒井 佳菜子(3) 1,00.10 木田 沙耶(3) 1,03.08 矢野 和(1) 1,03.14 武江 こころ(1) 1,04.11 中村 朱里(1) 1,04.46 大久保 澪(2) 1,05.21 三田 尚果(1) 1,06.90
400m 長野日大 文化学園長野 松代 文化学園長野 長野西 長野東 更級農業 長野清泉

10/15 山口 真莉恵(2) 2,18.48 中村 朱里(1) 2,19.71 仲俣 実佑(2) 2,21.45 清水 美結(1) 2,32.89 山崎 夏穂(2) 2,37.82 青木 希実(1) 2,47.17 矢口 未佳(2) 2,49.90
800m 文化学園長野 長野東 長野西 長野日大 長野吉田 篠ﾉ井 松代

10/15 山口 真莉恵(2) 4,40.38 仲俣 実佑(2) 4,45.24 唐澤 七瀬(1) 5,01.90 徳武 洋子(2) 5,19.44 青木 希実(1) 5,28.77 矢口 未佳(2) 5,42.50 駒込 晴香(1) 6,08.19 山口 真由(1) 6,10.26
1500m 文化学園長野 長野西 長野東 長野西 篠ﾉ井 松代 篠ﾉ井 長野西

10/15 臼田 悠花(1) 10,39.53 原田 千鶴(1) 10,56.40 徳武 洋子(2) 11,26.54 長島 ちなみ(1) 14,35.85
3000m 長野東 長野東 長野西 長野清泉

10/15  +1.1 秋元 南乃(1) 15.13 奥村 莉帆(2) 17.03 宮下 葵衣(1) 19.06
100mH(0.838m) 市立長野 GR 長野西 長野日大

10/15 酒井 彩花(2) 1,09.19 奥村 莉帆(2) 1,10.43 秋元 南乃(1) 1,11.28 山崎 夏穂(2) 1,12.19 齊藤 あやみ(1) 1,18.74
400mH(0.762m) 長野西 長野西 市立長野 長野吉田 市立長野

10/15 矢島 風香(3) 23,32.11 滝澤 菜絵(2) 29,15.07 小林 美郷(1) 31,09.43 中島 ひより(2) 32,11.02 原田 琴菜(1) 32,19.94 山岸 咲菜(2) 32,46.00
5000mW 長野東 長野東 更級農業 長野東 長野西 長野商業

10/15 長野日大       49.86 市立長野       50.89 長野西       53.93 松代       55.07 長野清泉       56.04
4×100mR 一由 恵利佳(1) 齊藤 あやみ(1) 武江 こころ(1) 清水 佑己奈(2) 金子 未羽(2)

小島 すずか(1) 太田 杏優(2) 小松 紗菜(2) 木田 沙耶(3) 鈴木 理子(2)
加藤 詩萌(2) 秋元 南乃(1) 奥村 莉帆(2) 横田 瑞希(1) 小林 眞菜子(2)
春日 佑月(1) 永原 朱夏(1) 酒井 彩花(2) 栁沢 風夏(1) 三田 尚果(1)

10/15 長野日大     4,01.20 文化学園長野     4,06.27 長野西     4,19.85 松代     4,36.32
4×400mR 小島 すずか(1) 山口 真莉恵(2) 酒井 彩花(2) 清水 佑己奈(2)

春日 佑月(1) 酒井 佳菜子(3) 奥村 莉帆(2) 横田 瑞希(1)
一由 恵利佳(1) 矢野 和(1) 小松 紗菜(2) 栁沢 風夏(1)
加藤 詩萌(2) 伊藤 寧音(2) 仲俣 実佑(2) 木田 沙耶(3)

10/15 酒井 彩花(2) 1.40 盛田 沙英(2) 1.40 小林 萌花(1) 1.35 山田 千翔(1) 1.35
走高跳 長野西 篠ﾉ井 長野清泉 市立長野

10/15 北村 美結(1) 2.20 金子 未羽(2) 2.10
棒高跳 長野工業 長野清泉

10/15 根橋 佑奈(1) 5.11(+0.5) 常田 麻奈(1) 4.77(0.0) 橋本真理子(2) 4.63(-1.2) 寺澤 舞歩(1) 4.44(+0.1) 栁沢 風夏(1) 4.14(-0.3) 武江こころ(1) 4.11(-1.4) 中村 咲貴(1) 4.11(-0.5) 小林 萌花(1) 3.84(+0.5)
走幅跳 長野日大 長野日大 長野吉田 長野商業 松代 長野西 長野南 長野清泉

10/15 橋本真理子(2) 10.67(0.0) 宮原 真(2) 9.86(-0.2) 木田 沙耶(3) 9.71(-0.4) 山田 千翔(1) 9.17(+0.5)
三段跳 長野吉田 長野南 松代 市立長野

