
大会コード 18170003

： ２０１８年４月２１日(土) － ２２日(日)
： 県松本平広域公園陸上競技場（競技場コード 171020）
： 一般財団法人長野陸上競技協会
： 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
： 長野県教育委員会・松本市教育委員会・信濃毎日新聞社
： 一般財団法人長野陸上競技協会
： 内山 了治
： 玉城 良二(トラック)　 藤森 要(スタート)　

内堀 俊彦(跳躍)　 小林 至(跳躍)　
良波 克也(投てき)　 小林 初美(招集所)　

： 瀧沢 佳生

■グラウンドコンディション
4月21日(土) 4月22日(日)

■失格の略号の説明
不正スタート (R162-7)
他のレーンに入った (R163-3a)
縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った (R163-3b)
ブレイクライン手前でレーンを離れ内側に入った (R163-5)
ﾍﾞﾝﾄ･ﾆｰ で3名以上がレッドカードを出した (R230-7a)
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
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晴 南東 2.4 29.0 20.0

16:00 曇 南東 0.7 28.1

1.4 30.4 20.0
15:00 晴 東南東 1.8 29.0 20.0 15:00

20.0
14:00 晴 南東 1.6 29.3 20.0 14:00 晴 東

20.0 13:00 晴 東北東 1.6 29.1
晴 西 1.5 27.4 20.0

13:00 晴 南 1.3 28.3
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12:00 晴 南東 2.2 27.1 20.0 12:00

30.0
11:00 晴 南南東 2.7 26.3 24.0 11:00 晴 南西
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晴 西南西 0.6 23.3 31.7

10:00 晴 南東 3.0 23.0

(m/s) (℃) (%)
09:45 晴 南南東 2.5 22.4 34.4 09:30
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■この大会で樹立された記録

■フィールド競技における記号の説明
成功・有効試技  (走高跳・棒高跳)
失敗・無効試技
パス
試合放棄ｒ

〇
✖
－

熊谷 悟(1)
花形 駿介(2)

3分19秒34 大会新
小林 航(4)

松本大04/22 男子 4x400mR 決勝 3分19秒03 輪湖 勇哉(2)
近藤 雅哉
浦野 泰希

3分19秒34 大会新
小林 英和

04/22 男子 4x400mR 決勝 3分17秒13 岩田 晃 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC
小林 叶音(3)
小林 舞香(1)

3分59秒90 大会新
今井 希生(3)

佐久長聖高高 15秒32 大会新
04/22 女子 4x400mR 決勝 3分58秒27 北岡 依生希(1) 東海大諏訪高
04/22 女子少年B 100mH 決勝 14秒75 中津 晴葉(1)

大会新
04/22 男子 400m 決勝 47秒55 中野 直哉 飯田病院 48秒00 大会新
04/22 男子 100m 準決勝 10秒54 西村 陽杜(3) 松商学園高 10秒61

熊谷 悟(1)
花形 駿介(2)

大会新
小林 航(4)

04/22 男子 4x400mR 予選 3分19秒12 輪湖 勇哉(2) 松本大 3分19秒34
永原 朱夏(3)
田村 純菜(2)

大会新
唐澤 花実(2)

51秒61 大会新
04/21 女子 4x100mR 決勝 47秒90 河田 璃音(2) 市立長野高 48秒00

飯田病院 51秒61 大会新
04/21 男子 400mH 決勝 51秒15 小林 英和 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC
04/21 男子 400mH 決勝 50秒62 中野 直哉

大会新
04/21 女子 1500m 決勝 9分34秒73 高松 いずみ(2) 長野東高 9分35秒00 大会新
04/21 女子 1500m 決勝 9分28秒39 萩谷 楓(3) 長野東高 9分35秒00

永原 朱夏(3)
田村 純菜(2)

大会新
唐澤 花実(2)

51秒61 大会新
04/21 女子 4x100mR 準決勝 47秒80 河田 璃音(2) 市立長野高 48秒00

日女体大 1m72 大会新
04/21 男子 400mH 予選 51秒00 中野 直哉 飯田病院
04/21 女子 走高跳 決勝 1m75 小野 美紗(4)

永原 朱夏(3)
田村 純菜(2)

市立長野高 48秒00 大会新
唐澤 花実(2)

04/21 女子 4x100mR 予選 47秒92 河田 璃音(2)
ラウンド 記録 氏名 所属 従来の記録 備考日付 クラス 種目



第58回長野県陸上競技春季大会 (18170003) 総　　  務 内山 了冶
兼 第73回国民体育大会陸上競技長野県予選会 ﾄﾗｯｸ審判長 玉城 良二
主催：(一財)長野陸上競技協会 ｽﾀｰﾄ審判長 藤森   要
共催：(公財)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 跳躍審判長 内堀 俊彦 / 小林 至
後援：長野県教育委員会・松本市教育委員会・信濃毎日新聞社 投擲審判長 吉波 克也
期日：平成30(2018)年4月21日(土)・22日(日) 招集所審判長 小林 初美

会場：長野県松本平広域公園陸上競技場(171020) 決勝記録一覧表 記 録 主任 瀧沢 佳生
(GR:大会新) 女  子

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
 4/22 女子  +0.6瀧澤 祐未 12.48 河田 璃音(2) 12.55 深澤 あまね(1) 12.58 宮下 真弥(2) 12.71 今井 希生(3) 12.74 窪田 結衣(3) 12.77 長村 紋 12.99 齊藤 雅(3) 13.00

100m with 市立長野高 佐久長聖高 飯田高 東海大諏訪高 信明中 with 豊科高
 4/21  +1.1河田 璃音(2) 25.19 唐澤 花実(2) 25.29 秋山 咲花(3) 25.73 下田 花菜(2) 25.99 今井 希生(3) 26.00 深澤 あまね(1) 26.02

200m 市立長野高 市立長野高 岩村田高 長野日大高 東海大諏訪高 佐久長聖高
 4/22 樋口 虹夏(2) 57.62 唐澤 花実(2) 58.28 戸田 麻由(4) 58.61 小林 叶音(3) 58.87 金森 佑奈(3) 1:00.39 内山 実音(2) 1:00.64 木田 沙耶(2) 1:01.24

400m 松商学園高 市立長野高 国武大 東海大諏訪高 伊那北高 長野日大高 松本大
 4/21 上條 麻奈(3) 2:15.51 高安 結衣(3) 2:15.53 中村 朱里(3) 2:16.67 小原 茉莉(2) 2:16.69 内山 実音(2) 2:19.28 高木 更紗(2) 2:20.52 内堀 陽日(3) 2:21.27 宮澤 美裕(2) 2:26.47

800m 東北大 長野東高 長野東高 長野東高 長野日大高 長野東高 上田染谷丘高 長野日大高
 4/22 小原 茉莉(2) 4:37.19 高木 更紗(2) 4:40.14 中村 朱里(3) 4:45.22 和田 帆香(2) 4:51.71 守屋 有彩(2) 4:53.20 筒井 心葉(2) 4:54.63 五味 叶花(1) 4:56.19 古旗 葵(3) 4:56.50

1500m 長野東高 長野東高 長野東高 長野東高 春富中 飯田高陵中 長野東高 戸倉上山田中
 4/21 萩谷 楓(3) 9:28.39 高松 いずみ(2) 9:34.73 小林 成美(3) 9:46.38 和田 帆香(2) 10:15.57 千葉 麻里子(1) 10:19.83 村岡 美玖(2) 10:26.90 北原 千菜(2) 10:27.52 臼田 悠花(3) 10:27.58

3000m 長野東高 GR 長野東高 GR 長野東高 長野東高 飯田高 波田中 長野東高 長野東高
 4/22  -0.7林 千尋(2) 15.23 永原 朱夏(3) 15.48 田中 風紗音(2) 15.76 中澤 久美 15.90 齊藤 由佳(3) 15.91 中島 瑠衣(3) 15.96 山崎 萌々子(3) 16.29 柳澤 結月(1) 16.66

100mH(0.838m) 上伊那農高 市立長野高 上田高 with 飯田高 諏訪二葉高 長野高専 松本国際高
 4/21 南澤 明音(3) 1:02.31 金森 佑奈(3) 1:03.41 山崎 萌々子(3) 1:03.79 林 千尋(2) 1:05.58 中島 瑠衣(3) 1:05.61 内山 彩夏(2) 1:09.87 小林 あゆみ(2) 1:10.29

400mH(0.762m) 松本大 伊那北高 長野高専 上伊那農高 諏訪二葉高 長野日大高 松本国際高
 4/22 高安 結衣(3) 7:08.66 北原 千菜(2) 7:31.76

2000mSC(0.762m) 長野東高 長野東高
 4/22 落合 早峰(3) 24:27.64 平澤 優佳(3) 26:45.66 畑野 実優(2) 27:42.81 塚田 絢子(2) 27:47.96 原田 琴菜(3) 28:01.51 中藤 夏葵(2) 30:35.56

5000m競歩 東海大諏訪高 松川高 松本国際高 上田染谷丘高 長野西高 松本国際高
 4/21 小野 美紗(4) 1.75 片平 真理子 1.70 小林 弓珠(3) 1.61 塩原 美里(3) 1.55 栗林 月碧(3) 1.55 細尾 咲衣(2) 1.50 田中 笙奈(2) 1.50 中島 花梨(1) 1.50

走高跳 日女体大 GR 長野吉田AC 南宮中 松本県ヶ丘高 南宮中 長野日大高 南宮中 市立長野高
 4/22 北村 美結(3) 3.30 小林 由依(1) 3.00 清水 愛奈(2) 2.70 田中 愛(2) 2.60 岩下 栞(3) 2.60 谷川 慧佳(2) 山辺中 2.50 川上 実咲(3) 2.40

棒高跳 長野工高 下諏訪向陽高 高遠高 松本国際高 上田第五中 有田 芽生(2) 松本深志高 山辺中
 4/22 榊原 南実(M) 5.69(+1.6) 西村 千明(3) 5.59(+2.8) 長谷尾彩華(2)5.35(-1.5) 長澤 妙(2) 5.33(+0.2) 牧内 愛実(2) 5.24(+1.1) 常田 麻奈(3) 5.13(+1.2) 田中 愛(2) 5.05(+0.8) 唐澤 純夏(2) 5.03(-1.6)

走幅跳 信州大 東学大 大町岳陽高 信州大 坂城中 長野日大高 松本国際高 上伊那農高
 4/21 宮澤 歩(3) 12.34(-1.7) 木田 沙耶(2)10.78(+1.2) 土屋さくら(3)10.57(+2.5) 唐澤 純夏(2)10.53(-0.4) 西澤 香 10.39(-0.1) 小林 涼美(2)10.34(+0.9) 栗空 実穂(3)10.23(+1.3) 伊藤 絵夢(3)10.19(+1.1)

三段跳 諏訪二葉高 松本大 岩村田高 上伊那農高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 飯山高 木曽青峰高 諏訪実高
 4/22 巾 こと美(3) 11.81 佐藤 芹香(3) 11.71 小林 弥希(2) 11.40 臼井 華(2) 10.43 藤本 優佳(3) 10.32 岩下 早紀(2) 10.19 田近 嵯季(1) 9.93 金子 真菜(3) 9.59

砲丸投(4.000kg) 木曽青峰高 東女体大 松商学園高 更級農高 木曽青峰高 松本大 木曽青峰高 諏訪実高
 4/21 溝口 佳歩(2) 34.04 小林 幸音(2) 34.00 武藤 衣里加(3) 33.12 小林 弥希(2) 31.88 小平 美来(3) 29.97 坂井 美藍(2) 27.27 丸山 香奈恵(2) 26.66 青島 まど華(3) 26.06

円盤投(1.000kg) 佐久長聖高 飯山高 野沢南高 松商学園高 野沢南高 上田染谷丘高 大町岳陽高 木曽青峰高
 4/21 佐藤 芹香(3) 48.54 小林 幸音(2) 37.89 藤本 優佳(3) 37.34 坂井 美藍(2) 35.11 渡利 美穂(2) 34.69 青島 まど華(3) 32.77 若林 咲理菜(2) 30.77 菅原 愛星(2) 26.28

ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg) 東女体大 飯山高 木曽青峰高 上田染谷丘高 更級農高 木曽青峰高 上伊那農高 梓川高
 4/22 井口 華穂(M) 50.71 湯本 珠実(1) 43.34 濱 麗 43.21 新津 まり菜(4) 41.52 松本 優花(2) 39.30 巾 こと美(3) 38.09 小野塚 未夏(3) 37.93 北野 緋菜(3) 37.44

やり投(600g) 新潟医福大 新潟医福大 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 信州大 更級農高 木曽青峰高 信州大 阿南高
 4/21 市立長野高       47.90 東海大諏訪高      48.77 松商学園高       48.79 佐久長聖高       49.71 長野日大高       49.74 岩村田高       50.19 坂城中       50.38 松本大       51.27

4×100m 河田 璃音(2) GR 徳竹 美友(3) 内川 未久(2) 橋本 花甫(1) 一由 恵利佳(3) 井出 凛生(2) 富山 萌衣(2) 菅沼 真洸(3)
唐澤 花実(2) 小林 叶音(3) 伏見 怜奈(1) 深澤 あまね(1) 山﨑 あみ(2) 廣川 紗良(3) 宮原 凛成(2) 児玉 奈美(2)
田村 純菜(2) 今井 希生(3) 友田 有紀(2) 中津 晴葉(1) 下田 花菜(2) 秋山 咲花(3) 宮下 留花(2) 渡邉 希(3)
永原 朱夏(3) 北岡 依生希(1) 樋口 虹夏(2) 横須賀 玲奈(2) 春日 佑月(3) 土屋 さくら(3) 牧内 愛実(2) 木田 沙耶(2)

 4/22 東海大諏訪高    3:58.27 松商学園高     4:03.00 長野日大高     4:05.59 松本大     4:07.01 上伊那農高     4:11.33 伊那北高     4:11.45 岩村田高     4:14.13
4×400m 北岡 依生希(1) GR 深澤 由惟(3) 一由 恵利佳(3) 菅沼 真洸(3) 小林 紗耶加(3) 熊谷 早恵(3) 井出 凛生(2)

今井 希生(3) 友田 有紀(2) 内山 実音(2) 南澤 明音(3) 加藤 こころ(2) 池上 葵(3) 秋山 咲花(3)
小林 舞香(1) 内川 未久(2) 春日 佑月(3) 児玉 奈美(2) 小平 夢加(2) 京澤 夏子(3) 廣川 紗良(3)
小林 叶音(3) 樋口 虹夏(2) 下田 花菜(2) 木田 沙耶(2) 林 千尋(2) 金森 佑奈(3) 土屋 さくら(3)

 4/22 女子少年B  -0.8中津 晴葉(1) 14.75 塚田 菜々(1) 15.35 小林 万莉(3) 16.61 森下 結衣(3) 17.51 青柳 菜々美(3) 18.24 増塩 翔鈴(3) 18.32 山本 尚穂(3) 19.43
100mH(0.762-8.5m) 佐久長聖高 GR 佐久長聖高 長峰中 松島中 山辺中 山辺中 山辺中



