
大会コード 21170308

： ２０２１年６月１２（土）- １３日（日）
： 長野市営陸上競技場（競技場コード 172070）
： 長野陸上競技協会
： (公財)長野市スポーツ協会　
： (公財)ながの観光コンベンションビューロー

： 内山 了治
： 中津 敦喜
： 瀧沢 佳生

■この大会で樹立された記録
なし

■グラウンドコンディション
6月12日(土) 6月13日(日)

曇 南南西 2.0 23.4 49.0 雨 南南西 0.9 20.5 75.0
曇 南南西 1.0 24.4 47.0 雨 南南西 1.2 21.1 76.0
曇 東南東 0.9 25.2 42.0 雨 南西 0.9 22.9 68.0
晴 南南東 1.2 26.7 38.0 曇 北東 1.7 23.5 67.0
晴 南南西 1.0 26.8 31.0 曇 東北東 0.4 24.4 61.0
晴 北東 1.4 27.7 32.0 曇 東北東 2.3 24.6 61.0
晴 北北東 2.3 28.2 40.0

第105回日本陸上競技選手権大会 混成競技 サブイベント

第10回長野県選抜陸上・長野市大会

記 録 集
期 日
会 場
主 催
後 援
支 援

総 務
審 判 長
記録・情報主任

時刻 天候 風向 風速 気温 湿度 時刻 天候 風向 風速 気温 湿度
(m/s) (℃) (%) (m/s) (℃) (%)

9:00 10:00
10:00 11:00
11:00 12:00

15:00

12:00 13:00
13:00 14:00
14:00 15:00



審 判 長 中津　敦喜

記 録 主 任 瀧沢　佳生

日付 種目

宮澤 けい(1) 12.57(+0.8) 佐藤 彩波(2) 13.18(+0.8) 河田 璃音(2) 13.35(+0.8) 小松 理紗(1) 13.38(+0.8) 関澤 きらり(1) 13.53(+1.3) 竹上 心菜(2) 13.63(+1.3) 釘町 恵美里(3) 13.99(+0.8) 太田 このみ(2) 14.18(+1.3)
市立長野高 飯山高 山梨学大 松本国際高 上田西高 豊科高 豊科高 上田西高
青柳 里央(4) 12.70 堤 ヒトミ(3) 12.91 柳澤 亜美(2) 13.09 長村 紋 13.10 根本 樹(1) 13.43 北沢 姫羅理(2) 13.60 深尾 美希(1) 15.07
松本大 丸子修学館高 長野商高 with 松本大 長野工高 長野工高
鷲山 芽生(3) 12.88(+1.4) 山岸 音葉(3) 12.94(+1.4) 宮川 瑠彩(3) 12.95(+1.4) 山本 萌華(2) 13.33(+1.4) 中村 波南(1) 13.40(+1.4) 柳平 紗季(1) 13.56(+3.1) 風巻 里奈(2) 13.74(+3.1) 川﨑 莉愛(2) 13.84(+3.1)
女鳥羽中 篠ﾉ井東中 長野東部中 飯山城南中 大町第一中 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小諸東中 長野東部中
大熊 杏美(2) 12.79(+0.3) 金子 亜瑠(3) 13.05(+0.3) 矢島 柚那(2) 13.10(+0.3) 吉澤 諒子(3) 13.22(+0.3) 竹田 萌ノ花(2) 13.24(+0.3) 向井 美来(3) 13.47(+0.3) 森角 優菜(3) 13.54(+0.3) 指方 柚(2) 13.66(+0.3)
坂城中 坂城中 長峰中 浅間中 長野東部中 浅間中 浅間中 堀金中
柳 美結(6) 13.74(+2.7) 鈴木 梨夏(6) 13.75(+3.2) 早野 優空(6) 13.85(+1.0) 関島 絆愛(5) 13.98(+1.0) 山下 結衣(6) 14.02(+0.1) 林 明奏里(6) 14.06(+0.1) 中嶋 優佳(5) 14.16(+0.1) 宮下 紗里那(5) 14.46(+3.2)
松川陸上ｸﾗﾌﾞ 松川中央小 坂城JAC 松川北小 坂城JAC E-NAGANO 軽井沢A&AC 坂城JAC
堤 ヒトミ(3) 26.24(+1.2) 長村 紋 26.54(+2.3) 春日 そら(1) 27.30(+1.2) 西沢 萌栞(2) 27.32(+2.3) 河田 璃音(2) 27.48(+1.2) 上条 咲都(1) 27.56(+2.3) 北沢 姫羅理(2) 27.58(+2.3) 竹上 心菜(2) 28.21(+2.3)
丸子修学館高 with 長野俊英高 文化学園長野高 山梨学大 豊科高 長野工高 豊科高
矢島 柚那(2) 26.95(-2.2) 並木 彩華(2) 27.05(-2.2) 吉田 彩葉(3) 27.52(-2.2) 大森 玲花(2) 27.78(-2.2) 中嶋 杏佳(2) 28.25(-2.2) 山口 莉央(2) 28.32(-1.3) 川上 珠実(3) 28.50(-1.3) 風巻 里奈(2) 29.03(-1.3)
長峰中 軽井沢A&AC 野沢中 軽井沢A&AC 軽井沢A&AC 軽井沢A&AC 野沢中 小諸東中
鷲山 芽生(3) 27.15 吉澤 諒子(3) 28.31 向井 美来(3) 28.41 指方 柚(2) 29.44 川﨑 莉愛(2) 29.65 岩下 美波(2) 29.76 大井 日陽(3) 29.90 北山 花夏(3) 30.43
女鳥羽中 浅間中 浅間中 堀金中 長野東部中 堀金中 堀金中 浅間中
西沢 萌栞(2) 44.17 麻和 楓花(2) 46.73 細田 怜奈(2) 48.39
文化学園長野高 松本国際高 上田千曲高

