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期   日： 平成２９年 4月２２日（土）２３日（日） 
会   場： 長野市営陸上競技場（競技場コード 172070） 
主   催： 一般財団法人長野陸上競技協会 
共   催： 公益財団法人長野県体育協会 長野県高等学校体育連盟 

長野県中学校体育連盟 
後   援： 長野県教育委員会 長野市教育委員会 信濃毎日新聞社 
主   管： 一般財団法人長野陸上競技協会 
総 務： 内山 了治 
審 判 長： トラック: 青柳 智之 

跳 躍: 鈴木 文雄 / 内堀 俊彦 
投 て き: 上原 羊二 

記録・情報主任： 瀧沢 佳生 
 

■グラウンドコンディション 
4月 22日 4月 23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) (%) 
09:30 曇 北 2.1 13.0 56.0 09:30 晴 北 1.1 10.5 55.1 
10:00 曇 北 2.2 13.2 55.9 10:00 晴 東 2.7 11.1 53.0 
11:00 曇 北 2.9 12.9 56.4 11:00 晴 東北東 3.5 12.2 50.1 
12:00 曇 北 3.7 13.4 54.4 12:00 晴 北東 3.0 13.8 43.9 
13:00 曇 北東 2.1 13.1 52.3 13:00 晴 北 2.9 13.8 42.5 
14:00 曇 東北東 3.1 13.1 48.9 14:00 晴 北 1.5 13.8 41.7 
15:00 晴 北東 2.5 12.9 49.5 15:00 晴 北 1.6 13.7 40.7 
16:00 晴 北 2.3 12.2 47.5 16:00 晴 北 2.3 13.7 41.0 
17:00 晴 北東 1.3 11.5 44.8       



 
 

■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 
4/22 男子 200m 準決勝 20秒 94 原 翔太 ｽｽﾞｷ浜松 AC 21秒 37 大会新 
4/22 男子 200m 準決勝 21秒 30 川上 真弥 飯田病院 21秒 37 大会新 
4/22 高校 

男子 
砲丸投 

(6.000kg) 決勝 13m74 和田 啓汰(3) 更級農高 13m73 大会新 

4/22 男子 
少年 B 

砲丸投 
(5.000kg) 決勝 12m94 池上 大希(1) 松本工高 12m36 大会新 

4/23 女子 やり投 決勝 51m07 井口 華穂(4) 新潟医福大 50m18 大会新 
4/23 男子 棒高跳 決勝 5m11 内山 朋也(1) 筑波大 5m10 大会新 
4/23 男子 100m 準決勝 10秒 61 川上 真弥 飯田病院 10秒 68 大会新 
4/23 男子 100m 準決勝 10秒 68 中野 涼介(3) 筑波大 10秒 68 大会ﾀｲ 
4/23 女子 100mH 決勝 14秒 61 秋元 南乃(2) 市立長野高 14秒 66 大会新 
4/23 女子 1500m 決勝 4分 35秒 93 萩谷 楓(2) 長野東高 4分 37秒 6 大会新 

 
 

■失格の略号の説明 
FS 不正スタート (R162-7) 
T1 他の競技者を妨害した (R163-2) 
T2 他のレーンに入った (R163-3a) 
T3 縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った (R163-3b) 
T4 ブレイクライン手前でレーンを離れ内側に入った (R163-5) 
T5 競技者がトラックから勝手に離脱した (R163-6) 
T6 ハードルを越えなかった (R168-7) 
T7 足又は脚がハードルをはみ出してバーの高さより低い位置を通った (R168-7a) 
T8 故意にハードルを倒した (R168-7b) 
T9 水濠の外側[水濠を超えないで両サイド]に着地した (R169-7a) 
K1 ﾛｽ･ｵﾌﾞ･ｺﾝﾀｸﾄ で 3名以上がレッドカードを出した (R230-7a) 
K2 ﾍﾞﾝﾄ･ﾆｰ で 3名以上がレッドカードを出した (R230-7a) 
K3 ﾛｽ･ｵﾌﾞ･ｺﾝﾀｸﾄとﾍﾞﾝﾄ･ﾆｰ で 3名以上がレッドカードを出した (R230-7a) 
K4 ﾛｽ･ｵﾌﾞ･ｺﾝﾀｸﾄ で競歩主任が単独で失格にした (R230-4a) 
K5 ﾍﾞﾝﾄ･ﾆｰ で競歩主任が単独で失格にした (R230-4a) 
R1 リレーでテイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった (R170-7) 

()内は区間を表す  (1-2) :1走→2走  (2-3) :2走→3走  (3-4): 3走→4走 
 
■フィールド競技における記号の説明 
〇 成功・有効試技 (走高跳・棒高跳) 
✖ 失敗・無効試技 
－ パス 
ｒ 試合放棄 

 



第57回長野県陸上競技春季大会
兼 第72回国民体育大会陸上競技長野県予選会
　期日：平成29年4月22日(土)-23日(日)
　場所：長野市営陸上競技場

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子 【競技場】172070  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

04/23 女子  +0.5北沢 栞(3) 12.43 深澤 あまね(3) 12.62 青柳 里央(3) 12.74 田村 純菜(1) 12.80 土屋 かなめ(3) 12.88 宮川 恵衣(3) 12.95 齊藤 雅(2) 12.95 御子柴 優花(3) 13.06
100m 三郷中 旭町中 豊科高 市立長野高 岩村田高 松本深志高 豊科高 豊科高

04/22 女子  +0.3加藤 詩萌(3) 25.21 臼井 美紅(3) 25.96 北沢 栞(3) 26.15 戸田 麻由(3) 26.36 永原 朱夏(2) 26.77 小林 叶音(2) 26.77 南山 歩乃伽(3) 26.92 中平 あみ(3) 27.11
200m 長野日大高 東海大諏訪高 三郷中 国武大 市立長野高 東海大諏訪高 塩尻西部中 長野日大中

04/23 女子 加藤 詩萌(3) 57.75 戸田 麻由(3) 59.83 小林 叶音(2) 1,00.89 伊能 史織(3) 1,01.85 金森 佑奈(2) 1,02.33 高橋 うらら(3) 1,03.38 横須賀 玲奈(1) 1,03.56 木田 沙耶(1) 1,04.47
400m 長野日大高 国武大 東海大諏訪高 長野日大高 伊那北高 上田西高 佐久長聖高 松本大

04/22 女子 萩谷 楓(2) 2,17.56 山口 真莉恵(3) 2,19.72 藤岡 緩奈(2) 2,20.11 藤澤 真帆(3) 2,24.00 三井 咲良(3) 2,28.07 中村 朱里(2) 2,29.59 阿部 真奈美(2) 2,30.31 宮澤 美裕(1) 2,30.73
800m 長野東高 文化学園長野高 東海大諏訪高 須坂高 諏訪清陵高 長野東高 富士見中 長野日大高

04/23 女子 萩谷 楓(2) 4,35.93 山口 真莉恵(3) 4,42.93 藤岡 緩奈(2) 4,45.23 千葉 麻里子(3) 4,45.52 藤澤 真帆(3) 4,48.83 唐澤 七瀬(2) 4,53.42 中島 有希(2) 4,53.88 梅村 菜々子(2) 4,54.03
1500m 長野東高 GR 文化学園長野高 東海大諏訪高 飯田西中 須坂高 長野東高 須坂高 上田高

04/22 女子 高松 いずみ(1) 9,52.02 千葉 麻里子(3) 10,05.27 小原 茉莉(1) 10,10.98 浦野 友里(3) 10,16.64 梅村 菜々子(2) 10,18.16 臼田 悠花(2) 10,21.91 高木 更紗(1) 10,30.81 中島 有希(2) 10,40.16
3000m 長野東高 飯田西中 長野東高 伊那西高 上田高 長野東高 長野東高 須坂高

04/23 女子  +1.0秋元 南乃(2) 14.61 宮澤 希(3) 14.90 山崎 萌々子(2) 15.96 松田 華歩(3) 15.99 土屋 みやび(2) 16.36 梨子田 藍(3) 16.48 奥村 莉帆(3) 16.71 新實 るり(4) 16.80
100mH(0.838m) 市立長野高 GR 伊那北高 長野高専 岩村田高 上田西高 長野日大高 長野西高 信大医陸

04/23 女子少年B  +1.1林 千尋(1) 15.38 深澤 あまね(3) 15.49 塚田 菜々(3) 15.53 柳澤 結月(3) 16.85 岡田 真奈(1) 19.57
100mYH(0.762m) 上伊那農高 旭町中 軽井沢A&AC 三郷中 須坂東高

04/22 女子 内山 成実(4) 1,03.53 山崎 萌々子(2) 1,05.82 高橋 うらら(3) 1,07.17 山崎 璃央(3) 1,07.58 安田 三奈美(3) 1,08.78 南澤 明音(2) 1,09.18 松田 華歩(3) 1,10.70 高橋 結子(3) 1,11.82
400mH(0.762m) 東学大 長野高専 上田西高 屋代高 豊科高 松本大 岩村田高 諏訪二葉高

04/23 女子 大和 千秋 24,16.85 落合 早峰(2) 25,32.86 田中 ジェシカ(326,00.03 平澤 優佳(2) 28,09.09 滝澤 菜絵(3) 28,30.06 原田 琴菜(2) 29,35.04 小林 美郷(2) 30,20.00 加藤 晴香(3) 31,02.07
5000mW 飯田病院 東海大諏訪高 上田染谷丘高 松川高 長野東高 長野西高 更級農高 伊那西高

04/22 女子 市立長野高       49.43 豊科高       50.06 長野日大高       50.33 松本大       51.06 諏訪二葉高       51.88 松本県ヶ丘高      52.07 長野東部中       52.50 波田中       52.91
4×100m 河田 璃音(1) 齊藤 雅(2) 小島 すずか(2) 牧元 美沙(1) 高島 楓香(2) 吉岡 綾子(3) 水元 叶(2) 佐藤 優花(3)

唐澤 花実(1) 青柳 里央(3) 加藤 詩萌(3) 児玉 奈美(1) 宮澤 歩(2) 森本 知隼(3) 滝澤 朱(2) 伊藤 百合菜(3)
田村 純菜(1) 安田 三奈美(3) 伊能 史織(3) 菅沼 真洸(2) 深江 愛美(3) 北澤 詩織(2) 上垣外 奈緒(2) 根本 樹(3)
永原 朱夏(2) 御子柴 優花(3) 春日 佑月(2) 南澤 明音(2) 中島 瑠衣(2) 上條 のあ(2) 宮岡 万優莉(2) 奈良 実咲(2)

04/23 女子 松本大     4,09.12 下諏訪向陽高    4,15.70 松商学園高     4,21.15 上田染谷丘高    4,22.69 飯田風越高     4,23.77 諏訪清陵高     4,24.21 岩村田高     4,32.33
4×400m 児玉 奈美(1) 鈴木 菜々花(2) 川井 海帆(3) 宮越 菜緒(2) 野崎 優奈(3) 川上 由華(3) 土屋 かなめ(3)

木田 沙耶(1) 中澤 毬乃(3) 安元 実佑(2) 酒井 菜々美(2) 佐々木 果穂(3) 繁田 奈々世(2) 松田 華歩(3)
菅沼 真洸(2) 西山 幸花(3) 大月 来夢(2) 内堀 陽日(2) 森本 恵生(3) 三井 咲良(3) 廣川 紗良(2)
南澤 明音(2) 石見 彩音(3) 深澤 由惟(2) 田川 実侑(2) 仲田 ほの(2) 宮坂 万理(3) 紫 美海(2)

04/22 女子 片平 真理子 1.64 坂井 桃菜美(3) 1.58 塩原 美里(2) 1.58 太田 杏優(3) 1.55 土屋 ほのか(2) 1.50 髙見沢 菜央(3) 1.50 胡桃 沙紀(3) 1.50 中井 遥菜(3) 1.50
走高跳 長野吉田AC 須坂高 松本県ヶ丘高 市立長野高 軽井沢A&AC 上田染谷丘高 大町岳陽高 松本美須々丘高

岡田 朋佳(3)
軽井沢A&AC

04/23 女子 小林 奏(3) 3.20 北村 美結(2) 2.90 小林 由依(3) 2.90 鎌倉 杏(3) 2.70 依田 智恵梨(3) 2.20 佐々木 果穂(3) 2.00 八城 かすみ(2) 2.00 松田 ゆうか(2) 1.80
棒高跳 佐久長聖高 長野工高 原中 原中 軽井沢A&AC 飯田風越高 原中 常盤中

牧野 美羽(2)
常盤中
諸星 美璃(2)
軽井沢A&AC
佐伯 三葉(2)
軽井沢A&AC
塩野 琴梨(3)
軽井沢A&AC

04/23 女子 森本 知隼(3) 5.60(+0.5) 西村 千明(2) 5.60(+0.1) 常田 麻奈(2) 5.19(+4.5) 堀田 莉紗(3) 5.18(+1.5) 中曽根沙耶(4) 5.15(+2.7) 宮澤 香音(3) 5.12(+1.6) 北原 小遥(2) 4.95(+2.8) 長谷尾彩華(1) 4.82(+1.5)
走幅跳 松本県ヶ丘高 東学大 長野日大高 市立長野高 信州大 高森中 春富中 大町岳陽高

04/22 女子 宮澤 歩(2) 11.90(+4.4) 市岡 奈月(4)11.64(+4.0) 森本 知隼(3)11.47(+3.3) 栗空亜沙美(2)10.77(+4.2) 西澤 香 10.61(+7.1) 堀田 莉紗(3)10.29(+2.4) 樋口莉緒花(3)10.18(+2.7) 伊藤 絵夢(2)10.18(+5.3)
三段跳 諏訪二葉高 東学大 松本県ヶ丘高 信州大 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 市立長野高 塩尻志学館高 諏訪実高

04/23 女子 佐藤 芹香(2) 11.59 小林 弥希(1) 11.33 巾 こと美(2) 10.86 今井 香帆(3) 10.67 藤本 優佳(2) 9.60 溝口 佳歩(1) 9.34 岩下 早紀(1) 9.25 細川 佑郁(3) 8.91
砲丸投(4.000kg) 東女体大 松商学園高 木曽青峰高 松商学園高 木曽青峰高 佐久長聖高 松本大 諏訪二葉高

04/22 女子 新津 まり菜(3) 36.58 柄澤 真野(4) 32.29 溝口 佳歩(1) 30.72 春原 朱里(3) 30.21 荒井 葵凪(3) 28.66 小林 弥希(1) 28.49 武藤 衣里加(2) 27.80 町田 みさ(3) 25.50
円盤投(1.000kg) 信州大 信州大 佐久長聖高 上田染谷丘高 塩尻志学館高 松商学園高 野沢南高 松本県ヶ丘高