予選 4月22日 11:20
準決勝 4月22日 14:35
決勝 4月22日 16:00

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 +1.2

 1 瀧澤 祐未     12.71 Q  1 深澤 あまね(1)     12.84 Q
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ with ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 佐久長聖高

 2 長村 紋     12.92 q  2 三澤 百佳(2)     13.14 q
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ with ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ 開成中

 3 牧元 美沙(2)     13.18  3 相澤 こごみ(2)     13.24 
ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 松本大 ｱｲｻﾞﾜ ｺｺﾞﾐ 文化学園長野高

 4 橋本 花甫(1)     13.38  4 小林 菜月(3)     13.30 
ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ 佐久長聖高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 緑ヶ丘中

 5 濵田 みなと(2)     13.48  5 中原 希空(3)     13.62 
ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅｵ 春富中 ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ 春富中

 6 髙木 佑菜(2)     13.53  6 森脇 涼羽(1)     14.54 
ﾀｶｷﾞ ﾕﾅ 下諏訪向陽高 ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ 赤穂高

 7 喜島 晴(2)     13.71 伊藤 百合菜(1)
ｷｼﾞﾏ ﾊﾙ 女鳥羽中 ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ 松商学園高

 8 柳澤 結月(1)     13.96 三和 瑠夏(2)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂｷ 松本国際高 ﾐﾜ ﾙﾅ 松本国際高
寺澤 舞歩(3) 北岡 依生希(1)
ﾃﾗｻﾜ ﾏﾎ 長野商高 ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ 東海大諏訪高

[ 3組] 風速 +0.2 [ 4組] 風速 +2.2

 1 西村 千明(3)     13.14 Q  1 河田 璃音(2)     12.48 Q
ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 東学大 ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 市立長野高

 2 天野 悠美(3)     13.23  2 小林 舞香(1)     13.12 q
ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ 下諏訪向陽高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 東海大諏訪高

 3 酒井 夢実(3)     13.48  3 中島 愛(2)     13.33 
ｻｶｲ ﾕﾒﾐ 小諸高 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ 松川高

 4 山﨑 あみ(2)     13.49  4 中山 愛梨(2)     13.43 
ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾐ 長野日大高 ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ 緑ヶ丘中

 5 田中 咲(3)     13.64  5 塚間 友香(3)     13.46 
ﾀﾅｶ ｻｷ 上田第四中 ﾂｶﾏ ﾕｶ 辰野中

 6 伏見 怜奈(1)     13.67  6 河上 乃愛(3)     13.69 
ﾌｼﾐ ﾚｲﾅ 松商学園高 ｶﾜｶﾐ ﾉｱ 信大附属松本中

 7 百瀬 早姫(3)     13.75  7 細田 音衣(3)     13.89 
ﾓﾓｾ ｻｷ 下諏訪向陽高 ﾎｿﾀﾞ ｵﾄｲ 上田第四中

 8 北澤 詩織(3)     14.06  8 佐々木 響子(3)     13.90 
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘高 ｻｻｷ ｷｮｳｺ 塩尻広陵中
田村 純菜(2) 小島 すずか(2)
ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 市立長野高 ｺｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 長野日大高

[ 5組] 風速 +1.2 [ 6組] 風速 -0.5

 1 一由 恵利佳(3)     12.86 Q  1 宮下 真弥(2)     12.89 Q
ｲﾁﾖｼ ｴﾘｶ 長野日大高 ﾐﾔｼﾀﾏﾔ 飯田高

 2 宮坂 育(2)     13.10 q  2 松本 恵実(2)     13.17 
ﾐﾔｻｶ ｲｸ 諏訪二葉高 ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐ 堀金中

 3 麻原 優花(2)     13.21  3 今村 詩乃(2)     13.18 
ｱｻﾊﾗ ﾕｳｶ 松本国際高 ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ 松川高

 4 塩澤 舞(2)     13.43  4 富山 萌衣(2)     13.44 
ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ 坂城中

 5 栗林 果奈(3)     13.61  5 中村 夢見子(2)     13.46 
ｸﾘﾊﾞﾔｼｶﾅ 中野立志館高 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ 木曽青峰高

 6 丸山 来美(1)     13.66  6 関 明日美(2)     13.58 
ﾏﾙﾔﾏ ｸﾙﾐ 松本国際高 ｾｷ ｱｽﾐ 中野西高

 7 氣賀澤 円香(3)     13.81  7 星野 陽花里(1)     14.84 
ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ 赤穂中 ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ 伊那北高
今井 沙緒里 島岡 日和(3)
ｲﾏｲ ｻｵﾘ 飯田病院 ｼﾏｵｶﾋﾖﾘ 飯田高
田口 璃乃佳(3)
ﾀｸﾞﾁ ﾘﾉｶ 文化学園長野高

女子

100m
予選 通過基準  10組  1着 + 6 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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[ 7組] 風速 -1.0 [ 8組] 風速 -1.6

 1 窪田 結衣(3)     12.98 Q  1 今井 希生(3)     13.03 Q
ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ 信明中 ｲﾏｲ ｷｷ 東海大諏訪高

 2 熊谷 香織     13.11 q  2 春日 佑月(3)     13.23 
ｸﾏｶﾞｲ ｶｵﾘ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｶｽｶﾞ ﾕﾂﾞｷ 長野日大高

 3 安坂侑莉菜(2)     13.15  3 宮下 留花(2)     13.34 
ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 松本美須々ヶ丘高 ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ 坂城中

 4 田中 凜(3)     13.54  4 廣川 紗良(3)     13.35 
ﾀﾅｶ ﾘﾝ 赤穂中 ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 岩村田高

 5 藤森 七海(2)     13.60  5 片桐 未音里(3)     13.47 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪西中 ｶﾀｷﾞﾘ ﾐｵﾘ 豊科北中

 6 山田 茉優(1)     13.80  6 木村 実夢(1)     13.99 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ 東海大諏訪高 ｷﾑﾗ ﾐﾕﾒ 松本国際高

 7 西島 美幸(3)     13.91 牧野 明日香(3)
ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾏｷﾉ ｱｽｶ 松川高
原田 未朱(3) 斉藤 楓花(3)
ﾊﾗﾀﾞ ﾐｼｭ 松川高 ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ 松商学園高

[ 9組] 風速 -0.2 [ 10組] 風速 -0.1

 1 齊藤 雅(3)     12.96 Q  1 徳竹 美友(3)     12.95 Q
ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 豊科高 ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ 東海大諏訪高

 2 清水 華乃(2)     13.21  2 綿貫 寧(1)     13.06 q
ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 上伊那農高 ﾜﾀﾇｷ ﾈｲ 市立長野高

 3 北澤 優里愛(2)     13.51  3 小尾 友音(3)     13.23 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾘｱ 松本県ヶ丘高 ｵﾋﾞ ﾕｳﾅ 塩尻志学館高

 4 宮﨑 夏希(3)     13.59  4 松村 紫乃(3)     13.33 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾅﾂｷ 川中島中 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ 飯田風越高

 5 南山 歩乃伽(1)     13.59  5 北原 小遥(3)     13.34 
ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ 松本国際高 ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 春富中

 6 内藤 理木(3)     13.70  6 小林 あゆみ(2)     13.61 
ﾅｲﾄｳ ﾘｺ 長野北部中 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 松本国際高

 7 菅沼 真洸(3)     13.80  7 近藤 希乃佳(3)     14.39 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 松本大 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾉｶ 飯田高陵中

 8 高柳 菜乃香(1)     14.70 氣賀澤 杏香(1)
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾅﾉｶ 岩村田高 ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ 上伊那農高

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +0.2

 1 河田 璃音(2)     12.62 Q  1 瀧澤 祐未     12.59 Q
ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 市立長野高 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ with

 2 宮下 真弥(2)     12.78 Q  2 深澤 あまね(1)     12.69 Q
ﾐﾔｼﾀﾏﾔ 飯田高 ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 佐久長聖高

 3 窪田 結衣(3)     12.78 Q  3 長村 紋     12.85 Q
ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ 信明中 ｵｻﾑﾗ ｱﾔ with

 4 今井 希生(3)     12.84 q  4 齊藤 雅(3)     12.88 q
ｲﾏｲ ｷｷ 東海大諏訪高 ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 豊科高

 5 一由 恵利佳(3)     13.09  5 熊谷 香織     12.93 
ｲﾁﾖｼ ｴﾘｶ 長野日大高 ｸﾏｶﾞｲ ｶｵﾘ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 6 綿貫 寧(1)     13.17  6 徳竹 美友(3)     13.06 
ﾜﾀﾇｷ ﾈｲ 市立長野高 ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ 東海大諏訪高

 7 宮坂 育(2)     13.18  7 西村 千明(3)     13.07 
ﾐﾔｻｶ ｲｸ 諏訪二葉高 ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 東学大

 8 三澤 百佳(2)     13.25  8 小林 舞香(1)     13.29 
ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ 開成中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 東海大諏訪高

風速 +0.6

 1 瀧澤 祐未     12.48 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ with

 2 河田 璃音(2)     12.55 
ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 市立長野高

 3 深澤 あまね(1)     12.58 
ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 佐久長聖高

 4 宮下 真弥(2)     12.71 
ﾐﾔｼﾀﾏﾔ 飯田高

 5 今井 希生(3)     12.74 
ｲﾏｲ ｷｷ 東海大諏訪高

 6 窪田 結衣(3)     12.77 
ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ 信明中

 7 長村 紋     12.99 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ with

 8 齊藤 雅(3)     13.00 
ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 豊科高

No.順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  9003

5  1833

氏  名
6  7017

ﾚｰﾝ順

3  8578

4  7743

7    30

4  4743

2  6640

9   382

8  8226

3   384

所属名 記録／備考
5    33

6   958

7  1986

9  1275

欠場
8  1950

欠場欠場

順所属名 記録／備考
6  1995

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

7  5968

5   233

2  5659

3  9015

氏  名

9  1281

8  1987

4  1805

6   921

所属名 記録／備考
7    32

ﾚｰﾝ No.

4  8163

3  1608

9   456

8   241
欠場

5  1990

2  8447
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予選 4月21日 11:30
決勝 4月21日 16:05

[ 1組] 風速 +2.8 [ 2組] 風速 +0.1

 1 唐澤 花実(2)     25.18 q  1 戸田 麻由(4)     26.28 
ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 市立長野高 ﾄﾀﾞ ﾏﾕ 国武大

 2 下田 花菜(2)     26.11 q  2 春日 佑月(3)     26.63 
ｼﾓﾀ ﾊﾅ 長野日大高 ｶｽｶﾞ ﾕﾂﾞｷ 長野日大高

 3 小尾 友音(3)     26.61  3 三澤 百佳(2)     26.68 
ｵﾋﾞ ﾕｳﾅ 塩尻志学館高 ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ 開成中

 4 相澤 こごみ(2)     26.63  4 井出 凛生(2)     26.74 
ｱｲｻﾞﾜ ｺｺﾞﾐ 文化学園長野高 ｲﾃﾞ ﾘｵ 岩村田高

 5 小林 紗耶加(3)     27.26  5 田中 咲(3)     27.30 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 上伊那農高 ﾀﾅｶ ｻｷ 上田第四中

 6 野口 沙彩(2)     27.55  6 中村 夢見子(2)     27.66 
ﾉｸﾞﾁ ｻｱﾔ 豊科高 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ 木曽青峰高

 7 伊藤 鈴音(2)     27.91  7 半田 永遠(3)     27.72 
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ 飯田風越高 ﾊﾝﾀﾞ ﾄﾜ 辰野高
比田井 凜(3)  8 山田 優芽(2)     27.93 
ﾋﾀﾞｲ ﾘﾝ 望月AC ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ 赤穂中
島岡 日和(3) 田村 純菜(2)
ｼﾏｵｶﾋﾖﾘ 飯田高 ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 市立長野高

[ 3組] 風速 +1.8 [ 4組] 風速 +2.5

 1 河田 璃音(2)     25.19 q  1 今井 沙緒里     24.12 q
ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 市立長野高 ｲﾏｲ ｻｵﾘ 飯田病院

 2 廣川 紗良(3)     26.40  2 牧元 美沙(2)     26.87 
ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 岩村田高 ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 松本大

 3 小堀 ほたる     26.84  3 山﨑 あみ(2)     27.11 
ｺﾎﾞﾘ ﾎﾀﾙ 信大医陸 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾐ 長野日大高

 4 児玉 菜緒(2)     27.03  4 田中 凜(3)     27.27 
ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ 上田高 ﾀﾅｶ ﾘﾝ 赤穂中

 5 藤森 七海(2)     27.22  5 加藤 こころ(2)     27.39 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪西中 ｶﾄｳ ｺｺﾛ 上伊那農高

 6 奈良 実咲(2)     27.69  6 中原 希空(3)     27.50 
ﾅﾗ ﾐｻｷ 波田中 ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ 春富中

 7 斉藤 楓花(3)     28.32  7 髙野 蓮華(3)     27.50 
ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ 松商学園高 ﾀｶﾉ ﾚﾝｶ 更級農高
小山 礼華(2)  8 氣賀澤 円香(3)     28.04 
ｺﾔﾏ ｱﾔｶ 上伊那農高 ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ 赤穂中
山田 茉優(1) 伊藤 百合菜(1)
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ 東海大諏訪高 ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ 松商学園高

[ 5組] 風速 -0.5 [ 6組] 風速 -0.5

 1 今井 希生(3)     26.20 q  1 深澤 あまね(1)     26.22 q
ｲﾏｲ ｷｷ 東海大諏訪高 ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 佐久長聖高

 2 齊藤 雅(3)     26.71  2 天野 悠美(3)     26.72 
ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 豊科高 ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ 下諏訪向陽高

 3 一由 恵利佳(3)     26.82  3 小林 舞香(1)     26.85 
ｲﾁﾖｼ ｴﾘｶ 長野日大高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 東海大諏訪高

 3 児玉 奈美(2)     26.82  4 三枝 千夏(3)     27.61 
ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 松本大 ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ 辰野中

 5 矢野 和(3)     27.68  5 武江 こころ(3)     28.21 
ﾔﾉ ﾉﾄﾞｶ 文化学園長野高 ﾀｹｴ ｺｺﾛ 長野西高

 6 中嶋 珠久(3)     27.98  6 菅沼 真洸(3)     28.32 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ 赤穂中 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 松本大

 7 森脇 涼羽(1)     30.59 武田 真奈(2)
ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ 赤穂高 ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅ 長野商高
池田 薫(2) 小林 靜句(3)
ｲｹﾀﾞ ｶｵﾙ 長野西高 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｽﾞｸ 岡谷南高

女子

200m
予選 通過基準  8組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

No.所属名 記録／備考
7   915

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

9  1608

5   996

2   950

3  1998

8   463

6   243

所属名

4   407
欠場

順

1  9041

5

失格(FS)

  958

9  7129

記録／備考
3  9006

ﾚｰﾝ 氏  名

6  4669

4  1574

8  1280

1  8820

7   917

2   209

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

4  9031

1   916

9  1275

7  7396

6  1415

5  7743

欠場
8    30

欠場

2  1950

3   234

7  9020

氏  名 所属名 記録／備考
2  9040

9   236

8   941

3  8226

1  8223

6  8171

5  2147

4  1969
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

5   953

9    33

3  1995

6  8224

7  9013

2   985

2   8518   368

4   798

順 ﾚｰﾝ No.