6月12日 中学女子200m (12日)

6月13日
中学女子200m (13日)

風：-0.6

6月13日 一般・高校女子300m (13日)

6月13日 中学女子100m (13日)

6月13日 小学女子100m

6月12日 一般・高校女子200m (12日)

8位

6月12日 一般・高校女子100m (12日)

6月13日
一般・高校女子100m (13日)

風：-0.3

6月12日 中学女子100m (12日)

第10回長野県選抜陸上・長野市大会
長野市営陸上競技場 【172060】
2021/06/12 ～ 2021/06/13

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位



小学女子100m
審 判 長：中津　敦喜

記録主任：瀧沢　佳生

県小学生記録(PER)            12.81     大熊 杏美 (坂城JAC)                   2019 6月13日 12:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:+0.1) 2組 (風:+3.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ  ｽｽﾞｷ ﾘﾝｶ  

1 5 9018 山下 結衣(6) 坂城JAC 14.02 1 5 9023 鈴木 梨夏(6) 松川中央小 13.75
ﾊﾔｼ ｱｶﾘ  ﾐﾔｼﾀ ｻﾘﾅ  

2 7 9004 林 明奏里(6) E-NAGANO 14.06 2 6 9017 宮下 紗里那(5) 坂城JAC 14.46
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ  ｱﾗｲ ﾏﾘﾅ  

3 4 9014 中嶋 優佳(5) 軽井沢A&AC 14.16 3 7 9036 新井 愛里奈(6) 長野市陸上教室 14.52
ﾀｹﾑﾗ ｻｸｱ  ｶﾅｻﾞﾜ ﾁﾖﾘ  

