
第99回長野市内高等学校陸上競技大会                                              
主催：長野市内高等学校陸上競技連合会                                            
共催：長野市陸上競技協会                                                        
主管：長野市陸上競技協会                                                        

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】201010  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
10/10 女子  -0.9廣川さつき(2) 12.84 檀原　三枝(1) 13.43 飯塚　瑛菜(2) 13.64 田中　萌(2) 13.82 門井　詩織(2) 13.82 竹内　希(2) 13.85 大日方友理(1) 14.01 丸山　智子(2) 14.30

100m 文大長野 長野吉田 文大長野 長野日大 長野日大 松代 長野 長野商業
10/10  +1.3廣川さつき(2) 26.31 菅野　舞(2) 27.14 田中　萌(2) 27.98 飯塚　瑛菜(2) 28.40 大日方友理(1) 28.79 立井　夏美(1) 29.48 塩野谷実果(1) 29.56 前原　愛美(1) 30.58

200m 文大長野 長野日大 長野日大 文大長野 長野 長野東 長野清泉 文大長野
10/10 田中　美沙(2) 58.07 青沼　瑞季(2) 1,01.18 菅野　舞(2) 1,01.78 小野　加奈(1) 1,04.91 笠原　悠紀(1) 1,06.51 立井　夏美(1) 1,08.88

400m 長野吉田 GR 長野吉田 長野日大 篠ノ井 文大長野 長野東
10/10 藤澤　楓(2) 2,22.65 二本松花名子(2) 2,24.47 割田　有貴(2) 2,28.04 北田　萌(1) 2,29.34 小林　由佳(1) 2,29.73 笠原　悠紀(1) 2,40.74 山口　芽吹(1) 2,42.47

800m 長野日大 市立長野 長野日大 長野吉田 長野日大 文大長野 市立長野
10/10  +0.4豊岡　明日美(3) 4,44.69 中村　早(2) 4,45.17 渡部　智美(3) 4,48.23 割田　麻紀(2) 4,56.25 北田　萌(1) 5,17.74 関川　佳奈(1) 5,29.36 近藤　由実(1) 5,37.67 小林　実央(1) 5,37.99

1500m 長野日大 長野 長野日大 長野日大 長野吉田 松代 長野商業 長野
10/10 中村　早(2) 9,44.73 八木緋夏莉(2) 10,18.68 山崎　梨奈(1) 10,35.98 山田　瑞穂(1) 11,22.37 小島　梨紗(1) 11,42.46 原山　麻耶(1) 12,21.10 大硲　梨央(1) 13,22.19

3000m 長野 GR 長野日大 長野日大 長野日大 長野 長野吉田 長野西
10/10   0.0小平　亜湖(2) 15.17 吉村　知夏(1) 15.74 山田　麻衣(2) 17.93 牛山　和奈(2) 18.16 熊井　麻美(2) 18.26 佐藤　和月(2) 18.79 風間　萌衣(1) 19.93

100mH(0.840m) 長野吉田 GR 長野吉田 長野吉田 長野 長野西 長野俊英 篠ノ井
10/10 中田　倭菜(3) 1,05.08 小平　亜湖(2) 1,08.00 青沼　瑞季(2) 1,10.22 牛山　和奈(2) 1,13.53 土屋　友里(2) 1,15.61 阪本　さくら(2) 1,19.20 村上　汐里(2) 1,22.75

400mH(0.762m) 長野吉田 GR 長野吉田 長野吉田 長野 長野日大 市立長野 文大長野
10/10 小林　実央(1) 18,17.69 増田　陽華(2) 18,55.88 仁尾　沙織(1) 21,30.61

3000mW 長野 更級農業 松代
10/10 宮澤七夕子(2) 1.45 寺島ひかり(1) 1.40 松本あやめ(2) 1.30 水庫　愛実(2) 1.25 柳澤　亜実(1) 1.20

