
トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第15回北信地区記録会                                                            ｺｰﾄﾞ  [9200502]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
女子 05/03  1組 -0.1  1 小山　綾菜(1)    14.19  2 山本　彩椰(2)    14.31  3 中村　彩貴(2)    14.40  4 大井　志帆(2)    14.68

坂城中 相森中 小布施中 相森中
 5 小出　美沙(1)    14.94  6 柳沢　理菜(1)    15.04  7 松永　美樹(2)    15.42  8 宮尾愛里子(1)    16.48

坂城中 坂城中 小布施中 坂城中
 9 小林　彩花(1)    17.93

坂城中
 2組 +0.2  1 高橋　遼香(3)    13.80  2 宮本　優(1)    15.25  3 春原江莉菜(1)    15.69  4 山本恵里奈(2)    16.24

小布施中 中野平中 坂城中 南宮中
 5 堀越恵利香(2)    16.28  6 石澤　貴妃(2)    16.40  7 秩父　祐香(2)    16.45  8 赤津　英里(2)    16.63

豊野中 三陽中 三陽中 栄中
 9 本藤あすか(2)    17.83

三陽中
 3組 0.0  1 日極　りな(2)    15.26  2 北澤　舞(2)    15.47  3 山﨑未可子(1)    15.70  4 山崎　彩乃(2)    15.80

三陽中 須坂商業高 飯綱中 三陽中
 5 岩本　千洸(2)    16.04  6 飯島　彩月(2)    16.64  7 稲森　渚(1)    17.39 市川　綾香(2) 欠場    

須坂商業高 三陽中 常盤中 須坂商業高
原藤ゆりあ(2) 欠場    

柳町中
 4組 +1.6  1 朝田　莉由(1)    14.15  2 大峡　結衣(2)    14.94  3 清水萌梨恵(2)    15.03  4 長田　華野(2)    15.12

中野平中 墨坂中 三陽中 篠ノ井東中
 5 臼井  美優(2)    15.49  6 湯本　純子(3)    15.63  7 長田　紫野(2)    15.71  8 戸谷ひかり(3)    16.29

篠ノ井東中 山ノ内中 篠ノ井東中 篠ノ井東中
 9 藤原　知佳(2)    16.87

篠ノ井東中
 5組 +0.1  1 後藤田ほたる(1)    15.08  2 帶刀　千佳(2)    15.22  3 仲條　美里(2)    15.31  4 瀧澤　茉子(2)    15.88

中野平中 飯綱中 飯山第三中 木島平中
 5 山﨑　春奈(2)    16.43  6 佐藤　友恵(2)    16.60  7 野崎せりか(1)    16.67 長島　歩(3) 欠場    

木島平中 南宮中 山ノ内中 山ノ内中
和田紗也加(2) 欠場    

飯山第一中
 6組 +1.5  1 村松　広捺(2)    14.57  2 丸山　瑞季(2)    14.71  3 伊藤ゆり子(2)    15.00  4 成澤　涼華(3)    15.21

飯綱中 須坂東中 裾花中 長野北部中
 5 青木　優花(1)    15.30  6 木村陽春子(2)    15.59  7 山田　夏穂(2)    16.10 山田　萌(2) 欠場    

スポコミ東北 常盤中 木島平中 飯綱中
風間　涼乃(2) 欠場    

川中島中
 7組 +1.1  1 小林　史奈(2)    14.18  2 武田　莉紗(2)    14.20  3 風間　春香(2)    14.39  4 越　美沙子(2)    14.62

柳町中 東北中 柳町中 犀陵中
 5 山岸亜由美(1)    15.54  6 竹原みなみ(2)    15.55 北村　紋子(3) 欠場    町田　歩美(3) 欠場    

スポコミ東北 木島平中 飯山第三中 南宮中
 8組 +1.2  1 小林　智香(3)    14.39  2 駒津　美祈(2)    14.39  3 原山　果歩(3)    14.65  4 井尻けさ代    14.92

裾花中 須坂東中 裾花中 千曲陸協
 5 古川　葉月(2)    14.94  6 松本　葵(2)    15.03  7 前田　菜緒(2)    15.56 小林　萌美(3) 欠場    

飯山第一中 豊野中 戸倉上山田中 南宮中
 9組 +2.8  1 竹内　美結(2)    14.50  2 山嵜　真依(2)    14.64  3 石原　美咲(2)    14.65  4 秦　花奈(2)    14.85

信濃中 長野北部中 戸倉上山田中 戸倉上山田中
 5 荒井ほのか(2)    14.98  6 宮本　優花(1)    15.32 中村　春菜(2) 欠場    春原　彩伽(2) 欠場    

信濃中 信濃中 須坂東中 山ノ内中
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トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第15回北信地区記録会                                                            ｺｰﾄﾞ  [9200502]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

10組 +0.9  1 森山　遥(3)    14.11  2 齋藤　千恵(3)    14.50  3 深見　香奈(2)    14.50  4 阪本さくら(2)    14.62
須坂東中 犀陵中 中野立志館高 市立長野高

 5 松本　愛里(2)    14.83  6 小松　奈恵(2)    15.30  7 田澤まどか(2)    16.08 菊田　実来(3) 欠場    
南宮中 木島平中 広徳中 南宮中

11組 +1.2  1 藤牧　夏美(3)    13.90  2 宮澤真衣子(3)    14.23  3 荒井　優(2)    14.39  4 田島　彩花(2)    14.71
東北中 東北中 更北中 川中島中

 5 林　　文美(3)    14.80  6 浦野　桃子(3)    15.21  7 水澤　舞子(3)    15.38  8 小林　真帆(2)    15.89
広徳中 常盤中 高社中 更北中

12組 +1.4  1 石井　芽衣(2)    14.31  2 倉石　麻生(3)    14.55  3 金田　智恵(3)    14.68  4 岩本　茜(3)    14.74
長野東部中 中野平中 信濃中 東北中