10/15 太田 杏優(2) 9.39 米倉 萌実(2) 8.98 小林 眞菜子(2) 7.40 飯沼 菜生(1) 5.08
砲丸投(4.000kg) 市立長野 長野南 長野清泉 更級農業

10/15 米倉 萌実(2) 24.16 白石 友佳(2) 22.51 盛田 沙英(2) 22.42 石田  桃香(1) 18.19 小林 詩織(1) 16.12 飯沼 菜生(1) 15.59 河邨 佳歩(1) 10.47
円盤投(1.000kg) 長野南 長野 篠ﾉ井 長野西 長野西 更級農業 更級農業

10/15 竹花 真央(2) 27.36 河邨 佳歩(1) 18.86 藤ノ木 沙良(2) 18.85 大井 まどか(2) 11.82
ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg) 更級農業 更級農業 長野工業 長野商業

10/15 白石 友佳(2) 28.95 黒岩 紗英(2) 26.61 横田 瑞希(1) 26.15 小林 詩織(1) 22.44 西澤 早紀(1) 21.90 池田 彩香(1) 20.74 小林 眞菜子(2) 20.30 石田  桃香(1) 17.87
やり投(0.600kg) 長野 長野商業 松代 長野西 長野東 長野商業 長野清泉 長野西

10/15 長野西 66 長野日大 53 市立長野 40 長野東 37 文化学園長野 28 更級農業 23 松代 21 長野清泉 18
学校対校



予選 10月15日  9:55
決勝 10月15日 11:10

大会記録            12.44

[ 1組] 風速 -2.3 [ 2組] 風速 -2.0

 1 永原 朱夏(1)     13.12 Q  1 春日 佑月(1)     13.39 Q
ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ 市立長野 ｶｽｶﾞ ﾕﾂﾞｷ 長野日大

 2 一由 恵利佳(1)     13.24 Q  2 小島 すずか(1)     13.79 Q
ｲﾁﾖｼ ｴﾘｶ 長野日大 ｺｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 長野日大

 3 小松 紗菜(2)     13.73 q  3 三田 尚果(1)     13.91 q
ｺﾏﾂ ｻﾅ 長野西 ﾐﾀ ﾅｵｶ 長野清泉

 4 鈴木 理子(2)     14.15  4 田口 璃乃佳(1)     13.95 q
ｽｽﾞｷ ﾘｺ 長野清泉 ﾀｸﾞﾁ ﾘﾉｶ 文化学園長野

 5 近藤 愛(1)     14.35  5 髙野 蓮華(1)     14.03 q
ｺﾝﾄﾞｳ ｱｲ 長野 ﾀｶﾉ ﾚﾝｶ 更級農業

 6 清水 佑己奈(2)     14.82  6 栁沢 風夏(1)     14.63 
ｼﾐｽﾞ ﾕｷﾅ 松代 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ 松代

 7 宮原 真(2)     15.54  7 中村 咲貴(1)     15.30 
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾏｺﾄ 長野南 ﾅｶﾑﾗ ｻｷ 長野南
荒井 歩実(2)
ｱﾗｲ ｱﾕﾐ 長野東

風速 -0.2

 1 永原 朱夏(1)     12.88 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ 市立長野

 2 春日 佑月(1)     12.96 
ｶｽｶﾞ ﾕﾂﾞｷ 長野日大

 3 一由 恵利佳(1)     13.01 
ｲﾁﾖｼ ｴﾘｶ 長野日大

 4 小松 紗菜(2)     13.35 
ｺﾏﾂ ｻﾅ 長野西

 5 小島 すずか(1)     13.48 
ｺｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 長野日大

 6 髙野 蓮華(1)     13.52 
ﾀｶﾉ ﾚﾝｶ 更級農業

 7 三田 尚果(1)     13.60 
ﾐﾀ ﾅｵｶ 長野清泉

 8 田口 璃乃佳(1)     13.70 
ﾀｸﾞﾁ ﾘﾉｶ 文化学園長野

9  1033

2   982

7   959

3  2147

6   953

8   789

記録／備考
5   911

4   958

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

7  1128

3   894

5   982

8  2147

4   959

2  1033

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
6   958

2   893

8   872

5   815

6  1126

3   789

4  1032

7   953

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

記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
9   911



予選 10月15日 13:05
決勝 10月15日 14:40

大会記録            25.38

[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速  0.0

 1 加藤 詩萌(2)     25.72 Q  1 永原 朱夏(1)     27.28 Q
ｶﾄｳ ｼﾎ 長野日大 ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ 市立長野