走高跳 長野吉田 長野吉田 長野吉田 長野西 松代
10/10 松本あやめ(2)4.85(+1.1) 外谷安祐美(1)4.79(+2.4) 熊井　麻美(2)4.76(-0.5) 門井　詩織(2) 4.69(0.0) 市村　美紀(1)4.56(+0.8) 飯嶋　桃子(1)4.42(+1.5) 本間　友梨(1)4.27(+1.2) 横関　麻里(2)4.26(+0.3)

走幅跳 長野吉田 長野 長野西 長野日大 市立長野 長野商業 長野商業 長野日大
10/10 内山紗由美(2) 9.36 小林　茜(3) 8.63 飯嶋　桜子(1) 8.36 中澤　千夏(1) 8.17 飯嶋　桃子(1) 8.04 西村　江未(1) 7.86 江守　静香(2) 7.77 原山　佑希(1) 7.58

砲丸投 長野西 更級農業 長野西 市立長野 長野商業 長野西 文大長野 文大長野
10/10 中澤　千夏(1) 27.22 浅川　小巻(2) 26.06 原山　佑希(1) 25.81 小林　茜(3) 23.18 本間　友梨(1) 23.05 村田　香織(2) 22.98 飯嶋　桜子(1) 21.14

円盤投 市立長野 文大長野 文大長野 更級農業 長野商業 松代 長野西
10/10 輪島　繭理(1) 33.34 竹内　希(2) 32.60 玉井沙友夏(1) 26.58 山田沙代子(1) 25.45 山田　麻衣(2) 25.41 金子由香里(1) 24.12 五十里麻桜(2) 23.89 西村　江未(1) 20.22

やり投(600g) 長野吉田 松代 文大長野 篠ノ井 長野吉田 長野日大 長野清泉 長野西
10/10 長野吉田       50.08 長野日大       52.14 文大長野       52.15 長野清泉       54.84 長野西       54.96 松代       55.59

4×100mR 檀原　三枝(1) 土屋　友里(2) 玉井沙友夏(1) 塩野谷実果(1) 熊井　麻美(2) 柳澤　亜実(1)
宮澤七夕子(2) 田中　萌(2) 飯塚　瑛菜(2) 藤澤　友希(2) 矢島穂菜美(2) 竹内　希(2)
小平　亜湖(2) 門井　詩織(2) 前原　愛美(1) 徳武　麻希(2) 水庫　愛実(2) 関川　佳奈(1)
吉村　知夏(1) 菅野　舞(2) 廣川さつき(2) 久保田沙恵(2) 飯嶋　桜子(1) 村田　香織(2)

10/10 長野吉田     4,08.96 長野日大     4,09.71 文大長野     4,23.73 長野     4,25.43 市立長野     4,28.69 長野商業     4,34.35 篠ノ井     4,44.97
4×400mR 小平　亜湖(2) 門井　詩織(2) 前原　愛美(1) 外谷安祐美(1) 阪本　さくら(2) 本間　友梨(1) 小野　加奈(1)

青沼　瑞季(2) 田中　萌(2) 飯塚　瑛菜(2) 大日方友理(1) 二本松花名子(2) 飯嶋　桃子(1) 風間　萌衣(1)
松本あやめ(2) 菅野　舞(2) 笠原　悠紀(1) 中村　早(2) 山口　芽吹(1) 丸山　智子(2) 山田沙代子(1)
宮澤七夕子(2) 藤澤　楓(2) 廣川さつき(2) 牛山　和奈(2) 綱嶋　由佳(2) 近藤　由実(1) 和田はるか(2)

対校得点 長野吉田 93 長野日大 71 文大長野 43 長野 35 長野西 22 市立長野 19 松代 15 更級農業 13



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       [-1] 競技会名 第99回長野市内高等学校陸上競技大会                                              ｺｰﾄﾞ  [9201702]