4 6 9039 竹村 咲愛(5) 長野市陸上教室 14.95 4 9 9033 金澤 千和(6) 長野市陸上教室 15.28
ｵｵﾀｷ ﾗﾗ  ｵｵﾊﾗ ｱｲ  

5 3 9021 大瀧 らら(5) 坂城JAC 15.53 5 3 9038 大原 愛衣(4) 長野市陸上教室 15.85
ｲﾁｶﾜ ﾒｲ  ﾊｾｶﾞﾜ ｼｵﾘ  

6 9 9001 市川 芽依(6) E-NAGANO 15.60 6 2 9040 長谷川 栞(4) 望月AC 16.29
ﾔｼﾞﾏ ﾊﾅ  ｶﾗｷﾀﾞ ﾕﾏ  

7 8 9041 矢島 羽花(5) 望月AC 15.83 7 8 9003 唐木田 優真(5) E-NAGANO 16.87
ﾎｿｵ ﾕﾜ  ｶﾜﾓﾄ  ｲﾌﾞｷ  

8 2 9034 細尾 優羽(5) 長野市陸上教室 16.31 4 9006 川元 唯楓(6) T&F佐久平 DNS
ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ  

9 1 9030 進藤 優花(3) 諏訪FA 17.84

3組 (風:+2.7) 4組 (風:+1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾅｷﾞ ﾐﾕ  ﾊﾔﾉ ﾕｱ  

1 5 9025 柳 美結(6) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 13.74 1 4 9020 早野 優空(6) 坂城JAC 13.85
ﾄｵﾔﾏ ﾕﾘ  ｾｷｼﾞﾏ ｷｱ  

2 7 9031 遠山 侑里(5) 長野市陸上教室 14.56 2 6 9024 関島 絆愛(5) 松川北小 13.98
ｵﾉｻﾞﾜ ｼｪﾅｰﾔ  ｲﾜｼﾏ ｱｲ  

3 4 9011 小野澤 比奈矢(5) 軽井沢A&AC 14.64 3 7 9032 岩嶋 亜依(5) 長野市陸上教室 14.58
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｳﾅ  ｵｷﾞﾊﾗ ｽｲ  

4 6 9005 小林 優奈(5) T&F佐久平 14.64 4 5 9009 荻原 推(5) 軽井沢A&AC 15.00
ﾆｼｻﾞﾜ ｱｶﾘ  ﾐﾔｼﾀ ｷｻ  

5 2 9019 西沢 星(5) 坂城JAC 15.12 5 2 9016 宮下 季紗(5) 坂城JAC 15.20
ｸﾗｲｼ ﾅﾅｺ  ﾀｶﾊｼ ｲﾛﾊ  

6 3 9037 倉石 菜々子(6) 長野市陸上教室 15.30 6 9 9042 髙橋 彩葉(4) 望月AC 15.94
ｴﾝﾄﾞｳ ｶｲﾘ  ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾂﾞﾙ  

7 9 9029 遠藤 浬(5) 諏訪FA 15.60 7 3 9035 小林 千鶴(5) 長野市陸上教室 16.13
ｶﾜｸﾎﾞ ﾘﾐ  ｸﾏｲ ｱｵｲ  

8 9002 川久保 莉美(4) E-NAGANO DNS 8 8 9000 熊井 あおい(5) E-NAGANO 16.77

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾅｷﾞ ﾐﾕ  

1 9025 柳 美結(6) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 13.74 +2.7
ｽｽﾞｷ ﾘﾝｶ  

2 9023 鈴木 梨夏(6) 松川中央小 13.75 +3.2
ﾊﾔﾉ ﾕｱ  

3 9020 早野 優空(6) 坂城JAC 13.85 +1.0
ｾｷｼﾞﾏ ｷｱ  

4 9024 関島 絆愛(5) 松川北小 13.98 +1.0
ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ  

5 9018 山下 結衣(6) 坂城JAC 14.02 +0.1
ﾊﾔｼ ｱｶﾘ  

6 9004 林 明奏里(6) E-NAGANO 14.06 +0.1
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ  

