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期　日　　平成３０年４月２９日（日） 10:00 北
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　　　　　コード　172070 12:00 南南西

主　催　　長野市内高等学校陸上競技連合会 13:00 東北東
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晴 24.0 1.6 33

晴 25.6 2.3 34

晴 23.0 1.9 37

晴 23.6 1.1 34

1.3 48

晴 21.1 2.3 43

備考
風速
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晴 13.6 1.1 54
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 グランドコンディション 

日付 時刻 天候 気温℃
風速m/s

湿度％

3ｍ003ｍ20
4/29 決勝

大会新
北村　美結 女 長野工業3

備考

4/29 決勝
大会新

渡利　美穂 女 更級農業2 34ｍ4136m41

 大会で樹立された記録 

日付 種目 記録 氏名 所属 従来の記録



第116回長野市内高等学校陸上競技大会                                             
　期日：平成30年4月29日（日）                                                   

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

04/29 女子  -1.1 田村 純菜(2) 12.69 綿貫 寧(1) 12.99 一由 恵利佳(3) 13.00 春日 佑月(3) 13.15 田口 璃乃佳(3) 13.45 相澤 こごみ(2) 13.52 南澤 胡桃(1) 13.95 近藤 愛(3) 14.16
100m 市立長野 市立長野 長野日大 長野日大 文化学園長野 文化学園長野 長野商業 長野

04/29  -0.9 河田 璃音(2) 25.43 唐澤 花実(2) 25.44 下田 花菜(2) 27.61 近藤 愛(3) 28.74 弓本 あかり(2) 29.30
200m 市立長野 市立長野 長野日大 長野 長野商業

04/29 唐澤 花実(2) 58.88 内山 実音(2) 1,00.14 下田 花菜(2) 1,00.87 矢野 和(3) 1,03.11 齊藤 あやみ(3) 1,06.51
400m 市立長野 長野日大 長野日大 文化学園長野 市立長野

04/29 内山 実音(2) 2,16.99 岩村 有紀(2) 2,23.30 和田 真菜(3) 2,23.35 宮澤 美裕(2) 2,25.29 翠川 由理佳(2) 2,30.83 土屋 槻里子(2) 2,31.92 宮島よしの(2) 2,35.37
800m 長野日大 市立長野 長野西 長野日大 長野日大 長野商業 長野吉田

04/29 和田 真菜(3) 4,55.15 宮澤 美裕(2) 4,57.00 堀内 あかり(2) 5,10.67 山田 凜々花(2) 5,13.37 宮島よしの(2) 5,17.16 金井 紅羽(1) 6,01.98 長島 ちなみ(3) 6,08.77 髙野 華純(1) 6,41.59
1500m 長野西 長野日大 長野日大 長野日大 長野吉田 文化学園長野 長野清泉 長野西

04/29 堀内 あかり(2) 11,10.57 北澤 向日葵(2) 11,20.17 山田 凜々花(2) 11,34.56 長島 ちなみ(3) 14,12.44
3000m 長野日大 長野日大 長野日大 長野清泉

04/29  +0.9 永原 朱夏(3) 15.45 秋元 南乃(3) 16.38 内山 彩夏(2) 17.38 宮入 響(2) 17.67 宮下華乃(1) 17.75 山田 真菜(2) 18.89 滝澤 満月(1) 21.56
100mH(0.838m) 市立長野 市立長野 長野日大 長野日大 長野吉田 長野日大 文化学園長野

04/29 齊藤 あやみ(3) 1,11.09 内山 彩夏(2) 1,11.43 淀 日南子(2) 1,13.03
400mH(0.762m) 市立長野 長野日大 市立長野

04/29 原田 琴菜(3) 27,56.99 山﨑 心優(2) 30,27.90
5000mW 長野西 長野東

04/29 市立長野       48.24 長野日大       50.48 文化学園長野      51.41 長野西       57.33
4×100mR 綿貫 寧(1) 一由 恵利佳(3) 田口 璃乃佳(3) 松橋 裕奈(2)

河田 璃音(2) 山﨑 あみ(2) 矢野 和(3) 武江 こころ(3)
田村 純菜(2) 下田 花菜(2) 相澤 こごみ(2) 石田 桃香(3)
永原 朱夏(3) 春日 佑月(3) 能瀬 麗捺(2) 松橋 香乃(2)

04/29 長野日大     4,09.68 市立長野     4,19.41 文化学園長野    4,20.71 長野商業     4,33.03 長野西     4,39.41
4×400mR 一由 恵利佳(3) 永原 朱夏(3) 相澤 こごみ(2) 弓本 あかり(2) 武江 こころ(3)