 2 小松 紗菜(2)     27.55 Q  2 髙野 蓮華(1)     27.60 Q
ｺﾏﾂ ｻﾅ 長野西 ﾀｶﾉ ﾚﾝｶ 更級農業

 3 矢野 和(1)     27.97 q  3 近藤 愛(1)     28.79 q
ﾔﾉ ﾉﾄﾞｶ 文化学園長野 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｲ 長野

 4 大久保 澪(2)     28.35 q  4 寺澤 舞歩(1)     29.00 
ｵｵｸﾎﾞ ﾐｵ 更級農業 ﾃﾗｻﾜ ﾏﾎ 長野商業

 5 齊藤 あやみ(1)     28.81 q  5 清水 佑己奈(2)     30.39 
ｻｲﾄｳ ｱﾔﾐ 市立長野 ｼﾐｽﾞ ﾕｷﾅ 松代

 6 横田 瑞希(1)     31.15 伊藤 寧音(2)
ﾖｺﾀ ﾐｽﾞｷ 松代 ｲﾄｳ ﾈﾈ 文化学園長野

 7 大井 まどか(2)     32.16 内山 明未花(1)
ｵｵｲ ﾏﾄﾞｶ 長野商業 ｳﾁﾔﾏ ｱﾐｶ 文化学園長野
荒井 歩実(2)
ｱﾗｲ ｱﾕﾐ 長野東

風速  0.0

 1 加藤 詩萌(2)     25.19 
ｶﾄｳ ｼﾎ 長野日大

 2 永原 朱夏(1)     26.48 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ 市立長野

 3 小松 紗菜(2)     27.27 
ｺﾏﾂ ｻﾅ 長野西

 4 矢野 和(1)     27.96 
ﾔﾉ ﾉﾄﾞｶ 文化学園長野

 5 髙野 蓮華(1)     28.04 
ﾀｶﾉ ﾚﾝｶ 更級農業

 6 大久保 澪(2)     28.23 
ｵｵｸﾎﾞ ﾐｵ 更級農業

 7 近藤 愛(1)     28.61 
ｺﾝﾄﾞｳ ｱｲ 長野

 8 齊藤 あやみ(1)     28.62 
ｻｲﾄｳ ｱﾔﾐ 市立長野

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
5   954

7   789

女子

200m

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

記録／備考

 1129

2   985

4  2144

3   845

8   872

6   914

9

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
2   911

3  2147

6   815

5   850

7  1126

4   989
欠場

8   986
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   954

大会新
7   911

4   789

8   985

6  2147

9  2144

2   815

3   914



決勝 10月15日 10:35

大会記録            56.62

[ 1組] [ 2組]

 1 矢野 和(1)   1,03.14  1 加藤 詩萌(2)     57.29 
ﾔﾉ ﾉﾄﾞｶ 文化学園長野 ｶﾄｳ ｼﾎ 長野日大

 2 武江 こころ(1)   1,04.11  2 酒井 佳菜子(3)   1,00.10 
ﾀｹｴ ｺｺﾛ 長野西 ｻｶｲ ｶﾅｺ 文化学園長野

 3 中村 朱里(1)   1,04.46  3 木田 沙耶(3)   1,03.08 
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 長野東 ｷﾀﾞ ｻﾔ 松代

 4 大久保 澪(2)   1,05.21 伊能 史織(2)
ｵｵｸﾎﾞ ﾐｵ 更級農業 ｲﾉｳ ｼｵﾘ 長野日大

 5 三田 尚果(1)   1,06.90 伊藤 寧音(2)
ﾐﾀ ﾅｵｶ 長野清泉 ｲﾄｳ ﾈﾈ 文化学園長野

   1 加藤 詩萌(2) 長野日大       57.29   2   1
   2 酒井 佳菜子(3) 文化学園長野     1,00.10   2   2
   3 木田 沙耶(3) 松代     1,03.08   2   3
   4 矢野 和(1) 文化学園長野     1,03.14   1   1
   5 武江 こころ(1) 長野西     1,04.11   1   2
   6 中村 朱里(1) 長野東     1,04.46   1   3
   7 大久保 澪(2) 更級農業     1,05.21   1   4
   8 三田 尚果(1) 長野清泉     1,06.90   1   5

決勝 10月15日 14:10

大会記録          2,15.67

 1 山口 真莉恵(2)   2,18.48 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘｴ 文化学園長野

 2 中村 朱里(1)   2,19.71 
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 長野東

 3 仲俣 実佑(2)   2,21.45 
ﾅｶﾏﾀ ﾐﾕｳ 長野西

 4 清水 美結(1)   2,32.89 
ｼﾐｽﾞ ﾐﾕ 長野日大

 5 山崎 夏穂(2)   2,37.82 
ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾎ 長野吉田

