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兼 2020全国高等学校リモート陸上競技選手権大会
Results

高校総体
前進しよう 向上しよう 飛躍しよう

大会コード 20172004

令和2年度 長野県高等学校総合体育大会代替大会
兼 中信地区高等学校陸上競技大会

主　　催 長野県高等学校体育連盟・長野県教育委員会
(一財)長野陸上競技協会・中信陸上競技協会

主　　管 長野県高等学校体育連盟陸上競技専門部

主　　催 公益財団法人日本陸上競技連盟

期　　日 令和2年7月25日(土)・26日(日)
会　　場 長野県松本平広域公園陸上競技場

(競技場コード 171020)

(一財)長野陸上競技協会
後　　援 公益財団法人全国高等学校体育連盟

7/25(土) 7/26(日)
時刻 天候 気温 湿度 風向 風速m/s

 9:30 雨 22.5 84.0 南南東 1.1  9:00 曇り 24.0
風速m/s 時刻 天候 気温 湿度 風向

83.0 東南東 1.7
10:00 雨 22.5 84.0 南東 1.1 10:00 晴れ 26.5 70.0 南東 1.2
11:00 雨 22.5 87.0 南東 2.2
12:00 雨 23.0 84.0 南東 1.8 12:00 曇り 28.5

1.3 11:00 晴れ 28.5 58.0 南東
58.0 南南東 1.2

13:00 曇り 23.5 83.0 南東 1.9 13:00 雨 24.5 83.0 南 2.6
14:00 曇り 24.5 75.0 南東 1.6
15:00 曇り 25.0 76.0 南東 1.7

1.0 14:00 雨 23.5 87.0 南東

リレーでバトンを落とした地点に戻らずレースを再開しなかった R170-6(c)

記号 　内容 　備考

－ パス
ｒ 試合放棄

○ 成功・有効試技 
× 失敗・無効試技



令和2年度 長野県高等学校総合体育大会代替大会 兼 中信地区高等学校陸上競技大会 記録主任 三代澤 芳男

　　　　　　　 兼 2020全国高等学校リモート陸上競技選手権大会 ﾄﾗｯｸ審判長 勝野 仁深
主催：長野県高等学校体育連盟・長野県教育委員会 跳躍審判長 山岸 彰
【開催日】 令和2年7月25日（土）～7月26日（日） 投てき審判長 山岸 彰

【主催団体】 長野県高等学校体育連盟 決勝記録一覧表
女  子 【競技場】松本平広域公園陸上競技場

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

 7/25 女子  +1.7 北沢 栞(3) 12.07 南山 歩乃伽(3) 12.13 原 知愛(2) 12.88 奈良 実咲(2) 12.99 小平 聖乃(2) 13.04 根本 樹(3) 13.06 喜島 晴(1) 13.30 窪田 結衣(2) 13.60
100m 豊科 松本国際 松本県ヶ丘 松本県ヶ丘 松本国際 豊科 松本蟻ヶ崎 松商学園

 7/26 北沢 栞(3) 25.19 南山 歩乃伽(3) 25.75 奈良 実咲(2) 27.15 伊藤 沙優香(1) 27.75 喜島 晴(1) 28.71 髙崎 璃音(1) 28.85 奥原 奏衣(2) 29.00 増塩 翔鈴(2) 29.05
200m 豊科 松本国際 松本県ヶ丘 松本国際 松本蟻ヶ崎 木曽青峰 木曽青峰 松本美須々ヶ丘

 7/25 栗原 すず(2) 58.78 宮本 純伶(2) 1:01.44 小平 聖乃(2) 1:04.49 山田 唯綺(1) 1:07.00 宮沢 真那果(3) 1:07.63 三溝 梓乃(2) 1:07.90 池上 和華(2) 1:12.48 左右田 茜(2) 1:14.99
400m 松本国際 松本県ヶ丘 松本国際 松本蟻ヶ崎 大町岳陽 松本深志 松本蟻ヶ崎 大町岳陽

 7/26 宮本 純伶(2) 2:18.19 上村 梨緒(1) 2:36.99 菅野 美月(2) 2:48.63 山田 楓季(2) 2:48.73 田中 千晴(1) 2:58.74 左右田 茜(2) 3:00.28
800m 松本県ヶ丘 松商学園 木曽青峰 塩尻志学館 松本深志 大町岳陽

 7/25 増田 彩花(3) 5:05.07 宮城 稚子(2) 5:15.90 村松 日菜(1) 5:31.37 東 咲良(1) 5:44.97 丸山 莉央(1) 5:52.86 山田 楓季(2) 5:53.82
1500m 松本県ヶ丘 豊科 松本美須々ヶ丘 松本県ヶ丘 松本蟻ヶ崎 塩尻志学館