内山 実音(2) 岩村 有紀(2) 能瀬 麗捺(2) 土屋 槻里子(2) 山口 真由(3)
内山 彩夏(2) 齊藤 あやみ(3) 内山 明未花(3) 南澤 胡桃(1) 髙野 華純(1)
下田 花菜(2) 淀 日南子(2) 矢野 和(3) 武田 真奈(2) 小林 詩織(3)

04/29 細尾 咲衣(2) 1.55 岡田 朋佳(1) 1.50 中島 花梨(1) 1.45 小林 萌花(3) 長野清泉 1.45 山田 千翔(3) 1.45 能瀬 麗捺(2) 文化学園長野 1.40
走高跳 長野日大 市立長野 市立長野 臼井 花(2) 長野日大 市立長野 戸谷はるか(2) 長野吉田

04/29 北村 美結(3) 3.20 三田 尚果(3) 2.30
棒高跳 長野工業 GR 長野清泉

04/29 常田 麻奈(3) 5.17(+1.9) 根橋 佑奈(3) 5.13(+1.2) 田村 純菜(2) 4.95(+1.4) 兼松わか菜(2)4.87(+1.6) 寺澤 舞歩(3) 4.72(+2.0) 髙野 蓮華(3) 4.54(+2.2) 中村 咲貴(3) 4.53(+0.9) 戸谷はるか(2)4.35(+0.9)
走幅跳 長野日大 長野日大 市立長野 長野日大 長野商業 更級農業 長野南 長野吉田

04/29 根橋 佑奈(3)10.44(+0.9) 永原 朱夏(3) 10.25(0.0) 内山明未花(3)9.79(+2.7) 武田 真奈(2) 9.70(+1.6) 常田 麻奈(3) 9.62(+0.2) 中村 咲貴(3) 9.53(+1.4) 兼松わか菜(2)9.39(-0.2) 栁沢 風夏(3) 9.25(+1.7)
三段跳 高校･長野日大 高校･市立長野 高校･文化学園長野 高校･長野商業 高校･長野日大 高校･長野南 高校･長野日大 高校･松代

04/29 臼井 華(2) 10.36 武江 こころ(3) 7.09 池田 彩香(3) 6.69
砲丸投(4.000kg) 更級農業 長野西 長野商業

04/29 石田 桃香(3) 23.77 飯沼 菜生(3) 22.31 横田 和沙(2) 20.45 池田 彩香(3) 20.32 髙木 すみれ(3) 19.61 浦野 陽菜(2) 19.12 宮嵜 円花(2) 18.88 西澤 早紀(3) 18.62
円盤投(1.000kg) 長野西 更級農業 松代 長野商業 長野東 篠ﾉ井 篠ﾉ井 長野東

04/29 渡利 美穗(2) 36.41 神頭 那奈(2) 20.96
ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg) 更級農業 GR 長野西

04/29 松本 優花(2) 38.08 横田 和沙(2) 34.08 横田 瑞希(3) 31.68 小林 詩織(3) 29.67 石田 結希乃(3) 26.49 石田 桃香(3) 26.19 西澤 早紀(3) 24.31
やり投(0.600kg) 更級農業 松代 松代 長野西 長野商業 長野西 長野東

04/29 長野日大 112.5 市立長野 86 長野西 41 更級農業 24 長野商業 20 文化学園長野 19 松代 13 長野清泉 10.5
学校対校



予選 4月29日 10:00
決勝 4月29日 11:05

大会記録            12.44

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 -1.0

 1 綿貫 寧(1) 高校     12.98 Q  1 田村 純菜(2) 高校     12.69 Q
ﾜﾀﾇｷ ﾈｲ 市立長野 ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 市立長野

 2 春日 佑月(3) 高校     13.16 Q  2 一由 恵利佳(3) 高校     13.05 Q
ｶｽｶﾞ ﾕﾂﾞｷ 長野日大 ｲﾁﾖｼ ｴﾘｶ 長野日大

 3 田口 璃乃佳(3) 高校     13.43 Q  3 相澤 こごみ(2) 高校     13.54 Q
ﾀｸﾞﾁ ﾘﾉｶ 文化学園長野 ｱｲｻﾞﾜ ｺｺﾞﾐ 文化学園長野

 4 南澤 胡桃(1) 高校     13.85 q  4 永原 可那(1) 高校     14.39 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｸﾙﾐ 長野商業 ﾅｶﾞﾊﾗ ｶﾅ 市立長野