04/22 女子 中島 未歩 53.30 黒岩 美怜(4) 49.31 佐藤 芹香(2) 43.35 荒井 葵凪(3) 33.16 堤 向日葵(3) 31.89 町田 みさ(3) 30.68 藤本 優佳(2) 28.42 竹花 真央(3) 27.31
ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg) NTF 筑波大 東女体大 塩尻志学館高 創造学園高 松本県ヶ丘高 木曽青峰高 更級農高

04/23 女子 井口 華穂(4) 51.07 湯本 珠実(3) 47.15 濵 麗(4) 45.43 新津 まり菜(3) 43.69 小野塚 未夏(2) 35.68 佐伯 悠里香(4) 35.24 浦野 美帆(3) 34.39 鈴木 香琳(3) 33.72
やり投(0.600kg) 新潟医福大 GR 松商学園高 東女体大 信州大 信州大 信州大 須坂高 岩村田高



予選 4月23日 11:15
準決勝 4月23日 14:30
決勝 4月23日 15:45

県記録(KR)          11.56
県高記録(HR)        12.03
大会記録(GR)        11.86

[ 1組] 風速 +1.5 [ 2組] 風速 +3.8

 1 土屋 かなめ(3)     12.86 Q  1 菅沼 美風(3)     13.04 Q
ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 岩村田高 ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 東海大諏訪高

 2 御子柴 優花(3)     12.98 Q  2 牧元 美沙(1)     13.36 Q
ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 豊科高 ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 松本大

 3 小林 舞香(3)     13.08  3 清水 思(2)     13.55 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 富士見中 ｼﾐｽﾞ ｺﾄ 上田染谷丘高

 4 滝澤 朱(2)     13.32  4 橋本 花甫(3)     13.58 
ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ 長野東部中 ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 5 伏見 怜奈(3)     13.32  5 酒井 夢実(2)     13.59 
ﾌｼﾐ ﾚｲﾅ 三郷中 ｻｶｲ ﾕﾒﾐ 小諸高

 6 小松 紗菜(3)     13.61  6 中村 夢見子(1)     13.99 
ｺﾏﾂ ｻﾅ 長野西高 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ 木曽青峰高

 7 宮﨑 夏希(2)     13.65 一由 恵利佳(2)
ﾐﾔｻﾞｷ ﾅﾂｷ 川中島中 ｲﾁﾖｼ ｴﾘｶ 長野日大高

 8 塚間 友香(2)     13.75 岡田 彩(3)
ﾂｶﾏ ﾕｶ 辰野中 ｵｶﾀﾞ ｱﾔ 須坂東高

 9 北澤 詩織(2)     13.82 
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘高

[ 3組] 風速 +1.6 [ 4組] 風速 +2.1

 1 青柳 里央(3)     12.69 Q  1 田村 純菜(1)     12.68 Q
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ 豊科高 ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 市立長野高

 2 南山 歩乃伽(3)     12.89 Q  2 河田 璃音(1)     12.89 Q
ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ 塩尻西部中 ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 市立長野高

 3 廣川 紗良(2)     13.19  3 木村 凌(3)     13.15 
ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 岩村田高 ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 松本蟻ヶ崎高

 4 田口 璃乃佳(2)     13.37  4 丸山 いより(3)     13.58 
ﾀｸﾞﾁ ﾘﾉｶ 文化学園長野高 ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 高森中

 5 斉藤 楓花(2)     13.54  5 北原 寧々(3)     13.58 
ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ 松商学園高 ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ 伊那弥生ヶ丘高

 6 川上 由華(3)     13.67  6 小島 すずか(2)     13.67 
ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 諏訪清陵高 ｺｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 長野日大高

 7 三田 尚果(2)     13.81  7 中村 栞菜(2)     13.72 
ﾐﾀ ﾅｵｶ 長野清泉高 ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ 旭町中
前田 望乃花(3)  8 比田井 凜(2)     13.80 
ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 軽井沢A&AC ﾋﾀﾞｲ ﾘﾝ 望月AC

[ 5組] 風速 +3.0 [ 6組] 風速 +2.2

 1 深澤 あまね(3)     12.69 Q  1 宮川 恵衣(3)     12.87 Q
ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 旭町中 ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ 松本深志高

 2 齊藤 雅(2)     12.74 Q  2 藤本 遥(3)     12.89 Q
ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 豊科高 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 緑ヶ丘中

 3 徳竹 美友(2)     12.84  3 唐澤 花実(1)     12.91 
ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ 東海大諏訪高 ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 市立長野高

 4 荒井 奈々実(1)     13.59  4 宮澤 香音(3)     13.32 
ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 佐久長聖高 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 高森中

 5 山﨑 あみ(1)     13.82  5 島岡 日和(2)     13.33 
ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾐ 長野日大高 ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ 飯田高
清水 華乃(1)  6 上垣外 奈緒(2)     13.33 
ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 上伊那農高 ｶﾐｶﾞｲﾄ ﾅｵ 長野東部中
榊原 南実(4)  7 北原 小遥(2)     13.56 
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ 信州大 ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 春富中
松村 紫乃(2)  8 五味 優花(2)     13.93 
ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ 飯田風越高 ｺﾞﾐ ﾕｳｶ 岡谷東高

9   456 9   138
欠場

5  9027 7  8163
欠場

3   233 5  5503
欠場

6   941 3   407

2  1303 8  8378

8    32 2   915

4  1995 6  8607

7  7070 4  1781
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  9010 9  9047
欠場

5  1033 3  7074

3  2051 5   959

9  1950 7   298

7   982 6  8379

8  1275 4  1877

4  6425 8   916

6  1993 2   917
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  1793

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  7954 8   723
欠場

1  5968 6   953
欠場

6   789 2  1574

3  6703 9  1333

9  5508 4  7754

7  7924 7  1468

2  1991 5  9020

5  1270 3    29

女子

100m

予選 通過基準  8組  2着 + 0 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考記録／備考 順No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ



[ 7組] 風速 +2.1 [ 8組] 風速 +2.9

 1 熊谷 香織     12.91 Q  1 北沢 栞(3)     12.56 Q
ｸﾏｶﾞｲ ｶｵﾘ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 三郷中

 2 宮岡 万優莉(2)     13.03 Q  2 永原 朱夏(2)     12.86 Q
ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ 長野東部中 ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ 市立長野高

 3 中平 あみ(3)     13.05  3 西村 千明(2)     12.96 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｱﾐ 長野日大中 ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 東学大

 4 内藤 理木(2)     13.36  4 綿貫 寧(3)     13.25 
ﾅｲﾄｳ ﾘｺ 長野北部中 ﾜﾀﾇｷ ﾈｲ 中野平中

 5 小尾 友音(2)     13.41  5 髙野 蓮華(2)     13.46 
ｵﾋﾞ ﾕｳﾅ 塩尻志学館高 ﾀｶﾉ ﾚﾝｶ 更級農高

 6 石見 彩音(3)     13.74  6 天野 悠美(2)     13.53 
ｲﾜﾐ ｱﾔﾈ 下諏訪向陽高 ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ 下諏訪向陽高
瀧澤 祐未  7 森脇 涼羽(3)     13.61 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ with ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ 赤穂中

[ 1組] 風速 +2.1 [ 2組] 風速 +1.8

 1 田村 純菜(1)     12.67 Q  1 北沢 栞(3)     12.54 Q
ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 市立長野高 ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 三郷中

 2 青柳 里央(3)     12.69 Q  2 深澤 あまね(3)     12.87 Q
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ 豊科高 ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 旭町中

 3 御子柴 優花(3)     12.80 Q  3 土屋 かなめ(3)     12.92 Q
ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 豊科高 ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 岩村田高

 4 宮川 恵衣(3)     12.81 q  4 齊藤 雅(2)     12.92 q
ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ 松本深志高 ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 豊科高

 5 藤本 遥(3)     12.94  5 河田 璃音(1)     12.99 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 緑ヶ丘中 ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 市立長野高

 6 熊谷 香織 一般     13.01  6 南山 歩乃伽(3)     13.13 
ｸﾏｶﾞｲ ｶｵﾘ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ 塩尻西部中

 7 宮岡 万優莉(2)     13.12  7 菅沼 美風(3)     13.30 
ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ 長野東部中 ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 東海大諏訪高
永原 朱夏(2) 牧元 美沙(1)
ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ 市立長野高 ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 松本大

風速 +0.5

 1 北沢 栞(3)     12.43 
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 三郷中

 2 深澤 あまね(3)     12.62 
ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 旭町中

 3 青柳 里央(3)     12.74 
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ 豊科高

 4 田村 純菜(1)     12.80 
ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 市立長野高

 5 土屋 かなめ(3)     12.88 
ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 岩村田高

 6 宮川 恵衣(3)     12.95 
ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ 松本深志高

 7 齊藤 雅(2)     12.95 
ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 豊科高

 8 御子柴 優花(3)     13.06 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 豊科高

9  1991

8  1270

3  1781

2  1995

6  1993

7   917

5  6727

4  7070

棄権 棄権

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

9   911 2  9020

3  5504 6    29

6  9002 3  6425

8  8607 8   916

5  1781 9  1995

 7070

2  1991 5  1270

4  1993 4

7   917 7  6727
氏  名 所属名

欠場

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

準決勝 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考No. 氏  名 所属名 No.

2  9001 3  8245

8   135 8   116

6  1608 5  2147

4  5659 7  5109

7  6210 2  9041

3  5504 4   911

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  9002 6  6727

女子

100m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ



予選 4月22日 11:15
準決勝 4月22日 15:10
決勝 4月22日 16:10

県記録(KR)          24.17
県高記録(HR)        24.72
大会記録(GR)        24.63

[ 1組] 風速 +3.5 [ 2組] 風速 +2.7

 1 臼井 美紅(3)     25.76 Q  1 北沢 栞(3)     26.27 Q
ｳｽｲ ﾐｸ 東海大諏訪高 ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 三郷中

 2 齊藤 雅(2)     26.87 Q  2 中平 あみ(3)     26.45 Q
ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 豊科高 ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｱﾐ 長野日大中

 3 伏見 怜奈(3)     27.49  3 小林 舞香(3)     27.00 
ﾌｼﾐ ﾚｲﾅ 三郷中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 富士見中

 4 大口 幸奈(3)     27.76  4 廣川 紗良(2)     27.20 
ｵｵｸﾞﾁﾕｷﾅ 中野立志館高 ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 岩村田高

 5 小松 紗菜(3)     27.99  5 金井 向日葵(2)     27.33 
ｺﾏﾂ ｻﾅ 長野西高 ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ 松本蟻ヶ崎高

 6 髙野 蓮華(2)     28.04  6 内藤 理木(2)     27.81 
ﾀｶﾉ ﾚﾝｶ 更級農高 ﾅｲﾄｳ ﾘｺ 長野北部中

 7 氣賀澤 柚希(3)     28.07  7 近藤 愛(2)     28.90 
ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ 赤穂高 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｲ 長野高

 8 中村 優里(2)     28.25  8 藤澤 鈴香(3)     30.07 
ｶﾅﾑﾗ ﾕﾘ 松本美須々丘高 ﾌｼﾞｻﾜ ｽｽﾞｶ 上田第五中
白石 舞(3) 徳竹 美友(2)
ｼﾗｲｼ ﾏｲ 上田西高 ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ 東海大諏訪高

[ 3組] 風速 +4.1 [ 4組] 風速 +3.8

 1 加藤 詩萌(3)     25.72 Q  1 小林 叶音(2)     26.47 Q
ｶﾄｳ ｼﾎ 長野日大高 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 東海大諏訪高

 2 南山 歩乃伽(3)     26.53 Q  2 小尾 友音(2)     27.38 Q
ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ 塩尻西部中 ｵﾋﾞ ﾕｳﾅ 塩尻志学館高

 3 土屋 かなめ(3)     27.11  3 土屋 ほのか(2)     27.62 
ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 岩村田高 ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 軽井沢A&AC

 4 天野 悠美(2)     27.59  4 北原 寧々(3)     27.95 
ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ 下諏訪向陽高 ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ 伊那弥生ヶ丘高

 5 柳澤 結月(3)     27.65  5 南澤 胡桃(3)     28.14 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂｷ 三郷中 ﾐﾅﾐｻﾜ ｸﾙﾐ 裾花中

 6 大久保 澪(3)     27.92  6 丸山 いより(3)     28.21 
ｵｵｸﾎﾞ ﾐｵ 更級農高 ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 高森中

 7 児玉 奈美(1)     28.00  7 牧野 明日香(2)     28.25 
ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 松本大 ﾏｷﾉ ｱｽｶ 松川高

 8 森脇 涼羽(3)     28.40 牧元 美沙(1)
ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ 赤穂中 ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 松本大
倉沢 真奈(1)
ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ 塩尻志学館高

[ 5組] 風速 +2.9 [ 6組] 風速 +2.5

 1 戸田 麻由(3)     26.22 Q  1 永原 朱夏(2)     26.72 Q
ﾄﾀﾞ ﾏﾕ 国武大 ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ 市立長野高

 2 深澤 由惟(2)     26.69 Q  2 春日 佑月(2)     26.93 Q
ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ 松商学園高 ｶｽｶﾞ ﾕｽﾞｷ 長野日大高

 3 北岡 依生希(3)     26.78 q  3 秋山 咲花(2)     27.11 
ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ 伊那東部中 ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ 岩村田高

 4 菅沼 美風(3)     26.91 q  4 島岡 日和(2)     27.44 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 東海大諏訪高 ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ 飯田高

 5 荒井 奈々実(1)     27.87  5 小林 紗耶加(2)     27.75 
ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 佐久長聖高 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 上伊那農高

 6 菅沼 真洸(2)     28.08  6 矢野 和(2)     28.12 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 松本大 ﾔﾉ ﾉﾄﾞｶ 文化学園長野高

 7 市村 彩美(2)     28.53  7 酒井 佳菜子(1)     28.21 
ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ 軽井沢A&AC ｻｶｲ ｶﾅｺ 東女体大
村松 広捺(4)  8 清水 華乃(1)     31.41 
ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ 松本大 ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 上伊那農高

女子

200m

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
1    30

4  1995

3  6703

7   647

8  1832

2   789

6  2147

9  1536
欠場

順 ﾚｰﾝ

5   354

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  6727

5  6210

1  7924

4  1275

7  1882

6  5659

2   815

8  4674

9    32
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考
2   954

6  6425

1  1270

3   116

9  8245

5  6728

7  2144

8  1612
欠場

順 ﾚｰﾝ No.
7    31

4  9015

2  1608

9  9012

4   298

8  5742

6  8379

3   384

5  9020
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  9013

5  1951

4  8143

9    29

3  1303

6  9016

8  9008

2  9017
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   911

6   958

9  1273

7   407

3   243

2   985

8  9044

5   233



[ 7組] 風速 +2.6

 1 青柳 里央(3)     26.71 Q
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ 豊科高

 2 伊藤 百合菜(3)     27.58 Q
ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ 波田中

 3 小林 靜句(2)     27.99 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｽﾞｸ 岡谷南高

 4 中村 栞菜(2)     28.78 
ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ 旭町中

 5 齊藤 静花(3)     28.90 
ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ 松本蟻ヶ崎高