 5 竹内　恵(1)    15.15  6 高橋　星和(1)    15.97 蟻川　里実(2) 欠場    土屋　美緒(2) 欠場    
広徳中 広徳中 須坂高 川中島中

13組 +0.6  1 牛澤　まい(3)    14.11  2 中条　花香(3)    14.42  3 西堀　彩夏(3)    14.59  4 竹前　杏理(3)    14.82
中野平中 相森中 飯山第三中 高社中

 5 橋本きらら(3)    14.83  6 齋藤英里香(3)    14.96  7 田幸　結花(1)    15.25 小林ひとみ(3) 欠場    
中野平中 栄中 中野立志館高 南宮中

14組 0.0  1 塚田　舞(3)    14.13  2 丸山　智子(2)    14.34  3 塚田佳奈子(3)    14.49  4 宮原  千恵(2)    14.55
櫻ヶ岡中 長野商業高 犀陵中 櫻ヶ岡中

 5 川村　吉乃(1)    14.58  6 栁澤　美穂(3)    14.67  7 信太ひなの(1)    14.90 西川　愛美(2) 欠場    
スポコミ東北 飯綱中 須坂東中 川中島中

15組 0.0  1 武井　蘭南(2)    13.89  2 深沢たまき(2)    13.90  3 荒井　美久(2)    14.04  4 中沢　佳子(3)    14.45
中野平中 犀陵中 裾花中 須坂東中

 5 柳澤　歩(2)    14.47  6 金子侑香里(3)    14.65  7 柳澤　琴(2)    14.95  8 松澤　美帆(3)    15.40
篠ノ井西中 南宮中 豊野中 三陽中

16組 0.0  1 清水　莉沙(3)    14.47  2 増田　陽華(2)    14.66  3 長谷　知美(3)    15.18  4 曽我ひかり(3)    15.31
新町中 更級農業高 三陽中 南宮中

 5 古平　優菜(3)    15.49  6 鵜野はる香(3)    15.60 小林　愛弓(3) 欠場    佐藤　蓉子(3) 欠場    
三陽中 三陽中 柳町中 山ノ内中

17組 -0.6  1 竹内　希(2)    13.72  2 安倍　史恵(2)    13.81  3 山田　聡子(3)    13.85  4 塩野入瑞希(3)    14.22
松代高 篠ノ井西中 東北中 坂城中

 5 峰村　美穂(2)    14.25  6 平沢　華(3)    14.91  7 相澤　沙希(1)    15.40  8 伊豫田彩里(3)    15.43
長野北部中 広徳中 北部高 広徳中

18組 0.0  1 井上　瑞枝(3)    13.90  2 畔上　夏実(3)    14.06  3 花里　成美(2)    14.27  4 舟見　咲季(2)    14.32
犀陵中 附属長野中 坂城中 豊野中

 5 小池　裕子(3)    14.36  6 杉山ちひろ(2)    14.38  7 大橋　風音(3)    14.87  8 宇都宮つき(2)    15.61
附属長野中 中野平中 信濃中 広徳中

19組 +0.5  1 新井美貴子(3)    13.33  2 鈴木　千穂(2)    13.45  3 稲垣　樹里(2)    13.57  4 小山　裕菜(3)    13.97
裾花中 飯山第三中 東北中 坂城中

 5 澤田　琴美(3)    14.19  6 黒岩夏都妃(1)    14.46  7 竹内　晶美(2)    14.68 市村　美紀(1) 欠場    
中野平中 スポコミ東北 広徳中 市立長野高

20組 +0.7  1 相澤はるか(3)    13.40  2 宮武　志帆(2)    13.43  3 杉山結理佳(3)    13.54  4 北澤奈々美(3)    13.67
裾花中 長野東部中 附属長野中 篠ノ井西中

 5 川口　真生(3)    13.68  6 矢澤　友香(2)    13.71  7 小伊藤詩織(3)    13.75  8 木田真美子(3)    14.34
櫻ヶ岡中 附属長野中 更北中 信濃中

21組 +0.8  1 榊原　南実(3)    13.18  2 外谷理緒奈(2)    13.36  3 佐藤茉莉奈(3)    13.42  4 山﨑　彩(2)    13.55
飯山第一中 附属長野中 附属長野中 櫻ヶ岡中

 5 中村　夏生(2)    13.58  6 黒岩　彩花(1)    14.40  7 西埜　波姫(1)    14.57 檀原　三枝(1) 欠場    
長野東部中 中野立志館高 中野立志館高 長野吉田高



トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第15回北信地区記録会                                                            ｺｰﾄﾞ  [9200502]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
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女子 05/03  1組 -0.3  1 小山　裕菜(3)    28.94  2 中村　彩貴(2)    29.73  3 花里　成美(2)    30.02  4 中村　沙季(2)    30.74
坂城中 小布施中 坂城中 裾花中

 5 松澤　紫音(2)    32.43  6 瀧澤　茉子(2)    33.79  7 山田　夏穂(2)    33.80  8 小林　彩花(1)    38.70
豊野中 木島平中 木島平中 坂城中

山﨑未可子(1) 欠場    
飯綱中

 2組 -0.5  1 阪本さくら(2)    30.07  2 元田　乃葉(1)    30.41  3 神田  真有(2)    30.65  4 井尻けさ代    31.35
市立長野高 常盤中 櫻ヶ岡中 千曲陸協

 5 窪田　綾香(2)    31.58  6 澤山亜由美(2)    31.74  7 清水　法子(3)    31.74  8 青木　萌(1)    33.36
篠ノ井西中 裾花中 長野北部中 常盤中

吉羽　梢(3) 欠場    
山ノ内中

 3組 -1.1  1 下岡  夕奈(2)    30.25  2 深見　香奈(2)    30.26  3 村田　香織(2)    30.88  4 松本　愛里(2)    31.63
櫻ヶ岡中 中野立志館高 松代高 南宮中

 5 春日　美咲(3)    31.84  6 松崎　結衣(3)    32.62 松下　礼奈(3) 欠場    駒津　美祈(2) 欠場    
篠ノ井西中 川中島中 櫻ヶ岡中 須坂東中