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 10/10 -0.9  1 廣川さつき(2)    12.84  2 檀原　三枝(1)    13.43  3 飯塚　瑛菜(2)    13.64  4 田中　萌(2)    13.82

文大長野 長野吉田 文大長野 長野日大
 5 門井　詩織(2)    13.82  6 竹内　希(2)    13.85  7 大日方友理(1)    14.01  8 丸山　智子(2)    14.30

長野日大 松代 長野 長野商業
女子 10/10 +1.3  1 廣川さつき(2)    26.31  2 菅野　舞(2)    27.14  3 田中　萌(2)    27.98  4 飯塚　瑛菜(2)    28.40

文大長野 長野日大 長野日大 文大長野
 5 大日方友理(1)    28.79  6 立井　夏美(1)    29.48  7 塩野谷実果(1)    29.56  8 前原　愛美(1)    30.58

長野 長野東 長野清泉 文大長野
女子 10/10  1 田中　美沙(2)    58.07  2 青沼　瑞季(2)  1,01.18  3 菅野　舞(2)  1,01.78  4 小野　加奈(1)  1,04.91

長野吉田 GR 長野吉田 長野日大 篠ノ井
 5 笠原　悠紀(1)  1,06.51  6 立井　夏美(1)  1,08.88

文大長野 長野東
女子 10/10  1 藤澤　楓(2)  2,22.65  2 二本松花名子(2)  2,24.47  3 割田　有貴(2)  2,28.04  4 北田　萌(1)  2,29.34

長野日大 市立長野 長野日大 長野吉田
 5 小林　由佳(1)  2,29.73  6 笠原　悠紀(1)  2,40.74  7 山口　芽吹(1)  2,42.47 仁尾　沙織(1) 欠場    

長野日大 文大長野 市立長野 松代
女子 10/10  1 豊岡　明日美(3)  4,44.69  2 中村　早(2)  4,45.17  3 渡部　智美(3)  4,48.23  4 割田　麻紀(2)  4,56.25

長野日大 長野 長野日大 長野日大
 5 北田　萌(1)  5,17.74  6 関川　佳奈(1)  5,29.36  7 近藤　由実(1)  5,37.67  8 小林　実央(1)  5,37.99

長野吉田 松代 長野商業 長野
 9 綱嶋　由佳(2)  5,43.60 10 和田はるか(2)  5,50.28 11 大硲　梨央(1)  5,51.74

市立長野 篠ノ井 長野西
女子 10/10  1 中村　早(2)  9,44.73  2 八木緋夏莉(2) 10,18.68  3 山崎　梨奈(1) 10,35.98  4 山田　瑞穂(1) 11,22.37

長野 GR 長野日大 長野日大 長野日大
 5 小島　梨紗(1) 11,42.46  6 原山　麻耶(1) 12,21.10  7 大硲　梨央(1) 13,22.19 和田はるか(2) 欠場    

長野 長野吉田 長野西 篠ノ井
前島　美希(1) 欠場    

長野
女子 10/10 0.0  1 小平　亜湖(2)    15.17  2 吉村　知夏(1)    15.74  3 山田　麻衣(2)    17.93  4 牛山　和奈(2)    18.16

長野吉田 GR 長野吉田 長野吉田 長野
 5 熊井　麻美(2)    18.26  6 佐藤　和月(2)    18.79  7 風間　萌衣(1)    19.93 久保田沙恵(2) 欠場    

長野西 長野俊英 篠ノ井 長野清泉
女子 10/10  1 中田　倭菜(3)  1,05.08  2 小平　亜湖(2)  1,08.00  3 青沼　瑞季(2)  1,10.22  4 牛山　和奈(2)  1,13.53

長野吉田 GR 長野吉田 長野吉田 長野
 5 土屋　友里(2)  1,15.61  6 阪本　さくら(2)  1,19.20  7 村上　汐里(2)  1,22.75