 7/26 増田 彩花(3) 11:09.18 宮城 稚子(2) 11:39.23
3000m 松本県ヶ丘 豊科

 7/25  +0.8 柳澤 結月(3) 14.87 原 知愛(2) 15.94 根本 樹(3) 17.27 中村 栞菜(2) 17.74 森下 結衣(2) 18.49
100mH(0.838-

8.5m) 松本国際 松本県ヶ丘 豊科 松本国際 田川
 7/26 小出 柚羽(2) 1:16.22

400mH(0.762m) 松本深志
 7/25 山口 智美(3) 26:52.26 加藤 杏由夏(2) 28:42.09 廣部 梨花(3) 30:08.52 古庄 美和子(2) 34:06.05

5000m競歩 松本深志 松本県ヶ丘 南安曇農 松本深志
 7/26 吉沢 桃佳(1) 1.30

走高跳 松本美須々ヶ丘
 7/26 後藤 玲名(3) 2.50 小松 雅侑(3) 2.20 小嶋 楓來(1) 2.10

棒高跳 松本深志 松本深志 松本国際
 7/25 須澤 奏心(1) 4.82(+1.9) 山口 なず菜(2) 4.81(+0.2) 古田 桃夏(3) 4.46(+0.4) 東條 遥香(2) 4.46(+0.4) 忠地 菜々子(3) 4.29(+2.0) 小松 雅侑(3) 4.17(+0.9) 上野 夏澄(1) 4.14(+1.6) 飯島 秋音(1) 4.01(+0.2)

走幅跳 松本美須々ヶ丘 松商学園 松本蟻ヶ崎 田川 穂高商 松本深志 松本深志 大町岳陽
 7/26 田近 嵯季(3) 10.22 尾関 紗佳(1) 9.30 増澤 美優(1) 8.81 町田 栞(2) 7.27 戸田 胡巳(1) 6.68 坂口 輝(2) 6.55 市川 歩果(3) 5.21

砲丸投(4.000kg) 木曽青峰 豊科 松本国際 大町岳陽 木曽青峰 松本国際 塩尻志学館
 7/25 田近 嵯季(3) 30.65 住 凜華(2) 26.02 尾関 紗佳(1) 22.31 市川 歩果(3) 22.03

円盤投(1.000kg) 木曽青峰 塩尻志学館 豊科 塩尻志学館
 7/25 木村 実夢(3) 32.67 上條 翔子(2) 29.09 宮澤 美咲(3) 22.77 住 凜華(2) 17.66 町田 栞(2) 17.28

ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg) 松本国際 梓川 明科 塩尻志学館 大町岳陽
 7/26 坂口 輝(2) 31.77 増澤 美優(1) 31.60

やり投(600g) 松本国際 松本国際
 7/25 松本国際       49.19 豊科       51.19 松本県ヶ丘       52.41 松本蟻ヶ崎       54.94 松本深志       55.48 松本美須々ヶ丘      56.39 大町岳陽       58.89

4×100m 柳澤 結月(3) 根本 樹(3) 神保 藍織(1) 池上 和華(2) 佐々木 響子(2) 増塩 翔鈴(2) 左右田 茜(2)
伊藤 沙優香(1) 北沢 栞(3) 原 知愛(2) 喜島 晴(1) 河上 乃愛(2) 大月 若菜(1) 田中 彩水(2)
小平 聖乃(2) 福田 莉子(3) 伊勢 美里(2) 山田 うらら(1) 小松 雅侑(3) 須澤 奏心(1) 飯島 秋音(1)
南山 歩乃伽(3) 釘町 恵美里(2) 奈良 実咲(2) 山田 唯綺(1) 小出 柚羽(2) 吉沢 桃佳(1) 町田 栞(2)

 7/26 松本国際     4:08.83 松本県ヶ丘     4:16.08 豊科     4:21.68 松本深志     4:38.28
4×400m 栗原 すず(2) 奈良 実咲(2) 根本 樹(3) 小松 雅侑(3)

南山 歩乃伽(3) 宮本 純伶(2) 北沢 栞(3) 三溝 梓乃(2)
小平 聖乃(2) 伊勢 美里(2) 釘町 恵美里(2) 佐々木 響子(2)
柳澤 結月(3) 原 知愛(2) 宮城 稚子(2) 小出 柚羽(2)



予選 7月25日 10:55
決勝 7月25日 13:40

長野県高校記録(KR)              12.00 深澤 あまね                  佐久長聖         2019/07/28  
大会記録(GR)                    12.04 北沢 栞                      豊科             2019        

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 +0.4

 1 窪田 結衣(2) 松商学園     13.53 Q  1 原 知愛(2) 松本県ヶ丘     13.32 Q
ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ ﾊﾗ ﾁﾅﾘ

 2 喜島 晴(1) 松本蟻ヶ崎     13.60 q  2 中村 栞菜(2) 松本国際     13.89 
ｷｼﾞﾏ ﾊﾙ ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ

 3 奥原 奏衣(2) 木曽青峰     14.02  3 伊勢 美里(2) 松本県ヶ丘     14.03 
ｵｸﾊﾗ ｶﾉｲ ｲｾ ﾐｻﾄ

 4 福田 莉子(3) 豊科     14.38  4 髙崎 璃音(1) 木曽青峰     14.17 
ﾌｸﾀﾞ ﾘｺ ﾀｶｻｷ ﾘｵﾝ

 5 大月 若菜(1) 松本美須々ヶ丘     14.58  5 佐々木 響子(2) 松本深志     14.30 
ｵｵﾂｷ ﾜｶﾅ ｻｻｷ ｷｮｳｺ

  池上 和華(2) 松本蟻ヶ崎        上條 翔子(2) 梓川      
ｲｹｶﾞﾐ ﾜｶ ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺ

[ 3組] 風速 +0.4 [ 4組] 風速 -0.5

 1 南山 歩乃伽(3) 松本国際     12.54 Q  1 北沢 栞(3) 豊科     12.43 Q
ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ

 2 根本 樹(3) 豊科     13.23 q  2 奈良 実咲(2) 松本県ヶ丘     13.36 q
ﾈﾓﾄ ﾐｷ ﾅﾗ ﾐｻｷ

 3 小平 聖乃(2) 松本国際     13.31 q  3 河上 乃愛(2) 松本深志     14.20 
ｺﾀﾞｲﾗ ｷﾖﾉ ｶﾜｶﾐ ﾉｱ

 4 五十嵐 歩佳(1) 松本深志     14.20  4 丸山 結愛(2) 穂高商     14.44 
ｲｶﾞﾗｼ ｱﾕｶ ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲﾅ

  原 萌々音(2) 大町岳陽       5 田中 彩水(2) 大町岳陽     14.89 
ﾊﾗ ﾓﾓﾈ ﾀﾅｶ ｱﾔﾐ

風速 +1.7

 1 北沢 栞(3) 豊科     12.07 
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ

 2 南山 歩乃伽(3) 松本国際     12.13 
ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ

 3 原 知愛(2) 松本県ヶ丘     12.88 
ﾊﾗ ﾁﾅﾘ

 4 奈良 実咲(2) 松本県ヶ丘     12.99 
ﾅﾗ ﾐｻｷ

 5 小平 聖乃(2) 松本国際     13.04 
ｺﾀﾞｲﾗ ｷﾖﾉ

 6 根本 樹(3) 豊科     13.06 
ﾈﾓﾄ ﾐｷ

 7 喜島 晴(1) 松本蟻ヶ崎     13.30 
ｷｼﾞﾏ ﾊﾙ

 8 窪田 結衣(2) 松商学園     13.60 
ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ

女子

100m

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6  1894 6  2494

記録／備考
5  1973 5  1820

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4  2004 8  1561

7  1584 7  1821

 1742
DNS DNS

3  1844 4  1768

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  1892 3

5  1987 5  2002
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  2495 4  1766

6  2003 6  1822

 1688
DNS

4  1778 3  1709

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3  1692 7

7  1820

2  1822

記録／備考
4  2002

5  1987

3  1894

6  1973

9  2495

8  2003



決勝 7月26日 13:00

長野県高校記録(KR)              24.53 深澤 あまね                  佐久長聖         2019/09/08  
大会記録(GR)                    24.81 青木 利佳                    中野西           1989        

[ 1組] 風速 +0.0 [ 2組] 風速 -0.8

 1 喜島 晴(1) 松本蟻ヶ崎     28.71  1 北沢 栞(3) 豊科     25.19 
ｷｼﾞﾏ ﾊﾙ ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ

 2 髙崎 璃音(1) 木曽青峰     28.85  2 南山 歩乃伽(3) 松本国際     25.75 
ﾀｶｻｷ ﾘｵﾝ ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ

 3 増塩 翔鈴(2) 松本美須々ヶ丘     29.05  3 奈良 実咲(2) 松本県ヶ丘     27.15 
ﾏｽｼｵ ｶﾘﾝ ﾅﾗ ﾐｻｷ

 4 釘町 恵美里(2) 豊科     29.59  4 伊藤 沙優香(1) 松本国際     27.75 
ｸｷﾞﾏﾁ ｴﾐﾘ ｲﾄｳ ｻﾔｶ

 5 三溝 梓乃(2) 松本深志     29.86  5 奥原 奏衣(2) 木曽青峰     29.00 
ｻﾐｿﾞ ｼﾉ ｵｸﾊﾗ ｶﾉｲ

 6 田中 彩水(2) 大町岳陽     30.51   片桐 未音里(2) 豊科      
ﾀﾅｶ ｱﾔﾐ ｶﾀｷﾞﾘ ﾐｵﾘ

  原 萌々音(2) 大町岳陽        栗原 すず(2) 松本国際      
ﾊﾗ ﾓﾓﾈ ｸﾘﾊﾗ ｽｽﾞ

  山口 なず菜(2) 松商学園      
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｽﾞﾅ

DNS
5  1692 4  2491

DNS DNS
7  1974

DNS

6  1688 2  2008

3  1769 9  1584

7  2006 3  2497

4  1842 8  1822

2  1561 6  1987

氏  名 所属名 記録／備考
8  1894 5  2002

女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.