小林　萌美(3) 欠場    
南宮中

 4組 -0.5  1 澤田　琴美(3)    29.69  2 金井ゆり子(3)    29.86  3 柳澤　歩(2)    30.37  4 岡村なつ希(3)    30.74
中野平中 篠ノ井西中 篠ノ井西中 西部中

 5 平沢　華(3)    31.39  6 柳澤　琴(2)    31.47  7 荒井ほのか(2)    32.56 丸山　紫音(3) 欠場    
広徳中 豊野中 信濃中 山ノ内中

原山  美優(2) 欠場    
櫻ヶ岡中

 5組 +0.2  1 依田  菜月(2)    28.68  2 峰村　美穂(2)    29.16  3 井上　瑞枝(3)    29.54  4 宮原  千恵(2)    30.04
櫻ヶ岡中 長野北部中 犀陵中 櫻ヶ岡中

 5 齋藤　千恵(3)    30.21  6 清水　莉沙(3)    30.23  7 青木　陽子(3)    30.95  8 中嶋　春花(3)    31.73
犀陵中 新町中 川中島中 長野北部中

 9 宇都宮つき(2)    32.51
広徳中

 6組 0.0  1 藤牧　夏美(3)    28.95  2 曽澤　菜月(3)    29.14  3 塚田佳奈子(3)    29.28  4 荒井　美久(2)    29.34
東北中 常盤中 犀陵中 裾花中

 5 塚田　舞(3)    29.37  6 宮澤真衣子(3)    29.50  7 牛澤　まい(3)    29.90  8 西堀　彩夏(3)    30.16
櫻ヶ岡中 東北中 中野平中 飯山第三中

 9 栗原真衣子(3)    32.07
戸倉上山田中

 7組 0.0  1 相澤はるか(3)    27.57  2 二本松花名子(2)    28.28  3 中村　夏生(2)    28.85  4 正村花奈子(2)    29.23
裾花中 市立長野高 長野東部中 須坂高

 5 宮武　志帆(2)    29.29  6 小池　裕子(3)    29.78  7 長野　安那(2)    30.16 池田　文美(3) 欠場    
長野東部中 附属長野中 長野東高 櫻ヶ岡中

湯本　志穂(2) 欠場    
中野西高

 8組 +0.2  1 吉村　知夏(1)    26.81  2 新井美貴子(3)    27.44  3 川口　真生(3)    27.57  4 瀧澤　彩(3)    27.83
長野吉田高 裾花中 櫻ヶ岡中 附属長野中

 5 佐藤茉莉奈(3)    27.84  6 外谷理緒奈(2)    28.12  7 杉山結理佳(3)    28.29  8 前島　早瑛(3)    29.18
附属長野中 附属長野中 附属長野中 附属長野中
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トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第15回北信地区記録会                                                            ｺｰﾄﾞ  [9200502]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
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女子 05/03  1組  1 塩野入瑞希(3)  2,37.88  2 齊藤妃菜子(1)  2,38.74  3 金井　美紅(2)  2,45.80  4 小山美紀子(3)  2,49.53
坂城中 川中島中 飯山第一中 小布施中

 5 祢津　友香(2)  2,49.74  6 高橋　遼香(3)  2,50.33  7 川井　詠美(3)  2,50.98  8 佐々木里加(1)  2,51.75
篠ノ井東中 小布施中 相森中 七二会中

 9 北村　紋子(3)  3,00.95 10 青木　萌(1)  3,01.57 11 監物　侑花(3)  3,02.51 12 竹原　未祐(1)  3,06.28
飯山第三中 常盤中 墨坂中 七二会中

13 山崎　葵(2)  3,09.64 14 山﨑　絢恵(3)  3,09.99 岡澤　優菜(2) 欠場    
南宮中 小布施中 須坂商業高

 2組  1 清水　真衣(2)  2,42.21  2 半田　愛(2)  2,45.55  3 元田　乃葉(1)  2,47.25  4 林　茉由子(2)  2,49.82
飯山第一中 犀陵中 常盤中 北部高

 5 中村亜由香(2)  2,50.86  6 竹原みなみ(2)  2,51.21  7 高橋真緒花(2)  2,52.74  8 小山　佳子(2)  2,53.49
犀陵中 木島平中 南宮中 犀陵中

 9 岩本　茜(3)  2,53.76 10 山﨑　春奈(2)  2,55.73 11 村松恵利加(2)  2,57.66 12 大口　渚々(3)  2,58.23
東北中 木島平中 飯綱中 飯山第三中

13 酒井　美紀(1)  3,07.75 宮尾美優希(3) 欠場    木原　美奈(3) 欠場    
常盤中 長野北部中 飯山第三中

 3組  1 寺田　琴恵(3)  2,39.12  2 山岸沙也加(2)  2,40.01  3 西沢　 藍(3)  2,43.42  4 小林　佑唯(3)  2,43.62
東北中 長野東部中 犀陵中 犀陵中

 5 山野井香苗(2)  2,45.97  6 荒井　美優(2)  2,46.89  7 小松　奈恵(2)  2,47.01  8 萩原　愛(3)  2,47.34
長野東部中 長野東部中 木島平中 須坂高

 9 山口　朝香(2)  2,47.80 10 塚田　姫乃(2)  2,48.34 11 玉井すず花(3)  2,50.91 12 渡邊　遥子(2)  2,52.14
中野平中 豊野中 広徳中 柳町中

13 諏訪　有紀(3)  2,54.66 14 山下　真由(2)  2,56.57 15 藤澤希世子(3)  3,01.07
豊野中 飯綱中 豊野中

 4組  1 小林　真帆(2)  2,28.14  2 和田　泉紀(3)  2,32.38  3 寺沢　月花(2)  2,32.38  4 原山  美優(2)  2,35.74
更北中 長野北部中 須坂東中 櫻ヶ岡中