7 9014 中嶋 優佳(5) 軽井沢A&AC 14.16 +0.1
ﾐﾔｼﾀ ｻﾘﾅ  

8 9017 宮下 紗里那(5) 坂城JAC 14.46 +3.2

凡例  DNS:欠場



中学女子100m (12日)
審 判 長：中津　敦喜

記録主任：瀧沢　佳生

県中学生記録(PJR)            12.05     菅沼 美風 (豊丘)                      2014 6月12日 09:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+3.1) 2組 (風:+1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｻｷ  ﾜｼﾔﾏ ﾒｲ  

1 7 7824 柳平 紗季(1) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 13.56 1 6 7281 鷲山 芽生(3) 女鳥羽中 12.88
ｶｻﾞﾏｷ ﾘﾅ  ﾔﾏｷﾞｼ ｵﾄﾊ  

2 5 4289 風巻 里奈(2) 小諸東中 13.74 2 4 5831 山岸 音葉(3) 篠ﾉ井東中 12.94
ｶﾜｻｷ ﾘｱ  ﾐﾔｶﾞﾜ ﾙｲ  

3 2 5478 川﨑 莉愛(2) 長野東部中 13.84 3 5 5477 宮川 瑠彩(3) 長野東部中 12.95
ﾀｹｺｼ ﾕｲ  ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ  

4 4 5473 竹腰 優依(3) 長野東部中 13.91 4 3 5331 山本 萌華(2) 飯山城南中 13.33
ｺﾔﾏ ﾊﾙｶ  ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ  

5 6 4517 小山 遥佳(2) 丸子北中 14.23 5 7 6866 中村 波南(1) 大町第一中 13.40
ﾔﾏｼﾀ ｺﾊﾅ  ｲﾄｳ ﾕｲ  

6 3 7833 山下 恋花(1) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 14.65 2 7875 伊藤 結衣(3) 茅野東部中 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾜｼﾔﾏ ﾒｲ  

1 7281 鷲山 芽生(3) 女鳥羽中 12.88 +1.4
ﾔﾏｷﾞｼ ｵﾄﾊ  

2 5831 山岸 音葉(3) 篠ﾉ井東中 12.94 +1.4
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾙｲ  

3 5477 宮川 瑠彩(3) 長野東部中 12.95 +1.4
ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ  

4 5331 山本 萌華(2) 飯山城南中 13.33 +1.4
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ  

5 6866 中村 波南(1) 大町第一中 13.40 +1.4
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｻｷ  

6 7824 柳平 紗季(1) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 13.56 +3.1
ｶｻﾞﾏｷ ﾘﾅ  

7 4289 風巻 里奈(2) 小諸東中 13.74 +3.1
ｶﾜｻｷ ﾘｱ  

8 5478 川﨑 莉愛(2) 長野東部中 13.84 +3.1

凡例  DNS:欠場



中学女子100m (13日)
審 判 長：中津　敦喜

記録主任：瀧沢　佳生

県中学生記録(PJR)            12.05     菅沼 美風 (豊丘)                      2014 6月13日 13:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-0.4) 2組 (風:+0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵｲ ﾋﾅﾀ  ｵｵｸﾏ ｱﾐ  

1 6 8753 大井 日陽(3) 堀金中 13.73 1 7 4741 大熊 杏美(2) 坂城中 12.79
ﾋｸﾞﾁ ｱｵｲ  ｶﾈｺ ｱﾙ  

2 7 4743 樋口 碧(2) 坂城中 13.94 2 5 4739 金子 亜瑠(3) 坂城中 13.05
ｲﾜｼﾀ ﾐﾅﾐ  ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ  

3 4 8758 岩下 美波(2) 堀金中 14.14 3 9 7850 矢島 柚那(2) 長峰中 13.10
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾎ  ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｺ  

4 9 4742 小林 嘩歩(2) 坂城中 14.37 4 6 4132 吉澤 諒子(3) 浅間中 13.22
ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾅ  ﾀｹﾀﾞ ﾎﾉｶ  