   1 北沢 栞(3) 豊科     25.19 (-0.8)   2   1
   2 南山 歩乃伽(3) 松本国際     25.75 (-0.8)   2   2
   3 奈良 実咲(2) 松本県ヶ     27.15 (-0.8)   2   3
   4 伊藤 沙優香(1) 松本国際     27.75 (-0.8)   2   4
   5 喜島 晴(1) 松本蟻ヶ     28.71 (+0.0)   1   1
   6 髙崎 璃音(1) 木曽青峰     28.85 (+0.0)   1   2
   7 奥原 奏衣(2) 木曽青峰     29.00 (-0.8)   2   5
   8 増塩 翔鈴(2) 松本美須     29.05 (+0.0)   1   3
   9 釘町 恵美里(2) 豊科     29.59 (+0.0)   1   4
  10 三溝 梓乃(2) 松本深志     29.86 (+0.0)   1   5
  11 田中 彩水(2) 大町岳陽     30.51 (+0.0)   1   6
    原 萌々音(2) 大町岳陽          (+0.0)DNS   1    
    片桐 未音里(2) 豊科          (-0.8)DNS   2    
    栗原 すず(2) 松本国際          (-0.8)DNS   2    
    山口 なず菜(2) 松商学園          (-0.8)DNS   2    

 1688
 1692
 2008
 2491
 1974

 1769

組 順位
 2002
 1987
 1822
 2497
 1894
 1561
 1584
 1842
 2006

200m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

女子



決勝 7月25日 13:20

長野県高校記録(KR)              55.42 山本 瑞                      小諸             2011/08/03  
                                      瀧澤 彩                      長野             2012/07/29  
大会記録(GR)                    55.45 山本 瑞                      小諸             2011        

 1 栗原 すず(2) 松本国際     58.78 
ｸﾘﾊﾗ ｽｽﾞ

 2 宮本 純伶(2) 松本県ヶ丘   1:01.44 
ﾐﾔﾓﾄ ｽﾐﾚ

 3 小平 聖乃(2) 松本国際   1:04.49 
ｺﾀﾞｲﾗ ｷﾖﾉ

 4 山田 唯綺(1) 松本蟻ヶ崎   1:07.00 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ

 5 宮沢 真那果(3) 大町岳陽   1:07.63 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾅｶ

 6 三溝 梓乃(2) 松本深志   1:07.90 
ｻﾐｿﾞ ｼﾉ

 7 池上 和華(2) 松本蟻ヶ崎   1:12.48 
ｲｹｶﾞﾐ ﾜｶ

 8 左右田 茜(2) 大町岳陽   1:14.99 
ｿｳﾀﾞ ｱｶﾈ

7  1687

3  1769

8  1892

9  1689

5  2491

6  1823

2  2495

4  1896

女子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 7月26日 12:30

長野県高校記録(KR)            2:05.78 山本 瑞                      小諸             2011/10/29  
大会記録(GR)                  2:10.37 萩谷 楓                      長野東           2018        

 1 宮本 純伶(2) 松本県ヶ丘   2:18.19 
ﾐﾔﾓﾄ ｽﾐﾚ

 2 上村 梨緒(1) 松商学園   2:36.99 
ｶﾐﾑﾗ ﾘｵ

 3 菅野 美月(2) 木曽青峰   2:48.63 
ｶﾝﾉ ﾐﾂﾞｷ

 4 山田 楓季(2) 塩尻志学館   2:48.73 
ﾔﾏﾀﾞ ﾌｳｷ

 5 田中 千晴(1) 松本深志   2:58.74 
ﾀﾅｶ ﾁﾊﾙ

 6 左右田 茜(2) 大町岳陽   3:00.28 
ｿｳﾀﾞ ｱｶﾈ

  宮沢 真那果(3) 大町岳陽      
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾅｶ

ラップタイム
   200m     32.45  1823 宮本 純伶(2)
   400m   1:06.52   〃     〃 
   600m   1:42.68   〃     〃 

女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1823

4  1959

7  1585

3  1601

6  1687
DNS

2  1779

8  1689



決勝 7月25日 11:50

長野県高校記録(KR)            4:17.77 和田 有菜                    長野東           2017/06/24  
大会記録(GR)                  4:28.19 和田 有菜                    長野東           2017        