 6 青木 希実(1)   2,47.17 
ｱｵｷ ﾉｿﾞﾐ 篠ﾉ井

 7 矢口 未佳(2)   2,49.90 
ﾔｸﾞﾁ ﾐｶ 松代
駒込 晴香(1)
ｺﾏｺﾞﾒ ﾊﾙｶ 篠ﾉ井

3  1127

4  1081
欠場

8   751

2  1080

6   786

5   962

7   990

9   881

女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

 1124

 2144
 1033

  985
  794
  881

記録 備考 組 順位
  954
  998

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

欠場
5   989

欠場

4  1124

2   952

所属名 記録／備考
6   954

3   998

4  1033

順 ﾚｰﾝ No.

3   881

6  2144

2   985

5   794

女子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



決勝 10月15日  9:25

大会記録          4,40.10

 1 山口 真莉恵(2)   4,40.38 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘｴ 文化学園長野

 2 仲俣 実佑(2)   4,45.24 
ﾅｶﾏﾀ ﾐﾕｳ 長野西

 3 唐澤 七瀬(1)   5,01.90 
ｶﾗｻﾜ ﾅﾅｾ 長野東

 4 徳武 洋子(2)   5,19.44 
ﾄｸﾀｹ ﾖｳｺ 長野西

 5 青木 希実(1)   5,28.77 
ｱｵｷ ﾉｿﾞﾐ 篠ﾉ井

 6 矢口 未佳(2)   5,42.50 
ﾔｸﾞﾁ ﾐｶ 松代

 7 駒込 晴香(1)   6,08.19 
ｺﾏｺﾞﾒ ﾊﾙｶ 篠ﾉ井

 8 山口 真由(1)   6,10.26 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾕ 長野西
萩谷 楓(1)
ﾊｷﾞﾀﾆ ｶｴﾃﾞ 長野東

決勝 10月15日 12:45

大会記録          9,38.45

 1 臼田 悠花(1)  10,39.53 
ｳｽﾀﾞ ﾕｳｶ 長野東

 2 原田 千鶴(1)  10,56.40 
ﾊﾗﾀﾞ ﾁﾂﾞﾙ 長野東

 3 徳武 洋子(2)  11,26.54 
ﾄｸﾀｹ ﾖｳｺ 長野西

 4 長島 ちなみ(1)  14,35.85 
ﾅｶﾞｼﾏ ﾁﾅﾐ 長野清泉

4   788

2  1012

3   875

5   880

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

8   882
欠場

女子

3000m

決勝

2  1081

1   792

6  1080

7  1127

4   877

5   788

3   990

9   786

女子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月15日 13:45

大会記録            15.17

風速 +1.1

 1 秋元 南乃(1)     15.13 
ｱｷﾓﾄ ﾖｼﾉ 市立長野

 2 奥村 莉帆(2)     17.03 
ｵｸﾑﾗ ﾘﾎ 長野西

 3 宮下 葵衣(1)     19.06 
ﾐﾔｼﾀ ｱｵｲ 長野日大
梨子田 藍(2)
ﾅｼﾀﾞ ｱｲ 長野日大

決勝 10月15日  9:00

大会記録          1,00.97

 1 酒井 彩花(2)   1,09.19 
ｻｶｲ ｻﾔｶ 長野西

 2 奥村 莉帆(2)   1,10.43 
ｵｸﾑﾗ ﾘﾎ 長野西

 3 秋元 南乃(1)   1,11.28 
ｱｷﾓﾄ ﾖｼﾉ 市立長野

 4 山崎 夏穂(2)   1,12.19 
ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾎ 長野吉田

 5 齊藤 あやみ(1)   1,18.74 
ｻｲﾄｳ ｱﾔﾐ 市立長野

決勝 10月15日 11:25

大会新           23,41.48

 1 矢島 風香(3)  23,32.11 
ﾔｼﾞﾏ ﾌｳｶ 長野東

 2 滝澤 菜絵(2)  29,15.07 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｴ 長野東

 3 小林 美郷(1)  31,09.43 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻﾄ 更級農業

 4 中島 ひより(2)  32,11.02 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾖﾘ 長野東

 5 原田 琴菜(1)  32,19.94 
ﾊﾗﾀﾞ ｺﾄﾅ 長野西

 6 山岸 咲菜(2)  32,46.00 
ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾅ 長野商業
原田 千磨莉(2)
ﾊﾗﾀﾞ ﾁﾏﾘ 文化学園長野

14   991
欠場

15   795

12   847

16  2134

11   874

13   887
大会新

17   868

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   914

女子

5000mW

決勝

2   912

6   751

3   787

5   785

女子

400mH(0.762m)       