9    28

4   794

7   116

所属名 記録／備考
6  1304

3  9015

5  7955

欠場
8   184

欠場欠場



[ 7組] 風速  0.0 [ 8組] 風速 -0.3

 1 三和 瑠夏(2)     25.38 q  1 小林 叶音(3)     26.56 
ﾐﾜ ﾙﾅ 松本国際高 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 東海大諏訪高

 2 秋山 咲花(3)     25.92 q  2 清水 華乃(2)     26.73 
ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ 岩村田高 ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 上伊那農高

 3 松本 恵実(2)     26.67  3 徳竹 美友(3)     26.92 
ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐ 堀金中 ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ 東海大諏訪高

 4 片桐 未音里(3)     27.06  4 窪田 結衣(3)     26.97 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾐｵﾘ 豊科北中 ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ 信明中

 5 熊谷 早恵(3)     27.56  5 松川 杏奈(3)     27.20 
ｸﾏｶﾞｲ ｻｴ 伊那北高 ﾏﾂｶﾜ ｱﾝﾅ 佐久長聖中

 6 金井 向日葵(3)     27.67  6 大塚 七星(2)     28.01 
ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ 松本蟻ヶ崎高 ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ 野沢南高

 7 内藤 理木(3)     27.76 小島 すずか(2)
ﾅｲﾄｳ ﾘｺ 長野北部中 ｺｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 長野日大高
氣賀澤 杏香(1) 宮坂 育(2)
ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ 上伊那農高 ﾐﾔｻｶ ｲｸ 諏訪二葉高

風速 +1.1

 1 河田 璃音(2)     25.19 
ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 市立長野高

 2 唐澤 花実(2)     25.29 
ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 市立長野高

 3 秋山 咲花(3)     25.73 
ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ 岩村田高

 4 下田 花菜(2)     25.99 
ｼﾓﾀ ﾊﾅ 長野日大高

 5 今井 希生(3)     26.00 
ｲﾏｲ ｷｷ 東海大諏訪高

 6 深澤 あまね(1)     26.02 
ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 佐久長聖高
三和 瑠夏(2)
ﾐﾜ ﾙﾅ 松本国際高
今井 沙緒里
ｲﾏｲ ｻｵﾘ 飯田病院

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
9  1979

順 ﾚｰﾝ No.

8  6693

2  6640

3  1273

6  5659

7   275

3    32

4  4364

4   241

5  1882

2   959

所属名 記録／備考
7    31

6   233

9  1248

5  7017

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

欠場
8    90

欠場欠場

7   915

所属名 記録／備考
6   916

2    33

9  1273

8   950

棄権
5  9040

棄権

3  1304

4  1979



予選 4月22日 13:10
決勝 4月22日 15:15

[ 1組] [ 2組]

 1 樋口 虹夏(2)     59.75 Q  1 戸田 麻由(4)     59.43 Q
ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ 松商学園高 ﾄﾀﾞ ﾏﾕ 国武大

 2 木田 沙耶(2)   1:01.21 q  2 金森 佑奈(3)   1:00.49 q
ｷﾀﾞ ｻﾔ 松本大 ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 伊那北高

 3 酒井 菜々美(3)   1:03.55  3 横須賀 玲奈(2)   1:02.91 
ｻｶｲ ﾅﾅﾐ 上田染谷丘高 ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ 佐久長聖高

 4 大前 歌音(1)   1:03.56  4 池上 葵(3)   1:05.54 
ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ 伊那北高 ｲｹｶﾞﾐ ｱｵｲ 伊那北高

 5 小平 夢加(2)   1:04.42  5 安元 実佑(3)   1:05.59 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾒｶ 上伊那農高 ﾔｽﾓﾄ ﾐﾕ 松商学園高

 6 安藤 あかり(3)   1:04.76  6 田中 里歩(1)   1:06.56 
ｱﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ 野沢北高 ﾀﾅｶ ﾘﾎ 松川高

 7 菅沼 萌香(3)   1:05.12  7 安永 友麻(2)   1:06.68 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｴｶ 赤穂高 ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳﾏ 松本県ヶ丘高

 8 飯島 莉紗(3)   1:06.75  8 今村 詩乃(2)   1:07.96 
ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ 赤穂中 ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ 松川高
牧野 明日香(3) 真野 ひな帆(2)
ﾏｷﾉ ｱｽｶ 松川高 ﾏﾉ ﾋﾅﾎ 松本県ヶ丘高

[ 3組] [ 4組]

 1 小林 叶音(3)     59.54 Q  1 唐澤 花実(2)     59.00 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 東海大諏訪高 ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 市立長野高

 2 原田 未朱(3)   1:03.63  2 内山 実音(2)   1:00.13 q
ﾊﾗﾀﾞ ﾐｼｭ 松川高 ｳﾁﾔﾏ ﾐｵﾝ 長野日大高

 3 矢野 和(3)   1:03.93  3 内堀 陽日(3)   1:02.21 
ﾔﾉ ﾉﾄﾞｶ 文化学園長野高 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾋ 上田染谷丘高

 4 大塚 七星(2)   1:05.52  4 金井 向日葵(3)   1:02.28 
ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ 野沢南高 ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ 松本蟻ヶ崎高

 5 小倉 心音(2)   1:08.11  5 加藤 こころ(2)   1:03.13 
ｵｸﾞﾗ ｺｺﾈ 松川高 ｶﾄｳ ｺｺﾛ 上伊那農高
半田 永遠(3)  6 繁田 奈々世(3)   1:05.03 
ﾊﾝﾀﾞ ﾄﾜ 辰野高 ｼｹﾞﾀ ﾅﾅｾ 諏訪清陵高
南澤 明音(3) 池田 薫(2)
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 松本大 ｲｹﾀﾞ ｶｵﾙ 長野西高
篠田 萌(3) 仲田 ほの(3)
ｼﾉﾀﾞﾓｴ 飯田高 ﾅｶﾀ ﾎﾉ 飯田風越高
三田 尚果(3)
ﾐﾀ ﾅｵｶ 長野清泉女子高

[ 5組]

 1 秋山 咲花(3)   1:00.41 Q
ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ 岩村田高

 2 下田 花菜(2)   1:01.70 
ｼﾓﾀ ﾊﾅ 長野日大高

 3 井出 凛生(2)   1:02.89 
ｲﾃﾞ ﾘｵ 岩村田高

 4 中村 空夏(2)   1:03.46 
ﾅｶﾑﾗ ｿﾅ 諏訪南中

 5 熊谷 早恵(3)   1:03.48 
ｸﾏｶﾞｲ ｻｴ 伊那北高

 6 小林 紗耶加(3)   1:04.87 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 上伊那農高

 7 深澤 由惟(3)   1:05.66 
ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ 松商学園高

 8 齊藤 あやみ(3)   1:06.12 
ｻｲﾄｳ ｱﾔﾐ 市立長野高

 1 樋口 虹夏(2)     57.62 
ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ 松商学園高

 2 唐澤 花実(2)     58.28 
ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 市立長野高

 3 戸田 麻由(4)     58.61 
ﾄﾀﾞ ﾏﾕ 国武大

 4 小林 叶音(3)     58.87 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 東海大諏訪高

 5 金森 佑奈(3)   1:00.39 
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 伊那北高

 6 内山 実音(2)   1:00.64 
ｳﾁﾔﾏ ﾐｵﾝ 長野日大高

 7 木田 沙耶(2)   1:01.24 
ｷﾀﾞ ｻﾔ 松本大
秋山 咲花(3)
ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ 岩村田高 棄権

2  9021

8  1273

3   290

9   945

6  9006

4    31

7  1960

5   915

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  1951

4   914

7   275

5   243

9  1280

8  7764

3  1273

6   950

8   459
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6

5  2058

3   798
欠場

2  1882

6   236

7   945

4  1472

氏  名 所属名 記録／備考
9   915

  409
欠場

8  1033
欠場

1   209
欠場

4  9019
欠場

3  1248

7   405

9   382

5   985

順 ﾚｰﾝ No.
2    31

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1   387

5  1801
欠場

7   399

3  1802

6   292

2  1957

8   290

9  1305

記録／備考
4  9006

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

1   384
欠場

順

8  8229

6  1239

4   360

9   238

3  1471

2   269

記録／備考
5  1960

7  9021

女子

400m
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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 4月21日 13:20
決勝 4月21日 15:50

[ 1組] [ 2組]

 1 上條 麻奈(3)   2:19.06 Q  1 宮澤 美裕(2)   2:25.27 Q
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 東北大 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾕ 長野日大高

 2 小原 茉莉(2)   2:19.88 q  2 中林 樹里(3)   2:26.62 
ｺﾊﾗ ﾏﾂﾘ 長野東高 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾘ 箕輪中

 3 古旗 葵(3)   2:28.47  3 小岸 馨(2)   2:29.14 
ﾌﾙﾊﾀ ｱｵｲ 戸倉上山田中 ｺｷﾞｼ ｶｵﾙ 松本深志高

 4 下村 真由(3)   2:30.63  4 大橋 朱里(3)   2:29.16 
ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕ 丸子中 ｵｵﾊｼ ｱｶﾘ 長野高専

 5 峰岸 羽那(2)   2:33.69  5 牧内 大華(1)   2:31.43 
ﾐﾈｷﾞ ｼﾊﾅ 三陽中 ﾏｷｳﾁ ﾋﾛｶ 丸子北中

 6 酒井 菜々美(3)   2:35.25  6 三浦 元海(2)   2:32.89 
ｻｶｲ ﾅﾅﾐ 上田染谷丘高 ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ 野沢北高
佐藤 夏子(4)  7 阿部 優杏(2)   2:34.48 
ｻﾄｳ ﾅﾂｺ 信州大 ｱﾍﾞ ﾕｱ 木島平中
仲田 ほの(3)  8 田川 実侑(3)   2:34.63 
ﾅｶﾀ ﾎﾉ 飯田風越高 ﾀｶﾞﾜ ﾐﾕｳ 上田染谷丘高
武田 ほたる(3)
ﾀｹﾀﾞ ﾎﾀﾙ 高社中

[ 3組] [ 4組]

 1 内堀 陽日(3)   2:20.46 Q  1 高木 更紗(2)   2:17.83 Q
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾋ 上田染谷丘高 ﾀｶｷﾞ ｻﾗｻ 長野東高

 2 竹岡 紗代(3)   2:22.00  2 内山 実音(2)   2:17.85 q
ﾀｹｵｶ ｻﾖ 堀金中 ｳﾁﾔﾏ ﾐｵﾝ 長野日大高

 3 松下 輝来(2)   2:28.06  3 中村 柚音(3)   2:25.59 
ﾏﾂｼﾀ ｷﾗ 仁科台中 ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞﾈ 箕輪中

 4 山田 彩世(3)   2:31.67  4 橋詰 史歩(1)   2:26.35 
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｾ 豊科南中 ﾊｼﾂﾞﾒ ｼﾎ 上田第六中

 5 田近 亜紀(3)   2:34.22  5 宮澤 紅葉(2)   2:28.89 
ﾀﾁﾞｶ ｱｷ 塩尻志学館高 ﾐﾔｻﾞﾜ ｸﾚﾊ 辰野高

 6 宮坂 梨乃(3)   2:35.61  6 竹内 美翔(2)   2:34.54 
ﾐﾔｻｶ ﾘﾉ 松本国際高 ﾀｹｳﾁ ﾐｳ 信州大

 7 鈴木 菜生(2)   2:39.14  7 碓氷 眞子(2)   2:35.09 
ｽｽﾞｷ ﾅｵ 上田第二中 ｳｽｲ ﾏｺ 野沢北高

 8 中林 知紗(3)   2:44.94  8 加藤 杏由夏(3)   2:41.48 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾁｻ 伊那北高 ｶﾄｳ ｱﾕｶ 山辺中

[ 5組] [ 6組]

 1 中村 朱里(3)   2:20.16 Q  1 高安 結衣(3)   2:20.83 Q
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 長野東高 ﾀｶﾔｽ ﾕｲ 長野東高

 2 小平 夢加(2)   2:29.68  2 京澤 夏子(3)   2:26.50 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾒｶ 上伊那農高 ｷｮｳｻﾜ ﾅﾂｺ 伊那北高

 3 篠田 萌(3)   2:30.13  3 岩村 有紀(2)   2:30.01 
ｼﾉﾀﾞﾓｴ 飯田高 ｲﾜﾑﾗ ｱｷ 市立長野高

 4 森脇 光砂(2)   2:32.29  4 瀬戸 郁美(1)   2:31.34 
ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ 赤穂中 ｾﾄ ｲｸﾐ 伊那西高

 5 臼田 麻花(2)   2:32.30  5 土屋 槻里子(2)   2:32.34 
ｳｽﾀﾞｱｻｶ 下諏訪中 ﾂﾁﾔ ｷﾘｺ 長野商高

 6 佐藤 里桜(3)   2:32.84  6 高野 真未(3)   2:33.57 
ｻﾄｳ ﾘｵ 高社中 ﾀｶﾉ ﾏﾐ 三陽中

 7 安永 友麻(2)   2:39.62  7 宮下 紗采(1)   2:34.81 
ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳﾏ 松本県ヶ丘高 ﾐﾔｼﾀ ｻｱﾔ 上田西高
真野 ひな帆(2) 紫 美海(3)
ﾏﾉ ﾋﾅﾎ 松本県ヶ丘高 ﾑﾗｻｷ ﾐｳ 岩村田高

 1 上條 麻奈(3)   2:15.51 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 東北大

 2 高安 結衣(3)   2:15.53 
ﾀｶﾔｽ ﾕｲ 長野東高

 3 中村 朱里(3)   2:16.67 
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 長野東高

 4 小原 茉莉(2)   2:16.69 
ｺﾊﾗ ﾏﾂﾘ 長野東高

 5 内山 実音(2)   2:19.28 
ｳﾁﾔﾏ ﾐｵﾝ 長野日大高

 6 高木 更紗(2)   2:20.52 
ﾀｶｷﾞ ｻﾗｻ 長野東高

 7 内堀 陽日(3)   2:21.27 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾋ 上田染谷丘高

 8 宮澤 美裕(2)   2:26.47 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾕ 長野日大高

6  1472

9  2156

3   945

7   887

5   881

2   886

4  9038

8   879

欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

6  1540

8  1278

4   853

5  5610

3   919

7   321

記録／備考
1   879

2   291

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考

1  1802

5  1801

2  7683

4  5161

7   409

3  8826

8   881

6   238

2  7150

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5  4701

 1222

所属名 記録／備考
3   887

4   945

順 ﾚｰﾝ No.