 5 中澤　有沙(3)  2,39.45  6 石澤佳加里(3)  2,40.70  7 大橋　里緒(3)  2,41.33  8 宮島由里香(3)  2,41.84
中野平中 飯山北高 信濃中 須坂東中

 9 勝山　真子(2)  2,42.49 10 金川都づ美(2)  2,42.77 11 長谷川もも(3)  2,43.55 12 小林紗也加(2)  2,50.69
戸倉上山田中 篠ノ井西中 広徳中 信濃中

13 小林　愛(1)  2,51.86 14 飯野　紗耶(2)  2,52.50
北部高 東北中

 5組  1 中田　倭菜(3)  2,20.24  2 池田　文美(3)  2,24.33  3 木田真美子(3)  2,25.77  4 村上りさ子(2)  2,25.98
長野吉田高 櫻ヶ岡中 信濃中 飯山第三中

 5 山﨑　千夏(2)  2,26.03  6 北田　芽衣(2)  2,26.48  7 渡邊かりん(2)  2,26.80  8 宮坂　茜(3)  2,27.06
戸倉上山田中 西部中 広徳中 長野東部中

 9 高田　花林(3)  2,27.98 10 宮入　杏里(3)  2,29.02 11 大野史緒里(3)  2,29.45 12 中村　結(3)  2,30.71
戸倉上山田中 戸倉上山田中 更北中 戸倉上山田中

丸山　和紗(3) 欠場    山口　芽吹(1) 欠場    
飯山北高 市立長野高

800m800m800m



トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第15回北信地区記録会                                                            ｺｰﾄﾞ  [9200502]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

女子 05/03  1組  1 玉城かんな(1)  4,53.65  2 松山なつみ(2)  5,14.81  3 加藤　郁美(2)  5,45.69  4 宮澤　香織(2)  5,47.47
川中島中 中野立志館高 墨坂中 下高井農林高

 5 酒井　理紗(2)  5,47.52  6 佐藤　可奈(2)  5,50.55  7 桑原　萌実(2)  5,50.59  8 伊藤　麗華(3)  5,51.95
小布施中 墨坂中 栄中 篠ノ井東中

 9 廣瀬果菜子(2)  5,54.91 10 祢津　友香(2)  5,55.44 11 西澤　梨花(3)  5,55.94 12 増尾　冬花(2)  5,56.11
栄中 篠ノ井東中 篠ノ井西中 飯山第一中

13 鈴木明日香(2)  6,03.24 14 小山　美樹(3)  6,11.87 15 山田恵梨華(3)  6,13.45 16 小林　采加(2)  6,19.59
栄中 篠ノ井西中 新町中 南宮中

17 竹内　恵実(2)  6,25.12 18 矢島みずほ(2)  6,30.77 19 粂原　亜未(2)  6,35.62 20 鹿住　莉紅(1)  6,39.08
篠ノ井西中 裾花中 南宮中 信濃中

川久保菜穂子(3) 欠場    宮尾愛里子(1) 欠場    池田　夕季(1) 欠場    草野　広夏(2) 欠場    
飯山高 坂城中 信濃中 南宮中

 2組  1 江口　寧々(3)  5,19.68  2 藤井　春日(2)  5,25.15  3 寺澤　千晶(3)  5,27.55  4 岡澤安杏里(2)  5,28.29
飯山第一中 犀陵中 長野北部中 須坂高

 5 丸谷　由紀(2)  5,28.97  6 稲垣　芙雪(2)  5,29.63  7 廣瀬　紫織(2)  5,30.83  8 青木　優里(3)  5,32.06
豊野中 篠ノ井西中 飯山北高 中野平中

 9 田中　愛弓(3)  5,36.27 10 小林　琴音(2)  5,37.86 11 大橋　里緒(3)  5,38.58 12 小林紗也加(2)  5,42.75
飯山第一中 飯山第一中 信濃中 信濃中

13 宮林　遥夏(2)  5,43.50 14 石澤佳加里(3)  5,44.40 15 山田　綾乃(3)  5,46.66 16 林　　文美(3)  5,49.49
川中島中 飯山北高 篠ノ井西中 広徳中

17 浅岡美祐紀(3)  5,50.67 18 高原　美穂(2)  5,54.30 19 玉井すず花(3)  6,01.64 20 宮入　春菜(2)  6,04.15
飯綱中 川中島中 広徳中 篠ノ井西中

21 芝田　実央(2)  6,09.44 22 寺島　央紗(3)  6,13.30 宮入　菜摘(2) 欠場    梨元　萌衣(2) 欠場    
篠ノ井西中 南宮中 長野北部中 飯山第三中

 3組  1 中村　結(3)  4,54.26  2 渡邊かりん(2)  4,57.19  3 高田　花林(3)  5,03.54  4 山﨑　千夏(2)  5,07.56
戸倉上山田中 広徳中 戸倉上山田中 戸倉上山田中

 5 北田　萌(1)  5,09.70  6 宮入　杏里(3)  5,11.39  7 丸山　恵(2)  5,12.56  8 寺沢　月花(2)  5,15.53
長野吉田高 戸倉上山田中 長野東部中 須坂東中

 9 宮坂　茜(3)  5,18.42 10 原山　麻優(3)  5,19.72 11 北沢星莉亜(3)  5,19.89 12 小寺　友美(3)  5,20.13
長野東部中 西部中 更北中 北部高

13 浅沼　彩花(3)  5,21.27 14 青木　若菜(2)  5,30.56 15 石田  葵(3)  5,31.60 16 勝山　真子(2)  5,33.22
中野平中 附属長野中 長野北部中 戸倉上山田中

17 渡辺　夏妃(1)  5,35.47 18 長谷川もも(3)  5,41.10 19 滝澤ひろみ(3)  5,43.56 20 近藤　由実(1)  5,46.75
飯山北高 広徳中 附属長野中 長野商業高