 6 斉藤 楓花(2)     29.33 
ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ 松商学園高
小林 結衣子(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲｺ 小諸高
瀧澤 祐未 一般
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ with

[ 1組] 風速 +1.8 [ 2組] 風速 +2.2

 1 加藤 詩萌(3)     25.23 Q  1 臼井 美紅(3)     25.80 Q
ｶﾄｳ ｼﾎ 長野日大高 ｳｽｲ ﾐｸ 東海大諏訪高

 2 北沢 栞(3)     25.97 Q  2 戸田 麻由(3)     26.15 Q
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 三郷中 ﾄﾀﾞ ﾏﾕ 国武大

 3 南山 歩乃伽(3)     26.35 Q  3 永原 朱夏(2)     26.56 Q
ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ 塩尻西部中 ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ 市立長野高

 4 中平 あみ(3)     26.38 q  4 春日 佑月(2)     26.65 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｱﾐ 長野日大中 ｶｽｶﾞ ﾕｽﾞｷ 長野日大高

 5 小林 叶音(2)     26.44 q  5 深澤 由惟(2)     26.71 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 東海大諏訪高 ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ 松商学園高

 6 齊藤 雅(2)     26.80  6 青柳 里央(3)     26.93 
ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 豊科高 ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ 豊科高

 7 小尾 友音(2)     27.03  7 北岡 依生希(3)     27.14 
ｵﾋﾞ ﾕｳﾅ 塩尻志学館高 ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ 伊那東部中

 8 菅沼 美風(3)     27.03  8 伊藤 百合菜(3)     27.55 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 東海大諏訪高 ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ 波田中

風速 +0.3

 1 加藤 詩萌(3)     25.21 
ｶﾄｳ ｼﾎ 長野日大高

 2 臼井 美紅(3)     25.96 
ｳｽｲ ﾐｸ 東海大諏訪高

 3 北沢 栞(3)     26.15 
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 三郷中

 4 戸田 麻由(3)     26.36 
ﾄﾀﾞ ﾏﾕ 国武大

 5 永原 朱夏(2)     26.77 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ 市立長野高

 6 小林 叶音(2)     26.77 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 東海大諏訪高

 7 南山 歩乃伽(3)     26.92 
ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ 塩尻西部中

 8 中平 あみ(3)     27.11 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｱﾐ 長野日大中

女子

200m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  1993

5  7392

2   184

4  7074

7  1876

6  1950

8  1332
欠場

9  9001
欠場

準決勝 通過基準  2組  3着 + 2 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 記録／備考 順
4   954

6  6727

9  6425

7  6210

5    31

8  1995

3  1608

2    29

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    30

6  9013

4   911

9   958

8  1951

7  1993

3  8143

2  7392

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   954

4    30

7  6727

5  9013

8   911

3    31

9  6425

2  6210



予選 4月23日 12:55
決勝 4月23日 15:00

県記録(KR)          54.56
県高記録(HR)        55.42
大会記録(GR)        56.83

[ 1組] [ 2組]

 1 高橋 うらら(3)   1,03.70 Q  1 木田 沙耶(1)   1,02.44 Q
ﾀｶﾊｼ ｳﾗﾗ 上田西高 ｷﾀﾞ ｻﾔ 松本大

 2 山崎 璃央(3)   1,04.02  2 矢野 和(2)   1,03.54 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 屋代高 ﾔﾉ ﾉﾄﾞｶ 文化学園長野高

 3 牧野 明日香(2)   1,05.05  3 中澤 毬乃(3)   1,03.89 
ﾏｷﾉ ｱｽｶ 松川高 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾘﾉ 下諏訪向陽高

 4 西山 幸花(3)   1,06.87  4 野崎 優奈(3)   1,06.62 
ﾆｼﾔﾏ ｻﾁｶ 下諏訪向陽高 ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾅ 飯田風越高

 5 古畑 清華(3)   1,07.01  5 武江 こころ(2)   1,07.11 
ﾌﾙﾊﾀ ｷﾖｶ 木曽青峰高 ﾀｹｴ ｺｺﾛ 長野西高

 6 篠塚 香里(3)   1,07.71 熊井 美桜(3)
ｼﾉﾂﾞｶ ｶｵﾘ 須坂東高 ｸﾏｲ ﾐｵ 須坂東高
白石 舞(3) 村松 広捺(4)
ｼﾗｲｼ ﾏｲ 上田西高 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ 松本大
内山 成実(4) 高野 雅子(4)
ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 東学大 ﾀｶﾉ ﾏｻｺ 信州大

[ 3組] [ 4組]

 1 横須賀 玲奈(1)   1,02.51 Q  1 戸田 麻由(3)   1,00.10 Q
ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ 佐久長聖高 ﾄﾀﾞ ﾏﾕ 国武大

 2 大久保 澪(3)   1,04.50  2 金森 佑奈(2)   1,02.17 q
ｵｵｸﾎﾞ ﾐｵ 更級農高 ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 伊那北高

 3 中村 朱里(2)   1,04.79  3 齊藤 静花(3)   1,02.95 
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 長野東高 ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ 松本蟻ヶ崎高

 4 半田 永遠(2)   1,04.88  4 下田 花菜(1)   1,03.57 
ﾊﾝﾀﾞ ﾄﾜ 辰野高 ｼﾓﾀﾞ ﾊﾅ 長野日大高

 5 北澤 朱里(3)   1,08.67  5 原田 未朱(2)   1,04.21 
ｷﾀｻﾞﾜ ｱｶﾘ 大町岳陽高 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｼｭ 松川高
宮澤 風香(3)  6 高橋 結子(3)   1,05.09 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 飯田風越高 ﾀｶﾊｼ ﾕｲｺ 諏訪二葉高
秋山 咲花(2)  7 田中 舞(3)   1,05.45 
ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ 岩村田高 ﾀﾅｶ ﾏｲ 丸子修学館高
臼井 美紅(3)  8 中村 葵(3)   1,08.19 
ｳｽｲ ﾐｸ 東海大諏訪高 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 野沢北高

[ 5組] [ 6組]

 1 小林 叶音(2)   1,00.39 Q  1 加藤 詩萌(3)     59.90 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 東海大諏訪高 ｶﾄｳ ｼﾎ 長野日大高

 2 伊能 史織(3)   1,02.51 q  2 小堀 ほたる(4)   1,04.87 
ｲﾉｳ ｼｵﾘ 長野日大高 ｺﾎﾞﾘ ﾎﾀﾙ 信大医陸

 3 安田 三奈美(3)   1,03.73  3 佐藤 真由(3)   1,05.33 
ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 豊科高 ｻﾄｳ ﾏﾕｳ 野沢北高

 4 酒井 菜々美(2)   1,04.08  4 手塚 友貴乃(3)   1,05.58 
ｻｶｲ ﾅﾅﾐ 上田染谷丘高 ﾃﾂﾞｶ ﾕｷﾉ 松本蟻ヶ崎高

 5 和田 真歩(3)   1,05.06  5 荻原 明日香(3)   1,05.87 
ﾜﾀﾞ ﾏﾎ 松本深志高 ｵｷﾞﾊﾗ ｱｽｶ 上田染谷丘高

 6 池上 葵(2)   1,05.28  6 荒井 歩実(3)   1,08.59 
ｲｹｶﾞﾐ ｱｵｲ 伊那北高 ｱﾗｲ ｱﾕﾐ 長野東高

 7 篠田 萌(2)   1,05.83 児玉 奈美(1)
ｼﾉﾀﾞ ﾓｴ 飯田高 ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 松本大
南澤 明音(2)
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 松本大

 1 加藤 詩萌(3)     57.75 
ｶﾄｳ ｼﾎ 長野日大高

 2 戸田 麻由(3)     59.83 
ﾄﾀﾞ ﾏﾕ 国武大

 3 小林 叶音(2)   1,00.89 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 東海大諏訪高

 4 伊能 史織(3)   1,01.85 
ｲﾉｳ ｼｵﾘ 長野日大高

 5 金森 佑奈(2)   1,02.33 
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 伊那北高

 6 高橋 うらら(3)   1,03.38 
ﾀｶﾊｼ ｳﾗﾗ 上田西高

 7 横須賀 玲奈(1)   1,03.56 
ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ 佐久長聖高

 8 木田 沙耶(1)   1,04.47 
ｷﾀﾞ ｻﾔ 松本大

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
8  1535

6  1158

女子

400m

予選 通過基準  6組  1着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

記録／備考

  716

2   384

3   133

4  1536
欠場

7  9042

5  1567

9

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
6  9021

9   985

7   132

8   446

3   794

2   720
欠場

4  9017
欠場

5  9024
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
6  1305

4  2144

7   881

3   209

2  1697

5   447
欠場

8  1273
欠場

9    30
欠場

氏  名 所属名 記録／備考
6  9013

4   290

3  1876

9   950

2   382

7   103

5  1391

8  1235

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
9    31

4   952

2   292

6  1992

5  1471

5

3   409

7  1766

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   954

 9034

4  1234

8  1878

7  1465

3   872

2  9015
欠場

決勝

欠場
8  9019

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   954

5  9013

6    31

3   952

2   290

9  1535

8  1305

4  9021



予選 4月22日 13:00
決勝 4月22日 15:55

県記録(KR)        2,05.78
県高記録(HR)      2,05.78
大会記録(GR)      2,11.25

[ 1組] [ 2組]

 1 山口 真莉恵(3)   2,23.21 Q  1 藤岡 緩奈(2)   2,24.07 Q
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘｴ 文化学園長野高 ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ 東海大諏訪高

 2 藤澤 真帆(3)   2,24.75 q  2 宮島 志保美(4)   2,29.55 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏﾎ 須坂高 ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 信州大

 3 唐澤 七瀬(2)   2,33.91  3 仲俣 実佑(3)   2,31.03 
ｶﾗｻﾜ ﾅﾅｾ 長野東高 ﾅｶﾏﾀ ﾐﾕｳ 長野西高

 4 西野入 萌利(3)   2,34.72  4 篠田 萌(2)   2,31.62 
ﾆｼﾉｲﾘ ﾓｴﾘ 上田高 ｼﾉﾀﾞ ﾓｴ 飯田高

 5 古旗 葵(2)   2,38.55  5 川口 ののは(2)   2,32.72 
ﾌﾙﾊﾀ ｱｵｲ 戸倉上山田中 ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾉﾊ 富士見中

 6 松崎 紫月(3)   2,40.80  6 川上 直美(3)   2,38.53 
ﾏﾂｻﾞｷ ｼﾂﾞｷ 塩尻広陵中 ｶﾜｶﾐ ﾅｵﾐ 松本県ヶ丘高

 7 古畑 清華(3)   2,41.09  7 下村 真由(2)   2,38.71 
ﾌﾙﾊﾀ ｷﾖｶ 木曽青峰高 ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕ 丸子中

 8 森本 恵生(3)   2,41.37  8 大橋 朱里(2)   2,42.45 
ﾓﾘﾓﾄ ｴﾐ 飯田風越高 ｵｵﾊｼ ｱｶﾘ 長野高専

[ 3組] [ 4組]

 1 中村 朱里(2)   2,29.02 Q  1 阿部 真奈美(2)   2,30.28 Q
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 長野東高 ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ 富士見中

 2 酒井 菜々美(2)   2,29.78  2 宮坂 万理(3)   2,30.31 
ｻｶｲ ﾅﾅﾐ 上田染谷丘高 ﾐﾔｻｶ ﾏﾘ 諏訪清陵高

 3 田川 実侑(2)   2,33.40  3 京澤 夏子(2)   2,31.20 
ﾀｶﾞﾜ ﾐﾕｳ 上田染谷丘高 ｷｮｳｻﾜ ﾅﾂｺ 伊那北高

 4 杉村 奈津穂(2)   2,33.53  4 下島 遥佳(3)   2,31.91 
ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾂﾎ 松本県ヶ丘高 ｼﾓｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 上田第五中

 5 山口 智美(3)   2,34.66  5 上原 萌花(3)   2,35.61 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 山辺中 ｳｴﾊﾗ ﾓｴｶ 岡谷東高

 6 佐藤 真由(3)   2,36.43  6 中原 彩絵(3)   2,37.68 
ｻﾄｳ ﾏﾕｳ 野沢北高 ﾅｶﾊﾗ ｻｴ 春富中

 7 内山 実音(1)   2,36.85 高安 結衣(2)
ｳﾁﾔﾏ ﾐｵﾝ 長野日大高 ﾀｶﾔｽ ﾕｲ 長野東高
篠塚 香里(3)
ｼﾉﾂﾞｶ ｶｵﾘ 須坂東高

[ 5組]

 1 萩谷 楓(2)   2,20.46 Q
ﾊｷﾞﾀﾆ ｶｴﾃﾞ 長野東高

 2 三井 咲良(3)   2,26.49 q
ﾐﾂｲ ｻｸﾗ 諏訪清陵高

 3 宮澤 美裕(1)   2,29.02 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾕ 長野日大高

 4 原田 未朱(2)   2,31.89 
ﾊﾗﾀﾞ ﾐｼｭ 松川高

 5 半田 永遠(2)   2,36.02 
ﾊﾝﾀﾞ ﾄﾜ 辰野高

 6 仲田 ほの(2)   2,39.32 
ﾅｶﾀ ﾎﾉ 飯田風越高

 7 宮本 蘭々(3)   2,40.67 
ﾐﾔﾓﾄ ﾗﾝﾗﾝ 上田第六中

 1 萩谷 楓(2)   2,17.56 
ﾊｷﾞﾀﾆ ｶｴﾃﾞ 長野東高

 2 山口 真莉恵(3)   2,19.72 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘｴ 文化学園長野高

 3 藤岡 緩奈(2)   2,20.11 
ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ 東海大諏訪高

 4 藤澤 真帆(3)   2,24.00 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏﾎ 須坂高

 5 三井 咲良(3)   2,28.07 
ﾐﾂｲ ｻｸﾗ 諏訪清陵高

 6 中村 朱里(2)   2,29.59 
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 長野東高

 7 阿部 真奈美(2)   2,30.31 
ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ 富士見中

 8 宮澤 美裕(1)   2,30.73 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾕ 長野日大高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
7   990

5   733

女子

800m

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

記録／備考

 6475

6   877

3  1426

2  1567

8   448

9  4764

4

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
5    35

2  9022

3   786

4   409

8  7930

9  1794

6  4461

7  3503

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

2  1799

ﾚｰﾝ No.
5   881

6  1471 3

  716

8  8706

3  1234

 2056

9   945

4  1470 5

氏  名 所属名 記録／備考
8  7927

  291

2  4670

6   146

7  8179

4   879
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場
7

5   882

2  2053

7  2156

4   382

3  4700

決勝

6   209

8   459

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   882

6   990

7    35

9   733

2  2053

4   881

8  7927

3  2156



予選 4月23日 12:15
決勝 4月23日 16:00

県記録(KR)        4,18.77
県高記録(HR)      4,18.77
大会記録(GR)      4,37.6

[ 1組] [ 2組]