 1 増田 彩花(3) 松本県ヶ丘   5:05.07 
ﾏｽﾀ ｱﾔｶ

 2 宮城 稚子(2) 豊科   5:15.90 
ﾐﾔｷﾞ ﾜｶｺ

 3 村松 日菜(1) 松本美須々ヶ丘   5:31.37 
ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾅ

 4 東 咲良(1) 松本県ヶ丘   5:44.97 
ｱｽﾞﾏ ｻｸﾗ

 5 丸山 莉央(1) 松本蟻ヶ崎   5:52.86 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｵ

 6 山田 楓季(2) 塩尻志学館   5:53.82 
ﾔﾏﾀﾞ ﾌｳｷ

  矢口 萌叶(2) 松本国際      
ﾔｸﾞﾁ ﾓｶ

ラップタイム
   400m   1:19.89  1811 増田 彩花(3)
   800m   2:42.72   〃     〃 
  1100m   3:45.60   〃     〃 
  1200m   4:06.49   〃     〃 

4  2493
DNS

6  1895

7  1601

2  1811

1  2007

3  1848

5  1826

女子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 7月26日 10:40

長野県高校記録(KR)            9:01.36 和田 有菜                    長野東           2017/10/09  
大会記録(GR)                  9:27.79 高松 いずみ                  長野東           2018        

 1 増田 彩花(3) 松本県ヶ丘  11:09.18 
ﾏｽﾀ ｱﾔｶ

 2 宮城 稚子(2) 豊科  11:39.23 
ﾐﾔｷﾞ ﾜｶｺ

  矢口 萌叶(2) 松本国際      
ﾔｸﾞﾁ ﾓｶ

  小嶋 楓來(1) 松本国際      
ｺｼﾞﾏ ｶｴﾗ

ラップタイム
  1000m   3:34.55  1811 増田 彩花(3)
  2000m   7:20.67   〃     〃 

DNS

1  1811

3  2007

2  2493
DNS

4  2498

女子

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 7月25日 12:45

長野県高校記録(KR)              14.10 中津 晴葉                    佐久長聖         2019/05/24  
大会記録(GR)                    14.10 中津 晴葉                    佐久長聖         2019        

風速 +0.8

 1 柳澤 結月(3) 松本国際     14.87 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂｷ

 2 原 知愛(2) 松本県ヶ丘     15.94 
ﾊﾗ ﾁﾅﾘ

 3 根本 樹(3) 豊科     17.27 
ﾈﾓﾄ ﾐｷ

 4 中村 栞菜(2) 松本国際     17.74 
ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ

 5 森下 結衣(2) 田川     18.49 
ﾓﾘｼﾀ ﾕｲ

  増塩 翔鈴(2) 松本美須々ヶ丘      
ﾏｽｼｵ ｶﾘﾝ

  横水 杏実(2) 松商学園      
ﾖｺﾐｽﾞ ｱﾐ

  竹上 心菜(1) 豊科      
ﾀｹｶﾞﾐ ｺｺﾅ

女子

100mH(0.838-8.5m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1985

6  1820

7  2003

4  2494

DNS

3  2435

2  1842
DNS

8  1916
DNS

9  2010



決勝 7月26日 12:00

長野県高校記録(KR)              58.27 瀧澤 彩                      長野             2012/07/31  
大会記録(GR)                    58.99 瀧澤 彩                      長野             2012        

 1 小出 柚羽(2) 松本深志   1:16.22 
ｺｲﾃﾞ ﾕｽﾞﾊ

5  1767

女子

400mH(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 7月25日  9:40

長野県高校記録(KR)           23:10.04 鳥羽 詩織                    長野東           2009/05/04  
大会記録(GR)                 23:29.27 溝口 友己歩                  長野東           2014        

 1 山口 智美(3) 松本深志  26:52.26 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ

 2 加藤 杏由夏(2) 松本県ヶ丘  28:42.09 
ｶﾄｳ ｱﾕｶ

 3 廣部 梨花(3) 南安曇農  30:08.52 
ﾋﾛﾍﾞ ﾘﾝｶ

 4 古庄 美和子(2) 松本深志  34:06.05 
ｺｼｮｳ ﾐﾜｺ

ラップタイム
  1000m   5:08.58  1790 山口 智美(3)
  2000m  10:26.43   〃     〃 
  3000m  15:58.35   〃     〃 
  4000m  21:33.84   〃     〃 

2  1721

4  1770

1  1790

3  1824

女子

5000m競歩

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 7月25日 15:15

長野県高校記録(KR)              46.86                              市立長野         2019/06/14  
                                      （綿貫 寧・唐澤 花実・田村 純菜・河田 璃音）
大会記録(GR)                    47.55                              市立長野         2019        
                                      （綿貫 寧・唐澤 花実・田村 純菜・河田 璃音）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 松本国際  1985 柳澤 結月(3)     49.19 

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂｷ
 2497 伊藤 沙優香(1)