 5 近藤 愛(3) 高校     14.08 q  5 弓本 あかり(2) 高校     14.46 
ｺﾝﾄﾞｳ ｱｲ 長野 ﾕﾐﾓﾄ ｱｶﾘ 長野商業
小島 すずか(3) 高校 森 奈乃佳(1) 高校
ｺｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 長野日大 ﾓﾘ ﾅﾉｶ 長野工業
小林 萌花(3) 高校 池田 薫(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ 長野清泉 ｲｹﾀﾞ ｶｵﾙ 長野西
西 まりあ(2) 高校
ﾆｼ ﾏﾘｱ 松代

風速 -1.1

 1 田村 純菜(2) 高校     12.69 
ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 市立長野

 2 綿貫 寧(1) 高校     12.99 
ﾜﾀﾇｷ ﾈｲ 市立長野

 3 一由 恵利佳(3) 高校     13.00 
ｲﾁﾖｼ ｴﾘｶ 長野日大

 4 春日 佑月(3) 高校     13.15 
ｶｽｶﾞ ﾕﾂﾞｷ 長野日大

 5 田口 璃乃佳(3) 高校     13.45 
ﾀｸﾞﾁ ﾘﾉｶ 文化学園長野

 6 相澤 こごみ(2) 高校     13.52 
ｱｲｻﾞﾜ ｺｺﾞﾐ 文化学園長野

 7 南澤 胡桃(1) 高校     13.95 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｸﾙﾐ 長野商業

 8 近藤 愛(3) 高校     14.16 
ｺﾝﾄﾞｳ ｱｲ 長野

女子

100m

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

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

6   958

1   921

5   822

4   982

 1034
欠場

2   959
欠場

7   815

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

3   953

8   917

2   922

7   996

欠場

4   857
欠場

5   854

決勝

順 ﾚｰﾝ No.

6   798

8  1132
欠場

3

4   921

氏  名 所属名 記録／備考
7   917

5   958

6   953

8   996

9   982

3   815

2   822



予選 4月29日 12:50
決勝 4月29日 14:10

大会記録            25.19

[ 1組] 風速 -1.2 [ 2組] 風速 +0.5

 1 河田 璃音(2) 高校     26.45 Q  1 唐澤 花実(2) 高校     26.58 Q
ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 市立長野 ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 市立長野

 2 下田 花菜(2) 高校     28.01 Q  2 相澤 こごみ(2) 高校     27.88 Q
ｼﾓﾀ ﾊﾅ 長野日大 ｱｲｻﾞﾜ ｺｺﾞﾐ 文化学園長野

 3 矢野 和(3) 高校     28.35 Q  3 武江 こころ(3) 高校     28.86 Q
ﾔﾉ ﾉﾄﾞｶ 文化学園長野 ﾀｹｴ ｺｺﾛ 長野西

 4 近藤 愛(3) 高校     29.02 q  4 弓本 あかり(2) 高校     29.80 q
ｺﾝﾄﾞｳ ｱｲ 長野 ﾕﾐﾓﾄ ｱｶﾘ 長野商業

 5 宮崎 千華(2) 高校     31.78 小島 すずか(3) 高校
ﾐﾔｻﾞｷ ﾁﾊﾙ 長野南 ｺｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 長野日大

 6 滝澤 満月(1) 高校     32.10 春日 佑月(3) 高校
ﾀｷｻﾞﾜ ﾐﾂｷ 文化学園長野 ｶｽｶﾞ ﾕﾂﾞｷ 長野日大

風速 -0.9

 1 河田 璃音(2) 高校     25.43 
ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 市立長野

 2 唐澤 花実(2) 高校     25.44 
ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 市立長野

 3 下田 花菜(2) 高校     27.61 
ｼﾓﾀ ﾊﾅ 長野日大

 4 近藤 愛(3) 高校     28.74 
ｺﾝﾄﾞｳ ｱｲ 長野

 5 弓本 あかり(2) 高校     29.30 
ﾕﾐﾓﾄ ｱｶﾘ 長野商業
相澤 こごみ(2) 高校
ｱｲｻﾞﾜ ｺｺﾞﾐ 文化学園長野
武江 こころ(3) 高校
ﾀｹｴ ｺｺﾛ 長野西
矢野 和(3) 高校
ﾔﾉ ﾉﾄﾞｶ 文化学園長野

女子

200m

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

  815

記録／備考
4   916

6   950

3   895

5   987

7   985

2

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   915

3   996

5   794

7   854

4   959
欠場

6   958
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   916

6   915

4   950

2   815

3   854

5   996
欠場

8   794

欠場

欠場
9   985



決勝 4月29日 10:45

大会記録            56.62

 1 唐澤 花実(2) 高校     58.88 
ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 市立長野