 1 千葉 麻里子(3)   4,44.21 Q  1 萩谷 楓(2)   4,42.90 Q
ﾁﾊﾞ ﾏﾘｺ 飯田西中 ﾊｷﾞﾀﾆ ｶｴﾃﾞ 長野東高

 2 山口 真莉恵(3)   4,44.41 Q  2 唐澤 七瀬(2)   4,53.80 Q
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘｴ 文化学園長野高 ｶﾗｻﾜ ﾅﾅｾ 長野東高

 3 藤澤 真帆(3)   4,47.04 Q  3 梅村 菜々子(2)   4,55.83 Q
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏﾎ 須坂高 ｳﾒﾑﾗ ﾅﾅｺ 上田高

 4 藤岡 緩奈(2)   4,51.26 Q  4 宮澤 実亜(2)   4,58.62 Q
ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ 東海大諏訪高 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｱ 川中島中

 5 中島 有希(2)   4,58.44 Q  5 古旗 葵(2)   5,00.89 Q
ﾅｶﾞｼﾞﾏ ﾕｳｷ 須坂高 ﾌﾙﾊﾀ ｱｵｲ 戸倉上山田中

 6 仲條 夏葵(2)   5,01.35 q  6 仲俣 実佑(3)   5,01.07 q
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾅﾂｷ 飯山高 ﾅｶﾏﾀ ﾐﾕｳ 長野西高

 7 宮島 志保美(4)   5,02.88  7 五味 叶花(3)   5,01.74 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 信州大 ｺﾞﾐ ｷｮｳｶ 富士見中

 8 瀬戸 郁美(3)   5,04.10  8 長見 京華(2)   5,04.02 
ｾﾄ ｲｸﾐ 辰野中 ｵｻﾐ ｷｮｳｶ 東海大諏訪高

 9 大橋 朱里(2)   5,07.22  9 森 ほのか(2)   5,04.28 
ｵｵﾊｼ ｱｶﾘ 長野高専 ﾓﾘ ﾎﾉｶ 春富中

10 宮坂 万理(3)   5,07.52 10 山口 智美(3)   5,06.39 
ﾐﾔｻｶ ﾏﾘ 諏訪清陵高 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 山辺中

11 西野入 萌利(3)   5,10.08 11 和田 真菜(1)   5,08.38 
ﾆｼﾉｲﾘ ﾓｴﾘ 上田高 ﾜﾀﾞ ﾏﾅ 長野西高

12 伊藤 心子(3)   5,10.16 12 稲垣 和奏(1)   5,09.89 
ｲﾄｳ ｺｺﾛｺ 菅野中 ｲﾅｶﾞｷ ﾜｶﾅ 東海大諏訪高

13 小池 嶺花(2)   5,14.20 13 徳武 洋子(3)   5,10.86 
ｺｲｹ ﾚｲｶ 原中 ﾄｸﾀｹ ﾖｳｺ 長野西高

14 大槻 美亜(1)   5,18.31 14 京澤 夏子(2)   5,15.20 
ｵｵﾂｷ ﾐｱ 東海大諏訪高 ｷｮｳｻﾜ ﾅﾂｺ 伊那北高

15 中島 愛(3)   5,20.42 15 川上 雅子(3)   5,21.70 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾒｸﾞﾐ 菅野中 ｶﾜｶﾐ ﾏｻｺ 松本県ヶ丘高

16 内田 梨湖(3)   5,21.96 16 田川 実侑(2)   5,22.64 
ｳﾁﾀﾞ ﾘｺ 上田西高 ﾀｶﾞﾜ ﾐﾕｳ 上田染谷丘高

17 宮本 蘭々(3)   5,26.60 17 臼井 羽耶(3)   5,23.27 
ﾐﾔﾓﾄ ﾗﾝﾗﾝ 上田第六中 ｳｽｲ ﾊﾔ 上田第四中
高安 結衣(2) 18 中山 琉那(1)   5,49.61 
ﾀｶﾔｽ ﾕｲ 長野東高 ﾅｶﾔﾏ ﾙﾅ 佐久長聖高

 1 萩谷 楓(2)   4,35.93 
ﾊｷﾞﾀﾆ ｶｴﾃﾞ 長野東高

 2 山口 真莉恵(3)   4,42.93 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘｴ 文化学園長野高

 3 藤岡 緩奈(2)   4,45.23 
ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ 東海大諏訪高

 4 千葉 麻里子(3)   4,45.52 
ﾁﾊﾞ ﾏﾘｺ 飯田西中

 5 藤澤 真帆(3)   4,48.83 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏﾎ 須坂高

 6 唐澤 七瀬(2)   4,53.42 
ｶﾗｻﾜ ﾅﾅｾ 長野東高

 7 中島 有希(2)   4,53.88 
ﾅｶﾞｼﾞﾏ ﾕｳｷ 須坂高

 8 梅村 菜々子(2)   4,54.03 
ｳﾒﾑﾗ ﾅﾅｺ 上田高

 9 仲條 夏葵(2)   5,05.13 
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾅﾂｷ 飯山高

10 古旗 葵(2)   5,11.91 
ﾌﾙﾊﾀ ｱｵｲ 戸倉上山田中

11 仲俣 実佑(3)   5,12.09 
ﾅｶﾏﾀ ﾐﾕｳ 長野西高
宮澤 実亜(2)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｱ 川中島中

10   786

棄権
9  5961

7   605

3  4764

5   732

2  1430

6   733

4   877

11    35

1  8580

8   882
大会新

12   990

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

17  4659

12  1307

15  1822

16  1470

11   788

3   291

7   793

14    26

9  8168

6  8706

10  7925

8    36

18  4764

1   786
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13  5961

記録／備考
2   882

4   877

順 No. 氏  名 所属名

8  4700

15   879

3  7210

14  1540

4  7891

6    27

11  1426

5  7230

13  3503

9  2056

10  9022

12  7981

17   732

16   605

7   733

18    35

記録／備考
2  8580

1   990

女子

1500m

予選 通過基準  2組  5着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 No. 氏  名 所属名



決勝 4月22日 14:50

県記録(KR)        9,11.55
県高記録(HR)      9,11.55
大会記録(GR)      9,35.00

 1 高松 いずみ(1)   9,52.02 
ﾀｶﾏﾂ ｲｽﾞﾐ 長野東高

 2 千葉 麻里子(3)  10,05.27 
ﾁﾊﾞ ﾏﾘｺ 飯田西中

 3 小原 茉莉(1)  10,10.98 
ｺﾊﾗ ﾏﾂﾘ 長野東高

 4 浦野 友里(3)  10,16.64 
ｳﾗﾉ ﾕｳﾘ 伊那西高

 5 梅村 菜々子(2)  10,18.16 
ｳﾒﾑﾗ ﾅﾅｺ 上田高

 6 臼田 悠花(2)  10,21.91 
ｳｽﾀﾞ ﾕｳｶ 長野東高

 7 高木 更紗(1)  10,30.81 
ﾀｶｷﾞ ｻﾗｻ 長野東高

 8 中島 有希(2)  10,40.16 
ﾅｶﾞｼﾞﾏ ﾕｳｷ 須坂高

 9 和田 帆香(1)  10,44.83 
ﾜﾀﾞ ﾎﾉｶ 長野東高

10 長見 京華(2)  10,51.20 
ｵｻﾐ ｷｮｳｶ 東海大諏訪高

11 伊藤 心子(3)  10,58.89 
ｲﾄｳ ｺｺﾛｺ 菅野中

12 蛭田 杏(2)  10,59.78 
ﾋﾙﾀ ｱﾝ 松本蟻ヶ崎高

13 中島 愛(3)  11,09.36 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾒｸﾞﾐ 菅野中

14 瀬戸 郁美(3)  11,12.38 
ｾﾄ ｲｸﾐ 辰野中

15 徳武 洋子(3)  11,13.18 
ﾄｸﾀｹ ﾖｳｺ 長野西高

16 赤羽 ゆり華(3)  11,18.39 
ｱｶﾊﾈ ﾕﾘｶ 松本蟻ヶ崎高

17 青木 弥佳(3)  11,24.72 
ｱｵｷ ﾐｶ 松本県ヶ丘高

18 和田 美沙妃(1)  11,46.21 
ﾜﾀﾞ ﾐｻｷ 長野東高
松澤 綾音(3)
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 長野東高
小林 成美(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾙﾐ 長野東高
内田 梨湖(3)
ｳﾁﾀﾞ ﾘｺ 上田西高
原田 千鶴(2)
ﾊﾗﾀﾞ ﾁﾂﾞﾙ 長野東高

女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   888

19  8580

6   886

17   321

3  1430

4   875

16   887

10   732

14   889

20    36

15  7230

11  1881

7  7210

1  7981

13   788

5  1880

9  1814

12   890

2   870
欠場

18   876
欠場

21  1540
欠場

22   880
欠場



予選 4月23日 13:50
決勝 4月23日 15:20

県記録(KR)          13.81
県高記録(HR)        14.28
大会記録(GR)        14.66

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 +1.7

 1 秋元 南乃(2)     14.89 Q  1 宮澤 希(3)     14.83 Q
ｱｷﾓﾄ ﾖｼﾉ 市立長野高 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 伊那北高

 2 松田 華歩(3)     16.02 Q  2 山崎 萌々子(2)     15.91 Q
ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ 岩村田高 ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 長野高専

 3 土屋 みやび(2)     16.45 Q  3 奥村 莉帆(3)     16.53 Q
ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ 上田西高 ｵｸﾑﾗ ﾘﾎ 長野西高

 4 新實 るり(4)     16.62 q  4 梨子田 藍(3)     16.59 q
ﾆｲﾉﾐ ﾙﾘ 信大医陸 ﾅｼﾀﾞ ｱｲ 長野日大高

 5 木村 凌(3)     17.28  5 岡田 彩(3)     16.73 
ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 松本蟻ヶ崎高 ｵｶﾀﾞ ｱﾔ 須坂東高

 6 中島 瑠衣(2)     17.33  6 小林 尚美(2)     16.75 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾙｲ 諏訪二葉高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ 諏訪実高

 7 鈴木 菜々花(2)     17.47  7 樋口 莉緒花(3)     17.04 
ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 下諏訪向陽高 ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ 塩尻志学館高

 8 高島 楓香(2)     18.38  8 中里 未央(3)     17.71 
ﾀｶｼﾏ ﾌｳｶ 諏訪二葉高 ﾅｶｻﾞﾄ ﾐｵ 須坂高

 9 伊東 海菜美(2)     19.32  9 渡邉 希(2)     17.77 
ｲﾄｳ  ﾐﾅﾐ 上田千曲高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 松本大

風速 +1.0

 1 秋元 南乃(2)     14.61 
ｱｷﾓﾄ ﾖｼﾉ 市立長野高

 2 宮澤 希(3)     14.90 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 伊那北高

 3 山崎 萌々子(2)     15.96 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 長野高専

 4 松田 華歩(3)     15.99 
ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ 岩村田高

 5 土屋 みやび(2)     16.36 
ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ 上田西高

 6 梨子田 藍(3)     16.48 
ﾅｼﾀﾞ ｱｲ 長野日大高

 7 奥村 莉帆(3)     16.71 
ｵｸﾑﾗ ﾘﾎ 長野西高

 8 新實 るり(4)     16.80 
ﾆｲﾉﾐ ﾙﾘ 信大医陸

決勝 4月23日 15:15

県高記録(HR)        14.11
県中記録(JR)        14.69
大会記録(GR)        15.32

風速 +1.1

 1 林 千尋(1)     15.38 
ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 上伊那農高

 2 深澤 あまね(3)     15.49 
ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 旭町中

 3 塚田 菜々(3)     15.53 
ﾂｶﾀﾞ ﾅﾅ 軽井沢A&AC

 4 柳澤 結月(3)     16.85 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂｷ 三郷中

 5 岡田 真奈(1)     19.57 
ｵｶﾀﾞ ﾏﾅ 須坂東高

女子

100mH(0.838m)

予選 通過基準  2組  3着 + 2 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 記録／備考
4   912

5  1271

3  1532

6  9035

7    88

2  1877

9    87

8  1488

順 ﾚｰﾝ

1   117

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   273

6  3502

2   785

9   957

8   723

7    57

5  1611

1   738

3  9018

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   912

大会新
5   273

7  3502

6  1271

9  1532

3   957

8   785

2  9035

女子少年B

100mYH(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   231

4  7070

7   721

3  9011

6  6728



予選 4月22日 12:20
決勝 4月22日 15:35

県記録(KR)          58.27
県高記録(HR)        58.27
大会記録(GR)      1,00.12

[ 1組] [ 2組]

 1 山崎 萌々子(2)   1,06.33 Q  1 高橋 うらら(3)   1,08.09 Q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 長野高専 ﾀｶﾊｼ ｳﾗﾗ 上田西高

 2 南澤 明音(2)   1,08.42 Q  2 松田 華歩(3)   1,10.97 Q
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 松本大 ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ 岩村田高

 3 高橋 結子(3)   1,10.07 q  3 中澤 毬乃(3)   1,11.47 
ﾀｶﾊｼ ﾕｲｺ 諏訪二葉高 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾘﾉ 下諏訪向陽高

 4 上條 のあ(2)   1,11.07  4 中島 瑠衣(2)   1,11.90 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 松本県ヶ丘高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾙｲ 諏訪二葉高

 5 山崎 夏穂(3)   1,13.31  5 酒井 彩花(3)   1,12.24 
ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾎ 長野吉田高 ｻｶｲ ｻﾔｶ 長野西高

 6 高島 楓香(2)   1,13.50  6 野崎 優奈(3)   1,13.72 
ﾀｶｼﾏ ﾌｳｶ 諏訪二葉高 ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾅ 飯田風越高

 7 荻原 明日香(3)   1,15.54  7 石田 麗奈(3)   1,14.34 
ｵｷﾞﾊﾗ ｱｽｶ 上田染谷丘高 ｲｼﾀﾞ ｳﾙﾅ 丸子修学館高

 8 渡邉 希(2)   1,18.80  8 北澤 朱里(3)   1,18.19 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 松本大 ｷﾀｻﾞﾜ ｱｶﾘ 大町岳陽高
熊井 美桜(3) 宮澤 風香(3)
ｸﾏｲ ﾐｵ 須坂東高 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 飯田風越高

[ 3組]

 1 内山 成実(4)   1,04.51 Q
ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 東学大

 2 安田 三奈美(3)   1,08.66 Q
ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 豊科高