ｲﾄｳ ｻﾔｶ
 2495 小平 聖乃(2)

ｺﾀﾞｲﾗ ｷﾖﾉ
 1987 南山 歩乃伽(3)

ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ
 2   5 豊科  2003 根本 樹(3)     51.19 

ﾄﾖｼﾅ ﾈﾓﾄ ﾐｷ
 2002 北沢 栞(3)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ
 2004 福田 莉子(3)

ﾌｸﾀﾞ ﾘｺ
 2006 釘町 恵美里(2)

ｸｷﾞﾏﾁ ｴﾐﾘ
 3   4 松本県ヶ丘  1827 神保 藍織(1)     52.41 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ｼﾞﾝﾎﾞｳ ｲｵﾘ
 1820 原 知愛(2)

ﾊﾗ ﾁﾅﾘ
 1821 伊勢 美里(2)

ｲｾ ﾐｻﾄ
 1822 奈良 実咲(2)

ﾅﾗ ﾐｻｷ
 4   3 松本蟻ヶ崎  1892 池上 和華(2)     54.94 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ｲｹｶﾞﾐ ﾜｶ
 1894 喜島 晴(1)

ｷｼﾞﾏ ﾊﾙ
 1893 山田 うらら(1)

ﾔﾏﾀﾞ ｳﾗﾗ
 1896 山田 唯綺(1)

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ
 5   7 松本深志  1768 佐々木 響子(2)     55.48 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ｻｻｷ ｷｮｳｺ
 1766 河上 乃愛(2)

ｶﾜｶﾐ ﾉｱ
 1775 小松 雅侑(3)

ｺﾏﾂ ﾐﾕｳ
 1767 小出 柚羽(2)

ｺｲﾃﾞ ﾕｽﾞﾊ
 6   2 松本美須々ヶ丘 1842 増塩 翔鈴(2)     56.39 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶ ﾏｽｼｵ ｶﾘﾝ
 1844 大月 若菜(1)

ｵｵﾂｷ ﾜｶﾅ
 1847 須澤 奏心(1)

ｽｻﾞﾜ ｶﾅﾐ
 1846 吉沢 桃佳(1)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾓﾓｶ
 7   8 大町岳陽  1689 左右田 茜(2)     58.89 

ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳ ｿｳﾀﾞ ｱｶﾈ
 1688 田中 彩水(2)

ﾀﾅｶ ｱﾔﾐ
 1693 飯島 秋音(1)

ｲｲｼﾞﾏ ｱｷﾈ
 1690 町田 栞(2)

ﾏﾁﾀﾞ ｼｵﾘ
    9 塩尻志学館      

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ DNS

女子

4×100m

決勝



決勝 7月26日 14:30

長野県高校記録(KR)            3:46.50 長野吉田                     長野吉田         2013/08/03  
                                      （小山 綾菜・内山 成実・村上 りさ子・鈴木 千穂）
大会記録(GR)                  3:51.69                              長野             2012        
                                      （新井 美貴子・前島 早瑛・山田 聡子・瀧澤 彩）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 松本国際  2491 栗原 すず(2)   4:08.83 

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲ ｸﾘﾊﾗ ｽｽﾞ
 1987 南山 歩乃伽(3)

ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ
 2495 小平 聖乃(2)

ｺﾀﾞｲﾗ ｷﾖﾉ
 1985 柳澤 結月(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂｷ
 2   6 松本県ヶ丘  1822 奈良 実咲(2)   4:16.08 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ﾅﾗ ﾐｻｷ
 1823 宮本 純伶(2)

ﾐﾔﾓﾄ ｽﾐﾚ
 1821 伊勢 美里(2)

ｲｾ ﾐｻﾄ
 1820 原 知愛(2)

ﾊﾗ ﾁﾅﾘ
 3   4 豊科  2003 根本 樹(3)   4:21.68 

ﾄﾖｼﾅ ﾈﾓﾄ ﾐｷ
 2002 北沢 栞(3)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ
 2006 釘町 恵美里(2)

ｸｷﾞﾏﾁ ｴﾐﾘ
 2007 宮城 稚子(2)

ﾐﾔｷﾞ ﾜｶｺ
 4   7 松本深志  1775 小松 雅侑(3)   4:38.28 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ｺﾏﾂ ﾐﾕｳ
 1769 三溝 梓乃(2)

ｻﾐｿﾞ ｼﾉ
 1768 佐々木 響子(2)

ｻｻｷ ｷｮｳｺ
 1767 小出 柚羽(2)

ｺｲﾃﾞ ﾕｽﾞﾊ

女子

4×400m

決勝



決勝 7月26日  9:30

長野県高校記録(KR)               1.77 上原 久美恵                  岡谷東           1977/10/03  
大会記録(GR)                     1.76 上原 久美恵                  岡谷東           1977        