 2 内山 実音(2) 高校   1,00.14 
ｳﾁﾔﾏ ﾐｵﾝ 長野日大

 3 下田 花菜(2) 高校   1,00.87 
ｼﾓﾀ ﾊﾅ 長野日大

 4 矢野 和(3) 高校   1,03.11 
ﾔﾉ ﾉﾄﾞｶ 文化学園長野

 5 齊藤 あやみ(3) 高校   1,06.51 
ｻｲﾄｳ ｱﾔﾐ 市立長野
三田 尚果(3) 高校
ﾐﾀ ﾅｵｶ 長野清泉

決勝 4月29日 13:35

大会記録          2,15.67

 1 内山 実音(2) 高校   2,16.99 
ｳﾁﾔﾏ ﾐｵﾝ 長野日大

 2 岩村 有紀(2) 高校   2,23.30 
ｲﾜﾑﾗ ｱｷ 市立長野

 3 和田 真菜(3) 高校   2,23.35 
ﾜﾀﾞ ﾏﾅ 長野西

 4 宮澤 美裕(2) 高校   2,25.29 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾕ 長野日大

 5 翠川 由理佳(2) 高校   2,30.83 
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾕﾘｶ 長野日大

 6 土屋 槻里子(2) 高校   2,31.92 
ﾂﾁﾔ ｷﾘｺ 長野商業

 7 宮島よしの(2) 高校   2,35.37 
ﾐﾔｼﾞﾏﾖｼﾉ 長野吉田
山崎 泉琴(1) 高校
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｺﾄ 文化学園長野

5   914

3  1033
欠場

4   950

6   985

7   915

2   945

女子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
1   945

6   919

4   793

3  2156

7  2157

5   853

8   775

2   994
欠場



決勝 4月29日  9:15

大会記録          4,40.10

 1 和田 真菜(3) 高校   4,55.15 
ﾜﾀﾞ ﾏﾅ 長野西

 2 宮澤 美裕(2) 高校   4,57.00 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾕ 長野日大

 3 堀内 あかり(2) 高校   5,10.67 
ﾎﾘｳﾁ ｱｶﾘ 長野日大

 4 山田 凜々花(2) 高校   5,13.37 
ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾘｶ 長野日大

 5 宮島よしの(2) 高校   5,17.16 
ﾐﾔｼﾞﾏﾖｼﾉ 長野吉田

 6 金井 紅羽(1) 高校   6,01.98 
ｶﾅｲ ｸﾚﾊ 文化学園長野

 7 長島 ちなみ(3) 高校   6,08.77 
ﾅｶﾞｼﾏ ﾁﾅﾐ 長野清泉

 8 髙野 華純(1) 高校   6,41.59 
ﾀｶﾉ ｶｽﾐ 長野西
佐野 夏穂(2) 高校
ｻﾉ ﾅﾂﾎ 長野

決勝 4月29日 12:25

大会記録          9,38.45

 1 堀内 あかり(2) 高校  11,10.57 
ﾎﾘｳﾁ ｱｶﾘ 長野日大

 2 北澤 向日葵(2) 高校  11,20.17 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾏﾜﾘ 長野日大

 3 山田 凜々花(2) 高校  11,34.56 
ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾘｶ 長野日大

 4 長島 ちなみ(3) 高校  14,12.44
ﾅｶﾞｼﾏ ﾁﾅﾐ 長野清泉
倉島 美桜(2) 高校
ｸﾗｼﾏ ﾐｵ 長野西

1  2154

女子

3000m

4   797

所属名 記録／備考
5

欠場

3  2160

2  1012

6   820
欠場

8  1012

2   801

3   775

7   992

1  2153

5  2160

4   793

9  2156

女子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

 2153

決勝

順 No. 氏  名



決勝 4月29日 13:20

大会記録            15.13

風速 +0.9

 1 永原 朱夏(3) 高校     15.45 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ 市立長野

 2 秋元 南乃(3) 高校     16.38 
ｱｷﾓﾄ ﾖｼﾉ 市立長野

 3 内山 彩夏(2) 高校     17.38 
ｳﾁﾔﾏ ｻﾔｶ 長野日大

 4 宮入 響(2) 高校     17.67 
ﾐﾔｲﾘ ﾋﾋﾞｷ 長野日大

 5 宮下華乃(1) 高校     17.75 
ﾐﾔｼﾀ ｶﾉ 長野吉田

 6 山田 真菜(2) 高校     18.89 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ 長野日大