5 8 8757 丸山 真愛(2) 堀金中 14.57 5 2 5481 竹田 萌ノ花(2) 長野東部中 13.24
ｷﾑﾗ ﾐﾅﾄ  ﾑｶｲ ﾐｸ  

6 2 6649 木村 湊(2) 豊科北中 14.74 6 4 4147 向井 美来(3) 浅間中 13.47
ｱｶﾞﾂﾏ ｷｮｳｶ  ﾓﾘｶｸ ﾕﾅ  

5 4740 吾妻 恭佳(3) 坂城中 DNS 7 8 4149 森角 優菜(3) 浅間中 13.54
ｻｼｶﾀ ﾕｽﾞ  

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾙｲ  8 3 8759 指方 柚(2) 堀金中 13.66
3 5477 宮川 瑠彩(3) 長野東部中 13.09 OPN

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵｸﾏ ｱﾐ  

1 4741 大熊 杏美(2) 坂城中 12.79 +0.3
ｶﾈｺ ｱﾙ  

2 4739 金子 亜瑠(3) 坂城中 13.05 +0.3
ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ  

3 7850 矢島 柚那(2) 長峰中 13.10 +0.3
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｺ  

4 4132 吉澤 諒子(3) 浅間中 13.22 +0.3
ﾀｹﾀﾞ ﾎﾉｶ  

5 5481 竹田 萌ノ花(2) 長野東部中 13.24 +0.3
ﾑｶｲ ﾐｸ  

6 4147 向井 美来(3) 浅間中 13.47 +0.3
ﾓﾘｶｸ ﾕﾅ  

7 4149 森角 優菜(3) 浅間中 13.54 +0.3

凡例  DNS:欠場 OPN:オープン扱い



一般・高校女子100m (12日)
審 判 長：中津　敦喜

記録主任：瀧沢　佳生

長野県記録(PR)               11.56     宮澤 有紀 (富山大)                    2015

県高校生記録(PHR)            11.88     深澤 あまね (佐久長聖)                2020 6月12日 11:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+1.3) 2組 (風:+0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ  ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ  

1 5 1536 関澤 きらり(1) 上田西高 13.53 1 4 918 宮澤 けい(1) 市立長野高 12.57
ﾀｹｶﾞﾐ ｺｺﾅ  ｻﾄｳ ｻﾅ  

2 4 2010 竹上 心菜(2) 豊科高 13.63 2 6 604 佐藤 彩波(2) 飯山高 13.18
ｵｵﾀ ｺﾉﾐ  ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ  

3 2 1532 太田 このみ(2) 上田西高 14.18 3 2 9022 河田 璃音(2) 山梨学大 13.35
ｲｯｼﾙﾅ  ｺﾏﾂ ﾘｻ  

4 6 1977 一志 琉月(1) 松本国際高 14.48 4 7 1978 小松 理紗(1) 松本国際高 13.38
ﾌｸｳﾗ ｽｽﾞﾈ  ｸｷﾞﾏﾁ ｴﾐﾘ  

5 3 1983 福浦 涼音(1) 松本国際高 16.40 5 3 2006 釘町 恵美里(3) 豊科高 13.99
ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾄ  

5 1991 上条 咲都(1) 豊科高 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ  

1 918 宮澤 けい(1) 市立長野高 12.57 +0.8
ｻﾄｳ ｻﾅ  

2 604 佐藤 彩波(2) 飯山高 13.18 +0.8
ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ  

3 9022 河田 璃音(2) 山梨学大 13.35 +0.8
ｺﾏﾂ ﾘｻ  

4 1978 小松 理紗(1) 松本国際高 13.38 +0.8
ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ  

5 1536 関澤 きらり(1) 上田西高 13.53 +1.3
ﾀｹｶﾞﾐ ｺｺﾅ  

6 2010 竹上 心菜(2) 豊科高 13.63 +1.3
ｸｷﾞﾏﾁ ｴﾐﾘ  

7 2006 釘町 恵美里(3) 豊科高 13.99 +0.8
ｵｵﾀ ｺﾉﾐ  

8 1532 太田 このみ(2) 上田西高 14.18 +1.3

凡例  DNS:欠場



一般・高校女子100m (13日)
審 判 長：中津　敦喜

記録主任：瀧沢　佳生

長野県記録(PR)               11.56     宮澤 有紀 (富山大)                    2015

県高校生記録(PHR)            11.88     深澤 あまね (佐久長聖)                2020 6月13日 14:50 決　勝