吉沢 桃佳(1) 松本美須々ヶ丘
ﾖｼｻﾞﾜ ﾓﾓｶ

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m20 1m25 記録 備考
1 1  1846

o o o

1m30 1m35

 1.30xxx



決勝 7月26日  9:30

長野県高校記録(KR)               3.65 原 奈津美                    上伊那農業       2013/09/28  
大会記録(GR)                     3.40 小林 由依                    下諏訪向陽       2019        

後藤 玲名(3) 松本深志
ｺﾞﾄｳ ﾚﾅ
小松 雅侑(3) 松本深志
ｺﾏﾂ ﾐﾕｳ
小嶋 楓來(1) 松本国際
ｺｼﾞﾏ ｶｴﾗ
谷川 慧佳(1) 松本深志 NM
ﾀﾆｶﾜ ｻﾄｶ

2m60

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 2m00 2m10

-

2m20 2m30 2m40 2m50
1 4  1784

- -

記録 備考

 2.20

 2.50

2 2  1775
- xxo xo xxx

xxo o o xxx

3 1  2498
o o xxx

     

 2.10

3  1777
- - xxx



決勝 7月25日 11:30

長野県高校記録(KR)               6.06 宮坂 楓                      東海大三         2010/07/19  
大会記録(GR)                     5.92 宮坂 楓                      東海大三         2010        

 ３回の
 最高記録

須澤 奏心(1) 松本美須々ヶ丘   4.61  4.65  4.82   4.82   4.70  4.61  4.58   4.82 
ｽｻﾞﾜ ｶﾅﾐ   +0.9  +1.1  +1.9   +1.9   +0.4  +1.6  +0.5   +1.9
山口 なず菜(2) 松商学園   4.73  4.81  4.55   4.81   4.31  4.67  4.60   4.81 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｽﾞﾅ   -0.9  +0.2  +0.2   +0.2   -0.4  +0.2  +2.4   +0.2
古田 桃夏(3) 松本蟻ヶ崎   4.46  4.40  4.31   4.46   4.44  4.41   x    4.46 
ﾌﾙﾀ ﾓﾓｶ   +0.4  -0.7  -0.4   +0.4   +1.0  +1.8         +0.4
東條 遥香(2) 田川   4.06  4.46  4.40   4.46   4.30  4.13  4.34   4.46 
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾊﾙｶ   +1.0  +0.4  -0.5   +0.4   +1.1  +3.0  +2.5   +0.4
忠地 菜々子(3) 穂高商   4.27  4.18   x    4.27   3.90  4.29  4.11   4.29 
ﾀﾀﾞﾁ ﾅﾅｺ   -1.2  -0.1         -1.2   +2.0  +2.0  +1.7   +2.0
小松 雅侑(3) 松本深志   4.17  3.95  4.16   4.17    x   4.01  4.05   4.17 
ｺﾏﾂ ﾐﾕｳ   +0.9  -0.7  +3.8   +0.9         +2.1  -0.1   +0.9
上野 夏澄(1) 松本深志   4.14   x   4.13   4.14   3.95  3.90  3.95   4.14 
ｳｴﾉ ｶｽﾐ   +1.6        -0.1   +1.6   +1.1  +1.0  +1.1   +1.6
飯島 秋音(1) 大町岳陽   4.01  3.79   x    4.01   2.59   x   3.69   4.01 
ｲｲｼﾞﾏ ｱｷﾈ   +0.2  +2.0         +0.2   +2.5        +1.5   +0.2
横水 杏実(2) 松商学園   3.44  3.71  3.70   3.71             3.71 
ﾖｺﾐｽﾞ ｱﾐ   +0.6  +0.8  +1.3   +0.8                      +0.8

備考

女子

走幅跳

決勝

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

1 8  1847

2 9  1974

3 5  1890

4 7  2433

5 3  1708

6 2  1775

9 1  1916

7 6  1776

8 4  1693



決勝 7月26日 11:00

長野県高校記録(KR)              13.65 大矢 結麻                    丸子実業         2006/05/13  
大会記録(GR)                    13.02 大矢 結麻                    丸子実業         2006        

 ３回の
 最高記録

田近 嵯季(3) 木曽青峰
ﾀﾁﾞｶ ｻｷ
尾関 紗佳(1) 豊科
ｵｾﾞｷ ｻﾔｶ
増澤 美優(1) 松本国際
ﾏｽｻﾞﾜ ﾐﾕｳ
町田 栞(2) 大町岳陽
ﾏﾁﾀﾞ ｼｵﾘ
戸田 胡巳(1) 木曽青峰
ﾄﾀﾞ ｸﾙﾐ
坂口 輝(2) 松本国際
ｻｶｸﾞﾁ ﾋｶﾘ
市川 歩果(3) 塩尻志学館
ｲﾁｶﾜ ﾎﾉｶ