21 綱嶋　由佳(2)  5,49.20 原山　麻耶(1) 欠場    松山なつみ(2) 欠場    
市立長野高 長野吉田高 中野立志館高

女子 05/03 +2.3  1 吉村　知夏(1)    15.94  2 塚田　佳子(3)    16.03
長野吉田高 長野東高

小学女子 05/03  1組 +1.4  1 細井悠希江(5)    16.58  2 西山ちひろ(3)    17.19  3 田村　純菜(2)    17.43  4 柴﨑　玲奈(5)    17.63
大岡小 湯谷小 坂城ＪＡＣ 大岡小

 5 菅島　果歩(5)    18.67  6 高見澤あやか(2)    19.22  7 竹内ほのか(2)    19.50  8 堤　いちご(3)    19.61
スポコミ東北 坂城ＪＡＣ 坂城ＪＡＣ 坂城ＪＡＣ

倉石　桃花(3) 欠場    
湯谷小

100mH(0.84)100mH(0.84)100mH(0.84)

100m100m100m

1500m1500m1500m



トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第15回北信地区記録会                                                            ｺｰﾄﾞ  [9200502]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

 2組 +1.6  1 青木　萌花(5)    16.29  2 永渡　彩加(4)    16.50  3 高見澤晏佳(5)    16.56  4 小林　真綾(4)    16.71
スポコミ東北 坂城ＪＡＣ 坂城ＪＡＣ スポコミ東北

 5 安達　彩衣(5)    16.76  6 小出　亜美(4)    17.29  7 山城江莉奈(5)    17.44  8 西沢　美咲(3)    18.56
坂城ＪＡＣ 坂城ＪＡＣ 坂城ＪＡＣ 坂城ＪＡＣ

 9 関　ひより(4)    19.39
坂城ＪＡＣ

 3組 +2.0  1 宮下あかね(5)    15.96  2 小澤　楓花(6)    16.05  3 田中　祐里(5)    16.19  4 服部　優希(5)    16.72
坂城ＪＡＣ 戸狩小 坂城ＪＡＣ 飯山小

 5 梨子田　藍(4)    16.81  6 服部　彩音(4)    17.41  7 飯田里生菜(5)    17.84  8 宮沢　美羽(4)    18.06
飯山小 飯山小 飯山小 戸狩小

 4組 +2.3  1 吉村　彩加(6)    14.75  2 村山　奏(6)    15.04  3 春原愛莉紗(5)    15.12  4 岩崎ちひろ(6)    15.22
スポコミ東北 スポコミ東北 坂城ＪＡＣ スポコミ東北

 5 山岸明紀穂(5)    15.65  6 田村有利奈(5)    15.77  7 駒村　梨奈(6)    15.80  8 伊藤　萌花(5)    16.30
スポコミ東北 坂城ＪＡＣ スポコミ東北 スポコミ東北

小学女子 05/03  1 竹内　優花(5)  3,30.81  2 千野　恵実(5)  3,39.66  3 石川　涼花(6)  3,56.38  4 畔上　葵紗(5)  3,59.80
坂城ＪＡＣ 坂城ＪＡＣ 屋代小 中野平RC

 5 小林　千保(5)  4,02.28  6 小林　奈央(6)  4,06.19  7 竹下　耀(6)  4,12.08  8 宮川　鈴菜(5)  4,14.08
中野平RC 中野平RC 大岡小 中野平RC

 9 長谷川由季(5)  4,41.53
大岡小

中学女子 05/03  1組 +2.4  1 渡辺日菜子(2)    21.09  2 山野井里紗(2)    21.42  3 塚田　好望(2)    22.43  4 花崎　香奈(2)    22.84
裾花中 豊野中 南宮中 裾花中

 5 穂高みのり(2)    23.33  6 湯出川　彩(2)    26.17 佐藤　友恵(2) 欠場    
附属長野中 南宮中 南宮中

 2組 +3.1  1 柄澤　美佐(2)    18.74  2 渡辺　雅美(3)    19.17  3 酒井　祐香(2)    20.67  4 大藏　梢(3)    20.68
長野東部中 東北中 中野平中 篠ノ井西中

 5 北澤　晶帆(3)    21.42  6 押鐘　柚(2)    23.10  7 犬飼　彩那(2)    23.32  8 小山祐理子(2)    24.48
三陽中 附属長野中 附属長野中 附属長野中

 3組 +2.1  1 小林　智香(3)    18.13  2 森山　愛里(2)    18.49  3 羽田　美咲(2)    18.95  4 宮入　菜摘(2)    19.12
裾花中 須坂東中 西部中 長野北部中

 5 武井　葵(2)    19.14  6 長野　有紗(2)    19.44 丸山紗代子(3) 欠場    吉沢　苑恵(3) 欠場    
西部中 豊野中 高社中 長野東部中

 4組 +2.0  1 中村穂乃花(2)    17.91  2 丸山　瑞季(2)    18.74  3 小林　愛麗(3)    18.82  4 菊田　実来(3)    18.94
飯山第三中 須坂東中 信濃中 南宮中

 5 松木　もか(2)    19.07  6 北村　陽奈(3)    19.33  7 常田  歩(3)    19.41 堀内　香苗(2) 失格    
長野東部中 犀陵中 犀陵中 櫻ヶ岡中

 5組 +1.5  1 大橋　風音(3)    17.73  2 前島　早瑛(3)    18.08  3 松田美奈子(3)    18.40  4 竹内　晶美(2)    19.05
信濃中 附属長野中 西部中 広徳中

 5 井口　華穂(2)    19.29  6 村田　千夏(3)    20.17  7 栁澤　美穂(3)    20.37
櫻ヶ岡中 新町中 飯綱中

 6組 +2.2  1 瀧澤　彩(3)    15.71  2 庄田ひかり(3)    16.17  3 大日方紗愛(3)    16.24  4 山﨑　彩(2)    16.52
附属長野中 櫻ヶ岡中 川中島中 櫻ヶ岡中

 5 山﨑　智世(3)    16.53  6 内山　成実(2)    16.78  7 山田　聡子(3)    16.81 吉田　秀代(3) 欠場    
南宮中 小布施中 東北中 櫻ヶ岡中

100mH(0.762/8.100mH(0.762/8.100mH(0.762/8.