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   964

4   957
欠場

5   912
大会新

3   785

女子

100mH(0.838m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月15日 12:20

大会記録            49.15

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 長野日大   953 一由 恵利佳(1)     49.86 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ｲﾁﾖｼ ｴﾘｶ
  959 小島 すずか(1)

ｺｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ
  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
 2   3 市立長野   914 齊藤 あやみ(1)     50.89 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ ｻｲﾄｳ ｱﾔﾐ
  925 太田 杏優(2)

ｵｵﾀ ｱﾕ
  912 秋元 南乃(1)

ｱｷﾓﾄ ﾖｼﾉ
  911 永原 朱夏(1)

ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ
 3   4 長野西   794 武江 こころ(1)     53.93 

ﾅｶﾞﾉﾆｼ ﾀｹｴ ｺｺﾛ
  789 小松 紗菜(2)

ｺﾏﾂ ｻﾅ
  785 奥村 莉帆(2)

ｵｸﾑﾗ ﾘﾎ
  787 酒井 彩花(2)

ｻｶｲ ｻﾔｶ
 4   2 松代  1126 清水 佑己奈(2)     55.07 

ﾏﾂｼﾛ ｼﾐｽﾞ ﾕｷﾅ
 1124 木田 沙耶(3)

ｷﾀﾞ ｻﾔ
 1129 横田 瑞希(1)

ﾖｺﾀ ﾐｽﾞｷ
 1128 栁沢 風夏(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ
 5   7 長野清泉  1029 金子 未羽(2)     56.04 

ﾅｶﾞﾉｾｲｾﾝ ｶﾈｺ ﾐｳ
 1032 鈴木 理子(2)

ｽｽﾞｷ ﾘｺ
 1030 小林 眞菜子(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅｺ
 1033 三田 尚果(1)

ﾐﾀ ﾅｵｶ
  6 文化学園長野   982 田口 璃乃佳(1)

ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉ ﾀｸﾞﾁ ﾘﾉｶ 失格
  998 酒井 佳菜子(3) R1

ｻｶｲ ｶﾅｺ
  989 伊藤 寧音(2)

ｲﾄｳ ﾈﾈ
  985 矢野 和(1)

ﾔﾉ ﾉﾄﾞｶ

女子

4×100mR

決勝



決勝 10月15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   4 長野日大   959 小島 すずか(1)   4,01.20 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ｺｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ
  958 春日 佑月(1)

ｶｽｶﾞ ﾕﾂﾞｷ
  953 一由 恵利佳(1)

ｲﾁﾖｼ ｴﾘｶ
  954 加藤 詩萌(2)

ｶﾄｳ ｼﾎ
 2   3 文化学園長野   990 山口 真莉恵(2)   4,06.27 

ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘｴ
  998 酒井 佳菜子(3)

ｻｶｲ ｶﾅｺ
  985 矢野 和(1)

ﾔﾉ ﾉﾄﾞｶ
  989 伊藤 寧音(2)

ｲﾄｳ ﾈﾈ
 3   6 長野西   787 酒井 彩花(2)   4,19.85 

ﾅｶﾞﾉﾆｼ ｻｶｲ ｻﾔｶ
  785 奥村 莉帆(2)

ｵｸﾑﾗ ﾘﾎ
  789 小松 紗菜(2)

ｺﾏﾂ ｻﾅ
  786 仲俣 実佑(2)

ﾅｶﾏﾀ ﾐﾕｳ
 4   5 松代  1126 清水 佑己奈(2)   4,36.32 

ﾏﾂｼﾛ ｼﾐｽﾞ ﾕｷﾅ
 1129 横田 瑞希(1)

ﾖｺﾀ ﾐｽﾞｷ
 1128 栁沢 風夏(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ
 1124 木田 沙耶(3)

ｷﾀﾞ ｻﾔ
  2 更級農業

ｻﾗｼﾅﾉｳｷﾞｮｳ 欠場

女子

4×400mR

決勝



決勝 10月15日  9:10

大会記録             1.65

酒井 彩花(2)
ｻｶｲ ｻﾔｶ 長野西
盛田 沙英(2)
ﾓﾘﾀ ｻｴ 篠ﾉ井
小林 萌花(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ 長野清泉
山田 千翔(1)
ﾔﾏﾀﾞ ﾁｶ 市立長野
金子 未羽(2) 欠場
ｶﾈｺ ﾐｳ 長野清泉
内山 明未花(1) 欠場
ｳﾁﾔﾏ ｱﾐｶ 文化学園長野
太田 杏優(2) 欠場
ｵｵﾀ ｱﾕ 市立長野