記録 備考

女子

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

   x

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

1 7  1578
  9.95 10.22

2 6  2009
  8.95  8.94   8.16  9.30 

  10.22   9.15  9.74  9.96 10.22 

   x

  8.88   8.95   8.43  9.30

3 4  2499
  8.81  8.47

4 5  1690
  6.18  7.16   7.15  7.27 

   8.81    x   8.12  8.63  8.81 

  6.68

  7.12   7.16   7.27  7.05

5 3  1562
  6.13  6.44

6 2  2492
  6.40  6.43   6.55  6.55 

   6.68   6.60  6.44  6.35  6.68 

  6.32   6.43   6.28  6.32

   4.73   4.98  5.21  5.07  5.21 
7 1  1599

  4.10   x   4.73



決勝 7月25日 13:00

長野県高校記録(KR)              44.69 中島 未歩                    丸子修学館       2010/10/01  
大会記録(GR)                    42.79 中島 沙織                    丸子実業         2006        

 ３回の
 最高記録

田近 嵯季(3) 木曽青峰
ﾀﾁﾞｶ ｻｷ
住 凜華(2) 塩尻志学館
ｽﾐ ﾘﾝｶ
尾関 紗佳(1) 豊科
ｵｾﾞｷ ｻﾔｶ
市川 歩果(3) 塩尻志学館
ｲﾁｶﾜ ﾎﾉｶ

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-

   x

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

1 4  1578
   x  29.68

2 3  1600
 20.21   o    o  26.02 

  29.68  30.65   o    x  30.65 

   o

   x   20.21    o  26.02

3 2  2009
 19.71   o

4 1  1599
   x  22.03  22.03 

  19.71    o    o  22.31 22.31 

   o   22.03    o    o    x



決勝 7月25日  9:30

長野県高校記録(KR)              47.97 坂井 美藍                    上田染谷丘       2019/06/14  
大会記録(GR)                    45.51 小林 幸音                    飯山             2019        

 ３回の
 最高記録

木村 実夢(3) 松本国際
ｷﾑﾗ ﾐﾕﾒ
上條 翔子(2) 梓川
ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺ
宮澤 美咲(3) 明科
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｻｷ
住 凜華(2) 塩尻志学館
ｽﾐ ﾘﾝｶ
町田 栞(2) 大町岳陽
ﾏﾁﾀﾞ ｼｵﾘ

   o  17.28 
5 1  1690

   o  17.28   x

   x   17.60    o    o

  17.28    o    o

 17.66 17.66 

  22.77    o    o    o  22.77 

4 2  1600
 17.60   x

3 3  2018
   o  22.77   x

   o   29.09    o    x    x  29.09 

  31.11    x  32.67   o  32.67 

2 4  1742
   o  29.09

1 5  1986
   x  31.11   o

-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 7月26日 13:00

長野県高校記録(KR)              50.93 湯本 珠実                    松商学園         2017/10/08  
大会記録(GR)                    48.07 山之上 ちさと                蓼科             2004        

 ３回の
 最高記録

坂口 輝(2) 松本国際
ｻｶｸﾞﾁ ﾋｶﾘ
増澤 美優(1) 松本国際
ﾏｽｻﾞﾜ ﾐﾕｳ
山田 うらら(1) 松本蟻ヶ崎 DNS
ﾔﾏﾀﾞ ｳﾗﾗ
小倉 未奈美(2) 田川 DNS
ｵｸﾞﾗ ﾐﾅﾐ

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-

   o

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

1 4  2492
 30.27   o

2 1  2499
   x    o  31.60 31.60 

  30.27    o  31.77   o  31.77 

   

 31.25  31.25    x    o

2  1893
      

3  2432
          

                 

                



7月25日 10:55

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 +0.4

 1 釘町 恵美里(2) 豊科     14.25   竹上 心菜(1) 豊科      
ｸｷﾞﾏﾁ ｴﾐﾘ ﾀｹｶﾞﾐ ｺｺﾅ

  原 美月(1) 松本国際      
ﾊﾗ ﾐﾂﾞｷ

[ 3組] 風速 +0.4 [ 4組] 風速 -0.5

  片桐 未音里(2) 豊科       1 神保 藍織(1) 松本県ヶ丘     15.14 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾐｵﾘ ｼﾞﾝﾎﾞｳ ｲｵﾘ

7月26日 13:00

風速 +0.0

 1 麻和 楓花(1) 松本国際     28.12 
ｱｻﾜ ﾌｳｶ

9  2496

ｵｰﾌﾟﾝ女子

200m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

ｵｰﾌﾟﾝ女子

100m

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
9  2006 2  2010

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

DNS
2  1976

DNS

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  2008 8  1827

DNS


	表紙
	決勝記録一覧
	1
	2
	4
	8
	15
	30
	1H
	4H
	50w
	4R
	16R
	HJ
	PV
	LJ
	SP
	DT
	HT
	JT
	op12