決　勝　

(風:-0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ  

1 6 9028 青柳 里央(4) 松本大 12.70
ﾂﾂﾐ ﾋﾄﾐ  

2 4 1385 堤 ヒトミ(3) 丸子修学館高 12.91
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾐ  

3 5 834 柳澤 亜美(2) 長野商高 13.09
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ  

4 2 9007 長村 紋 with 13.10
ﾈﾓﾄ ﾐｷ  

5 8 9027 根本 樹(1) 松本大 13.43
ｷﾀｻﾞﾜ ｷﾗﾘ  

6 3 860 北沢 姫羅理(2) 長野工高 13.60
ﾌｶｵ ﾐｷ  

7 7 862 深尾 美希(1) 長野工高 15.07



中学女子200m (12日)
審 判 長：中津　敦喜

記録主任：瀧沢　佳生

県中学生記録(PJR)            24.88     北沢 栞 (三郷)                        2016 6月12日 11:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-1.3) 2組 (風:-2.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ  ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ  

1 6 9010 山口 莉央(2) 軽井沢A&AC 28.32 1 6 7850 矢島 柚那(2) 長峰中 26.95
ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ  ﾅﾐｷ ｱﾔｶ  

2 3 4104 川上 珠実(3) 野沢中 28.50 2 5 9015 並木 彩華(2) 軽井沢A&AC 27.05
ｶｻﾞﾏｷ ﾘﾅ  ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ  

3 4 4289 風巻 里奈(2) 小諸東中 29.03 3 4 4109 吉田 彩葉(3) 野沢中 27.52
ｲﾃﾞ ﾕﾅ  ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ  

4 7 4102 井出 優奈(3) 野沢中 29.74 4 3 9012 大森 玲花(2) 軽井沢A&AC 27.78
ﾀｹﾀﾞ ﾎﾉｶ  ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ  

5 5481 竹田 萌ノ花(2) 長野東部中 DNS 5 7 9013 中嶋 杏佳(2) 軽井沢A&AC 28.25

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ  

1 7850 矢島 柚那(2) 長峰中 26.95 -2.2
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ  

2 9015 並木 彩華(2) 軽井沢A&AC 27.05 -2.2
ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ  

3 4109 吉田 彩葉(3) 野沢中 27.52 -2.2
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ  

4 9012 大森 玲花(2) 軽井沢A&AC 27.78 -2.2
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ  

5 9013 中嶋 杏佳(2) 軽井沢A&AC 28.25 -2.2
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ  

6 9010 山口 莉央(2) 軽井沢A&AC 28.32 -1.3
ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ  

7 4104 川上 珠実(3) 野沢中 28.50 -1.3
ｶｻﾞﾏｷ ﾘﾅ  

8 4289 風巻 里奈(2) 小諸東中 29.03 -1.3

凡例  DNS:欠場



中学女子200m (13日)
審 判 長：中津　敦喜

記録主任：瀧沢　佳生

県中学生記録(PJR)            24.88     北沢 栞 (三郷)                        2016 6月13日 11:20 決　勝

決　勝　

(風:-0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜｼﾔﾏ ﾒｲ  

1 6 7281 鷲山 芽生(3) 女鳥羽中 27.15
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｺ  

2 8 4132 吉澤 諒子(3) 浅間中 28.31
ﾑｶｲ ﾐｸ  

3 4 4147 向井 美来(3) 浅間中 28.41
ｻｼｶﾀ ﾕｽﾞ  

4 5 8759 指方 柚(2) 堀金中 29.44
ｶﾜｻｷ ﾘｱ  

5 1 5478 川﨑 莉愛(2) 長野東部中 29.65
ｲﾜｼﾀ ﾐﾅﾐ  

6 3 8758 岩下 美波(2) 堀金中 29.76
ｵｵｲ ﾋﾅﾀ  

7 7 8753 大井 日陽(3) 堀金中 29.90
ｷﾀﾔﾏ ﾊﾅ  

8 2 4131 北山 花夏(3) 浅間中 30.43
ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾅ  