決勝 10月15日 10:30

大会記録             3.00

北村 美結(1)
ｷﾀﾑﾗ ﾐﾕｳ 長野工業
金子 未羽(2)
ｶﾈｺ ﾐｳ 長野清泉
広沢 美咲(1) 欠場
ﾋﾛｻﾜ ﾐｻｷ 長野清泉

決勝 10月15日 11:50

大会記録             5.44

根橋 佑奈(1)   4.89   4.82   5.11   4.76    X   5.08    5.11 
ﾈﾊﾞｼ ﾕｳﾅ 長野日大   -0.3   +0.1   +0.5   +0.4   +0.8    +0.5
常田 麻奈(1)    X   4.77   4.72   4.76    X    X    4.77 
ﾄｷﾀﾞ ﾏﾅ 長野日大    0.0   +0.6   +0.7     0.0
橋本 真理子(2)   4.48   4.61   4.58   4.45   4.63   4.09    4.63 
ﾊｼﾓﾄ ﾏﾘｺ 長野吉田   -0.3   -0.1   +0.9    0.0   -1.2    0.0    -1.2
寺澤 舞歩(1)   4.35   4.44   4.12   4.11   4.25   4.15    4.44 
ﾃﾗｻﾜ ﾏﾎ 長野商業   -0.4   +0.1   +0.2   +0.6   -0.2   -0.1    +0.1
栁沢 風夏(1)    X   4.14    X    -   3.86   3.83    4.14 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ 松代   -0.3   -0.5   -0.6    -0.3
武江 こころ(1)   4.11   4.06   3.57    -   3.81   3.59    4.11 
ﾀｹｴ ｺｺﾛ 長野西   -1.4   +0.3    0.0   +0.4   -1.3    -1.4
中村 咲貴(1)   4.11    X   3.99   3.99   4.05   3.30    4.11 
ﾅｶﾑﾗ ｻｷ 長野南   -0.5   +1.0   +0.2   -0.4   +0.4    -0.5
小林 萌花(1)    X   3.81   3.84    X    X    X    3.84 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ 長野清泉   -0.3   +0.5    +0.5
長島 ちなみ(1)   3.29   3.36   3.44    3.44 
ﾅｶﾞｼﾏ ﾁﾅﾐ 長野清泉   +0.3   -0.5   +1.4    +1.4
堀田 莉紗(2) 欠場
ﾎｯﾀ ﾘｻ 市立長野

9 1  1012

9   926

7 6   894

8 2  1034

5 10  1128

6 4   794

3 5   752

4 3   850

備考
1 8   956

2 7   961

-1- -2- -5- -6-

女子

走幅跳

決勝

順位 記録試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -3- -4-

1  1011

XXX  2.10

 2.20

2 2  1029
- O O O XO

- - O - - XXX

2m50 記録 備考
1 3   856

- - -

1m90 2m00 2m10 2m20 2m30 2m40

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m60 1m80

7   925

2   986

 1.35

1  1029

XXX
4 6   913

O O XXO

 1.35

 1.40

3 5  1034
XO XXO XO XXX

XXO XXX
2 3  1079

O O O

 1.40
1 4   787

- - O O XXX

記録1m35 1m40 備考1m25 1m30 1m45

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 10月15日 13:30

橋本 真理子(2)  10.29  10.37  10.33  10.67  10.40  10.02   10.67 
ﾊｼﾓﾄ ﾏﾘｺ 長野吉田   +0.6   -0.1   -0.2    0.0   +1.2   -0.7     0.0
宮原 真(2)   9.45   9.40   9.59    X   9.58   9.86    9.86 
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾏｺﾄ 長野南   -0.4   +1.1   +0.4   -0.1   -0.2    -0.2
木田 沙耶(3)   9.58   9.52   9.34   9.63    X   9.71    9.71 
ｷﾀﾞ ｻﾔ 松代   +0.1   +0.3   -0.5    0.0   -0.4    -0.4
山田 千翔(1)   8.68   9.17    X   9.04    X   8.92    9.17 
ﾔﾏﾀﾞ ﾁｶ 市立長野   +0.2   +0.5   +0.1   +1.5    +0.5
田口 璃乃佳(1) 欠場
ﾀｸﾞﾁ ﾘﾉｶ 文化学園長野
堀田 莉紗(2) 欠場
ﾎｯﾀ ﾘｻ 市立長野

決勝 10月15日 14:30

大会記録            11.66

太田 杏優(2)
ｵｵﾀ ｱﾕ 市立長野
米倉 萌実(2)
ﾖﾈｸﾗ ﾓｴﾐ 長野南
小林 眞菜子(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅｺ 長野清泉
飯沼 菜生(1)
ｲｲﾇﾏ ﾅｵ 更級農業
鈴木 理子(2) 欠場
ｽｽﾞｷ ﾘｺ 長野清泉
池田 彩香(1) 欠場
ｲｹﾀﾞ ｱﾔｶ 長野商業