1000m1000m1000m



リレー種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第15回北信地区記録会                                                            ｺｰﾄﾞ  [9200502]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 順位 選手名２ 選手名３ 選手名４ 記  録 備  考
女子 05/03 1組     1更北中 荒井　優(2) 山越　菜恵(3) 酒井　萌(3) 小伊藤詩織(3)       55.03

    2小布施中 中村　彩貴(2) 内山　成実(2) 小林　玲花(3) 高橋　遼香(3)       55.10
    3飯山第一中 金井　美紅(2) 清水　真衣(2) 古川　葉月(2) 榊原　南実(3)       56.60
    4長野西部中 武井　葵(2) 松田美奈子(3) 羽田　美咲(2) 岡村なつ希(3)       57.27
    5相森中 大井　志帆(2) 山本　彩椰(2) 遠藤　優衣(3) 中条　花香(3)       57.46
    6飯山第三中B 小澤　花梨(2) 仲條　美里(2) 木原　美奈(3) 中村穂乃花(2)       57.83
    7篠ノ井西中B 窪田　綾香(2) 金川都づ美(2) 稲垣　芙雪(2) 平松　奏美(2)       58.99

川中島中 欠場      
 2組     1飯山第三中A 村上りさ子(2) 西堀　彩夏(3) 齋藤　若菜(2) 鈴木　千穂(2)       54.23

    2篠ノ井西中A 安倍　史恵(2) 金井ゆり子(3) 柳澤　歩(2) 北澤奈々美(3)       54.77
    3長野東部中B 松木　もか(2) 石井　芽衣(2) 水庫　郁実(2) 中曽根沙耶(2)       56.49
    4信濃中B 荒井ほのか(2) 竹内　美結(2) 泉　紗姫(3) 小林紗也加(2)       59.10
    5三陽中A 井村香央里(3) 今井　里美(3) 北澤　晶帆(3) 野村　友香(3)       60.64
    6南宮中B 佐藤　友恵(2) 塚田　好望(2) 草野　広夏(2) 松本　愛里(2)       61.98
    7三陽中C 飯島　彩月(2) 秩父　祐香(2) 山崎　彩乃(2) 清水萌梨恵(2)       62.58

坂城中B 小出　美沙(1) 柳沢　理菜(1) 春原江莉菜(1) 宮尾愛里子(1) 失格      
 3組     1坂城中A 花里　成美(2) 小山　裕菜(3) 小山　綾菜(1) 塩野入瑞希(3)       54.18

    2飯綱中 帶刀　千佳(2) 栁澤　美穂(3) 山﨑未可子(1) 村松　広捺(2)       58.27
    3犀陵中B 北村　陽奈(3) 本澤　彩(2) 越　美沙子(2) 齋藤　千恵(3)       58.52
    4中野平中B 朝田　莉由(1) 後藤田ほたる(1) 宮本　優(1) 倉石　麻生(3)       58.91
    5戸上中 秦　花奈(2) 石原　美咲(2) 前田　菜緒(2) 栗原真衣子(3)       59.53
    6附属長野中C 押鐘　柚(2) 犬飼　彩那(2) 穂高みのり(2) 小山祐理子(2)       60.57
    7常盤中B 稲森　渚(1) 酒井　美紀(1) 青木　萌(1) 元田　乃葉(1)       64.87

裾花中C 山口　裕子(2) 澤山亜由美(2) 松山　満貴(2) 金井　萌華(3) 失格      
 4組     1長野東部中A 宮武　志帆(2) 中村　夏生(2) 町田佳菜子(3) 武田沙也加(3)       54.33

    2須坂東中B 信太ひなの(1) 寺沢　月花(2) 宮島由里香(3) 中沢　佳子(3)       57.50
    3裾花中B 渡辺日菜子(2) 伊藤ゆり子(2) 越　美咲(2) 小林　智香(3)       59.60
    4広徳中B 田澤まどか(2) 竹内　晶美(2) 高橋　星和(1) 宇都宮つき(2)       60.31

スポコミ東北 欠場      
市立長野高 欠場      
三陽中B 古平　優菜(3) 鵜野はる香(3) 松澤　美帆(3) 長谷　知美(3) 欠場      
山ノ内中 欠場      

 5組     1附属長野中B 畔上　夏実(3) 前島　早瑛(3) 杉山結理佳(3) 小池　裕子(3)       54.18
    2犀陵中A 深沢たまき(2) 井上　瑞枝(3) 塚田佳奈子(3) 北村  梨恵(3)       54.76
    3信濃中A 大橋　風音(3) 小林　愛麗(3) 金田　智恵(3) 木田真美子(3)       54.98
    4中野平中A 澤田　琴美(3) 牛澤　まい(3) 杉山ちひろ(2) 武井　蘭南(2)       55.41
    5南宮中A 菊田　実来(3) 山﨑　智世(3) 曽我ひかり(3) 金子侑香里(3)       57.14
    6広徳中A 林　　文美(3) 平沢　華(3) 玉井すず花(3) 伊豫田彩里(3)       58.33
    7長野北部中A 清水　法子(3) 成澤　涼華(3) 柳沢　侑希(3) 中嶋　春花(3)       58.58
    8常盤中A 木村陽春子(2) 浦野　桃子(3) 中村　紘(2) 曽澤　菜月(3)       59.64

 6組     1附属長野中A 外谷理緒奈(2) 佐藤茉莉奈(3) 矢澤　友香(2) 瀧澤　彩(3)       52.51
    2櫻ヶ岡中A 庄田ひかり(3) 川口　真生(3) 吉田　秀代(3) 山﨑　彩(2)       53.44
    3東北中 藤牧　夏美(3) 山田　聡子(3) 宮澤真衣子(3) 稲垣　樹里(2)       53.59
    4裾花中A 荒井　美久(2) 相澤はるか(3) 原山　果歩(3) 新井美貴子(3)       53.98
    5櫻ヶ岡中B 宮原  千恵(2) 依田  菜月(2) 原山  美優(2) 井口　華穂(2)       56.13
    6須坂東中A 森山　愛里(2) 駒津　美祈(2) 森山　遥(3) 丸山　瑞季(2)       56.40