 3 山崎 璃央(3)   1,09.27 q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 屋代高

 4 金森 佑奈(2)   1,10.07 
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 伊那北高

 5 齊藤 あやみ(2)   1,10.10 
ｻｲﾄｳ ｱﾔﾐ 市立長野高

 6 奥村 莉帆(3)   1,12.94 
ｵｸﾑﾗ ﾘﾎ 長野西高

 7 田中 舞(3)   1,13.00 
ﾀﾅｶ ﾏｲ 丸子修学館高

 8 酒井 夢実(2)   1,16.06 
ｻｶｲ ﾕﾒﾐ 小諸高

 9 上野 七美(2)   1,18.30 
ｳｴﾉﾅﾅﾐ 中野立志館高

 1 内山 成実(4)   1,03.53 
ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 東学大

 2 山崎 萌々子(2)   1,05.82 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 長野高専

 3 高橋 うらら(3)   1,07.17 
ﾀｶﾊｼ ｳﾗﾗ 上田西高

 4 山崎 璃央(3)   1,07.58 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 屋代高

 5 安田 三奈美(3)   1,08.78 
ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 豊科高

 6 南澤 明音(2)   1,09.18 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 松本大

 7 松田 華歩(3)   1,10.70 
ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ 岩村田高

 8 高橋 結子(3)   1,11.82 
ﾀｶﾊｼ ﾕｲｺ 諏訪二葉高

9  1271

2   103

8  1992

4  9019

6  1535

3  1158

7  9042

5  3502

7   660

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  1391

8  1333

4   914

3   785

2  1158

6   290
(1,10.068) 

9  9042

1  1992

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  1697

9   447

7   446

5  1393

3    87

2   787

1  1271

8   132

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1535

7   720
欠場

順 ﾚｰﾝ

1  1465

2  9018

3   751

9    88

5   103
(1,10.067) 

8  1826

記録／備考
6  3502

4  9019

女子

400mH(0.762m)

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



決勝 4月23日 10:35

県記録(KR)       22,45.57
県高記録(HR)     23,10.04
大会記録(GR)     23,25.6

 1 大和 千秋  24,16.85 
ﾔﾏﾄ  ﾁｱｷ 飯田病院

 2 落合 早峰(2)  25,32.86 
ｵﾁｱｲ ﾊﾔﾈ 東海大諏訪高

 3 田中 ジェシカ(3)  26,00.03 
ﾀﾅｶ ｼﾞｪｼｶ 上田染谷丘高

 4 平澤 優佳(2)  28,09.09 
ﾋﾗｻﾜ ﾕｶ 松川高

 5 滝澤 菜絵(3)  28,30.06 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｴ 長野東高

 6 原田 琴菜(2)  29,35.04 
ﾊﾗﾀﾞ ｺﾄﾅ 長野西高

 7 小林 美郷(2)  30,20.00 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻﾄ 更級農高

 8 加藤 晴香(3)  31,02.07 
ｶﾄｳ ﾊﾙｶ 伊那西高

 9 山岸 咲菜(3)  32,55.02 
ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾅ 長野商高

10 畑野 実優(1)  34,47.49 
ﾊﾀﾉ ﾐｳ 創造学園高

11 木下 菫(3)  38,56.69 
ｷﾉｼﾀ ｽﾐﾚ 飯田高
中島 ひより(3)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾖﾘ 長野東高

女子

5000mW

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  9046

3    34

2  1466

4   385

5   868

8   795

10  2134

6   324

9   847

11  1978

12   411

7   874
欠場



予選 4月22日  9:30
準決勝 4月22日 14:05
決勝 4月22日 17:05

県記録(KR)          47.82
県高記録(HR)        47.82
大会記録(GR)        48.00

[ 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 豊科高  1995 齊藤 雅(2)     50.17 Q  1   5 長野日大高   953 一由 恵利佳(2)     51.45 Q

ﾄﾖｼﾅｺｳ ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ｲﾁﾖｼ ｴﾘｶ
 1993 青柳 里央(3)   954 加藤 詩萌(3)

ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ ｶﾄｳ ｼﾎ
 1992 安田 三奈美(3)   959 小島 すずか(2)

ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ ｺｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ
 1991 御子柴 優花(3)   958 春日 佑月(2)

ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ ｶｽｶﾞ ﾕｽﾞｷ
 2   5 松本県ヶ丘高  1823 吉岡 綾子(3)     51.71 Q  2   2 松本蟻ヶ崎高  1882 金井 向日葵(2)     52.66 Q

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ
 1792 森本 知隼(3)  1876 齊藤 静花(3)

ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ
 1793 北澤 詩織(2)  1878 手塚 友貴乃(3)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ ﾃﾂﾞｶ ﾕｷﾉ
 1826 上條 のあ(2)  1877 木村 凌(3)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ ｷﾑﾗ ﾘｮｳ
 3   6 創造学園高  1977 田中 愛(1)     51.97 Q  3   6 諏訪二葉高    88 高島 楓香(2)     52.76 Q

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ﾀｶｼﾏ ﾌｳｶ
 1979 三和 瑠夏(1)    86 宮澤 歩(2)

ﾐﾜ ﾙﾅ ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ
 1990 小林 あゆみ(1)   107 深江 愛美(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ ﾌｶｴ ｱﾐ
 1989 麻原 優花(1)    87 中島 瑠衣(2)

ｱｻﾊﾗ ﾕｳｶ ﾅｶｼﾞﾏ ﾙｲ
 4   3 波田中  7393 佐藤 優花(3)     52.55 q  4   4 東北中  8711 藤澤 莉子(3)     53.49 

ﾊﾀﾁｭｳ ｻﾄｳ ﾕｳｶ ﾄｳﾎｸﾁｭｳ ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｺ
 7392 伊藤 百合菜(3)  5636 宮下 優希菜(3)

ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ ﾐﾔｼﾀ ﾕｷﾅ
 7394 根本 樹(3)  5631 北澤 ひなの(3)

ﾈﾓﾄ ﾐｷ ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾅﾉ
 7396 奈良 実咲(2)  5620 竹内 結希愛(3)

ﾅﾗ ﾐｻｷ ﾀｹｳﾁ ﾕｷｱ
 5   1 小諸高  1334 西入 由実(2)     53.00  5   3 裾花中  5743 山本 満里奈(3)     53.54 

ｺﾓﾛｺｳ ﾆｼｲﾘ ﾕﾐ ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘﾅ
 1333 酒井 夢実(2)  5760 高橋 結愛(2)

ｻｶｲ ﾕﾒﾐ ﾀｶﾊｼ ﾕｱ
 1332 小林 結衣子(3)  5745 外谷 奈南里(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲｺ ﾄﾔ ﾅﾅﾘ
 1331 新田 美月(3)  5742 南澤 胡桃(3)

ﾆｯﾀ ﾐﾂﾞｷ ﾐﾅﾐｻﾜ ｸﾙﾐ
 6   4 伊那弥生ヶ丘高   300 吉田 みさき(3)     53.59  6   7 長野西高   794 武江 こころ(2)     54.09 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶ ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ ﾀｹｴ ｺｺﾛ
  298 北原 寧々(3)   789 小松 紗菜(3)

ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ ｺﾏﾂ ｻﾅ
  297 髙橋 光(3)   785 奥村 莉帆(3)

ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ ｵｸﾑﾗ ﾘﾎ
  299 両角 あずさ(3)   787 酒井 彩花(3)

ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｽﾞｻ ｻｶｲ ｻﾔｶ
 7   9 飯田風越高   446 野崎 優奈(3)     53.90  7   1 赤穂高   356 戸枝 星(2)     54.64 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾅ ｱｶﾎｺｳ ﾄｴﾀﾞ ｱｶﾘ
  458 北原 沙希(2)   354 氣賀澤 柚希(3)

ｷﾀﾊﾗ ｻｷ ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ
  449 佐々木 果穂(3)   360 菅沼 萌香(2)

ｻｻｷ ｶﾎ ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｴﾐ
  447 宮澤 風香(3)   353 朝日 りおん(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ ｱｻﾋ ﾘｵﾝ
 8   8 長野清泉高  1034 小林 萌花(2)     55.66  8   8 諏訪清陵高  2057 伊藤 結菜(2)     56.87 

ﾅｶﾞﾉｾｲｾﾝｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ｲﾄｳ ﾕｲﾅ
 1032 鈴木 理子(3)  2054 名取 奈々海(3)

ｽｽﾞｷ ﾘｺ ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ
 1030 小林 眞菜子(3)  2058 繁田 奈々世(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅｺ ｼｹﾞﾀ ﾅﾅｾ
 1033 三田 尚果(2)  2051 川上 由華(3)

ﾐﾀ ﾅｵｶ ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ
  2 更北中  6019 古川 愉稀(2)  9   9 上田第四中  4669 田中 咲(2)     57.11 

ｺｳﾎｸﾁｭｳ ﾌﾙｶﾜ ﾕｷ 失格 ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝﾁｭｳ ﾀﾅｶ ｻｷ
 6018 伊東 里奈(2) R1(1-2)  4665 石田 陽菜(3)

ｲﾄｳ ﾘﾅ ｲｼﾀﾞ ﾋﾅ
 6017 永原 柚凪(2)  4661 中島 美優(3)

ﾅｶﾞﾊﾗ ﾕﾅ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕｳ
 6024 池田 楓香(2)  4662 池田 萌夏(3)

ｲｹﾀﾞ ﾌｳｶ ｲｹﾀﾞ ﾓｴｶ

女子

4×100m

予選 通過基準  5組  3着 + 1 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 春富中  8164 吉澤 芽衣(2)     52.76 Q  1   9 市立長野高   916 河田 璃音(1)     49.54 Q

ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ﾖｼｻﾞﾜ ﾒｲ ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ
 8163 北原 小遥(2)   915 唐澤 花実(1)

ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ
 8160 大前 歌音(3)   917 田村 純菜(1)

ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ
 8180 星野 陽花里(3)   911 永原 朱夏(2)

ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ
 2   8 高森中  8380 小平 真帆(3)     53.41 Q  2   5 長野東部中  5517 水元 叶(2)     52.90 Q

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ｺﾀﾞｲﾗ ﾏﾎ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾅｳ
 8379 丸山 いより(3)  5508 滝澤 朱(2)

ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ
 8381 中平 留李花(3)  5503 上垣外 奈緒(2)

ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾙﾘｶ ｶﾐｶﾞｲﾄ ﾅｵ
 8378 宮澤 香音(3)  5504 宮岡 万優莉(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ
 3   2 須坂東高   719 中島 虹菜(3)     54.78 Q  3   7 塩尻志学館高  1612 倉沢 真奈(1)     53.91 Q

ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼｺｳ ﾅｶｼﾞﾏ ﾆﾅ ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝｺｳ ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ
  723 岡田 彩(3)  1608 小尾 友音(2)

ｵｶﾀﾞ ｱﾔ ｵﾋﾞ ﾕｳﾅ
  720 熊井 美桜(3)  1611 樋口 莉緒花(3)

ｸﾏｲ ﾐｵ ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ
  721 岡田 真奈(1)  1610 飯島 詳子(3)

ｵｶﾀﾞ ﾏﾅ ｲｲｼﾞﾏ ｼｮｳｺ
 4   6 上伊那農高   236 加藤 こころ(1)     55.30  4   4 飯田高   408 下平 佳穂里(2)     53.93 

ｶﾐｲﾅﾉｳｺｳ ｶﾄｳ ｺｺﾛ ｲｲﾀﾞｺｳ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶﾎﾘ
  243 小林 紗耶加(2)   407 島岡 日和(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ
  234 小山 礼華(1)   409 篠田 萌(2)

ｺﾔﾏ ｱﾔｶ ｼﾉﾀﾞ ﾓｴ
  231 林 千尋(1)   406 齊藤 由佳(2)

ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ ｻｲﾄｳ ﾕｶ
 5   1 丸子修学館高  1393 石田 麗奈(3)     56.76  5   8 信州大  9029 松田 明子(2)     54.16 

ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝｺｳ ｲｼﾀﾞ ｳﾙﾅ ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ ﾏﾂﾀﾞ ｱｷｺ
 1391 田中 舞(3)  9028 小野塚 未夏(2)

ﾀﾅｶ ﾏｲ ｵﾉﾂﾞｶ ﾐｶ
 1390 清水 千亜紀(3)  9023 栗空 亜沙美(2)

ｼﾐｽﾞ ﾁｱｷ ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ
 1381 翠川 明日香(1)  9032 藤岡 薫子(3)

ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｱｽｶ ﾌｼﾞｵｶ ﾕｷﾈ
 6   5 大町岳陽高  1696 川田 涼葉(3)     56.95  6   2 中野立志館高   660 上野 七美(2)     55.10 

ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳｺｳ ｶﾜﾀ ｽｽﾞﾊ ﾅｶﾉﾘｯｼｶﾝｺｳ ｳｴﾉﾅﾅﾐ
 1671 山本 佳奈(2)   647 大口 幸奈(3)

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ ｵｵｸﾞﾁﾕｷﾅ
 1695 胡桃 沙紀(3)   650 栗林 果奈(2)

ｸﾙﾐ ｻｷ ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｶﾅ
 1697 北澤 朱里(3)   646 渡邉 真由(3)

ｷﾀｻﾞﾜ ｱｶﾘ ﾜﾀﾅﾍﾞﾏﾕ
 7   7 信濃小中  5212 加藤 緋梨(3)   1,02.14  7   1 野沢南高  1244 小平 美来(2)     55.71 

ｼﾅﾉｼｮｳﾁｭｳ ｶﾄｳ ｱｶﾘ ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ｺﾀﾞｲﾗ ﾐｸ
 5213 永原 可那(3)  1251 木内 麻衣子(3)

ﾅｶﾞﾊﾗ ｶﾅ ｷｳﾁ ﾏｲｺ
 5215 山岸 加奈(2)  1246 武藤 衣里加(2)

ﾔﾏｷﾞｼ ｶﾅ ﾑﾄｳ ｴﾘｶ
 5211 原山 結衣(3)  1248 大塚 七星(2)

ﾊﾗﾔﾏ ﾕｲ ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ
  3 永明中  7792 竹内 里桜(2)  8   6 下伊那農高   486 住吉 遥夏(3)     56.02 

ｴｲﾒｲﾁｭｳ ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 失格 ｼﾓｲﾅﾉｳｺｳ ｽﾐﾖｼ ﾊﾙｶ
 7796 五味 愛夏(2) R1(3-4)   483 倉澤 まりあ(3)

ｺﾞﾐ ﾏﾅｶ ｸﾗｻﾜ ﾏﾘｱ
 7790 山田 茉優(3)   485 山口 穂菜美(3)

ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾅﾐ
 7789 佐伯 明莉(3)   481 井口 恵(3)

ｻｴｷ ｱｶﾘ ｲｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ
  9 東海大諏訪高   3 岩村田高

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜｺｳ 欠場 ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ 欠場

4×100m
女子



[ 5組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 松商学園高  1940 湯本 珠実(3)     49.88 Q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ
 1962 友田 有紀(1)

ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ
 1951 深澤 由惟(2)

ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ
 1960 樋口 虹夏(1)

ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ
 2   6 松本大  9020 牧元 美沙(1)     51.43 Q

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ
 9015 児玉 奈美(1)

ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ
 9016 菅沼 真洸(2)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
 9019 南澤 明音(2)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ
 3   8 上田染谷丘高  1472 内堀 陽日(2)     54.06 Q