 7 滝澤 満月(1) 高校     21.56 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾐﾂｷ 文化学園長野
原山 結衣(1) 高校
ﾊﾗﾔﾏ ﾕｲ 長野商業

決勝 4月29日  9:00

大会記録          1,00.97

 1 齊藤 あやみ(3) 高校   1,11.09 
ｻｲﾄｳ ｱﾔﾐ 市立長野

 2 内山 彩夏(2) 高校   1,11.43 
ｳﾁﾔﾏ ｻﾔｶ 長野日大

 3 淀 日南子(2) 高校   1,13.03 
ﾖﾄﾞ ﾋﾅｺ 市立長野

決勝 4月29日 11:30

大会新           23,41.48

 1 原田 琴菜(3) 高校  27,56.99 
ﾊﾗﾀﾞ ｺﾄﾅ 長野西

 2 山﨑 心優(2) 高校  30,27.90 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾕ 長野東
山口 真由(3) 高校
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾕ 長野西

11   792
失格(K2)

13   795

12   866

女子

5000mW

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

女子

100mH(0.838m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   911

2   912

1   951

3   946

4   751

7   947

5   987

6   821
欠場

女子

400mH(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   918

4   914

3   951



決勝 4月29日 12:10

大会記録            47.97

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 市立長野   921 綿貫 寧(1)     48.24 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ ﾜﾀﾇｷ ﾈｲ
  916 河田 璃音(2)

ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ
  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   6 長野日大   953 一由 恵利佳(3)     50.48 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ 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
 3   2 文化学園長野   982 田口 璃乃佳(3)     51.41 

ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉ ﾀｸﾞﾁ ﾘﾉｶ
  985 矢野 和(3)

ﾔﾉ ﾉﾄﾞｶ
  996 相澤 こごみ(2)

ｱｲｻﾞﾜ ｺｺﾞﾐ
  998 能瀬 麗捺(2)

ﾉｾ ﾚｲﾅ
 4   3 長野西   799 松橋 裕奈(2)     57.33 

ﾅｶﾞﾉﾆｼ ﾏﾂﾊｼ ﾕｳﾅ
  794 武江 こころ(3)

ﾀｹｴ ｺｺﾛ
  790 石田 桃香(3)

ｲｼﾀﾞ ﾓﾓｶ
  796 松橋 香乃(2)

ﾏﾂﾊｼ ｶﾉ
  4 長野清泉

ﾅｶﾞﾉｾｲｾﾝ 欠場

  7 松代  1132 西 まりあ(2)
ﾏﾂｼﾛ ﾆｼ ﾏﾘｱ 欠場

 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

女子

4×100mR            

決勝



決勝 4月29日 14:50

大会記録          3,57.68

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 長野日大   953 一由 恵利佳(3)   4,09.68 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ｲﾁﾖｼ ｴﾘｶ
  945 内山 実音(2)

ｳﾁﾔﾏ ﾐｵﾝ
  951 内山 彩夏(2)

ｳﾁﾔﾏ ｻﾔｶ
  950 下田 花菜(2)

ｼﾓﾀ ﾊﾅ
 2   2 市立長野   911 永原 朱夏(3)   4,19.41 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ
  919 岩村 有紀(2)

ｲﾜﾑﾗ ｱｷ
  914 齊藤 あやみ(3)

ｻｲﾄｳ ｱﾔﾐ
  918 淀 日南子(2)

ﾖﾄﾞ ﾋﾅｺ
 3   5 文化学園長野   996 相澤 こごみ(2)   4,20.71 

ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉ ｱｲｻﾞﾜ ｺｺﾞﾐ
  998 能瀬 麗捺(2)

ﾉｾ ﾚｲﾅ
  986 内山 明未花(3)

ｳﾁﾔﾏ ｱﾐｶ
  985 矢野 和(3)

ﾔﾉ ﾉﾄﾞｶ
 4   7 長野商業   854 弓本 あかり(2)   4,33.03 

ﾅｶﾞﾉｼｮｳｷﾞｮｳ ﾕﾐﾓﾄ ｱｶﾘ
  853 土屋 槻里子(2)

ﾂﾁﾔ ｷﾘｺ
  822 南澤 胡桃(1)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｸﾙﾐ
  851 武田 真奈(2)

ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅ
 5   4 長野西   794 武江 こころ(3)   4,39.41 

ﾅｶﾞﾉﾆｼ ﾀｹｴ ｺｺﾛ
  792 山口 真由(3)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾕ
  801 髙野 華純(1)

ﾀｶﾉ ｶｽﾐ
  791 小林 詩織(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾘ
  3 松代  1129 横田 瑞希(3)