長野北部中B 今井ちひろ(2) 山嵜　真依(2) 宮入　菜摘(2) 峰村　美穂(2) 失格      

チーム名 選手名１

4×100mR4×100mR4×100mR



フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第15回北信地区記録会                                                            ｺｰﾄﾞ  [9200502]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
女子 05/03 1組  1水庫　郁実(2)    1.35 2森山　愛里(2)    1.30 2脇本　怜実(3)    1.30 4山中すみれ(2)    1.30

長野東部中 須坂東中 篠ノ井西中 長野東部中
 5金井　萌華(3)    1.25 6小林ひとみ(3)    1.25 7鈴木　美穂(2)    1.25 8犬飼　彩那(2)    1.20

裾花中 南宮中 長野東部中 附属長野中
 8柳沢　侑希(3)    1.2010松山　満貴(2)    1.2010井口　華穂(2)    1.2012越　美咲(2)    1.15

長野北部中 裾花中 櫻ヶ岡中 裾花中
12北澤　舞(3)    1.1514五明　　麗(2)    1.1515寺島可奈子(2)    1.1015押鐘　柚(2)    1.10

篠ノ井西中 中野平中 篠ノ井西中 附属長野中
17所　幸希(2)    1.05木原由香里(2) 欠場    

篠ノ井西中 墨坂中
 2組  1町田佳菜子(3)    1.50 2内山　成実(2)    1.45 3宮入　綾菜(3)    1.45 4丸山紗代子(3)    1.40

長野東部中 小布施中 市立長野高 高社中
 4山﨑　智世(3)    1.40 6丸山　莉奈(3)    1.40 7竹内　彩華(3)    1.35 7倉石　麻生(3)    1.35

南宮中 高社中 篠ノ井西中 中野平中
 9寺島ひかり(1)    1.3510今井ちひろ(2)    1.3011町田　歩美(3)    1.3011猿田　浩子(3)    1.30

長野吉田高 長野北部中 南宮中 川中島中
13矢島　梨恵(3)    1.2513原山　果歩(3)    1.2513中嶋　貴子(1)    1.2516小林　愛麗(3)    1.25

東北中 裾花中 中野立志館高 信濃中
17村山　美咲(3)    1.20

豊野中
女子 05/03  1郷津　樹(3)    2.70 2高原乃友莉(2)    2.40 3越野ほのか(2)    2.20 4小池　萌加(2)    2.10

更北中 更北中 更北中 更北中
 5唐澤　喜穂(3)    2.10 6田中　富樹(3)    1.80 6小野澤綾香(3)    1.80山口　裕子(2) (なし)

飯綱中 常盤中 常盤中 裾花中
松下　礼奈(3) 欠場    

櫻ヶ岡中
女子 05/03 1組  1小山　綾菜(1)    4.22 2柳沢　理菜(1)    4.03 3稲垣　樹里(2)    3.91 4神田  真有(2)    3.81

坂城中    -0.6 坂城中    +0.7 東北中    +0.9 櫻ヶ岡中    +0.5
 5伊藤ゆり子(2)    3.77 6青木　優(3)    3.76 7大澤　梓紗(2)    3.68 8関　郁美(3)    3.66

裾花中    +0.6 三陽中    +1.1 墨坂中    +1.3 南宮中    -2.1
 9塚田　好望(2)    3.6510倉島比果梨(2)    3.6311中村　紘(2)    3.6312小出　美沙(1)    3.62

南宮中     0.0 中野平中     0.0 常盤中    +1.4 坂城中    +0.9
13吉越　莉菜(2)    3.6014春原江莉菜(1)    3.5915下岡  夕奈(2)    3.5816小野　茜(3)    3.53

中野平中     0.0 坂城中     0.0 櫻ヶ岡中    +1.8 常盤中    +0.7
17今井　里美(3)    3.5218内山つぐ美(2)    3.5119寺澤　夏海(3)    3.4920大川　祐依(2)    3.42

三陽中    +0.4 篠ノ井西中    -0.9 長野北部中    +1.3 飯綱中    +0.6
21竹内　美結(2)    3.3822清水ゆかり(2)    3.3723山田　麻由(2)    3.3324鈴木　麻友(3)    3.27

信濃中    +1.4 長野東部中    +0.1 中野平中    -1.2 更北中    +1.3
25加藤　綾華(3)    3.2326徳竹　彩夏(2)    3.2227栁澤　菜々(2)    3.1928田澤まどか(2)    3.19

三陽中     0.0 中野平中     0.0 飯綱中    +1.2 広徳中    +0.8
29神田　萌夏(2)    3.1830酒井　美紀(1)    3.1631長田　梢(3)    2.82武田　莉紗(2) (なし)

南宮中    +0.4 常盤中    +1.3 三陽中    +0.5 東北中
花岡真理奈(2) 欠場    前澤　美佳(3) 欠場    風間　涼乃(2) 欠場    長島　歩(3) 欠場    

長野北部中 山ノ内中 川中島中 山ノ内中

走幅跳走幅跳走幅跳

棒高跳棒高跳棒高跳

順
位

順
位

順
位

順
位

走高跳走高跳走高跳
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 2組  1松本あやめ(2)    4.95 2宮澤七夕子(2)    4.82 3大日方紗愛(3)    4.70 4中曽根沙耶(2)    4.60
長野吉田高    +0.3 長野吉田高    +1.9 川中島中    +0.9 長野東部中    -0.6

 5塚田　佳子(3)    4.57 6齋藤　若菜(2)    4.56 7金田　智恵(3)    4.48 8水島　歌織(3)    4.41
長野東高    +0.1 飯山第三中    +0.8 信濃中    +0.2 柳町中    -0.6