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾋ
 1468 清水 思(2)

ｼﾐｽﾞ ｺﾄ
 1469 宮越 菜緒(2)

ﾐﾔｺｼ ﾅｵ
 1465 荻原 明日香(3)

ｵｷﾞﾊﾗ ｱｽｶ
 4   7 長野北部中  5694 宮原 舞(2)     54.64 

ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ﾐﾔﾊﾗ ﾏｲ
 5689 粟野原 瑠々子(3)

ｱﾜﾉﾊﾗ ﾙﾙｺ
 5691 金子 莉彩(3)

ｶﾈｺ ﾘｻ
 5659 内藤 理木(2)

ﾅｲﾄｳ ﾘｺ
 5   3 松川高   387 今村 詩乃(1)     55.07 

ﾏﾂｶﾜｺｳ ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ
  384 牧野 明日香(2)

ﾏｷﾉ ｱｽｶ
  382 原田 未朱(2)

ﾊﾗﾀﾞ ﾐｼｭ
  386 中島 愛(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ
 6   5 旭町中  7073 丸山 あずさ(3)     55.20 

ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ ﾏﾙﾔﾏ ｱｽﾞｻ
 7070 深澤 あまね(3)

ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ
 7072 小林 みう(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｳ
 7074 中村 栞菜(2)

ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ
 7   9 野沢北高  1235 中村 葵(3)     58.74 

ﾉｻﾞﾜｷﾀｺｳ ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ
 1234 佐藤 真由(3)

ｻﾄｳ ﾏﾕｳ
 1239 安藤 あかり(2)

ｱﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ
 1240 小野澤 愛莉(2)

ｵﾉｻﾞﾜ ｱｲﾘ
  2 下諏訪向陽高   133 西山 幸花(3)

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ ﾆｼﾔﾏ ｻﾁｶ 失格
  116 天野 悠美(2) R1(3-4)

ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ
  117 鈴木 菜々花(2)

ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ
  135 石見 彩音(3)

ｲﾜﾐ ｱﾔﾈ

女子

4×100m



[ 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 市立長野高   916 河田 璃音(1)     49.07 Q  1   5 豊科高  1995 齊藤 雅(2)     50.06 Q

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ ﾄﾖｼﾅｺｳ ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ
  915 唐澤 花実(1)  1993 青柳 里央(3)

ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ
  917 田村 純菜(1)  1992 安田 三奈美(3)

ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ
  911 永原 朱夏(2)  1991 御子柴 優花(3)

ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ
 2   4 長野日大高   959 小島 すずか(2)     50.15 Q  2   7 松本大  9020 牧元 美沙(1)     51.24 Q

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ｺｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ
  954 加藤 詩萌(3)  9015 児玉 奈美(1)

ｶﾄｳ ｼﾎ ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ
  952 伊能 史織(3)  9016 菅沼 真洸(2)

ｲﾉｳ ｼｵﾘ ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
  958 春日 佑月(2)  9019 南澤 明音(2)

ｶｽｶﾞ ﾕｽﾞｷ ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ
 3   9 諏訪二葉高    88 高島 楓香(2)     51.84 Q  3   6 松本県ヶ丘高  1823 吉岡 綾子(3)     52.09 Q

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ﾀｶｼﾏ ﾌｳｶ ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ
   86 宮澤 歩(2)  1792 森本 知隼(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ
  107 深江 愛美(3)  1793 北澤 詩織(2)

ﾌｶｴ ｱﾐ ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ
   87 中島 瑠衣(2)  1826 上條 のあ(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾙｲ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ
 4   8 長野東部中  5517 水元 叶(2)     52.00 q  4   9 創造学園高  1977 田中 愛(1)     52.43 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾅｳ ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ
 5508 滝澤 朱(2)  1979 三和 瑠夏(1)

ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ ﾐﾜ ﾙﾅ
 5503 上垣外 奈緒(2)  1990 小林 あゆみ(1)

ｶﾐｶﾞｲﾄ ﾅｵ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ
 5504 宮岡 万優莉(2)  1989 麻原 優花(1)

ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ ｱｻﾊﾗ ﾕｳｶ
 5   2 波田中  7393 佐藤 優花(3)     52.07 q  5   8 高森中  8380 小平 真帆(3)     54.06 

ﾊﾀﾁｭｳ ｻﾄｳ ﾕｳｶ ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ｺﾀﾞｲﾗ ﾏﾎ
 7392 伊藤 百合菜(3)  8379 丸山 いより(3)

ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ
 7394 根本 樹(3)  8381 中平 留李花(3)

ﾈﾓﾄ ﾐｷ ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾙﾘｶ
 7396 奈良 実咲(2)  8378 宮澤 香音(3)

ﾅﾗ ﾐｻｷ ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ
 6   7 松本蟻ヶ崎高  1882 金井 向日葵(2)     52.40  6   2 上田染谷丘高  1472 内堀 陽日(2)     54.07 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾋ
 1876 齊藤 静花(3)  1468 清水 思(2)

ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ ｼﾐｽﾞ ｺﾄ
 1878 手塚 友貴乃(3)  1469 宮越 菜緒(2)

ﾃﾂﾞｶ ﾕｷﾉ ﾐﾔｺｼ ﾅｵ
 1877 木村 凌(3)  1465 荻原 明日香(3)

ｷﾑﾗ ﾘｮｳ ｵｷﾞﾊﾗ ｱｽｶ
 7   3 塩尻志学館高  1612 倉沢 真奈(1)     52.79  7   3 須坂東高   719 中島 虹菜(3)     55.62 

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝｺｳ ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼｺｳ ﾅｶｼﾞﾏ ﾆﾅ
 1608 小尾 友音(2)   723 岡田 彩(3)

ｵﾋﾞ ﾕｳﾅ ｵｶﾀﾞ ｱﾔ
 1611 樋口 莉緒花(3)   720 熊井 美桜(3)

ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ ｸﾏｲ ﾐｵ
 1610 飯島 詳子(3)   721 岡田 真奈(1)

ｲｲｼﾞﾏ ｼｮｳｺ ｵｶﾀﾞ ﾏﾅ
 8   5 春富中  8164 吉澤 芽衣(2)     53.46  8   4 松商学園高  1940 湯本 珠実(3)     56.40 

ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ﾖｼｻﾞﾜ ﾒｲ ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ
 8163 北原 小遥(2)  1962 友田 有紀(1)

ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ
 8160 大前 歌音(3)  1951 深澤 由惟(2)

ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ
 8180 星野 陽花里(3)  1960 樋口 虹夏(1)

ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ

女子

4×100m
準決勝 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 市立長野高   916 河田 璃音(1)     49.43 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ
  915 唐澤 花実(1)

ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ
  917 田村 純菜(1)

ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ
  911 永原 朱夏(2)

ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ
 2   6 豊科高  1995 齊藤 雅(2)     50.06 

ﾄﾖｼﾅｺｳ ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ
 1993 青柳 里央(3)

ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ
 1992 安田 三奈美(3)

ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ
 1991 御子柴 優花(3)

ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ
 3   5 長野日大高   959 小島 すずか(2)     50.33 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ｺｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ
  954 加藤 詩萌(3)

ｶﾄｳ ｼﾎ
  952 伊能 史織(3)

ｲﾉｳ ｼｵﾘ
  958 春日 佑月(2)

ｶｽｶﾞ ﾕｽﾞｷ
 4   7 松本大  9020 牧元 美沙(1)     51.06 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ
 9015 児玉 奈美(1)

ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ
 9016 菅沼 真洸(2)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
 9019 南澤 明音(2)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ
 5   8 諏訪二葉高    88 高島 楓香(2)     51.88 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ﾀｶｼﾏ ﾌｳｶ
   86 宮澤 歩(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ
  107 深江 愛美(3)

ﾌｶｴ ｱﾐ
   87 中島 瑠衣(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾙｲ
 6   9 松本県ヶ丘高  1823 吉岡 綾子(3)     52.07 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ
 1792 森本 知隼(3)

ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ
 1793 北澤 詩織(2)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ
 1826 上條 のあ(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ
 7   2 長野東部中  5517 水元 叶(2)     52.50 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾅｳ
 5508 滝澤 朱(2)

ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ
 5503 上垣外 奈緒(2)

ｶﾐｶﾞｲﾄ ﾅｵ
 5504 宮岡 万優莉(2)

ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ
 8   3 波田中  7393 佐藤 優花(3)     52.91 

ﾊﾀﾁｭｳ ｻﾄｳ ﾕｳｶ
 7392 伊藤 百合菜(3)

ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ
 7394 根本 樹(3)

ﾈﾓﾄ ﾐｷ
 7396 奈良 実咲(2)

ﾅﾗ ﾐｻｷ

女子

4×100m
決勝



予選 4月23日  9:30
決勝 4月23日 16:20

県記録(KR)        3,46.50
県高記録(HR)      3,46.50
大会記録(GR)      3,59.90

[ 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  9015 児玉 奈美(1)   4,10.01 Q  1   8 岩村田高  1270 土屋 かなめ(3)   4,18.83 Q

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ
 9021 木田 沙耶(1)  1271 松田 華歩(3)

ｷﾀﾞ ｻﾔ ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ
 9016 菅沼 真洸(2)  1275 廣川 紗良(2)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ
 9019 南澤 明音(2)  1273 秋山 咲花(2)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ
 2   4 下諏訪向陽高   117 鈴木 菜々花(2)   4,16.50 Q  2   6 上田染谷丘高  1469 宮越 菜緒(2)   4,22.51 Q

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ﾐﾔｺｼ ﾅｵ
  132 中澤 毬乃(3)  1471 酒井 菜々美(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾘﾉ ｻｶｲ ﾅﾅﾐ
  133 西山 幸花(3)  1472 内堀 陽日(2)

ﾆｼﾔﾏ ｻﾁｶ ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾋ
  135 石見 彩音(3)  1470 田川 実侑(2)

ｲﾜﾐ ｱﾔﾈ ﾀｶﾞﾜ ﾐﾕｳ
 3   3 飯田風越高   446 野崎 優奈(3)   4,19.85 q  3   4 松本蟻ヶ崎高  1878 手塚 友貴乃(3)   4,25.18 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾅ ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ﾃﾂﾞｶ ﾕｷﾉ
  447 宮澤 風香(3)  1882 金井 向日葵(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ
  449 佐々木 果穂(3)  1881 蛭田 杏(2)

ｻｻｷ ｶﾎ ﾋﾙﾀ ｱﾝ
  459 仲田 ほの(2)  1876 齊藤 静花(3)

ﾅｶﾀ ﾎﾉ ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ
 4   5 諏訪清陵高  2051 川上 由華(3)   4,23.79 q  4   2 創造学園高  1990 小林 あゆみ(1)   4,34.95 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ
 2058 繁田 奈々世(2)  1979 三和 瑠夏(1)

ｼｹﾞﾀ ﾅﾅｾ ﾐﾜ ﾙﾅ
 2053 三井 咲良(3)  1986 伊藤 鈴花(3)

ﾐﾂｲ ｻｸﾗ ｲﾄｳ ｽｽﾞｶ
 2056 宮坂 万理(3)  1988 宮坂 梨乃(2)

ﾐﾔｻｶ ﾏﾘ ﾐﾔｻｶ ﾘﾉ
 5   8 長野西高   785 奥村 莉帆(3)   4,25.73  5   5 上田高  1429 依田 梢(2)   4,40.69 

ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ ｵｸﾑﾗ ﾘﾎ ｳｴﾀﾞｺｳ ﾖﾀﾞ ｺｽﾞｴ
  787 酒井 彩花(3)  1430 梅村 菜々子(2)

ｻｶｲ ｻﾔｶ ｳﾒﾑﾗ ﾅﾅｺ
  794 武江 こころ(2)  1428 日比 まひろ(2)

ﾀｹｴ ｺｺﾛ ﾋﾋﾞ ﾏﾋﾛ
  786 仲俣 実佑(3)  1426 西野入 萌利(3)

ﾅｶﾏﾀ ﾐﾕｳ ﾆｼﾉｲﾘ ﾓｴﾘ
 6   2 伊那弥生ヶ丘高   298 北原 寧々(3)   4,29.96   3 信州大

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶ ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ 欠場
  297 髙橋 光(3)

ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ
  299 両角 あずさ(3)

ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｽﾞｻ
  300 吉田 みさき(3)

ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ
 7   6 須坂東高   720 熊井 美桜(3)   4,36.59   7 東海大諏訪高

ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼｺｳ ｸﾏｲ ﾐｵ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜｺｳ 欠場
  716 篠塚 香里(3)

ｼﾉﾂﾞｶ ｶｵﾘ
  723 岡田 彩(3)

ｵｶﾀﾞ ｱﾔ
  719 中島 虹菜(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾆﾅ
 8   9 大町岳陽高  1696 川田 涼葉(3)   4,44.79 

ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳｺｳ ｶﾜﾀ ｽｽﾞﾊ
 1671 山本 佳奈(2)

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ
 1675 齋藤 美空(1)

ｻｲﾄｳ ﾐｸ
 1697 北澤 朱里(3)

ｷﾀｻﾞﾜ ｱｶﾘ

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   2 伊那北高   292 池上 葵(2)   4,15.08 Q

ｲﾅｷﾀｺｳ ｲｹｶﾞﾐ ｱｵｲ
  290 金森 佑奈(2)

ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ
  291 京澤 夏子(2)

ｷｮｳｻﾜ ﾅﾂｺ
  273 宮澤 希(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ
 2   8 松商学園高  1941 川井 海帆(3)   4,22.07 Q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｶﾜｲ ｶﾎ
 1957 安元 実佑(2)

ﾔｽﾓﾄ ﾐﾕ
 1955 大月 来夢(2)

ｵｵﾂｷ ﾗｲﾑ
 1951 深澤 由惟(2)

ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ
 3   5 松本県ヶ丘高  1823 吉岡 綾子(3)   4,25.03 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ
 1826 上條 のあ(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ
 1796 塩原 美里(2)

ｼｵﾊﾗ ﾐｻﾄ
 1793 北澤 詩織(2)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ
 4   7 赤穂高   353 朝日 りおん(3)   4,31.13 

ｱｶﾎｺｳ ｱｻﾋ ﾘｵﾝ
  354 氣賀澤 柚希(3)

ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ
  356 戸枝 星(2)

ﾄｴﾀﾞ ｱｶﾘ
  355 小出 千夏(2)

ｺｲﾃﾞ ﾁﾅﾂ
  3 長野日大高

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 欠場

  4 諏訪二葉高
ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ 欠場

  6 丸子修学館高
ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝｺｳ 欠場

女子

4×400m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 松本大  9015 児玉 奈美(1)   4,09.12 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ
 9021 木田 沙耶(1)

ｷﾀﾞ ｻﾔ
 9016 菅沼 真洸(2)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
 9019 南澤 明音(2)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ
 2   6 下諏訪向陽高   117 鈴木 菜々花(2)   4,15.70 

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ
  132 中澤 毬乃(3)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾘﾉ
  133 西山 幸花(3)

ﾆｼﾔﾏ ｻﾁｶ
  135 石見 彩音(3)