9 9 8757 丸山 真愛(2) 堀金中 30.92



一般・高校女子200m (12日)
審 判 長：中津　敦喜

記録主任：瀧沢　佳生

長野県記録(PR)               23.73     今井 沙緒里 (飯田病院)                2017

県高校生記録(PHR)            24.44     深澤 あまね (佐久長聖)                2020 6月12日 15:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+2.3) 2組 (風:+1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｻﾑﾗ ｱﾔ  ﾂﾂﾐ ﾋﾄﾐ  

1 6 9007 長村 紋 with 26.54 1 3 1385 堤 ヒトミ(3) 丸子修学館高 26.24
ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｴｶ  ｶｽｶﾞ ｿﾗ  

2 4 983 西沢 萌栞(2) 文化学園長野高 27.32 2 4 2461 春日 そら(1) 長野俊英高 27.30
ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾄ  ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ  

3 5 1991 上条 咲都(1) 豊科高 27.56 3 6 9022 河田 璃音(2) 山梨学大 27.48
ｷﾀｻﾞﾜ ｷﾗﾘ  ﾀﾅｶ ｻｷ  

4 8 860 北沢 姫羅理(2) 長野工高 27.58 5 1384 田中 咲(3) 丸子修学館高 DNS
ﾀｹｶﾞﾐ ｺｺﾅ  ﾀｶﾊﾀ ｼﾉ  

5 7 2010 竹上 心菜(2) 豊科高 28.21 7 9026 髙畑 志野 松本市陸協 DNS
ｸｷﾞﾏﾁ ｴﾐﾘ  

6 3 2006 釘町 恵美里(3) 豊科高 28.95

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾂﾂﾐ ﾋﾄﾐ  

1 1385 堤 ヒトミ(3) 丸子修学館高 26.24 +1.2
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ  

2 9007 長村 紋 with 26.54 +2.3
ｶｽｶﾞ ｿﾗ  

3 2461 春日 そら(1) 長野俊英高 27.30 +1.2
ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｴｶ  

4 983 西沢 萌栞(2) 文化学園長野高 27.32 +2.3
ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ  

5 9022 河田 璃音(2) 山梨学大 27.48 +1.2
ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾄ  

6 1991 上条 咲都(1) 豊科高 27.56 +2.3
ｷﾀｻﾞﾜ ｷﾗﾘ  

7 860 北沢 姫羅理(2) 長野工高 27.58 +2.3
ﾀｹｶﾞﾐ ｺｺﾅ  

8 2010 竹上 心菜(2) 豊科高 28.21 +2.3

凡例  DNS:欠場



一般・高校女子300m (13日)
審 判 長：中津　敦喜

記録主任：瀧沢　佳生

長野県記録(PR)               39.64     深澤 あまね (佐久長聖高)              2019

県高校生記録(PHR)            39.64     深澤 あまね (佐久長聖)                2019 6月13日 10:30 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｴｶ  

1 6 983 西沢 萌栞(2) 文化学園長野高 44.17
ｱｻﾜ ﾌｳｶ  

2 7 2496 麻和 楓花(2) 松本国際高 46.73
ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ  

3 3 1490 細田 怜奈(2) 上田千曲高 48.39
ﾀﾅｶ ｻｷ  

4 1384 田中 咲(3) 丸子修学館高 DNS
ｲﾄｳ ｻﾔｶ  

5 2497 伊藤 沙優香(2) 松本国際高 DNS

凡例  DNS:欠場


	表紙
	15-2-1 決勝一覧__女子
	小学100m
	中学100m_12日
	中学100m_13日
	一般100m_12日
	一般100m_13日
	中学200m_12日
	中学200m_13日
	一般200m_12日
	一般300m