ﾏﾂｼﾛ ﾖｺﾀ ﾐｽﾞｷ 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

女子

4×400mR

決勝



決勝 4月29日  9:10

大会記録             1.65

細尾 咲衣(2) 高校
ﾎｿｵ ｻｴ 長野日大
岡田 朋佳(1) 高校
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 市立長野
中島 花梨(1) 高校
ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾘﾝ 市立長野
小林 萌花(3) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ 長野清泉
臼井 花(2) 高校
ｳｽｲ ﾊﾅ 長野日大
山田 千翔(3) 高校
ﾔﾏﾀﾞ ﾁｶ 市立長野
能瀬 麗捺(2) 高校
ﾉｾ ﾚｲﾅ 文化学園長野
戸谷はるか(2) 高校
ﾄﾔﾊﾙｶ 長野吉田
松橋 香乃(2) 高校
ﾏﾂﾊｼ ｶﾉ 長野西
宮下 優希菜(1) 高校
ﾐﾔｼﾀ ﾕｷﾅ 文化学園長野

大会記録             3.00

3m00 3m10 3m20 3m40
北村 美結(3) 高校 - - - - - - - XO - O 大会新
ｷﾀﾑﾗ ﾐﾕｳ 長野工業 - XO XXO XXX
三田 尚果(3) 高校 - XXO O XO XXX
ﾐﾀ ﾅｵｶ 長野清泉

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m80 2m00

備考

1 2   856
 3.20

2m20 2m30 2m40 2m50 2m60

2 1  1033
 2.30

2m80 2m90
記録

2m70

 1.35

 1.35

9 7   991
O O XO XXX

XXX
9 1   796

O O XO

 1.40

 1.40

7 6   774
- - O O XXX

O XXX
7 5   998

- - O

XXX  1.45

 1.45

6 4   913
- O O O XXO

O XO XXX
4 3   943

- - O

XXX  1.45

 1.45

4 2  1034
- - O O XO

O O XXX
3 8   923

- - O

O XXX  1.50

 1.55

2 10   920
- - - O O

- XO O XO XXX

記録 備考
1 9   942

- - -

1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m58

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m25 1m30



決勝 4月29日 10:50

大会記録             5.44

常田 麻奈(3) 高校    X   4.94   5.17   5.15   5.14    X    5.17 
ﾄｷﾀﾞ ﾏﾅ 長野日大   +1.6   +1.9   +1.0   +1.6    +1.9
根橋 佑奈(3) 高校   4.90    X   5.13   5.11    X   4.99    5.13 
ﾈﾊﾞｼ ﾕｳﾅ 長野日大   +0.9   +1.2   +1.4   +2.5    +1.2
田村 純菜(2) 高校   4.95    X    X   4.92    X   4.94    4.95 
ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 市立長野   +1.4   +0.6   +0.5    +1.4
兼松 わか菜(2) 高校   4.66   4.59   4.60   4.87   4.85   4.78    4.87 
ｶﾈﾏﾂ ﾜｶﾅ 長野日大   +3.2   +0.8   +1.2   +1.6   +2.0   +1.9    +1.6
寺澤 舞歩(3) 高校   4.70   4.67   4.45   4.66   4.72   4.12    4.72 
ﾃﾗｻﾜ ﾏﾎ 長野商業   +1.2   +1.6   +1.1   +1.3   +2.0   +1.7    +2.0
髙野 蓮華(3) 高校   4.40   4.33   4.20   4.54    X   4.27    4.54 
ﾀｶﾉ ﾚﾝｶ 更級農業   +1.8   +1.4   +2.7   +2.2   +0.6    +2.2
中村 咲貴(3) 高校   4.47    X   4.35   4.50   4.42   4.53    4.53 
ﾅｶﾑﾗ ｻｷ 長野南   +1.3   +1.9   +1.1   +0.7   +0.9    +0.9
戸谷はるか(2) 高校   4.20   4.32   4.28   4.21    X   4.35    4.35 
ﾄﾔﾊﾙｶ 長野吉田   -0.4   +0.8   +1.4   +0.8   +0.9    +0.9
栁沢 風夏(3) 高校   4.29   3.98    X    4.29 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ 松代   -1.0   -0.2    -1.0
松橋 裕奈(2) 高校   3.89   4.10   3.94    4.10 
ﾏﾂﾊｼ ﾕｳﾅ 長野西   -0.2   +1.1   +2.1    +1.1
粂井 菜那(1) 高校    X   3.66   4.07    4.07 
ｸﾒｲ ﾅﾅ 長野清泉   +1.9   +3.3    +3.3
吉岡 佳奈(2) 高校    X   3.77   4.01    4.01 
ﾖｼｵｶ ｶﾅ 長野清泉   +1.3   +1.6    +1.6
中村 茉椰(1) 高校   3.88   3.96   3.94    3.96 
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾔ 文化学園長野   -0.1   +1.4   +2.3    +1.4
加藤 智花(1) 高校    X   3.25   3.65    3.65 
ｶﾄｳ ﾄﾓｶ 長野西   +1.0   +1.3    +1.3
永原 可那(1) 高校   2.95   3.04   2.97    3.04 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｶﾅ 市立長野   +1.6   +1.0   +1.0    +1.0
森 琴音(2) 高校    X    X    X 記録なし
ﾓﾘ ｺﾄﾈ 篠ﾉ井
福澤 萌夏(2) 高校 欠場
ﾌｸｻﾞﾜ ﾓｴｶ 長野清泉