6  8000

8   211

4  4600

3   293

7  9029

1

2  1609

8  1988

6  6894

1  6665

7  1472

5  6689

6  1470

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

3  1224

2  5025

4  3503

1  4505

7  8002

8  1771

記録／備考
5  2156

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

8  5165
欠場

順

欠場
2   459

欠場

3  1471

1  9023

7  5615

6  4764

4  4461

記録／備考
9  9038

5   886

女子

800m
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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 4月22日 12:20
決勝 4月22日 16:10

[ 1組] [ 2組]

 1 小原 茉莉(2)   4:46.30 Q  1 上條 麻奈(3)   4:52.81 Q
ｺﾊﾗ ﾏﾂﾘ 長野東高 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 東北大

 2 和田 帆香(2)   4:49.43 Q  2 守屋 有彩(2)   4:53.28 Q
ﾜﾀﾞ ﾎﾉｶ 長野東高 ﾓﾘﾔ ｱﾘｻ 春富中

 3 五味 叶花(1)   4:49.99 q  3 臼田 悠花(3)   4:53.84 
ｺﾞﾐ ｷｮｳｶ 長野東高 ｳｽﾀﾞ ﾕｳｶ 長野東高

 4 宮澤 実亜(3)   4:50.16 q  4 宮澤 花奈実(2)   5:00.69 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｱ 川中島中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 松本深志高

 5 古旗 葵(3)   4:52.36 q  5 蛭田 杏(3)   5:07.12 
ﾌﾙﾊﾀ ｱｵｲ 戸倉上山田中 ﾋﾙﾀ ｱﾝ 松本蟻ヶ崎高

 6 和田 真菜(2)   4:55.73  6 京澤 夏子(3)   5:09.48 
ﾜﾀﾞ ﾏﾅ 長野西高 ｷｮｳｻﾜ ﾅﾂｺ 伊那北高

 7 渡邉 葵(3)   5:02.69  7 阿部 優杏(2)   5:15.43 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵｲ 川中島中 ｱﾍﾞ ﾕｱ 木島平中

 8 仲條 夏葵(3)   5:04.62  8 下村 真由(3)   5:15.61 
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾅﾂｷ 飯山高 ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕ 丸子中

 9 大橋 朱里(3)   5:04.75  9 北澤 美月(2)   5:19.48 
ｵｵﾊｼ ｱｶﾘ 長野高専 ｷﾀｻﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ 諏訪二葉高

10 宮澤 紅葉(2)   5:10.85 10 千野 唯花(2)   5:21.68 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｸﾚﾊ 辰野高 ﾁﾉ ﾕｲｶ 山辺中

11 高山 史歩(2)   5:10.91 11 中山 琉那(2)   5:25.96 
ﾀｶﾔﾏ ｼﾎ 川中島中 ﾅｶﾔﾏ ﾙﾅ 佐久長聖高

12 大蔵 こころ(3)   5:13.87 12 小池 嶺花(3)   5:28.63 
ｵｵｸﾗ ｺｺﾛ 赤穂中 ｺｲｹ ﾚｲｶ 原中

13 臼田 麻花(2)   5:16.62 13 川口 ののは(3)   5:31.44 
ｳｽﾀﾞｱｻｶ 下諏訪中 ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾉﾊ 富士見中

14 日野 まほろ(2)   5:18.01 14 伊藤 花織(2)   5:38.31 
ﾋﾉ ﾏﾎﾛ 伊那北高 ｲﾄｳ ｶｵﾘ 松本県ヶ丘高

15 加藤 杏由夏(3)   5:34.68 栗原 すず(3)
ｶﾄｳ ｱﾕｶ 山辺中 ｸﾘﾊﾗ ｽｽﾞ 大町第一中
神部 紫音(2) 土屋 槻里子(2)
ｶﾝﾍﾞ ｼｵﾝ 飯田風越高 ﾂﾁﾔ ｷﾘｺ 長野商高
小嶋 楓來(2) 藤岡 緩奈(3)
ｺｼﾞﾏ ｶｴﾗ 原中 ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ 東海大諏訪高

[ 3組] [ 4組]

 1 高木 更紗(2)   4:48.42 Q  1 村岡 美玖(2)   4:45.04 Q
ﾀｶｷﾞ ｻﾗｻ 長野東高 ﾑﾗｵｶ ﾐｸ 波田中

 2 牧内 愛華(3)   4:52.93 Q  2 中村 朱里(3)   4:45.42 Q
ﾏｷｳﾁ ﾏﾅｶ 丸子北中 ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 長野東高

 3 杉村 奈津穂(3)   4:56.44  3 筒井 心葉(2)   4:51.66 q
ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾂﾎ 松本県ヶ丘高 ﾂﾂｲ ｺｺﾊ 飯田高陵中

 4 中島 有希(3)   5:04.95  4 和田 美紗妃(2)   4:53.44 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 須坂高 ﾜﾀﾞ ﾐｻｷ 長野東高

 5 根津 円(3)   5:05.82  5 仁科 玲美(2)   4:54.15 
ﾈﾂ ﾏﾄﾞｶ 女鳥羽中 ﾆｼﾅ ﾚﾐ 川中島中

 6 長見 京華(3)   5:06.27  6 田川 実侑(3)   5:10.97 
ｵｻﾐ ｷｮｳｶ 東海大諏訪高 ﾀｶﾞﾜ ﾐﾕｳ 上田染谷丘高

 7 阿部 真奈美(3)   5:08.41  7 森 ほのか(3)   5:11.72 
ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ 富士見中 ﾓﾘ ﾎﾉｶ 春富中

 8 橋詰 史歩(1)   5:13.91  8 若狹 藍子(3)   5:14.12 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｼﾎ 上田第六中 ﾜｶｻ ｱｲｺ 下諏訪向陽高

 9 齊藤 結花(3)   5:23.69  9 日比 まひろ(3)   5:14.40 
ｻｲﾄｳ ﾕｲｶ 上田第三中 ﾋﾋﾞ ﾏﾋﾛ 上田高

10 下澤 実央(3)   5:33.24 10 臼井 羽耶(1)   5:15.41 
ｼﾓｻﾞﾜ ﾐｵ 白馬中 ｳｽｲ ﾊﾔ 佐久長聖高

11 中林 知紗(3)   5:41.29 11 柳澤 夏帆(1)   5:17.21 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾁｻ 伊那北高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅﾎ 上田西高
峰岸 羽那(2) 12 高坂 珠実(2)   5:19.83 
ﾐﾈｷﾞ ｼﾊﾅ 三陽中 ｺｳｻｶ ﾀﾏﾐ 松本蟻ヶ崎高
北沢 凜夏(2) 13 山田 唯綺(2)   5:20.00 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾝｶ 川中島中 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 豊科南中
梅村 菜々子(3) 14 高野 真未(3)   5:20.95 
ｳﾒﾑﾗ ﾅﾅｺ 上田高 ﾀｶﾉ ﾏﾐ 三陽中
鈴木 菜生(2) 15 丸山 莉央(2)   5:21.06 
ｽｽﾞｷ ﾅｵ 上田第二中 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｵ 菅野中
久保田 詩乃(3) 久保田 絢乃(2)
ｸﾎﾞﾀ ｳﾀﾉ 丸子北中 ｸﾎﾞﾀ ｱﾔﾉ 上田高

 1 小原 茉莉(2)   4:37.19 
ｺﾊﾗ ﾏﾂﾘ 長野東高

 2 高木 更紗(2)   4:40.14 
ﾀｶｷﾞ ｻﾗｻ 長野東高

 3 中村 朱里(3)   4:45.22 
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 長野東高

 4 和田 帆香(2)   4:51.71 
ﾜﾀﾞ ﾎﾉｶ 長野東高

 5 守屋 有彩(2)   4:53.20 
ﾓﾘﾔ ｱﾘｻ 春富中

 6 筒井 心葉(2)   4:54.63 
ﾂﾂｲ ｺｺﾊ 飯田高陵中

 7 五味 叶花(1)   4:56.19 
ｺﾞﾐ ｷｮｳｶ 長野東高

 8 古旗 葵(3)   4:56.50 
ﾌﾙﾊﾀ ｱｵｲ 戸倉上山田中

 9 牧内 愛華(3)   4:57.74 
ﾏｷｳﾁ ﾏﾅｶ 丸子北中

10 宮澤 実亜(3)   5:04.90 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｱ 川中島中
村岡 美玖(2)
ﾑﾗｵｶ ﾐｸ 波田中
上條 麻奈(3)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 東北大

順 No. 氏  名

女子

1500m
予選 通過基準  4組  2着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

所属名

14   889

所属名 記録／備考
8   886

7  4764

6   867

3  5961

5   605

15   793

13  5963

1  5973

10  3503

4   211

16   266

12  8232

2  7683

 8687
欠場

9  7150

11   464

記録／備考
5  9038

順 No. 氏  名

3   875

4  1772

6  8167

12   291

16  5025

8  1881

2    94

14  7162

11  4461

15  7891

7  7930

9  1307

1  6881
欠場

10   853

13  1800

順 No. 氏  名

欠場
17    35

欠場

欠場
17

10  4500

所属名 記録／備考
6   887

13  7295

15  1799

5   732

14  4701

7    36

9  7927

3   293

2  4635

4  6821

欠場

1  5615
欠場

8  5972

16  8168

12  4600
欠場

16  4501

欠場
11  1430

順 No.

12  8413

6  5974

4   881

氏  名 所属名 記録／備考
1  7400

7  1470

8   890

3  1428

2  1296

9   120

15  1883

14  6666

5  1536

10  7208

13  1412

11  5610

欠場

決勝

欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   881

12   886

8   887

5  8413

4   889

9  8167

11  4500

3   867

7  4764

棄権

1  7400
棄権

6  5961

10  9038



決勝 4月21日 15:10

 1 萩谷 楓(3)   9:28.39 
ﾊｷﾞﾀﾆ ｶｴﾃﾞ 長野東高

 2 高松 いずみ(2)   9:34.73 
ﾀｶﾏﾂ ｲｽﾞﾐ 長野東高

 3 小林 成美(3)   9:46.38 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾙﾐ 長野東高

 4 和田 帆香(2)  10:15.57 
ﾜﾀﾞ ﾎﾉｶ 長野東高

 5 千葉 麻里子(1)  10:19.83 
ﾁﾊﾞ ﾏﾘｺ 飯田高

 6 村岡 美玖(2)  10:26.90 
ﾑﾗｵｶ ﾐｸ 波田中

 7 北原 千菜(2)  10:27.52 
ｷﾀﾊﾗ ﾁﾅ 長野東高

 8 臼田 悠花(3)  10:27.58 
ｳｽﾀﾞ ﾕｳｶ 長野東高

 9 宮澤 花奈実(2)  10:35.22 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 松本深志高

10 和田 美紗妃(2)  10:38.01 
ﾜﾀﾞ ﾐｻｷ 長野東高

11 大槻 美亜(2)  10:47.30 
ｵｵﾂｷ ﾐｱ 東海大諏訪高

12 杉村 奈津穂(3)  10:49.27 
ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾂﾎ 松本県ヶ丘高

13 仲條 夏葵(3)  10:54.07 
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾅﾂｷ 飯山高

14 中島 有希(3)  10:54.66 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 須坂高

15 蛭田 杏(3)  11:02.43 
ﾋﾙﾀ ｱﾝ 松本蟻ヶ崎高

16 長見 京華(3)  11:11.08 
ｵｻﾐ ｷｮｳｶ 東海大諏訪高

17 堀内 あかり(2)  11:15.17 
ﾎﾘｳﾁ ｱｶﾘ 長野日大高

18 日比 まひろ(3)  11:33.88 
ﾋﾋﾞ ﾏﾋﾛ 上田高

19 北澤 向日葵(2)  11:37.99 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾏﾜﾘ 長野日大高

20 工藤 愛菜(2)  11:51.68 
ｸﾄﾞｳ ﾏﾅ 松本県ヶ丘高

21 神部 紫音(2)  12:12.32 
ｶﾝﾍﾞ ｼｵﾝ 飯田風越高
久保田 絢乃(2)
ｸﾎﾞﾀ ｱﾔﾉ 上田高
山田 凜々花(2)
ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾘｶ 長野日大高
筒井 心葉(2)
ﾂﾂｲ ｺｺﾊ 飯田高陵中

女子

3000m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

大会新
15   878

13   882
大会新

17   888

19  7400

21   889

2   410

5  1772

3   885

11   875

6  1799

7   890

22    27

1  1881

24   605

8   732

23  1428

14    36

18  2153

16   464

20  2154

4  1803

欠場
12  8413

欠場

9  1412
欠場

10  2160



決勝 4月22日 15:30

風速 -0.8

 1 中津 晴葉(1)     14.75 
ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ 佐久長聖高

 2 塚田 菜々(1)     15.35 
ﾂｶﾀﾞ ﾅﾅ 佐久長聖高

 3 小林 万莉(3)     16.61 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 長峰中

 4 森下 結衣(3)     17.51 
ﾓﾘｼﾀ ﾕｲ 松島中

 5 青柳 菜々美(3)     18.24 
ｱｵﾔｷﾞ ﾅﾅﾐ 山辺中

 6 増塩 翔鈴(3)     18.32 
ﾏｽｼｵ ｶﾘﾝ 山辺中

 7 山本 尚穂(3)     19.43 
ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵ 山辺中
永原 柚凪(3)
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾕﾅ 更北中 欠場

3  8709

2  6017

5  7154

7  7153

6  7849

9  7101

8  1300
大会新

4  1298

女子少年B

100mH(0.762-8.5m)
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 4月22日 14:00
決勝 4月22日 15:35

[ 1組] 風速 -1.8 [ 2組] 風速 -1.3

 1 山崎 萌々子(3)     15.85 Q  1 林 千尋(2)     15.41 Q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 長野高専 ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 上伊那農高

 2 永原 朱夏(3)     15.94 Q  2 柳澤 結月(1)     16.42 Q
ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ 市立長野高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂｷ 松本国際高

 3 中島 瑠衣(3)     16.22 q  3 小林 尚美(3)     16.71 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾙｲ 諏訪二葉高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ 諏訪実高

 4 中澤 久美     16.24 q  4 倉沢 真奈(2)     17.09 
ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ with ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ 塩尻志学館高

 5 伊東 海菜美(3)     16.95  5 鈴木 陽世梨(2)     17.55 
ｲﾄｳ ﾐﾅﾐ 上田千曲高 ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ 木曽青峰高

 6 髙橋 雪衣(2)     17.48  6 清水 思(3)     18.63 
ﾀｶﾊｼ ﾕｲ 須坂創成高 ｼﾐｽﾞ ｺﾄ 上田染谷丘高

 7 宮坂 麻絢(2)     17.77  7 山田 真菜(2)     18.86 
ﾐﾔｻｶ ﾏﾋﾛ 諏訪二葉高 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ 長野日大高
土屋 みやび(3) 麻原 優花(2)
ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ 上田西高 ｱｻﾊﾗ ﾕｳｶ 松本国際高

[ 3組] 風速 -0.7

 1 田中 風紗音(2)     15.70 Q
ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ 上田高

 2 齊藤 由佳(3)     15.97 Q
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高

 3 秋元 南乃(3)     16.35 
ｱｷﾓﾄ ﾖｼﾉ 市立長野高

 4 鈴木 菜々花(3)     16.39 
ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 下諏訪向陽高

 5 上條 のあ(3)     16.59 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 松本県ヶ丘高

 6 渡邉 希(3)     17.36 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 松本大

 7 内山 彩夏(2)     17.37 
ｳﾁﾔﾏ ｻﾔｶ 長野日大高

 8 室伏 真奈(2)     17.71 
ﾑﾛﾌｼ ﾏﾅ 信州大

風速 -0.7

 1 林 千尋(2)     15.23 
ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 上伊那農高

 2 永原 朱夏(3)     15.48 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ 市立長野高

 3 田中 風紗音(2)     15.76 
ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ 上田高

 4 中澤 久美     15.90 
ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ with

 5 齊藤 由佳(3)     15.91 
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高

 6 中島 瑠衣(3)     15.96 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾙｲ 諏訪二葉高