ｲﾜﾐ ｱﾔﾈ
 3   8 松商学園高  1941 川井 海帆(3)   4,21.15 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｶﾜｲ ｶﾎ
 1957 安元 実佑(2)

ﾔｽﾓﾄ ﾐﾕ
 1955 大月 来夢(2)

ｵｵﾂｷ ﾗｲﾑ
 1951 深澤 由惟(2)

ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ
 4   9 上田染谷丘高  1469 宮越 菜緒(2)   4,22.69 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ﾐﾔｺｼ ﾅｵ
 1471 酒井 菜々美(2)

ｻｶｲ ﾅﾅﾐ
 1472 内堀 陽日(2)

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾋ
 1470 田川 実侑(2)

ﾀｶﾞﾜ ﾐﾕｳ
 5   3 飯田風越高   446 野崎 優奈(3)   4,23.77 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾅ
  449 佐々木 果穂(3)

ｻｻｷ ｶﾎ
  448 森本 恵生(3)

ﾓﾘﾓﾄ ｴﾐ
  459 仲田 ほの(2)

ﾅｶﾀ ﾎﾉ
 6   2 諏訪清陵高  2051 川上 由華(3)   4,24.21 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ
 2058 繁田 奈々世(2)

ｼｹﾞﾀ ﾅﾅｾ
 2053 三井 咲良(3)

ﾐﾂｲ ｻｸﾗ
 2056 宮坂 万理(3)

ﾐﾔｻｶ ﾏﾘ
 7   5 岩村田高  1270 土屋 かなめ(3)   4,32.33 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ
 1271 松田 華歩(3)

ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ
 1275 廣川 紗良(2)

ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ
 1278 紫 美海(2)

ﾑﾗｻｷ ﾐｳ
  7 伊那北高   292 池上 葵(2)

ｲﾅｷﾀｺｳ ｲｹｶﾞﾐ ｱｵｲ 棄権
  290 金森 佑奈(2)

ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ
  291 京澤 夏子(2)

ｷｮｳｻﾜ ﾅﾂｺ
  273 宮澤 希(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ

4×400m
決勝

女子



決勝 4月22日 10:30

県記録(KR)           1.81
県高記録(HR)         1.77
大会記録(GR)         1.72

片平 真理子
ｶﾀﾋﾗ ﾏﾘｺ 長野吉田AC
坂井 桃菜美(3)
ｻｶｲ ﾐﾅﾐ 須坂高
塩原 美里(2)
ｼｵﾊﾗ ﾐｻﾄ 松本県ヶ丘高
太田 杏優(3)
ｵｵﾀ ｱﾕ 市立長野高
土屋 ほのか(2)
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 軽井沢A&AC
髙見沢 菜央(3)
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾅｵ 上田染谷丘高
胡桃 沙紀(3)
ｸﾙﾐ ｻｷ 大町岳陽高
中井 遥菜(3)
ﾅｶｲ ﾊﾙﾅ 松本美須々丘高
岡田 朋佳(3)
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 軽井沢A&AC
市村 彩美(2)
ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ 軽井沢A&AC
中島 花梨(3)
ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾘﾝ 東北中
齊藤 由佳(2)
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高
奥田 藍美(3)
ｵｸﾀﾞ ｱｲﾐ 赤穂高
依田 智恵梨(3)
ﾖﾀﾞ ﾁｴﾘ 軽井沢A&AC
武内 美南(1)
ﾀｹｳﾁ ﾐﾅﾐ 長野日大高
臼井 花(1)
ｳｽｲ ﾊﾅ 長野日大高
北原 沙希(2)
ｷﾀﾊﾗ ｻｷ 飯田風越高
百瀬 早姫(2)
ﾓﾓｾ ｻｷ 下諏訪向陽高
酒井 彩花(3)
ｻｶｲ ｻﾔｶ 長野西高
久保村 沙那(3)
ｸﾎﾞﾑﾗ ｻﾅ 佐久長聖高
濵 奏美(2)
ﾊﾏ ｶﾅﾐ 諏訪実高
盛田 沙英(3) 記録なし
ﾓﾘﾀ ｻｴ 篠ノ井高
渡邉 真由(3) 記録なし
ﾜﾀﾅﾍﾞﾏﾕ 中野立志館高
米山 野乃佳(1) 記録なし
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 佐久長聖高
中里 未央(3) 記録なし
ﾅｶｻﾞﾄ ﾐｵ 須坂高
細尾 咲衣(1) 記録なし
ﾎｿｵ ｻｴ 長野日大高
小平 真帆(3) 記録なし
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏﾎ 高森中
翠川 明日香(1) 記録なし
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｱｽｶ 丸子修学館高
藤澤 鈴香(3) 記録なし
ﾌｼﾞｻﾜ ｽｽﾞｶ 上田第五中
山田 千翔(2) 記録なし
ﾔﾏﾀﾞ ﾁｶ 市立長野高
土屋 みやび(2) 記録なし
ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ 上田西高
櫻井 裕梨(2) 欠場
ｻｸﾗｲ ﾕﾘ 野沢北高

10  1238

28  1532
XXX

22   913
XXX

20  4674
XXX

18  1381
XXX

17  8380
XXX

12   942
XXX

5   738
XXX

4  1306
XXX

3   646
XXX

1  1079
XXX

 1.40

 1.40

21 19    56
XXO XXX

18 21  1304
XO XXX

 1.40

 1.40

18 6   787
XO XXX

18 2   119
XO XXX

 1.40

 1.40

14 25   458
O XXX

14 24   943
O XXX

 1.40

 1.40

14 11   944
O XXX

14 7  9004
O XXX

 1.45

 1.45

13 27   351
O XO XXX

11 23   406
O O XXX

 1.45

 1.50

11 8  5628
O O XXX

XXX
10 9  9008

XO O XXO

 1.50

 1.50

8 15  9006
O O XXO XXX

XXX
8 13  1858

- O XXO

 1.50

 1.50

7 31  1695
O O XO XXX

XXX
6 29  1464

O XO O

 1.50

 1.55

5 26  9012
O O O XXX

XXO XXX
4 30   925

O O XXO

 1.58

 1.58

3 32  1796
- - O XO XO

XXO O XXX

XXX

2 14   739
- XO O

- - - -

記録1m50 1m55 備考

O O XXX  1.64

1m58 1m61

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 1m64 1m67
1 16

氏  名 所属名 1m40 1m45
 9039

-



決勝 4月23日 11:00

県記録(KR)           4.01
県高記録(HR)         3.65
大会記録(GR)         3.80

3m10 3m20 3m30
小林 奏(3) - - - - - - - - - O
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 佐久長聖高 XXO XO XXX
北村 美結(2) - - - XO O O O XO O XXX
ｷﾀﾑﾗ ﾐﾕｳ 長野工高
小林 由依(3) - - - O O O O O XO XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 原中
鎌倉 杏(3) - - - O O O O XXX
ｶﾏｸﾗ ｱﾝｽﾞ 原中
依田 智恵梨(3) - XO O XXX
ﾖﾀﾞ ﾁｴﾘ 軽井沢A&AC
佐々木 果穂(3) O O XXX
ｻｻｷ ｶﾎ 飯田風越高
八城 かすみ(2) XXO O XXX
ﾔｼﾛ ｶｽﾐ 原中
松田 ゆうか(2) O XXX
ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｶ 常盤中
牧野 美羽(2) O XXX
ﾏｷﾉ ﾐｳ 常盤中
諸星 美璃(2) O XXX
ﾓﾛﾎｼ ﾐﾘ 軽井沢A&AC
佐伯 三葉(2) O XXX
ｻｴｷ ﾐﾂﾊﾞ 軽井沢A&AC
塩野 琴梨(3) O XXX
ｼｵﾉ ｺﾄﾘ 軽井沢A&AC
進藤 綾音(3) - - XXr 記録なし
ｼﾝﾄｳ ｱﾔﾈ 松本県ヶ丘高
金子 未羽(3) 欠場
ｶﾈｺﾐｳ 長野清泉高

8  1029

8 6  9005
 1.80

11  1821

8 4  9009
 1.80

8 5  9007
 1.80

8 1  4890
 1.80

8 2  4891
 1.80

6 7   449
 2.00

7 3  7893
 2.00

4 10  7897
 2.70

5 9  9004
 2.20

2 12   856
 2.90

3 13  7898
 2.90

1 14  1300
 3.20

記録
2m20 2m40

備考
1m80 2m00 2m50 2m60 2m70 2m80 2m90 3m00

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 4月23日 10:00

県記録(KR)           6.41
県高記録(HR)         6.06
大会記録(GR)         6.41

森本 知隼(3)   5.58   4.28    X   5.60    X   5.43    5.60 
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 松本県ヶ丘高   +0.5   +2.7   +0.5   +2.5    +0.5
西村 千明(2)   5.60   5.57   5.56    -    X   5.46    5.60 
ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 東学大   +0.1   +1.2   +0.8   +1.9    +0.1
常田 麻奈(2)   5.04    X   5.19   5.14   5.13    X    5.19 
ﾄｷﾀﾞ ﾏﾅ 長野日大高   +0.3   +4.5   +1.0   +2.3    +4.5
堀田 莉紗(3)   4.75   5.01   4.83   5.02    X   5.18    5.18 
ﾎｯﾀ ﾘｻ 市立長野高   +0.9   +2.5   +1.5   +2.4   +1.5    +1.5
中曽根 沙耶(4)   4.79   4.99   5.10   5.03   5.15   5.04    5.15 
ﾅｶｿﾈ ｻﾔ 信州大   +3.0   +1.6   +1.2   +2.1   +2.7   +2.8    +2.7
宮澤 香音(3)   4.76   4.84   4.87   4.93   5.12    X    5.12 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 高森中   +0.4   +1.7   +0.9   +2.7   +1.6    +1.6
北原 小遥(2)   4.67   4.88   4.95   4.91    X   4.94    4.95 
ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 春富中   +0.5   +1.8   +2.8   +1.7   +1.4    +2.8
長谷尾 彩華(1)   4.82   4.71   4.68   4.52   4.45   4.55    4.82 
ﾊｾｵ ｱﾔｶ 大町岳陽高   +1.5   +4.0   +1.6   +1.9   +1.7   +4.0    +1.5
寺澤 舞歩(2)   4.80   4.79   4.69    4.80 
ﾃﾗｻﾜ ﾏﾎ 長野商高   +0.1   +0.9   +1.8    +0.1
御子柴 優花(3)   4.80    X   4.68    4.80 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 豊科高   -1.3   +1.7    -1.3
石見 彩音(3)   4.67   4.67   4.80    4.80 
ｲﾜﾐ ｱﾔﾈ 下諏訪向陽高   -0.4   +0.3   +2.1    +2.1
唐澤 純夏(1)   4.78    X   4.58    4.78 
ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ 上伊那農高   +0.3   +1.3    +0.3
根橋 佑奈(2)    X   4.76   4.61    4.76 
ﾈﾊﾞｼ ﾕｳﾅ 長野日大高   -0.4   +1.5    -0.4
山岸 萌香(1)   4.74   4.66   4.69    4.74 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾓｴｶ 飯山高   -0.8   +1.4   +0.9    -0.8
飯島 詳子(3)   4.56   4.71    X    4.71 
ｲｲｼﾞﾏ ｼｮｳｺ 塩尻志学館高    0.0   +0.6    +0.6
松田 明子(2)   4.62   4.70   4.65    4.70 
ﾏﾂﾀﾞ ｱｷｺ 信州大   +1.0   +3.8   +1.5    +3.8
西澤 香   4.61   4.69   4.63    4.69 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｵﾘ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +0.2   +1.9   +0.5    +1.9
橋本 真理子(3)   4.58   4.63   4.68    4.68 
ﾊｼﾓﾄ ﾏﾘｺ 長野吉田高   +0.3   +1.1   +2.8    +2.8
加藤 ほのか(1)    X   4.64   4.59    4.64 
ｶﾄｳ ﾎﾉｶ 上伊那農高   +2.3   +4.7    +2.3
篠原 舞(3)   4.42   4.59   4.50    4.59 
ｼﾉﾊﾗ ﾏｲ 岡谷南高   +1.7   +0.9   +2.7    +0.9
小林 涼美(1)    X    X   4.56    4.56 
ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞﾐ 飯山高   +2.0    +2.0
吉村 葵(3)   4.52    X   4.51    4.52 
ﾖｼﾑﾗ ｱｵｲ 塩尻広陵中   +3.1   +1.8    +3.1
清水 千亜紀(3)    X    X   4.40    4.40 
ｼﾐｽﾞ ﾁｱｷ 丸子修学館高   +2.7    +2.7
栗空 実穂(2)   4.39    X    X    4.39 
ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ 木曽青峰高   -0.7    -0.7
伊藤 絵夢(2)   4.36   4.24   4.25    4.36 
ｲﾄｳ ｴﾑ 諏訪実高   -0.3   +1.2   +2.9    -0.3
杉山 佳乃(3)   4.34   4.27   4.24    4.34 
ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼﾉ 上田第五中   +2.3   +1.7   +2.5    +2.3
土屋 さくら(2)    X   4.12   4.34    4.34 
ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ 岩村田高   +1.3   +3.2    +3.2
齊藤 由佳(2)   4.21   4.16   4.10    4.21 
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高   +0.9   +0.9   +3.5    +0.9
比田井 凜(2)   4.12    X    /    4.12 
ﾋﾀﾞｲ ﾘﾝ 望月AC   -0.3    -0.3
清水 思(2)   2.92    X    X    2.92 
ｼﾐｽﾞ ｺﾄ 上田染谷丘高   +0.4    +0.4
松岡 みず穂(2)    X    X    X 記録なし
ﾏﾂｵｶ ﾐｽﾞﾎ 松本県ヶ丘高
北岡 依生希(3) 中学生    X    X    X 記録なし
ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ 伊那東部中
内田 佑香(2) 欠場
ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｶ 松本県ヶ丘高
宮澤 歩(2) 欠場
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 諏訪二葉高
榊原 南実(4) 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 35  1792