決勝 10月15日 10:45

大会記録            39.93

米倉 萌実(2)
ﾖﾈｸﾗ ﾓｴﾐ 長野南
白石 友佳(2)
ｼﾗｲｼ ﾕｶ 長野
盛田 沙英(2)
ﾓﾘﾀ ｻｴ 篠ﾉ井
石田  桃香(1)
ｲｼﾀﾞ ﾓﾓｶ 長野西
小林 詩織(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾘ 長野西
飯沼 菜生(1)
ｲｲﾇﾏ ﾅｵ 更級農業
河邨 佳歩(1)
ｶﾜﾑﾗ ｶﾎ 更級農業
竹花 真央(2) 欠場
ﾀｹﾊﾅ ﾏｵ 更級農業

3   848

 4.72  4.93  4.87   5.08 

2  1032

 7.34  7.15  7.23   7.40 

4 1  2148
 4.56  4.76  5.08

 8.69  8.76  8.98   8.98 

3 4  1030
 7.34  7.40  7.14

 9.38  8.61   X   9.39 

2 6   891
 8.82  8.48  8.43

1 5   925
 9.27   X  9.39

-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-

  X 10.47   X  10.47 

4  2145

  O   O 15.59  15.59 

7 2  2146
10.22   O   X

  O   O   O  16.12 

6 1  2148
15.21   O   X

  O 18.19   O  18.19 

5 3   791
  X 16.12   O

  O 22.42   O  22.42 

4 5   790
16.98   O   O

  O 22.51   X  22.51 

3 6  1079
  O 21.40   X

  O   O 24.16  24.16 

2 7  2181
  O 20.33   O

1 8   891
  X   X 19.61

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

円盤投(1.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

2   982

6   926

3 4  1124

4 1   913

1 5   752

2 3   893

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

三段跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 10月15日  9:10

大会新              33.45

竹花 真央(2)
ﾀｹﾊﾅ ﾏｵ 更級農業
河邨 佳歩(1)
ｶﾜﾑﾗ ｶﾎ 更級農業
藤ノ木 沙良(2)
ﾌｼﾞﾉｷ ｻﾗ 長野工業
大井 まどか(2)
ｵｵｲ ﾏﾄﾞｶ 長野商業

決勝 10月15日 12:45

大会記録            43.34

白石 友佳(2)
ｼﾗｲｼ ﾕｶ 長野
黒岩 紗英(2)
ｸﾛｲﾜ ｻｴ 長野商業
横田 瑞希(1)
ﾖｺﾀ ﾐｽﾞｷ 松代
小林 詩織(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾘ 長野西
西澤 早紀(1)
ﾆｼｻﾞﾜ ｻｷ 長野東
池田 彩香(1)
ｲｹﾀﾞ ｱﾔｶ 長野商業
小林 眞菜子(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅｺ 長野清泉
石田  桃香(1)
ｲｼﾀﾞ ﾓﾓｶ 長野西
広沢 美咲(1)
ﾋﾛｻﾜ ﾐｻｷ 長野清泉

 16.14 

  O  17.87 

9 1  1011
16.14   O   O

  O  20.30 

8 2   790
  O   O 17.42 17.87   O

  O  20.74 

7 4  1030
19.45   O   X   O 20.30

21.90  21.90 

6 6   848
  O 20.21   O   O 20.74

22.44  22.44 

5 5   884
21.49   O   O   O   O

  O  26.15 

4 3   791
  O   O 18.16   X   O

  X  26.61 

3 8  1129
23.66   O   O   O 26.15

  O  28.95 

2 7   846
26.12   X   O 26.61   O

記録 備考
1 9  2181

27.97   O   O   O 28.95

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

  O  11.82 

女子

やり投(0.600kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

18.85  18.85 

4 2   845
11.82   O   X   X   X

  O  18.86 

3 3   863
  X   X 16.83   X   O

27.36  27.36 

2 1  2146
18.86   O   X   O   O

記録 備考
1 4  2145

25.85   O   X   X   O

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

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

女子

ハンマー投(4.000kg)