 7 山崎 萌々子(3)     16.29 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 長野高専

 8 柳澤 結月(1)     16.66 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂｷ 松本国際高

6  3502

8  1985

9   406

2    87

7  1416

3  9001

記録／備考
4   231

5   911

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

7   951

4  9025

2  1826

8  9018

6   912

3   117

5  1416

9   406

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

8   947

4  1989

7  1576

3  1468

 1985

2    57

9  1612

No. 氏  名 所属名記録／備考 記録／備考
5   231

6

3    95

7  1532

8  1488

6   686

5    87

9  9001

4   911

女子

100mH(0.838m)
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 ﾚｰﾝ順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
2  3502



予選 4月21日 12:40
決勝 4月21日 15:30

[ 1組] [ 2組]

 1 山崎 萌々子(3)   1:04.72 Q  1 南澤 明音(3)   1:02.33 Q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 長野高専 ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 松本大

 2 金森 佑奈(3)   1:04.73 Q  2 林 千尋(2)   1:07.08 Q
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 伊那北高 ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 上伊那農高

 3 中島 瑠衣(3)   1:06.06 Q  3 小林 あゆみ(2)   1:09.65 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾙｲ 諏訪二葉高 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 松本国際高

 4 田中 風紗音(2)   1:09.39 q  4 齊藤 あやみ(3)   1:10.85 
ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ 上田高 ｻｲﾄｳ ｱﾔﾐ 市立長野高

 5 内山 彩夏(2)   1:10.20 q  5 倉沢 真奈(2)   1:11.63 
ｳﾁﾔﾏ ｻﾔｶ 長野日大高 ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ 塩尻志学館高

 6 池上 葵(3)   1:12.05  6 渡邉 希(3)   1:14.12 
ｲｹｶﾞﾐ ｱｵｲ 伊那北高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 松本大

 7 高木 陽香(2)   1:12.76  7 三浦 元海(2)   1:15.30 
ﾀｶｷﾞ ﾊﾙｶ 松本県ヶ丘高 ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ 野沢北高
淀 日南子(2) 上條 のあ(3)
ﾖﾄﾞ ﾋﾅｺ 市立長野高 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 松本県ヶ丘高
大月 来夢(3) 紫 美海(3)
ｵｵﾂｷ ﾗｲﾑ 松商学園高 ﾑﾗｻｷ ﾐｳ 岩村田高

 1 南澤 明音(3)   1:02.31 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 松本大

 2 金森 佑奈(3)   1:03.41 
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 伊那北高

 3 山崎 萌々子(3)   1:03.79 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 長野高専

 4 林 千尋(2)   1:05.58 
ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 上伊那農高

 5 中島 瑠衣(3)   1:05.61 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾙｲ 諏訪二葉高

 6 内山 彩夏(2)   1:09.87 
ｳﾁﾔﾏ ｻﾔｶ 長野日大高

 7 小林 あゆみ(2)   1:10.29 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 松本国際高
田中 風紗音(2)
ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ 上田高 棄権

8  1990

3  1416

9    87

2   951

7  3502

4   231

記録／備考
5  9019

6   290

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6  1826
欠場

9  1278
欠場

5  9018

7  1224

2   914

4  1612

3   231

8  1990

記録／備考
1  9019

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

8  1955
欠場

順

4   918
欠場

1   292

9  1804

2   951

7    87

6  1416

記録／備考
5  3502

3   290

女子

400mH(0.762m)
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



決勝 4月22日 15:00

 1 高安 結衣(3)   7:08.66 
ﾀｶﾔｽ ﾕｲ 長野東高

 2 北原 千菜(2)   7:31.76 
ｷﾀﾊﾗ ﾁﾅ 長野東高

2   879

1   885

女子

2000mSC(0.762m)
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 4月22日 10:35

 1 落合 早峰(3)  24:27.64 
ｵﾁｱｲ ﾊﾔﾈ 東海大諏訪高

 2 平澤 優佳(3)  26:45.66 
ﾋﾗｻﾜ ﾕｶ 松川高

 3 畑野 実優(2)  27:42.81 
ﾊﾀﾉ ﾐｳ 松本国際高

 4 塚田 絢子(2)  27:47.96 
ﾂｶﾀﾞ ｱﾔｺ 上田染谷丘高

 5 原田 琴菜(3)  28:01.51 
ﾊﾗﾀﾞ ｺﾄﾅ 長野西高

 6 中藤 夏葵(2)  30:35.56 
ﾅｶﾌｼﾞ ﾅﾂｷ 松本国際高
山﨑 心優(2)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾕ 長野東高
山口 真由(3)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾕ 長野西高

女子

5000m競歩
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  1978

1    34

3   385

8  1981

5  1478

2   795

欠場

6   866
失格(K3)

7   792



予選 4月21日  9:45
準決勝 4月21日 14:25
決勝 4月21日 16:55

[ 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   9 松商学園高  1961 内川 未久(2)     48.93 Q  1   3 東海大諏訪高    32 徳竹 美友(3)     49.88 Q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｳﾁｶﾜ ﾐｸ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜｺｳ ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ
 1968 伏見 怜奈(1)    31 小林 叶音(3)

ﾌｼﾐ ﾚｲﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ
 1962 友田 有紀(2)    33 今井 希生(3)

ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ ｲﾏｲ ｷｷ
 1960 樋口 虹夏(2)    28 小林 舞香(1)

ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ
 2   1 岩村田高  1280 井出 凛生(2)     50.33 Q  2   9 佐久長聖高  1302 橋本 花甫(1)     49.90 Q

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ｲﾃﾞ ﾘｵ ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ
 1275 廣川 紗良(3)  1304 深澤 あまね(1)

ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ
 1273 秋山 咲花(3)  1300 中津 晴葉(1)

ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ
 1274 土屋 さくら(3)  1305 横須賀 玲奈(2)

ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ
 3   4 文化学園長野高  982 田口 璃乃佳(3)     51.21 Q  3   5 伊那北高   268 澁谷 果歩(2)     52.24 Q

ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉｺｳ ﾀｸﾞﾁ ﾘﾉｶ ｲﾅｷﾀｺｳ ｼﾌﾞﾔ ｶﾎ
  985 矢野 和(3)   292 池上 葵(3)

ﾔﾉ ﾉﾄﾞｶ ｲｹｶﾞﾐ ｱｵｲ
  996 相澤 こごみ(2)   267 百瀬 果奈(2)

ｱｲｻﾞﾜ ｺｺﾞﾐ ﾓﾓｾ ｶﾅ
  998 能瀬 麗捺(2)   290 金森 佑奈(3)

ﾉｾ ﾚｲﾅ ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ
 4   2 上田高  1414 髙橋 桃子(2)     52.18  4   7 飯田風越高   458 北原 沙希(3)     52.29 

ｳｴﾀﾞｺｳ ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｷﾀﾊﾗ ｻｷ
 1415 児玉 菜緒(2)   463 伊藤 鈴音(2)

ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ
 1418 瀬戸 愛果(2)   466 清水 梨那(2)

ｾﾄ ﾏﾅｶ ｼﾐｽﾞ ﾘﾅ
 1416 田中 風紗音(2)   456 松村 紫乃(3)

ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ
 5   8 諏訪西中  7744 安田 莉穂(2)     52.60  5   4 豊科北中  6650 丸山 夏希(2)     53.80 

ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ
 7743 藤森 七海(2)  6640 片桐 未音里(3)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ ｶﾀｷﾞﾘ ﾐｵﾘ
 7758 竹松 優(3)  6641 秋山 七海(3)

ﾀｹﾏﾂ ﾕｳ ｱｷﾔﾏ ﾅﾅﾐ
 7755 原田 なな(3)  6643 坂口 輝(3)

ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅ ｻｶｸﾞﾁ ﾋｶﾘ
 6   5 上田染谷丘高  1476 坂井 美藍(2)     53.06  6   6 裾花中  5749 江守 凜乃(3)     54.60 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ｻｶｲ ﾐｱｲ ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳ ｴﾓﾘ ﾘﾉ
 1468 清水 思(3)  5756 平林 真奈(3)

ｼﾐｽﾞ ｺﾄ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ
 1469 宮越 菜緒(3)  5761 土屋 利里花(3)

ﾐﾔｺｼ ﾅｵ ﾂﾁﾔ ﾘﾘｶ
 1479 有賀 香乃(2)  5760 髙橋 結愛(3)

ｱﾘｶﾞﾞ ｶﾉ ﾀｶﾊｼ ﾕｱ
 7   7 辰野中  7967 渡辺 梓沙(2)     53.22  7   1 赤穂高   356 戸枝 星(3)     55.24 

ﾀﾂﾉﾁｭｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽﾞｻ ｱｶﾎｺｳ ﾄｴﾀﾞ ｱｶﾘ
 7952 小澤 佑奈(3)   359 中嶋 真唯香(3)

ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾅ ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾕｶ
 7955 三枝 千夏(3)   360 菅沼 萌香(3)

ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｴｶ
 7954 塚間 友香(3)   368 森脇 涼羽(1)

ﾂｶﾏ ﾕｶ ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ
 8   6 長野商高   851 武田 真奈(2)     53.49   2 長野清泉女子高 1012 長島 ちなみ(3)

ﾅｶﾞﾉｼｮｳｺｳ ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅ ﾅｶﾞﾉｾｲｾﾝｼﾞｮｼｺｳ ﾅｶﾞｼﾏ ﾁﾅﾐ 欠場
  854 弓本 あかり(2)  1034 小林 萌花(3)

ﾕﾐﾓﾄ ｱｶﾘ ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ
  821 原山 結衣(1)  1015 福澤 萌夏(2)

ﾊﾗﾔﾏ ﾕｲ ﾌｸｻﾞﾜ ﾓｴｶ
  822 南澤 胡桃(1)  1013 吉岡 佳奈(2)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｸﾙﾐ ﾖｼｵｶ ｶﾅ
  3 長野西高   8 諏訪二葉高

ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ 欠場 ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ 欠場

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   2 市立長野高   916 河田 璃音(2)     47.92 Q  1   7 長野日大高   953 一由 恵利佳(3)     50.92 Q

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 大会新 ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ｲﾁﾖｼ ｴﾘｶ
  915 唐澤 花実(2)   941 山﨑 あみ(2)

ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾐ
  917 田村 純菜(2)   950 下田 花菜(2)

ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ ｼﾓﾀ ﾊﾅ
  911 永原 朱夏(3)   958 春日 佑月(3)

ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ ｶｽｶﾞ ﾕﾂﾞｷ
 2   7 坂城中  4732 富山 萌衣(2)     50.57 Q  2   6 信州大  9030 長澤 妙(2)     51.63 Q

ｻｶｷﾁｭｳ ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ
 4733 宮原 凛成(2)  9024 榊原 南実(M)

ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ
 4734 宮下 留花(2)  9027 小野塚 未夏(3)

ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ ｵﾉﾂﾞｶ ﾐｶ
 4735 牧内 愛実(2)  9026 若松 怜佑(2)

ﾏｷｳﾁ ｱﾐ ﾜｶﾏﾂ ﾘｮｳ
 3   1 上伊那農高   236 加藤 こころ(2)     51.26 Q  3   8 春富中  8171 中原 希空(3)     51.68 Q

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ ｶﾄｳ ｺｺﾛ ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ
  233 清水 華乃(2)  8172 中村 映夢(2)

ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ ﾅｶﾑﾗ ｴﾑ
  243 小林 紗耶加(3)  8173 濵田 みなと(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅｵ
  231 林 千尋(2)  8163 北原 小遥(3)

ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ
 4   8 松川高   386 中島 愛(2)     51.49 q  4   4 大町岳陽高  1675 齋藤 美空(2)     53.18 

ﾏﾂｶﾜｺｳ ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳｺｳ ｻｲﾄｳ ﾐｿﾗ
  387 今村 詩乃(2)  1677 降幡 茉由(2)

ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ ﾌﾙﾊﾀ ﾏﾕ
  405 小倉 心音(2)  1676 樋口 鈴乃(2)

ｵｸﾞﾗ ｺｺﾈ ﾋｸﾞﾁ ﾘﾝﾉ
  382 原田 未朱(3)  1674 長谷尾 彩華(2)

ﾊﾗﾀﾞ ﾐｼｭ ﾊｾｵ ｱﾔｶ
 5   4 下諏訪向陽高   123 髙木 佑菜(2)     52.00  5   2 木曽青峰高  1575 奥原 夕奈(2)     53.33 

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ ﾀｶｷﾞ ﾕﾅ ｷｿｾｲﾎｳ ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾅ
  116 天野 悠美(3)  1574 中村 夢見子(2)

ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ
  117 鈴木 菜々花(3)  1569 栗空 実穂(3)

ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ ｸﾗｿﾞﾗ ﾐﾎ
  119 百瀬 早姫(3)  1576 鈴木 陽世梨(2)

ﾓﾓｾ ｻｷ ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ
 6   5 赤穂中  8223 氣賀澤 円香(3)     52.50  6   5 長野北部中  5695 成田 彩乃(3)     54.57 

ｱｶﾎﾁｭｳ ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ﾅﾘﾀ ｱﾔﾉ
 8226 田中 凜(3)  5694 宮原 舞(3)

ﾀﾅｶ ﾘﾝ ﾐﾔﾊﾗ ﾏｲ
 8229 飯島 莉紗(3)  5663 栗田 実里子(3)

ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ ｸﾘﾀ ﾏﾘｺ
 8224 中嶋 珠久(3)  5659 内藤 理木(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ ﾅｲﾄｳ ﾘｺ
 7   3 塩尻広陵中  6495 上條 莉央(2)     54.53  7   3 高社中  5164 上原 夢菜(3)     55.23 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾘｵ ｺｳｼｬﾁｭｳ ｳｴﾊﾗ ﾕﾅ
 6496 小口 瑞生(2)  5161 佐藤 里桜(3)

ｵｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ ｻﾄｳ ﾘｵ
 6489 伊勢 美里(3)  5163 赤久保 ひかる(3)

ｲｾ ﾐｻﾄ ｱｶｸﾎﾞ ﾋｶﾙ
 6486 佐々木 響子(3)  5162 竹内 海月(3)

ｻｻｷ ｷｮｳｺ ﾀｹｳﾁ ﾐﾂｷ
 8   6 辰野高   212 北原 きらら(2)     55.17   9 飯田高

ﾀﾂﾉｺｳ ｷﾀﾊﾗ ｷﾗﾗ ｲｲﾀﾞｺｳ 欠場
  209 半田 永遠(3)

ﾊﾝﾀﾞ ﾄﾜ
  210 伊藤 優直(2)

ｲﾄｳ ﾕｳﾅ
  211 宮澤 紅葉(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｸﾚﾊ
 9   9 信大医陸  9042 菅 あさ美(4)     58.35 

ｼﾝﾀﾞｲｲﾘｸ ｶﾝ ｱｻﾐ
 9043 内田 百合子

ｳﾁﾀﾞ ﾕﾘｺ
 9044 朱 櫻華(3)

ｼｭ ｻｸﾗｺ
 9031 小堀 ほたる

ｺﾎﾞﾘ ﾎﾀﾙ



[ 5組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 松本大  9013 児玉 奈美(2)     49.53 Q

ﾏﾂﾀﾞｲ ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ
 9019 南澤 明音(3)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ
 9020 牧元 美沙(2)

ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ
 9021 木田 沙耶(2)