決勝 4月29日 14:10

大会記録            10.72

根橋 佑奈(3) 高校   9.98  10.20  10.10  10.10  10.26  10.44   10.44 
ﾈﾊﾞｼ ﾕｳﾅ 長野日大   -0.7   +0.5   +0.5   +1.4   -1.0   +0.9    +0.9
永原 朱夏(3) 高校   9.47   9.62  10.25   9.70    -    -   10.25 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ 市立長野   -1.0   +0.7    0.0   -1.1     0.0
内山 明未花(3) 高校   9.79    X   9.70   9.71    -    -    9.79 
ｳﾁﾔﾏ ｱﾐｶ 文化学園長野   +2.7   -0.5   +0.9    +2.7
武田 真奈(2) 高校   9.70   9.67    X    X    -    -    9.70 
ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅ 長野商業   +1.6   -0.1    +1.6
常田 麻奈(3) 高校   9.62    X    -    -    -    -    9.62 
ﾄｷﾀﾞ ﾏﾅ 長野日大   +0.2    +0.2
中村 咲貴(3) 高校   9.53   9.26   9.35   9.34   9.27   9.00    9.53 
ﾅｶﾑﾗ ｻｷ 長野南   +1.4   +1.9   -0.7   +0.4   -2.1    0.0    +1.4
兼松 わか菜(2) 高校    X   9.08   8.90   8.83   9.21   9.39    9.39 
ｶﾈﾏﾂ ﾜｶﾅ 長野日大   +0.5    0.0   -0.4   -0.1   -0.2    -0.2
栁沢 風夏(3) 高校   9.05   9.25   9.25   8.69   8.64    X    9.25 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ 松代   +1.8   +1.7   +0.2   -1.4   -2.0    +1.7
田口 璃乃佳(3) 高校   8.97   8.97   8.62    8.97 
ﾀｸﾞﾁ ﾘﾉｶ 文化学園長野   +1.3   -0.4   -0.4    +1.3
福澤 萌夏(2) 高校   8.60   8.38   8.71    8.71 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾓｴｶ 長野清泉   +1.6   +0.5   +0.2    +0.2
西 まりあ(2) 高校 欠場
ﾆｼ ﾏﾘｱ 松代

9  1083

15 8   922

4  1015

13 2   993

14 3   802

11 10  1018

12 12  1013

9 5  1128

10 6   799

7 16   894

8 7   774

5 14   850

6 11  2147

3 18   917

4 13   955

1 17   961
-5-

2 15   956

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

女子

三段跳              

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 11   956

2 10   911

3 5   986

4 4   851

5 9   961

6 8   894

7 7   955

8 6  1128

1  1132

9 2   982

10 3  1015



決勝 4月29日 14:00

大会記録            11.66

臼井 華(2) 高校
ｳｽｲ ﾊﾅ 更級農業
武江 こころ(3) 高校
ﾀｹｴ ｺｺﾛ 長野西
池田 彩香(3) 高校
ｲｹﾀﾞ ｱﾔｶ 長野商業

決勝 4月29日 10:45

大会記録            32.92

石田 桃香(3) 高校
ｲｼﾀﾞ ﾓﾓｶ 長野西
飯沼 菜生(3) 高校
ｲｲﾇﾏ ﾅｵ 更級農業
横田 和沙(2) 高校
ﾖｺﾀ ﾅｷﾞｻ 松代
池田 彩香(3) 高校
ｲｹﾀﾞ ｱﾔｶ 長野商業
髙木 すみれ(3) 高校
ﾀｶｷﾞ ｽﾐﾚ 長野東
浦野 陽菜(2) 高校
ｳﾗﾉ ﾋﾅ 篠ﾉ井
宮嵜 円花(2) 高校
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏﾄﾞｶ 篠ﾉ井
西澤 早紀(3) 高校
ﾆｼｻﾞﾜ ｻｷ 長野東
小林 詩織(3) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾘ 長野西
横田 瑞希(3) 高校
ﾖｺﾀ ﾐｽﾞｷ 松代