 9深沢たまき(2)    4.3310矢島　梨恵(3)    4.3311武田沙也加(3)    4.3012平松　奏美(2)    4.29
犀陵中    +1.0 東北中     0.0 長野東部中    -0.5 篠ノ井西中    -0.4

13北村  梨恵(3)    4.2914矢澤　友香(2)    4.2815小澤　花梨(2)    4.2316山田　麻衣(2)    4.22
犀陵中    +1.2 附属長野中    +0.8 飯山第三中     0.0 長野吉田高    -0.4

17滝沢　友香(3)    4.1918畔上　夏実(3)    4.1519湯本　志穂(2)    4.1120大口あづ記(1)    4.11
墨坂中    +0.2 附属長野中    +1.6 中野西高    +1.5 飯山北高    -0.4

21金子侑香里(3)    4.1022飯嶋　桃子(1)    4.0423坂田　優理(2)    3.9724橋本きらら(3)    3.95
南宮中    +0.7 長野商業高    -1.1 墨坂中    +1.3 中野平中    +0.8

25宇田亜彩未(2)    3.9326澤山亜由美(2)    3.8527堀内　香苗(2)    3.8028江田　菜月(2)    3.78
下高井農林高    -0.4 裾花中    +1.2 櫻ヶ岡中     0.0 木島平中    -1.6

29竹内　恵(1)    3.5030原山　志帆(3)    3.4531伊豫田彩里(3)    3.3932井村香央里(3)    3.36
広徳中    +1.8 裾花中    +2.6 広徳中    -1.1 三陽中    -0.5

33高橋　星和(1)    2.68森山　遥(3) (なし) 長野　安那(2) (なし) 小笹　玲海(3) 欠場    
広徳中    -1.0 須坂東中 長野東高 飯山第三中

小林　由実(3) 欠場    本間　友梨(1) 欠場    市村　美紀(1) 欠場    中村　春菜(2) 欠場    
長野商業高 長野商業高 市立長野高 須坂東中

女子 05/03  1中村　麻衣(2)    9.89 2中澤　千夏(1)    7.82 3中村友理佳(1)    7.63 4飯嶋　桃子(1)    6.79
中野立志館高 市立長野高 須坂東高 長野商業高

 5清水沙也佳(3)    6.22山﨑　真希(2) 欠場    
市立長野高 飯山北高

女子 05/03  1上原絵理香(2)   27.58 2中澤　千夏(1)   24.09 3中村　麻衣(2)   23.81 4清水沙也佳(3)   22.01
須坂商業高 市立長野高 中野立志館高 市立長野高

 5本間　友梨(1)   20.71 6栗原真衣子(3)   20.59 7飯島　雪乃(3)   19.27 8清水　真帆(3)   15.77
長野商業高 戸倉上山田中 中野平中 高社中

 9西澤　花織(3)   13.4810栁町あゆみ(3)   12.6511筒井  舞(2)   11.07山下　友香(3) 欠場    
裾花中 戸倉上山田中 櫻ヶ岡中 長野吉田高

女子 05/03  1竹内　希(2)   30.80 2輪島　繭里(1)   27.86 3山﨑　真希(2)   27.54 4松本　和子(3)   26.78
松代高 長野吉田高 飯山北高 長野工業高

 5小林　由実(3)   26.17 6宮澤七夕子(2)   23.69 7山田　麻衣(2)   22.12 8金原　早希(2)   19.54
長野商業高 長野吉田高 長野吉田高 長野商業高

小学女子 05/03  1吉村　彩加(6)    1.25
スポコミ東北

小学女子 05/03  1岩崎ちひろ(6)    3.71 2村山　奏(6)    3.40 3小澤　楓花(6)    3.34 4柴﨑　玲奈(5)    3.02
スポコミ東北     0.0 スポコミ東北    -0.7 戸狩小    -0.1 大岡小    -0.7

 5細井悠希江(5)    2.97
大岡小     0.0

走幅跳走幅跳走幅跳

やり投(0.6kg)やり投(0.6kg)やり投(0.6kg)

走高跳走高跳走高跳

砲丸投(4.0kg)砲丸投(4.0kg)砲丸投(4.0kg)

円盤投(1.0kg)円盤投(1.0kg)円盤投(1.0kg)
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中学女子 05/03  1飯島　雪乃(3)   10.19 2依田  菜月(2)    9.03 3本田　眞緒(3)    8.88 4柄澤　真野(2)    8.34
中野平中 櫻ヶ岡中 中野平中 長野東部中

 5中条　花香(3)    8.31 6吉田　秀代(3)    8.22 7本澤　彩(2)    8.17 8五明　　麗(2)    7.97
相森中 櫻ヶ岡中 犀陵中 中野平中

 9西澤　花織(3)    7.8610小林　玲花(3)    7.6711市川夕貴葉(3)    7.5412泉　紗姫(3)    7.35
裾花中 小布施中 高社中 信濃中

13関　なつみ(3)    7.3114庄田ひかり(3)    7.2515青木　志織(2)    7.0216佐賀　七海(3)    7.01
更北中 櫻ヶ岡中 墨坂中 飯綱中

17飯野　紗耶(2)    6.9618小林佳奈子(2)    6.9519石井　芽衣(2)    6.8020飯塚　奈未(2)    6.78
東北中 栄中 長野東部中 裾花中

21田中　奈緖(3)    6.7822藤澤　萌(2)    6.7623筒井  舞(2)    6.7124山口　真菜(3)    6.37
更北中 飯綱中 櫻ヶ岡中 高社中

25栁町あゆみ(3)    6.1426越　美咲(2)    5.9927鈴木理央奈(2)    5.9928花崎　香奈(2)    5.64
戸倉上山田中 裾花中 東北中 裾花中

29稲森　渚(1)    5.23神田　萌夏(2) 欠場    山本恵里奈(2) 欠場    繁澤　采佳(3) 欠場    
常盤中 南宮中 南宮中 川中島中

砲丸投砲丸投砲丸投


	女子ﾄﾗｯｸ.pdf
	女子ﾘﾚｰ
	女子ﾌｨｰﾙﾄﾞ