ｷﾀﾞ ｻﾔ
 2   5 松本国際高  1985 柳澤 結月(1)     50.84 Q

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲｺｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂｷ
 1987 南山 歩乃伽(1)

ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ
 1983 丸山 来美(1)

ﾏﾙﾔﾏ ｸﾙﾐ
 1979 三和 瑠夏(2)

ﾐﾜ ﾙﾅ
 3   8 小諸高  1338 宇都宮 悠奈(2)     53.00 Q

ｺﾓﾛｺｳ ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ
 1333 酒井 夢実(3)

ｻｶｲ ﾕﾒﾐ
 1336 丸山 那菜(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅ
 1335 原野 茉優(2)

ﾊﾗﾉ ﾏﾕ
 4   7 堀金中  6691 丸山 結愛(3)     53.13 

ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲﾅ
 6693 松本 恵実(2)

ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐ
 6692 前田 百葉(2)

ﾏｴﾀﾞ ﾓﾓﾊ
 6690 佐野 紗葵(3)

ｻﾉ ｻｷ
 5   2 松本県ヶ丘高  1805 北澤 優里愛(2)     53.41 

ﾏﾂﾓﾄ ｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾘｱ
 1804 高木 陽香(2)

ﾀｶｷﾞ ﾊﾙｶ
 1793 北澤 詩織(3)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ
 1796 塩原 美里(3)

ｼｵﾊﾗ ﾐｻﾄ
 6   3 開成中  7126 瀧本 歩夢(2)     53.99 

ｶｲｾｲﾁｭｳ ﾀｷﾓﾄ ｱﾕﾑ
 7129 三澤 百佳(2)

ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ
 7124 麻和 楓花(2)

ｱｻﾜ ﾌｳｶ
 7128 松丸 もも(2)

ﾏﾂﾏﾙ ﾓﾓ
 7   4 松代高  1132 西 まりあ(2)     54.83 

ﾏﾂｼﾛｺｳ ﾆｼ ﾏﾘｱ
 1128 栁沢 風夏(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ
 1131 横田 和沙(2)

ﾖｺﾀ ﾅｷﾞｻ
 1129 横田 瑞希(3)

ﾖｺﾀ ﾐｽﾞｷ
  9 野沢南高  1244 小平 美来(3)

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ｺﾀﾞｲﾗ ﾐｸ 失格
 1248 大塚 七星(2) R1（2-3）

ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ
 1246 武藤 衣里加(3)

ﾑﾄｳ ｴﾘｶ
 1245 加部 菜花(3)

ｶﾍﾞ ﾅﾉｶ



[ 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   4 松商学園高  1961 内川 未久(2)     48.61 Q  1   4 市立長野高   916 河田 璃音(2)     47.80 Q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｳﾁｶﾜ ﾐｸ ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 大会新
 1968 伏見 怜奈(1)   915 唐澤 花実(2)

ﾌｼﾐ ﾚｲﾅ ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ
 1962 友田 有紀(2)   917 田村 純菜(2)

ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ
 1960 樋口 虹夏(2)   911 永原 朱夏(3)

ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ
 2   5 松本大  9013 児玉 奈美(2)     49.32 Q  2   5 東海大諏訪高    32 徳竹 美友(3)     48.81 Q

ﾏﾂﾀﾞｲ ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜｺｳ ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ
 9019 南澤 明音(3)    31 小林 叶音(3)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ
 9020 牧元 美沙(2)    33 今井 希生(3)

ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ ｲﾏｲ ｷｷ
 9021 木田 沙耶(2)    29 北岡 依生希(1)

ｷﾀﾞ ｻﾔ ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ
 3   7 佐久長聖高  1302 橋本 花甫(1)     49.64 Q  3   7 長野日大高   953 一由 恵利佳(3)     49.58 Q

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ｲﾁﾖｼ ｴﾘｶ
 1304 深澤 あまね(1)   941 山﨑 あみ(2)

ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾐ
 1300 中津 晴葉(1)   950 下田 花菜(2)

ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ ｼﾓﾀ ﾊﾅ
 1305 横須賀 玲奈(2)   958 春日 佑月(3)

ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ ｶｽｶﾞ ﾕﾂﾞｷ
 4   6 岩村田高  1280 井出 凛生(2)     49.71 q  4   6 坂城中  4732 富山 萌衣(2)     50.04 q

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ｲﾃﾞ ﾘｵ ｻｶｷﾁｭｳ ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ
 1275 廣川 紗良(3)  4733 宮原 凛成(2)

ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ
 1273 秋山 咲花(3)  4734 宮下 留花(2)

ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ
 1274 土屋 さくら(3)  4735 牧内 愛実(2)

ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ ﾏｷｳﾁ ｱﾐ
 5   9 信州大  9030 長澤 妙(2)     50.94  5   8 上伊那農高   236 加藤 こころ(2)     50.82 

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ ｶﾄｳ ｺｺﾛ
 9024 榊原 南実(M)   233 清水 華乃(2)

ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ
 9027 小野塚 未夏(3)   243 小林 紗耶加(3)

ｵﾉﾂﾞｶ ﾐｶ ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ
 9026 若松 怜佑(2)   231 林 千尋(2)

ﾜｶﾏﾂ ﾘｮｳ ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ
 6   8 文化学園長野高  982 田口 璃乃佳(3)     50.95  6   9 松本国際高  1977 田中 愛(2)     50.86 

ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉｺｳ ﾀｸﾞﾁ ﾘﾉｶ ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲｺｳ ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ
  985 矢野 和(3)  1987 南山 歩乃伽(1)

ﾔﾉ ﾉﾄﾞｶ ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ
  996 相澤 こごみ(2)  1983 丸山 来美(1)

ｱｲｻﾞﾜ ｺｺﾞﾐ ﾏﾙﾔﾏ ｸﾙﾐ
  998 能瀬 麗捺(2)  1979 三和 瑠夏(2)

ﾉｾ ﾚｲﾅ ﾐﾜ ﾙﾅ
 7   3 伊那北高   268 澁谷 果歩(2)     52.21  7   2 松川高   386 中島 愛(2)     51.54 

ｲﾅｷﾀｺｳ ｼﾌﾞﾔ ｶﾎ ﾏﾂｶﾜｺｳ ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ
  267 百瀬 果奈(2)   387 今村 詩乃(2)

ﾓﾓｾ ｶﾅ ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ
  292 池上 葵(3)   405 小倉 心音(2)

ｲｹｶﾞﾐ ｱｵｲ ｵｸﾞﾗ ｺｺﾈ
  290 金森 佑奈(3)   382 原田 未朱(3)

ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ ﾊﾗﾀﾞ ﾐｼｭ
 8   2 小諸高  1338 宇都宮 悠奈(2)     54.13  8   3 春富中  8171 中原 希空(3)     51.66 

ｺﾓﾛｺｳ ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ
 1336 丸山 那菜(2)  8172 中村 映夢(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅ ﾅｶﾑﾗ ｴﾑ
 1339 萩原 麗(2)  8173 濵田 みなと(2)

ﾊｷﾞﾜﾗ ｳﾗﾗ ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅｵ
 1335 原野 茉優(2)  8163 北原 小遥(3)

ﾊﾗﾉ ﾏﾕ ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ

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   7 市立長野高   916 河田 璃音(2)     47.90 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 大会新
  915 唐澤 花実(2)

ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ
  917 田村 純菜(2)

ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ
  911 永原 朱夏(3)

ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ
 2   4 東海大諏訪高    32 徳竹 美友(3)     48.77 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜｺｳ ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ
   31 小林 叶音(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ
   33 今井 希生(3)

ｲﾏｲ ｷｷ
   29 北岡 依生希(1)

ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ
 3   6 松商学園高  1961 内川 未久(2)     48.79 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｳﾁｶﾜ ﾐｸ
 1968 伏見 怜奈(1)

ﾌｼﾐ ﾚｲﾅ
 1962 友田 有紀(2)

ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ
 1960 樋口 虹夏(2)

ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ
 4   8 佐久長聖高  1302 橋本 花甫(1)     49.71 

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ
 1304 深澤 あまね(1)

ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ
 1300 中津 晴葉(1)

ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ
 1305 横須賀 玲奈(2)

ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ
 5   9 長野日大高   953 一由 恵利佳(3)     49.74 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ｲﾁﾖｼ ｴﾘｶ
  941 山﨑 あみ(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾐ
  950 下田 花菜(2)

ｼﾓﾀ ﾊﾅ
  958 春日 佑月(3)

ｶｽｶﾞ ﾕﾂﾞｷ
 6   3 岩村田高  1280 井出 凛生(2)     50.19 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ｲﾃﾞ ﾘｵ
 1275 廣川 紗良(3)

ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ
 1273 秋山 咲花(3)

ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ
 1274 土屋 さくら(3)

ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ
 7   2 坂城中  4732 富山 萌衣(2)     50.38 

ｻｶｷﾁｭｳ ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ
 4733 宮原 凛成(2)

ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ
 4734 宮下 留花(2)

ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ
 4735 牧内 愛実(2)

ﾏｷｳﾁ ｱﾐ
 8   5 松本大  9015 菅沼 真洸(3)     51.27 

ﾏﾂﾀﾞｲ ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
 9013 児玉 奈美(2)

ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ
 9018 渡邉 希(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ
 9021 木田 沙耶(2)

ｷﾀﾞ ｻﾔ

決勝



予選 4月22日  9:30
決勝 4月22日 16:30

[ 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 松商学園高  1951 深澤 由惟(3)   4:06.14 Q  1   7 東海大諏訪高    29 北岡 依生希(1)   4:03.60 Q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜｺｳ ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ
 1962 友田 有紀(2)    31 小林 叶音(3)

ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ
 1961 内川 未久(2)    28 小林 舞香(1)

ｳﾁｶﾜ ﾐｸ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ
 1960 樋口 虹夏(2)    33 今井 希生(3)

ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ ｲﾏｲ ｷｷ
 2   9 伊那北高   275 熊谷 早恵(3)   4:08.53 Q  2   5 上伊那農高   243 小林 紗耶加(3)   4:05.95 Q

ｲﾅｷﾀｺｳ ｸﾏｶﾞｲ ｻｴ ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ
  292 池上 葵(3)   236 加藤 こころ(2)

ｲｹｶﾞﾐ ｱｵｲ ｶﾄｳ ｺｺﾛ
  291 京澤 夏子(3)   238 小平 夢加(2)

ｷｮｳｻﾜ ﾅﾂｺ ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾒｶ
  290 金森 佑奈(3)   231 林 千尋(2)

ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ
 3   8 岩村田高  1280 井出 凛生(2)   4:10.34 q  3   2 下諏訪向陽高   119 百瀬 早姫(3)   4:06.35 q

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ｲﾃﾞ ﾘｵ ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ ﾓﾓｾ ｻｷ
 1273 秋山 咲花(3)   116 天野 悠美(3)

ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ
 1275 廣川 紗良(3)   123 髙木 佑菜(2)

ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ ﾀｶｷﾞ ﾕﾅ
 1274 土屋 さくら(3)   117 鈴木 菜々花(3)

ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ
 4   5 松川高   387 今村 詩乃(2)   4:15.72  4   6 木曽青峰高  1574 中村 夢見子(2)   4:25.55 

ﾏﾂｶﾜｺｳ ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ ｷｿｾｲﾎｳ ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ
  399 田中 里歩(1)  1569 栗空 実穂(3)

ﾀﾅｶ ﾘﾎ ｸﾗｿﾞﾗ ﾐﾎ
  386 中島 愛(2)  1577 横山 春香(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙｶ
  382 原田 未朱(3)  1576 鈴木 陽世梨(2)

ﾊﾗﾀﾞ ﾐｼｭ ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ
 5   6 市立長野高   911 永原 朱夏(3)   4:16.54  5   4 大町岳陽高  1675 齋藤 美空(2)   4:26.34 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳｺｳ ｻｲﾄｳ ﾐｿﾗ
  914 齊藤 あやみ(3)  1676 樋口 鈴乃(2)

ｻｲﾄｳ ｱﾔﾐ ﾋｸﾞﾁ ﾘﾝﾉ
  919 岩村 有紀(2)  1680 小澤 美祐(2)

ｲﾜﾑﾗ ｱｷ ｵｻﾞﾜ ﾐﾕ
  912 秋元 南乃(3)  1677 降幡 茉由(2)

ｱｷﾓﾄ ﾖｼﾉ ﾌﾙﾊﾀ ﾏﾕ
 6   2 赤穂高   356 戸枝 星(3)   4:31.60   3 諏訪二葉高

ｱｶﾎｺｳ ﾄｴﾀﾞ ｱｶﾘ ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ 欠場
  359 中嶋 真唯香(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾕｶ
  360 菅沼 萌香(3)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｴｶ
  355 小出 千夏(2)

ｺｲﾃﾞ ﾁﾅﾂ
 7   4 松代高  1129 横田 瑞希(3)   4:32.98   8 佐久長聖高

ﾏﾂｼﾛｺｳ ﾖｺﾀ ﾐｽﾞｷ ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ 欠場
 1128 栁沢 風夏(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ
 1132 西 まりあ(2)

ﾆｼ ﾏﾘｱ
 1131 横田 和沙(2)

ﾖｺﾀ ﾅｷﾞｻ
  3 信州大

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ 欠場

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 松本大  9015 菅沼 真洸(3)   4:04.14 Q

ﾏﾂﾀﾞｲ ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
 9019 南澤 明音(3)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ
 9013 児玉 奈美(2)

ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ
 9021 木田 沙耶(2)

ｷﾀﾞ ｻﾔ
 2   2 長野日大高   953 一由 恵利佳(3)   4:05.56 Q

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ｲﾁﾖｼ ｴﾘｶ
  945 内山 実音(2)

ｳﾁﾔﾏ ﾐｵﾝ
  958 春日 佑月(3)

ｶｽｶﾞ ﾕﾂﾞｷ
  950 下田 花菜(2)

ｼﾓﾀ ﾊﾅ
 3   3 上田染谷丘高  1471 酒井 菜々美(3)   4:15.33 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ｻｶｲ ﾅﾅﾐ
 1472 内堀 陽日(3)

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾋ
 1469 宮越 菜緒(3)

ﾐﾔｺｼ ﾅｵ
 1479 有賀 香乃(2)

ｱﾘｶﾞﾞ ｶﾉ
 4   8 松本国際高  1990 小林 あゆみ(2)   4:23.42 

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ
 1987 南山 歩乃伽(1)

ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ
 1985 柳澤 結月(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂｷ
 1988 宮坂 梨乃(3)

ﾐﾔｻｶ ﾘﾉ
 5   5 上田高  1414 髙橋 桃子(2)   4:31.87 

ｳｴﾀﾞｺｳ ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ
 1415 児玉 菜緒(2)

ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ
 1429 依田 梢(3)

ﾖﾀﾞ ｺｽﾞｴ
 1416 田中 風紗音(2)

ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ
  4 長野商高

ﾅｶﾞﾉｼｮｳｺｳ 欠場

  7 長野西高
ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ 欠場



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 東海大諏訪高    29 北岡 依生希(1)   3:58.27 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜｺｳ ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ 大会新
   33 今井 希生(3)

ｲﾏｲ ｷｷ
   28 小林 舞香(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ
   31 小林 叶音(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ
 2   4 松商学園高  1951 深澤 由惟(3)   4:03.00 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ
 1962 友田 有紀(2)

ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ
 1961 内川 未久(2)

ｳﾁｶﾜ ﾐｸ
 1960 樋口 虹夏(2)

ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ
 3   6 長野日大高   953 一由 恵利佳(3)   4:05.59 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ｲﾁﾖｼ ｴﾘｶ
  945 内山 実音(2)

ｳﾁﾔﾏ ﾐｵﾝ
  958 春日 佑月(3)

ｶｽｶﾞ ﾕﾂﾞｷ
  950 下田 花菜(2)

ｼﾓﾀ ﾊﾅ
 4   5 松本大  9015 菅沼 真洸(3)   4:07.01 

ﾏﾂﾀﾞｲ ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
 9019 南澤 明音(3)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ
 9013 児玉 奈美(2)

ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ
 9021 木田 沙耶(2)

ｷﾀﾞ ｻﾔ
 5   8 上伊那農高   243 小林 紗耶加(3)   4:11.33 

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ
  236 加藤 こころ(2)

ｶﾄｳ ｺｺﾛ
  238 小平 夢加(2)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾒｶ
  231 林 千尋(2)

ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ
 6   9 伊那北高   275 熊谷 早恵(3)   4:11.45 

ｲﾅｷﾀｺｳ ｸﾏｶﾞｲ ｻｴ
  292 池上 葵(3)

ｲｹｶﾞﾐ ｱｵｲ
  291 京澤 夏子(3)

ｷｮｳｻﾜ ﾅﾂｺ
  290 金森 佑奈(3)

ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ
 7   2 岩村田高  1280 井出 凛生(2)   4:14.13 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ｲﾃﾞ ﾘｵ
 1273 秋山 咲花(3)

ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ
 1275 廣川 紗良(3)

ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ
 1274 土屋 さくら(3)

ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ
  3 下諏訪向陽高

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ 棄権

決勝



決勝 4月21日 10:15

1m75 1m77
小野 美紗(4) - - - - - o - o o o 大会新
ｵﾉ ﾐｻ 日女体大 xo xxx
片平 真理子 - - - - - o o - xxo xxx
ｶﾀﾋﾗ ﾏﾘｺ 長野吉田AC
小林 弓珠(3) o o o xo o o xxx
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞ 南宮中
塩原 美里(3) o o o xo xxx
ｼｵﾊﾗ ﾐｻﾄ 松本県ヶ丘高
栗林 月碧(3) o o xo xo xxx
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾙﾉｱ 南宮中
細尾 咲衣(2) o o o xxx
ﾎｿｵ ｻｴ 長野日大高
田中 笙奈(2) o xxo o xxx
ﾀﾅｶ ｾｲﾅ 南宮中
中島 花梨(1) o xxo xxo xxx
ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾘﾝ 市立長野高
小林 萌花(3) o o xxx
ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ 長野清泉女子高
今井 歌乃(2) o o xxx
ｲﾏｲ ｶﾉ 伊那弥生ヶ丘高
臼井 花(2) o o xxx
ｳｽｲ ﾊﾅ 長野日大高
戸谷 はるか(2) xo o xxx
ﾄﾔ ﾊﾙｶ 長野吉田高
山田 真菜(2) o xo xxx
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ 長野日大高
濵 奏美(3) o xo xxx
ﾊﾏ ｶﾅﾐ 諏訪実高
吉川 円香(1) o xo xxx
ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 諏訪清陵高
宇都宮 悠奈(2) o xo xxx
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ 小諸高
岡田 朋佳(1) o xo xxx
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 市立長野高
百瀬 早姫(3) o xxo xxx
ﾓﾓｾ ｻｷ 下諏訪向陽高
翠川 明日香(2) xxo xxo xxx
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｱｽｶ 丸子修学館高
米山 野乃佳(2) o xxx
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 佐久長聖高
土屋 みやび(3) o xxx
ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ 上田西高
能瀬 麗捺(2) o xxx
ﾉｾ ﾚｲﾅ 文化学園長野高
櫻井 裕梨(3) o xxx
ｻｸﾗｲ ﾕﾘ 野沢北高
北原 沙希(3) o xxx
ｷﾀﾊﾗ ｻｷ 飯田風越高
伊藤 結菜(3) xo xxx
ｲﾄｳ ﾕｲﾅ 諏訪清陵高
山田 千翔(3) xxo xxx
ﾔﾏﾀﾞ ﾁｶ 市立長野高
高柳 彩香(2) xxx 記録なし
ﾀｶﾔﾅｷﾞｱﾔｶ 中野立志館高
松橋 香乃(2) xxx 記録なし
ﾏﾂﾊｼ ｶﾉ 長野西高
今牧 未颯(3) xxx 記録なし
ｲﾏﾏｷ ﾐﾊﾔ 山辺中
小嶋 麻莉(2) xxx 記録なし
ｺｼﾞﾏ ﾏﾘ 中野西高
奥原 夕奈(2) xxx 記録なし
ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾅ 木曽青峰高
依田 智恵梨(1) xxx 記録なし
ﾖﾀﾞ ﾁｴﾘ 佐久長聖高
赤羽 菜々実(3) 欠場
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅﾐ 松商学園高
大滝 萌乃音(3) 欠場
ｵｵﾀｷ ﾓﾉﾝ 上田第四中

12  4666

21  1310

1  1958

6   669

8  1575

3   796

4  7159

26 11   913
 1.40

2   651

20 30   458
 1.40

25 5  2057
 1.40

20 15   998
 1.40

20 24  1238
 1.40

20 7  1306
 1.40

20 14  1532
 1.40

18 19   119
 1.45

19 13  1381
 1.45

13 26  1338
 1.45

13 28   920
 1.45

13 18    56
 1.45

13 25    77
 1.45

12 20   774
 1.45

13 9   947
 1.45

9 17   303
 1.45

9 22   943
 1.45

8 23   923
 1.50

9 16  1034
 1.45

6 27   942
 1.50

7 10  5069
 1.50

4 32  1796
 1.55

5 29  5067
 1.55

2 33  9035
 1.70

3 31  5062
 1.61

1m73

1 34  9039
 1.75

記録 備考
1m40 1m45 1m50 1m55 1m58 1m61 1m64 1m67 1m70

女子

走高跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 4月22日 11:00

3m10 3m20 3m30 3m40
北村 美結(3) - - - - - - o - o -
ｷﾀﾑﾗ ﾐﾕｳ 長野工高 xxo o xxo xxx
小林 由依(1) - - - - - xo o o o xo
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 下諏訪向陽高 xxx
清水 愛奈(2) - - - - xo xxo xo xxx
ｼﾐｽﾞ ﾏﾕﾅ 高遠高
田中 愛(2) - - xo o o o xxx
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 松本国際高
岩下 栞(3) - o xxo o o xxo xxx
ｲﾜｼﾀ ｼｵﾘ 上田第五中
谷川 慧佳(2) - o o o o xxx
ﾀﾆｶﾜ ｻﾄｶ 山辺中
有田 芽生(2) - - o o o xxx
ｱﾘﾀ ﾒｲ 松本深志高
川上 実咲(3) - o xo o xxx
ｶﾜｶﾐ ﾐｻｷ 山辺中
北原 きらら(2) - xo o xo xxx
ｷﾀﾊﾗ ｷﾗﾗ 辰野高
鵜飼 めぐみ(2) - o o xxx
ｳｶｲ ﾒｸﾞﾐ 原中
丸山 とわ(3) - o o xxx
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾜ 山辺中
八城 かすみ(3) o o o xxx
ﾔｼﾛ ｶｽﾐ 原中
小板橋 茉由(3) - o o xxx
ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾏﾕ 原中
偆道 心々美(2) - o xo xxx
ｼｭﾝﾄﾞｳ ｺｺﾐ 原中
三田 尚果(3) - o xo xxx
ﾐﾀ ﾅｵｶ 長野清泉女子高
北澤 咲希(2) o o xxx
ｷﾀｻﾞﾜ ｻｷ 上田第五中
横内 咲希(3) - o xxx
ﾖｺｳﾁ ｻｷ 原中
礒田 梨那(2) xxx 記録なし
ｲｿﾀﾞ ﾘﾅ 飯田風越高
清水 梨那(2) 欠場
ｼﾐｽﾞ ﾘﾅ 飯田風越高

3   465

1   466

16 7  4678
 2.00

16 13  8686
 2.00

14 8  8691
 2.20

14 11  1033
 2.20

10 6  7893
 2.20

10 15  7890
 2.20

10 4  8689
 2.20

10 5  7157
 2.20

8 12  7151
 2.40

9 10   212
 2.40

6 2  7158
 2.50

6 14  1773
 2.50

4 9  1977
 2.60

5 17  4687
 2.60

2 19   131
 3.00

3 16   254
 2.70

3m00

1 18   856
 3.30

記録 備考
1m80 2m00 2m20 2m40 2m50 2m60 2m70 2m80 2m90

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22日 10:00

榊原 南実(M)   5.30  5.10  5.21  5.14   x   5.69   5.69 
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ 信州大   -0.6  +0.1  +2.0  -0.5   +1.6   +1.6
西村 千明(3)   5.36  5.42  5.50  4.80  4.97  5.59   5.59 
ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 東学大   +0.9  +0.9  +1.7  -0.2  -2.2  +2.8   +2.8
長谷尾 彩華(2)   5.21  5.16  5.27  5.26  5.35  5.20   5.35 
ﾊｾｵ ｱﾔｶ 大町岳陽高   +0.1  +1.2  +0.6  +0.8  -1.5  +2.3   -1.5
長澤 妙(2)   5.33  5.12   x   5.27  4.94  5.12   5.33 
ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ 信州大   +0.2  +1.7    0.0  -1.3  +1.8   +0.2
牧内 愛実(2)   5.08  4.83  5.10  5.15  4.99  5.24   5.24 
ﾏｷｳﾁ ｱﾐ 坂城中   +0.5  +0.6  +0.9  +0.2  -0.3  +1.1   +1.1
常田 麻奈(3)   4.91  5.05  5.13   x   5.10   x    5.13 
ﾄｷﾀﾞ ﾏﾅ 長野日大高   -0.3  +1.4  +1.2   -0.2  +2.1   +1.2
田中 愛(2)   4.93   x   5.05  5.00  5.00   -    5.05 
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 松本国際高   +0.9   +0.8  +0.3  +1.4    +0.8
唐澤 純夏(2)   4.57  5.00  4.99  4.75  4.94  5.03   5.03 
ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ 上伊那農高   +0.1  +1.4  -0.1  -0.9   0.0  -1.6   -1.6
宮澤 香音(1)    x   4.82  4.99    4.99 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 下伊那農高   +1.5  -0.4    -0.4
小林 千紘(3)   4.99  4.79   x    4.99 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 長峰中   +1.2  +1.6    +1.2
根橋 佑奈(3)   4.75  4.96  4.95    4.96 
ﾈﾊﾞｼ ﾕｳﾅ 長野日大高   +0.3  +0.7  +2.0    +0.7
宮入 響(2)   4.86  4.73   x    4.86 
ﾐﾔｲﾘ ﾋﾋﾞｷ 長野日大高   +1.3  +1.7  -0.9    +1.3
寺澤 舞歩(3)   4.72  4.65  4.83    4.83 
ﾃﾗｻﾜ ﾏﾎ 長野商高   +1.5  +1.3  -0.4    -0.4
鈴木 陽世梨(2)   4.83   x   4.69    4.83 
ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ 木曽青峰高   +0.6   -0.3    +0.6
濵 奏美(3)   4.65  4.80  4.73    4.80 
ﾊﾏ ｶﾅﾐ 諏訪実高   -0.3  +1.8  -0.3    +1.8
小林 涼美(2)   4.80  4.71  4.52    4.80 
ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞﾐ 飯山高   +0.9  +1.5   0.0    +0.9
北原 小遥(3)    x   4.76  4.67    4.76 
ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 春富中   +0.4  +0.9    +0.4
齋藤 由佳(3)   4.58  4.72  4.70    4.72 
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高   +0.9  +1.6  -0.3    +1.6
武田 真奈(2)   4.70  4.59  4.66    4.70 
ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅ 長野商高   +1.3  -0.1  -1.4    +1.3
宮澤 歩(3)   4.70   -    -    4.70 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 諏訪二葉高   -0.2    -0.2
内田 佑香(3)   4.69  4.31  4.22    4.69 
ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｶ 松本県ヶ丘高   +1.6  +1.4  -0.3    +1.6
松岡 みず穂(3)    x   4.53  4.61    4.61 
ﾏﾂｵｶ ﾐｽﾞﾎ 松本県ヶ丘高   +0.2  -1.8    -1.8
兼松 わか菜(2)   4.60  4.56  4.57    4.60 
ｶﾈﾏﾂ ﾜｶﾅ 長野日大高   +1.8  +0.8  -0.1    +1.8
望月 彩加(2)   4.58  4.10  4.15    4.58 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎高   +2.0  +0.4   0.0    +2.0
北原 沙希(3)   4.49  4.55  4.51    4.55 
ｷﾀﾊﾗ ｻｷ 飯田風越高   +1.2  +0.3  -0.7    +0.3
髙野 蓮華(3)   4.51  4.29  4.45    4.51 
ﾀｶﾉ ﾚﾝｶ 更級農高    0.0  +0.7  -1.0     0.0
土屋 さくら(3)   4.46   -    -    4.46 
ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ 岩村田高   +0.3    +0.3
吉川 円香(1)   4.41   x   4.33    4.41 
ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 諏訪清陵高   +1.0   -0.1    +1.0
清水 思(3)   4.36   x   4.40    4.40 
ｼﾐｽﾞ ｺﾄ 上田染谷丘高   +1.2   +0.2    +0.2
酒井 珠良(3)   4.36  4.40   -    4.40 
ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ 松本大   +1.8  +1.5    +1.5
伊藤 鈴音(2)    x   4.37   x    4.37 
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ 飯田風越高   +0.1    +0.1
栗空 実穂(3)   4.35   -    x    4.35 
ｸﾗｿﾞﾗ ﾐﾎ 木曽青峰高   +0.5    +0.5
酒井 美玲(1)   4.07  4.27   x    4.27 
ｻｶｲ ﾐﾚｲ 高遠高   +2.7  -0.4    -0.4
比田井 凜(3)    x    x    x 記録なし
ﾋﾀﾞｲ ﾘﾝ 望月AC
加藤 ほのか(2) 欠場
ｶﾄｳ ﾎﾉｶ 上伊那農高
山岸 萌香(2) 欠場
ﾔﾏｷﾞｼ ﾓｴｶ 飯山高
宮原 凛成(2) 欠場
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ 坂城中