決勝 10月15日 10:05

風速 -0.9

 1 山崎 璃央(2)     13.62 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 屋代

 2 大口幸奈(2)     13.87 
ｵｵｸﾞﾁﾕｷﾅ 中野立志館

 3 服部 瀬奈(1)     14.36 
ﾊｯﾄﾘ ｾﾅ 屋代

 4 栗林果奈(1)     14.65 
ｸﾘﾊﾞﾔｼｶﾅ 中野立志館

 5 渡邉真由(2)     14.99 
ﾜﾀﾅﾍﾞﾏﾕ 中野立志館

 6 羽生 遥海(1)     15.13 
ﾊﾆｭｳ ﾊﾙﾐ 屋代

 7 檀原 優花(1)     15.85 
ﾀﾞﾝﾊﾞﾗ ﾕｳｶ 長野日大

決勝 10月15日 13:15

風速 +0.3

 1 大口幸奈(2)     28.32 
ｵｵｸﾞﾁﾕｷﾅ 中野立志館

 2 熊井 美桜(2)     29.61 
ｸﾏｲ ﾐｵ 須坂東

 3 中島 虹菜(2)     31.87 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾆﾅ 須坂東

 4 中島 唯花(1)     32.46 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｲｶ 須坂東

決勝 10月15日 10:36

熊井 美桜(2)
ｸﾏｲ ﾐｵ 須坂東

決勝 10月15日  9:26

 1 中村 鈴(2)   5,22.88 
ﾅｶﾑﾗ ｽｽﾞ 屋代

 2 中島 有希(1)   5,34.33 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 須坂

決勝 10月15日 12:46

 1 中島 有希(1)  12,07.04 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 須坂

6   732
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

11   732

女子オープン

3000m

No. 氏  名 所属名 記録／備考
10  1153

欠場

女子オープン

1500m
順

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   720

4   963

女子オープン

400m

女子オープン

200m

順

順

7   646

6  1142

2  1141

5   650

8  1158

3   647

女子オープン

100m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   647

5   722

2   720

3   719



決勝 10月15日 13:46

風速 +1.1

 1 中里 未央(2)     17.76 
ﾅｶｻﾞﾄ ﾐｵ 須坂

 2 宮島 志歩(1)     18.91 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎ 屋代
岡田 彩(2)
ｵｶﾀﾞ ｱﾔ 須坂東

決勝 10月15日  9:01

 1 山崎 璃央(2)   1,08.17 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 屋代

 2 上野七美(1)   1,13.99 
ｳｴﾉﾅﾅﾐ 中野立志館

決勝 10月15日 12:21

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   9 中野立志館   660 上野七美(1)     55.42 

ﾅｶﾉﾘｯｼｶﾝ ｳｴﾉﾅﾅﾐ
  647 大口幸奈(2)

ｵｵｸﾞﾁﾕｷﾅ
  650 栗林果奈(1)

ｸﾘﾊﾞﾔｼｶﾅ
  646 渡邉真由(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞﾏﾕ
  8 屋代

ﾔｼﾛ 欠場

決勝 10月15日  9:10

渡邉真由(2)
ﾜﾀﾅﾍﾞﾏﾕ 中野立志館
中里 未央(2)
ﾅｶｻﾞﾄ ﾐｵ 須坂
栗林果奈(1)
ｸﾘﾊﾞﾔｼｶﾅ 中野立志館

決勝 10月15日 11:50

渡邉 彩愛(1) 欠場
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾒ 中野西

決勝 10月15日 14:30

海沼 咲華(1)
ｶｲﾇﾏ ｼｮｳｶ 須坂創成

1 1   687
 7.81  8.02  7.56

-4- -5- -6- 記録 備考

  8.02 

女子オープン

砲丸投(4.000kg)
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

-5- -6- 記録 備考
1   680

走幅跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4-

 1.25

女子オープン

 1.40

3 1   650
XO XXX

XXX

 1.40

2 2   738
- - O XO

O O XXX

記録 備考
1 3   646

- -

1m30 1m35 1m40 1m45順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m25

女子オープン

4×100mR

女子オープン

走高跳

7  1158

8   660

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8   723
欠場

女子オープン

400mH(0.760m)

7   738

6  1143

女子オープン

100mH(0.838m)

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月15日 10:45

大日方 美紅(1)
ｵﾋﾞﾅﾀ  ﾐｸ 北部

決勝 10月15日  9:10

海沼 咲華(1)
ｶｲﾇﾏ ｼｮｳｶ 須坂創成
大日方 美紅(1)
ｵﾋﾞﾅﾀ  ﾐｸ 北部

決勝 10月15日 12:45

上野七美(1)
ｳｴﾉﾅﾅﾐ 中野立志館
渡邉 彩愛(1) 欠場
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾒ 中野西

 26.25 

2   680

記録 備考
1 1   660

26.25   O   O

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5-

  O

-6-

 11.23 

女子オープン

やり投(0.600kg)
順位 試技

22.69  22.69 

2 1   748
11.23   O

-4- -5- -6- 記録 備考
1 2   687

  O   O

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

  O

-1- -2- -3-

女子オープン

ハンマー投(4.000kg)

1 1   748
13.81   O

-4- -5- -6- 記録 備考

 13.81 

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- -3-
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