-5-

2 30  9041

3 21   961

4 28   926

5 31  9031

6 22  8378

7 29  8163

8 26  1674

9 6   850

10 27  1991

11 24   135

12 16   232

13 32   956

14 23   589

15 19  1610

16 10  9029

17 11  9003

18 4   752

19 15   235

20 18   185

21 25   590

22 13  6479

23 17  1390

24 7  1569

25 12    55

26 5  4672

27 14  1274

28 2   406

29 8  9047

30 9  1468

3  1797

20  8143

34  9027

1  1798

33    86



決勝 4月22日 12:30

県記録(KR)          13.10
県高記録(HR)        12.40
大会記録(GR)        12.76

宮澤 歩(2)    X    X  11.50  11.90    -    -   11.90 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 諏訪二葉高   +1.9   +4.4    +4.4
市岡 奈月(4)  11.49  11.32  11.64    X    X  10.81   11.64 
ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 東学大   +3.2   +2.0   +4.0   +4.7    +4.0
森本 知隼(3)  11.06   9.76  11.47  11.29    -    -   11.47 
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 松本県ヶ丘高   +3.2   +3.9   +3.3   +2.2    +3.3
栗空 亜沙美(2)    X  10.39  10.77  10.35  10.47    X   10.77 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 信州大   +3.7   +4.2   +3.9   +2.7    +4.2
西澤 香   9.57   9.13  10.27  10.61  10.25  10.33   10.61 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｵﾘ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +4.4   +3.2   +2.5   +7.1   +3.3   +2.8    +7.1
堀田 莉紗(3)  10.11   9.53   9.95   9.68    X  10.29   10.29 
ﾎｯﾀ ﾘｻ 市立長野高   +3.1   +2.4   +3.6   +2.4   +2.4    +2.4
樋口 莉緒花(3)  10.09   9.86   9.96   9.92  10.18  10.13   10.18 
ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ 塩尻志学館高   +4.1   +3.0   +2.0   +3.6   +2.7   +2.0    +2.7
伊藤 絵夢(2)   9.96   9.97  10.18  10.02  10.06   9.96   10.18 
ｲﾄｳ ｴﾑ 諏訪実高   +6.2   +3.7   +5.3   +2.2   +4.3   +3.8    +5.3
橋本 真理子(3)   9.98   9.99  10.03   10.03 
ﾊｼﾓﾄ ﾏﾘｺ 長野吉田高   +2.4   +3.0   +3.5    +3.5
浅村 美優(3)   9.83  10.00   9.87   10.00 
ｱｻﾑﾗ ﾐﾕ 松商学園高   +1.7   +1.5   +4.0    +1.5
清水 千亜紀(3)    X   9.81   9.95    9.95 
ｼﾐｽﾞ ﾁｱｷ 丸子修学館高   +3.0   +3.7    +3.7
栗空 実穂(2)   9.84   9.49    X    9.84 
ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ 木曽青峰高   +1.8   +3.0    +1.8
伊東 海菜美(2)   9.69   9.34   9.48    9.69 
ｲﾄｳ  ﾐﾅﾐ 上田千曲高   +2.2   +2.3   +2.2    +2.2
木田 沙耶(1)   9.58   9.61   9.61    9.61 
ｷﾀﾞ ｻﾔ 松本大   +2.6   +3.9   +2.1    +3.9
土屋 さくら(2)   9.57    X    X    9.57 
ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ 岩村田高   +3.1    +3.1
宮原 真(3)   9.18   9.42    X    9.42 
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾏｺﾄ 長野南高   +2.1   +3.5    +3.5
木内 麻衣子(3)    X   9.36   9.17    9.36 
ｷｳﾁ ﾏｲｺ 野沢南高   +2.2   +2.6    +2.2
繁田 奈々世(2)    X    X   9.13    9.13 
ｼｹﾞﾀ ﾅﾅｾ 諏訪清陵高   +2.3    +2.3
田口 璃乃佳(2)    X    X    X 記録なし
ﾀｸﾞﾁ ﾘﾉｶ 文化学園長野高

女子

三段跳

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 17    86

-5-

2 19  9040

3 18  1792

4 16  9023

5 15  9003

6 12   926

7 11  1611

8 13    55

9 14   752

10 10  1945

11 6  1390

12 7  1569

13 4  1488

14 9  9021

15 5  1274

16 8   893

2   982

17 1  1251

18 3  2058



決勝 4月23日 15:00

県記録(KR)          13.70
県高記録(HR)        13.65
大会記録(GR)        13.12

佐藤 芹香(2)
ｻﾄｳ ｾﾘｶ 東女体大
小林 弥希(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 松商学園高
巾 こと美(2)
ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ 木曽青峰高
今井 香帆(3)
ｲﾏｲ ｶﾎ 松商学園高
藤本 優佳(2)
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｶ 木曽青峰高
溝口 佳歩(1)
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｶﾎ 佐久長聖高
岩下 早紀(1)
ｲﾜｼﾀ ｻｷ 松本大
細川 佑郁(3)
ﾎｿｶﾜ ﾕｲ 諏訪二葉高
梅田 佳奈(2)
ｳﾒﾀﾞ ｶﾅ 野沢北高
金子 真菜(2)
ｶﾈｺ ﾏﾅ 諏訪実高
小林 幸音(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾈ 飯山高
鈴木 香琳(3)
ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 岩村田高
酒井 美咲(1)
ｻｶｲ ﾐｻｷ 丸子修学館高
柳澤 優羽(2)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 上田第五中
新田 美月(3)
ﾆｯﾀ ﾐﾂﾞｷ 小諸高
小林 眞菜子(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅｺ 長野清泉高
松本 真輝(3)
ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ 松本深志高
古畑 桃子(3)
ﾌﾙﾊﾀ ﾓﾓｺ 木曽青峰高
安藤 あかり(2)
ｱﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ 野沢北高
米倉 萌美(3) 欠場
ﾖﾈｸﾗ ﾓｴﾐ 長野南高

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 20  9043

  X 11.19   X   X 11.59 11.01  11.59 

2 19  1963
10.06 10.69 10.39 11.08   X 11.33  11.33 

3 18  1571
10.58 10.70 10.62 10.86 10.60 10.43  10.86 

4 17  1939
10.46   X 10.67 10.34 10.34 10.51  10.67 

5 14  1570
 9.60  9.23  9.37  9.28  9.22  9.38   9.60 

6 16  1301
  X  9.20  8.81  9.34  8.76  8.72   9.34 

7 15  9014
 8.20  9.25  8.88  8.71  8.63  8.99   9.25 

8 3   104
 7.48  8.91  7.50  8.58  7.63  7.40   8.91 

9 10  1237
 8.64  8.35  8.75   8.75 

10 11    58
 8.12  8.38  8.48   8.48 

11 1   591
 8.06  7.95  7.69   8.06 

12 9  1272
 7.68  7.98  7.54   7.98 

13 6  1383
 7.98  7.55  7.60   7.98 

14 13  4691
 7.71  7.76  6.86   7.76 

15 8  1331
 6.84  7.57  7.72   7.72 

16 5  1030
 6.78  7.47  7.14   7.47 

17 7  1782
  X  7.26  6.87   7.26 

18 2  1568
 6.15  6.86  7.10   7.10 

19 4  1239
 6.51  6.30  6.52

12   891

  6.52 



決勝 4月22日  9:35

県記録(KR)          45.73
県高記録(HR)        44.69
大会記録(GR)        42.02

新津 まり菜(3)
ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ 信州大
柄澤 真野(4)
ｶﾗｻﾜ ﾏﾔ 信州大
溝口 佳歩(1)
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｶﾎ 佐久長聖高
春原 朱里(3)
ｽﾉﾊﾗ ｱｶﾘ 上田染谷丘高
荒井 葵凪(3)
ｱﾗｲ ｷﾅｷﾞ 塩尻志学館高
小林 弥希(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 松商学園高
武藤 衣里加(2)
ﾑﾄｳ ｴﾘｶ 野沢南高
町田 みさ(3)
ﾏﾁﾀﾞ ﾐｻ 松本県ヶ丘高
白石 友佳(3)
ｼﾗｲｼ ﾕｶ 長野高
青島 まど華(2)
ｱｵｼﾏ ﾏﾄﾞｶ 木曽青峰高
古畑 桃子(3)
ﾌﾙﾊﾀ ﾓﾓｺ 木曽青峰高
宮澤 あかね(3)
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｶﾈ 伊那西高
盛田 沙英(3)
ﾓﾘﾀ ｻｴ 篠ノ井高
丸山 優花(3)
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｶ 明科高
清水 詩乃(3)
ｼﾐｽﾞ ｼﾉ 伊那西高
小平 美来(2)
ｺﾀﾞｲﾗ ﾐｸ 野沢南高
宮原 真(3)
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾏｺﾄ 長野南高
清水 希(3)
ｼﾐｽﾞ ﾉｿﾞﾐ 岡谷東高
伊藤 舞(2)
ｲﾄｳ ﾏｲ 飯田風越高
米倉 萌美(3)
ﾖﾈｸﾗ ﾓｴﾐ 長野南高
北野 緋菜(2)
ｷﾀﾉ ﾋﾅ 阿南高

 17.14 

 18.68 

21 10   547
17.14 16.72   X

 18.94 

20 15   891
  X 18.68   X

 19.61 

19 1   460
  X   X 18.94

 19.64 

18 3   147
19.14 19.61   X

 22.72 

17 2   893
18.01 19.64   X

 23.06 

16 13  1244
  X 20.83 22.72

 23.07 

15 6   328
23.06 22.67   X

 23.44 

14 9  2013
  X 19.26 23.07

 23.86 

13 8  1079
23.44   X 22.61

 23.95 

12 7   329
23.86   X   X

 24.54 

11 4  1568
19.99 23.95   X

 24.77 

10 5  1572
  X 24.54   X

22.63 22.63   X  25.50 

9 14  2181
24.34 23.87 24.77

23.32 24.94 27.80  27.80 

8 11  1824
20.99 25.50 12.81

26.96 26.80 22.84  28.49 

7 12  1246
  X 26.07 27.47

  X   X 26.53  28.66 

6 16  1963
28.49   X   X

28.04 22.35 27.96  30.21 

5 18  1604
  X 24.97 28.66

30.72 27.23 27.90  30.72 

4 17  1463
24.25 30.21 28.50

30.21 32.25   X  32.29 

3 19  1301
27.33 28.36 26.47

36.58 32.66 33.71  36.58 

2 20  9033
  X 32.29   X

1 21  9030
33.50 35.43 33.12

-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22日 15:15

県記録(KR)          60.40
県高記録(HR)        44.45
大会記録(GR)        54.68

中島 未歩
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾎ NTF
黒岩 美怜(4)
ｸﾛｲﾜ ﾐﾚｲ 筑波大
佐藤 芹香(2)
ｻﾄｳ ｾﾘｶ 東女体大
荒井 葵凪(3)
ｱﾗｲ ｷﾅｷﾞ 塩尻志学館高
堤 向日葵(3)
ﾂﾂﾐ ﾋﾏｱﾘ 創造学園高
町田 みさ(3)
ﾏﾁﾀﾞ ﾐｻ 松本県ヶ丘高
藤本 優佳(2)
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｶ 木曽青峰高
竹花 真央(3)
ﾀｹﾊﾅ ﾏｵ 更級農高
柄澤 真野(4)
ｶﾗｻﾜ ﾏﾔ 信州大
河邨 佳歩(2)
ｶﾜﾑﾗ ｶﾎ 更級農高
青島 まど華(2)
ｱｵｼﾏ ﾏﾄﾞｶ 木曽青峰高
井嶋 まどか(2)
ｲｼﾞﾏ ﾏﾄﾞｶ 梓川高
藤ノ木 沙良(3)
ﾌｼﾞﾉｷ ｻﾗ 長野工高
藤原 希(2)
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾉｿﾞﾐ 大町岳陽高
岩原 麗乃(2)
ｲﾜﾊﾗ ﾚﾉ 梓川高

 13.55 

 16.99 

15 1  1733
12.62 13.55 13.43

 17.84 

14 2  1673
14.73 16.99   X

 18.97 

13 4   863
  X 17.84   X

 22.39 

12 3  1731
14.81 18.97 15.74

 27.00 

11 6  1572
21.77 22.39 20.84

 27.08 

10 5  2146
26.23 23.20 27.00

  X   X   X  27.31 

9 7  9033
27.08 26.31 24.47

26.27 28.42   X  28.42 

8 11  2145
  X   X 27.31

30.68   X 27.16  30.68 

7 10  1570
26.56 27.39   X

  X   X   X  31.89 

6 8  1824
27.06 26.61 28.37

32.55   X   X  33.16 

5 9  1987
28.89   X 31.89

43.35   X   X  43.35 

4 12  1604
29.91 33.16   X

49.31   X   X  49.31 

3 13  9043
40.44   X 41.81

  X 53.30   X  53.30 

2 14  9038
  X 47.66 48.41

1 15  9000
52.34 51.64 52.75

-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23日 12:00

県記録(KR)          57.17
県高記録(HR)        48.07
大会記録(GR)        50.18

井口 華穂(4) 大会新
ｲｸﾞﾁ ｶﾎ 新潟医福大
湯本 珠実(3)
ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 松商学園高
濵 麗(4)
ﾊﾏ ｳﾗﾗ 東女体大
新津 まり菜(3)
ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ 信州大
小野塚 未夏(2)
ｵﾉﾂﾞｶ ﾐｶ 信州大
佐伯 悠里香(4)
ｻｴｷ ﾕﾘｶ 信州大
浦野 美帆(3)
ｳﾗﾉ ﾐﾎ 須坂高
鈴木 香琳(3)
ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 岩村田高
丸山 優花(3)
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｶ 明科高
太田 杏優(3)
ｵｵﾀ ｱﾕ 市立長野高
巾 こと美(2)
ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ 木曽青峰高
白石 友佳(3)
ｼﾗｲｼ ﾕｶ 長野高
横田 瑞希(2)
ﾖｺﾀ ﾐｽﾞｷ 松代高
新田 美月(3)
ﾆｯﾀ ﾐﾂﾞｷ 小諸高
北野 緋菜(2)
ｷﾀﾉ ﾋﾅ 阿南高
澤崎 恵未(4)
ｻﾜｻﾞｷ ｴﾐ 信大医陸
森田 優海(2)
ﾓﾘﾀ ﾕｳﾐ 岩村田高
吉田 みさき(3) 欠場
ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 伊那弥生ヶ丘高
坂井 桃菜美(3) 欠場
ｻｶｲ ﾐﾅﾐ 須坂高

13   739

 22.03 

11   300

 24.76 

17 2  1276
  X 20.63 22.03

 26.36 

16 1  9036
  X 20.07 24.76

 29.92 

15 7   547
23.48 23.90 26.36

 30.13 

14 5  1331
27.70 29.56 29.92

 31.16 

13 4  1129
28.94 29.07 30.13

 31.58 

12 3  2181
31.16 25.97 27.04

 32.67 

11 12  1571
27.58 28.42 31.58

 32.75 

10 15   925
  X 32.67   X

32.67 32.83 32.37  33.72 

9 6  2013
32.75 32.59 28.25

32.01 34.39 33.34  34.39 

8 8  1272
33.72 32.05 28.76

33.97 30.94 32.48  35.24 

7 9   740
33.22 33.85 33.17

34.11 34.76 35.39  35.68 

6 14  9026
32.54 34.77 35.24

41.57 42.79 43.69  43.69 

5 10  9028
35.04 34.40 35.68

44.96 44.54 43.12  45.43 

4 16  9030
39.29 38.78 40.14

41.30 44.48 44.22  47.15 

3 18  9045
45.43 41.93 43.93

47.97   X 49.73  51.07 

2 17  1940
47.15 46.75 42.45

1 19  9037
48.87 51.07   X

-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-
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