決勝 4月29日  9:10

大会記録            34.41

渡利 美穗(2) 高校 大会新
ﾜﾀﾘ ﾐﾎ 更級農業
神頭 那奈(2) 高校
ｺｳｽﾞ ﾅﾅ 長野西

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 2  2142

  O   X 36.41

2 1   800
  O 20.96   O   O   O   O  20.96 

  X   O   O  36.41 

 17.24 

 17.80 

10 2  1129
17.24   O   O

  O   O 18.62  18.62 

9 1   791
  O 17.80   O

  O   O   X  18.88 

8 3   884
  O 18.27   X

  O 19.12   X  19.12 

7 7  1085
  X   X 18.88

19.61   O   O  19.61 

6 9  1084
  X 18.82   O

  O   O 20.32  20.32 

5 5   883
19.04   O   O

  O   O   O  20.45 

4 4   848
  X 18.02   X

  O   O   X  22.31 

3 8  1131
  O   O 20.45

  O   O   O  23.77 

2 10  2148
22.31   O   O

1 6   790
  O   O 23.77

-3- -4- -5- -6- 記録 備考試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

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 3  2141

 9.66  9.83 10.36 10.32   X 10.16  10.36 

2 1   794
 6.51  6.70  7.09  6.77  7.06  6.78   7.09 

3 2   848
 6.69  6.10  5.68  4.67   -   -   6.69 

女子

円盤投(1.000kg)

決勝

順位



決勝 4月29日 12:45

大会記録            43.34

松本 優花(2) 高校
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｶ 更級農業
横田 和沙(2) 高校
ﾖｺﾀ ﾅｷﾞｻ 松代
横田 瑞希(3) 高校
ﾖｺﾀ ﾐｽﾞｷ 松代
小林 詩織(3) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾘ 長野西
石田 結希乃(3) 高校
ｲｼﾀﾞ ﾕｷﾉ 長野商業
石田 桃香(3) 高校
ｲｼﾀﾞ ﾓﾓｶ 長野西
西澤 早紀(3) 高校
ﾆｼｻﾞﾜ ｻｷ 長野東

女子

やり投(0.600kg)

-6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

  O   O

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

  O   O

記録 備考
1 7  2143

38.08   O   O

  O   O

  O  38.08 

2 6  1131
30.35   O   O

  O   O

34.08  34.08 

3 4  1129
  O 30.25   O

  O   O

31.68  31.68 

4 5   791
  O 29.67   O

26.19   X

  O  29.67 

5 2   849
  X   O 26.49

  O   O

  O  26.49 

6 1   790
  O   O 24.80

  X  24.31 

  O  26.19 

7 3   884
  O   O 24.31



4月29日 10:00

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 -1.0

 1 山﨑 あみ(2) 高校     13.49  1 檀原 優花(3) 高校     15.47 
ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾐ 長野日大 ﾀﾞﾝﾊﾞﾗ ﾕｳｶ 長野日大

4月29日 12:50

[ 1組] 風速 [ 2組] 風速 +0.5

山﨑 あみ(2) 高校  1 一由 恵利佳(3) 高校     27.10
ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾐ 長野日大 ｲﾁﾖｼ ｴﾘｶ 長野日大

4月29日 13:35

 1 髙野 美穂(1) 高校   2,35.62 
ﾀｶﾉ ﾐﾎ 長野日大

4月29日  9:15

 1 武田 美咲(1) 高校   5,33.47 
ﾀｹﾀﾞ ﾐｻｷ 長野日大

4月29日 10:50

宮入 響(2) 高校   3.18    X   4.73    4.73 
ﾐﾔｲﾘ ﾋﾋﾞｷ 長野日大   +1.3   +3.5    +3.5

備考
1 1   946

-2- -3- 記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

9   957

女子オープン

走幅跳

10   960
順 No.

氏  名 所属名 記録／備考

氏  名 所属名 -1-

氏  名 所属名 記録／備考

欠場

1500m

女子オープン

800m

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   953

女子オープン

200m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
8   941

順 ﾚｰﾝ No.

記録／備考
9   963

所属名 記録／備考 順

氏  名 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

女子オープン

9   941

女子オープン

100m

順 ﾚｰﾝ No. 所属名 記録／備考
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