27   589

33  4733

26  9041

20   235

32 4  1569

33 8   255

29 22  9014

31 3   463

28 2    77

29 24  1468

26 13  2147

27 14  1274

24 6  1885

25 1   458

22 7  1797

23 19   955

20 34    86

21 5  1798

18 11   406

19 9   851

16 25   590

17 31  8163

14 16  1576

15 12    56

12 10   946

13 21   850

10 17  7841

11 28   956

8 18   232

9 23   492

6 30   961

7 15  1977

4 29  9030

5 35  4735

2 37  9036

3 32  1674

記録 備考

1 36  9024

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

女子

走幅跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 4月21日 12:30

宮澤 歩(3)  12.34 12.16 11.97   x    -    x   12.34 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 諏訪二葉高   -1.7  +0.4  -1.1    -1.7
木田 沙耶(2)  10.64 10.78 10.67 10.41 10.49 10.73  10.78 
ｷﾀﾞ ｻﾔ 松本大   +0.7  +1.2  -0.2  +0.2  -0.1  -0.4   +1.2
土屋 さくら(3)  10.38 10.44 10.36   x  10.57 10.54  10.57 
ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ 岩村田高   +1.8  +1.3  +0.4  +0.9  +2.5  -0.9   +2.5
唐澤 純夏(2)  10.43 10.27   x    x  10.21 10.53  10.53 
ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ 上伊那農高   +0.1  +1.6   +0.9  -0.4   -0.4
西澤 香  10.10   x  10.39   x  10.36 10.38  10.39 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｵﾘ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   -0.8   -0.1   -1.2  +0.7   -0.1
小林 涼美(2)  10.06 10.34  9.89  9.93   -  10.06  10.34 
ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞﾐ 飯山高   +2.7  +0.9  +0.3  +0.8   +1.5   +0.9
栗空 実穂(3)  10.08 10.23  9.79 10.05   x    x   10.23 
ｸﾗｿﾞﾗ ﾐﾎ 木曽青峰高   -0.8  +1.3  -1.3  +1.2    +1.3
伊藤 絵夢(3)  10.19  9.83  9.88  9.64  9.10  9.98  10.19 
ｲﾄｳ ｴﾑ 諏訪実高   +1.1  +1.7  -0.5  +0.4  +1.0  +2.4   +1.1
根橋 佑奈(3)  10.06  10.12   10.12 
ﾈﾊﾞｼ ﾕｳﾅ 長野日大高   +2.7  +1.1  +0.4    +0.4
永原 朱夏(3)   9.81  9.50 10.04   10.04 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ 市立長野高   +2.6  +1.2  +0.3    +0.3
伊東 海菜美(3)    x   9.87  9.70    9.87 
ｲﾄｳ ﾐﾅﾐ 上田千曲高   -0.4  -1.3    -0.4
髙橋 雪衣(2)   9.80  9.79  9.86    9.86 
ﾀｶﾊｼ ﾕｲ 須坂創成高   +0.5  -1.1  -1.0    -1.0
金箱 ちひろ(3)   9.67  9.63  9.62    9.67 
ｶﾈﾊﾞｺ ﾁﾋﾛ 上田東高   +2.5  +2.2  -0.3    +2.5
繁田 奈々世(3)   9.65  9.50  9.40    9.65 
ｼｹﾞﾀ ﾅﾅｾ 諏訪清陵高    0.0  +0.4  +1.2     0.0
髙橋 朱華(2)   9.49   x    x    9.49 
ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ 須坂創成高   +0.1    +0.1
中村 咲貴(3)    x   9.46  9.46    9.46 
ﾅｶﾑﾗ ｻｷ 長野南高   -1.1  +1.3    -1.1
栁沢 風夏(3)   9.41  9.14  9.44    9.44 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ 松代高   +0.9  +0.3   0.0     0.0
栗林 果奈(3)    x    x    x 記録なし
ｸﾘﾊﾞﾔｼｶﾅ 中野立志館高
上野 七美(3)    x    x    x 記録なし
ｳｴﾉﾅﾅﾐ 中野立志館高
山岸 萌香(2) 欠場
ﾔﾏｷﾞｼ ﾓｴｶ 飯山高

17   589

2   650

4   660

16 7   894

17 5  1128

14 8  2058

15 6   687

12 3   686

13 1  1431

10 14   911

11 13  1488

8 15    55

9 12   956

6 9   590

7 10  1569

4 11   232

5 20  9004

2 18  9021

3 16  1274

記録 備考

1 19    86

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

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 4月22日 13:45

巾 こと美(3)
ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ 木曽青峰高
佐藤 芹香(3)
ｻﾄｳ ｾﾘｶ 東女体大
小林 弥希(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 松商学園高
臼井 華(2)
ｳｽｲ ﾊﾅ 更級農高
藤本 優佳(3)
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｶ 木曽青峰高
岩下 早紀(2)
ｲﾜｼﾀ ｻｷ 松本大
田近 嵯季(1)
ﾀﾁﾞｶ ｻｷ 木曽青峰高
金子 真菜(3)
ｶﾈｺ ﾏﾅ 諏訪実高
福田 愛夢(3)
ﾌｸﾀﾞ ｱｲﾑ 辰野中
栁澤 優羽(3)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 上田第五中
酒井 美咲(2)
ｻｶｲ ﾐｻｷ 丸子修学館高
城下 琴音(2)
ｼﾞｮｳｼﾀ ｺﾄﾈ 上田千曲高
倉田 真瑚(3)
ｸﾗﾀ ﾏｺ 山辺中
伊藤 舞(3)
ｲﾄｳ ﾏｲ 飯田風越高
阿部 佳乃(2)
ｱﾍﾞ ｶﾉ 須坂創成高
安達 朋笑(3)
ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓｴ 上田第五中
小平 美来(3)
ｺﾀﾞｲﾗ ﾐｸ 野沢南高
池田 彩香(3)
ｲｹﾀﾞ ｱﾔｶ 長野商高
小澤 雪乃(2)
ｵｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 中野西高
中静 美憂(2)
ﾅｶｼｽﾞ ﾐﾕｳ 須坂高

20 1   734
  6.59   6.70   6.70  6.38

  7.26 

19 2   670
  7.25  7.06  7.06   7.25 

  7.28 

18 6   848
  6.88  7.26  7.25

  7.39 

17 5  1244
  6.90  6.85  7.28

  7.48 

16 13  4686
  6.81  7.39  7.34

  7.60 

15 3   688
  6.93  7.48  6.42

  7.62 

14 7   460
  6.67  6.97  7.60

  7.65 

13 10  7161
  6.52  7.46  7.62

  8.31 

12 4  1490
  7.06  7.38  7.65

  8.85 

11 9  1383
  7.82  7.88  8.31

  9.20 

10 17  4691
  8.85  8.68  8.55

  9.26  8.93  9.59  9.59 

9 8  7960
  9.20  9.16  8.95

  9.93  9.83  9.85  9.93 

8 12    58
  9.22  9.01  8.97

  9.20  9.15   x  10.19 

7 14  1578
   x   9.10  9.64

  9.85 10.32 10.19 10.32 

6 11  9012
  9.58  9.35 10.19

 10.15 10.43 10.22 10.43 

5 16  1570
  9.80  9.81 10.01

 10.86 11.24 11.40 11.40 

4 15  2141
 10.13 10.25 10.18

 11.71   x  11.64 11.71 

3 20  1963
 10.82 10.92 10.77

 11.81 11.51 11.61 11.81 

2 19  9037
 11.35 11.38   x

1 18  1571
   x  11.12 11.72

-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21日 10:00

溝口 佳歩(2)
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｶﾎ 佐久長聖高
小林 幸音(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾈ 飯山高
武藤 衣里加(3)
ﾑﾄｳ ｴﾘｶ 野沢南高
小林 弥希(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 松商学園高
小平 美来(3)
ｺﾀﾞｲﾗ ﾐｸ 野沢南高
坂井 美藍(2)
ｻｶｲ ﾐｱｲ 上田染谷丘高
丸山 香奈恵(2)
ﾏﾙﾔﾏ ｶﾅｴ 大町岳陽高
青島 まど華(3)
ｱｵｼﾏ ﾏﾄﾞｶ 木曽青峰高
澤﨑 恵未
ｻﾜｻﾞｷ ｴﾐ 信大医陸
田近 嵯季(1)
ﾀﾁﾞｶ ｻｷ 木曽青峰高
酒井 美咲(2)
ｻｶｲ ﾐｻｷ 丸子修学館高
石田 桃香(3)
ｲｼﾀﾞ ﾓﾓｶ 長野西髙
北野 緋菜(3)
ｷﾀﾉ ﾋﾅ 阿南高
伊藤 舞(3)
ｲﾄｳ ﾏｲ 飯田風越高
井川 遥菜(2)
ｲｶﾞﾜ ﾊﾙﾅ 信州大
洞 祥子(2)
ﾎﾗ ｼｮｳｺ 大町岳陽高
飯沼 菜生(3)
ｲｲﾇﾏ ﾅｵ 更級農高
井島 まどか(3)
ｲｼﾞﾏ ﾏﾄﾞｶ 梓川高
櫻本 奈々(2)
ｻｸﾗﾓﾄ ﾅﾅ 岡谷工高
池田 彩香(3) 欠場
ｲｹﾀﾞ ｱﾔｶ 長野商高

2   848

 20.85 

19 7  2061
 15.15   x  17.19  17.19 

 21.99 

18 3  1731
   x  20.85 17.51

 22.27 

17 5  2148
 21.99 21.97   x

 22.90 

16 1  1678
 15.80 22.27 19.03

 23.26 

15 9  9022
 22.90   x    x

 23.54 

14 12   460
 20.45 22.65 23.26

 24.00 

13 10   547
 23.54 22.80   x

 24.21 

12 4   790
 23.57 24.00   x

 24.74 

11 14  1383
   x  24.21   x

 25.51 

10 6  1578
   x  21.66 24.74

 23.86 24.20 23.64 26.06 

9 11  9032
 25.51 24.25 24.10

   x  24.61 24.47 26.66 

8 8  1572
 23.25 22.03 26.06

   x    x  21.12 27.27 

7 13  1681
 26.17 25.73 26.66

 27.75 29.97 28.13 29.97 

6 16  1476
   x  27.27 22.35

 19.86 29.96   x  31.88 

5 17  1244
 26.43 22.25 26.84

 27.05 27.68 30.75 33.12 

4 18  1963
 27.90 30.02 31.88

   x    x  29.09 34.00 

3 15  1246
   x  33.12 26.38

   x  33.52 33.41 34.04 

2 19   591
   x    x  34.00

1 20  1301
 31.95 31.40 34.04

-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21日 15:30

佐藤 芹香(3)
ｻﾄｳ ｾﾘｶ 東女体大
小林 幸音(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾈ 飯山高
藤本 優佳(3)
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｶ 木曽青峰高
坂井 美藍(2)
ｻｶｲ ﾐｱｲ 上田染谷丘高
渡利 美穂(2)
ﾜﾀﾘ ﾐﾎ 更級農高
青島 まど華(3)
ｱｵｼﾏ ﾏﾄﾞｶ 木曽青峰高
若林 咲理菜(2)
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾘﾅ 上伊那農高
菅原 愛星(2)
ｽｶﾞﾊﾗ ﾏﾅｾ 梓川高
梅田 佳奈(3)
ｳﾒﾀﾞ ｶﾅ 野沢北高
石井 愛音(2) 欠場
ｲｼｲ ﾁｶﾈ 松本国際高

1  1980

 22.94 24.85   x  26.28 

9 3  1237
   x  22.90   x  22.90 

 29.68 30.77   x  30.77 

8 2  1748
 19.39 24.47 26.28

 31.87 32.77 31.97 32.77 

7 4   240
 25.34 27.13 28.63

   x  31.47 34.69 34.69 

6 5  1572
   x  29.83 29.81

 35.11 32.61 31.74 35.11 

5 7  2142
 34.05 32.60 32.97

 36.81 35.33 32.68 37.34 

4 6  1476
 26.50 32.60 32.97

   x    x    x  37.89 

3 10  1570
 37.34 35.95 35.94

 48.54 46.90 44.91 48.54 

2 8   591
 35.97 36.96 37.89

1 9  9037
 42.46 46.78 44.13

-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22日 11:45

井口 華穂(M)
ｲｸﾞﾁ ｶﾎ 新潟医福大
湯本 珠実(1)
ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 新潟医福大
濱 麗
ﾊﾏ ｳﾗﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC
新津 まり菜(4)
ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ 信州大
松本 優花(2)
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｶ 更級農高
巾 こと美(3)
ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ 木曽青峰高
小野塚 未夏(3)
ｵﾉﾂﾞｶ ﾐｶ 信州大
北野 緋菜(3)
ｷﾀﾉ ﾋﾅ 阿南高
犬飼 楓(2)
ｲﾇｶｲ ｶｴﾃﾞ 小諸高
鈴木 菜々花(3)
ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 下諏訪向陽高
林 実玲(2)
ﾊﾔｼ ﾐﾚｲ 野沢北高
横田 和沙(2)
ﾖｺﾀ ﾅｷﾞｻ 松代高
武江 こころ(3)
ﾀｹｴ ｺｺﾛ 長野西高
小林 詩織(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾘ 長野西高
横田 瑞希(3)
ﾖｺﾀ ﾐｽﾞｷ 松代高
原野 茉優(2)
ﾊﾗﾉ ﾏﾕ 小諸高
石田 結希乃(3)
ｲｼﾀﾞ ﾕｷﾉ 長野商高
上野 七美(3)
ｳｴﾉﾅﾅﾐ 中野立志館高
丸山 香奈恵(2)
ﾏﾙﾔﾏ ｶﾅｴ 大町岳陽高
小松 葉月(2)
ｺﾏﾂ ﾊﾂﾞｷ 赤穂高
藤田 萌愛(2)
ﾌｼﾞﾀ ﾓｴ 上田染谷丘高
西澤 早紀(3)
ﾆｼｻﾞﾜ ｻｷ 長野東高
石田 桃香(3)
ｲｼﾀﾞ ﾓﾓｶ 長野西高
長島 ちなみ(3)
ﾅｶﾞｼﾏ ﾁﾅﾐ 長野清泉女子高
奥原 夕奈(2)
ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾅ 木曽青峰高

 23.67 

 23.36 

 23.07

25 2  1575
 23.36    x 23.23

 23.70 

24 5  1012
 21.11 23.67

 23.74 

23 4   790
 22.14 23.70 22.05

 24.08 

22 8   884
   x    x  23.74

 25.50 

21 3  1480
 24.08 23.34 20.74

 25.85 

20 6   362
 25.50   x  23.57

 25.87 

19 1  1681
 20.87 25.85 24.44

 26.09 

18 11   660
 25.87 20.21 23.89

 26.20 

17 7   849
 26.09 25.34 24.01

 29.42 

16 9  1335
 26.11 15.43 26.20

 29.53 

15 12  1129
 27.41 25.11 29.42

 30.93 

14 13   791
 28.48 29.53 27.42

 31.40 

13 15   794
   x  30.93 26.61

 31.68 

12 14  1131
 27.31 30.99 31.40

 32.04 

11 16  1223
 23.91 31.68 28.13

 32.40 

10 10   117
 27.52 29.15 32.04

 33.78 33.09 37.44 37.44 

9 19  1337
 31.28   x  32.40

 37.93 36.11 33.35 37.93 

8 20   547
 33.10   x  29.60

 33.04 35.18 38.09 38.09 

7 18  9027
 33.23 33.21 36.04

   x  37.91 39.30 39.30 

6 21  1571
   x  32.99 34.15

 38.07 39.61 41.52 41.52 

5 17  2143
   x  29.83 35.57

 40.83 42.87 42.86 43.21 

4 22  9028
 36.98 37.55 36.79

 39.95 43.34 42.67 43.34 

3 24  9005
 40.04 41.05 43.21

 49.79 47.24 50.71 50.71 

2 25  9034
 41.53 35.14 41.82

1 23  9033
 48.63 46.65 47.05

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

やり投(600g)
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-
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