長野日大 市立長野 文大長野

女子 10/10  1 小林　実央(1) 18,17.69  2 増田　陽華(2) 18,55.88  3 仁尾　沙織(1) 21,30.61
長野 更級農業 松代

オープン女子 10/10 +1.2  1 前原　愛美(1)    14.20
文大長野

オープン女子 10/10 牛山　和奈(2) 欠場    
長野

オープン女子 10/10  1 割田　有貴(2)  5,01.23 山崎　梨奈(1) 欠場    八木緋夏莉(2) 欠場    山田　瑞穂(1) 欠場    
長野日大 長野日大 長野日大 長野日大

オープン女子 10/10  1 吉村　知夏(1)    66.76  2 宮澤七夕子(2)    68.38
長野吉田 長野吉田
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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       [-1] 競技会名 第99回長野市内高等学校陸上競技大会                                              ｺｰﾄﾞ  [9201702]

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 10/10  1 宮澤七夕子(2)    1.45  2 寺島ひかり(1)    1.40  3 松本あやめ(2)    1.30  4 水庫　愛実(2)    1.25

長野吉田 長野吉田 長野吉田 長野西
 5 柳澤　亜実(1)    1.20 山田沙代子(1) 欠場    

松代 篠ノ井
女子 10/10  1 松本あやめ(2)    4.85  2 外谷安祐美(1)    4.79  3 熊井　麻美(2)    4.76  4 門井　詩織(2)    4.69

長野吉田    +1.1 長野    +2.4 長野西    -0.5 長野日大     0.0
 5 市村　美紀(1)    4.56  6 飯嶋　桃子(1)    4.42  7 本間　友梨(1)    4.27  8 横関　麻里(2)    4.26

市立長野    +0.8 長野商業    +1.5 長野商業    +1.2 長野日大    +0.3
 9 檀原　三枝(1)    3.66 五十里麻桜(2) 欠場    徳武　麻希(2) 欠場    長野　安那(2) 欠場    

長野吉田     0.0 長野清泉 長野清泉 長野東
女子 10/10  1 内山紗由美(2)    9.36  2 小林　茜(3)    8.63  3 飯嶋　桜子(1)    8.36  4 中澤　千夏(1)    8.17

長野西 更級農業 長野西 市立長野
 5 飯嶋　桃子(1)    8.04  6 西村　江未(1)    7.86  7 江守　静香(2)    7.77  8 原山　佑希(1)    7.58

長野商業 長野西 文大長野 文大長野
 9 輪島　繭理(1)    7.54 10 丸山　佳奈(1)    7.39 11 島田佑生子(1)    4.90

長野吉田 長野工業 長野俊英
女子 10/10  1 中澤　千夏(1)   27.22  2 浅川　小巻(2)   26.06  3 原山　佑希(1)   25.81  4 小林　茜(3)   23.18

市立長野 文大長野 文大長野 更級農業
 5 本間　友梨(1)   23.05  6 村田　香織(2)   22.98  7 飯嶋　桜子(1)   21.14

長野商業 松代 長野西
女子 10/10  1 輪島　繭理(1)   33.34  2 竹内　希(2)   32.60  3 玉井沙友夏(1)   26.58  4 山田沙代子(1)   25.45

長野吉田 松代 文大長野 篠ノ井
 5 山田　麻衣(2)   25.41  6 金子由香里(1)   24.12  7 五十里麻桜(2)   23.89  8 西村　江未(1)   20.22

長野吉田 長野日大 長野清泉 長野西
 9 内山紗由美(2)   18.31 10 水庫　愛実(2)   17.44 11 丸山　智子(2)   11.35 金原　早希(2) 欠場    

長野西 長野西 長野商業 長野商業
オープン女子 10/10  1 玉井沙友夏(1)    2.40

文大長野
オープン女子 10/10  1 小林　茜(3)   32.75  2 江守　静香(2)   14.27  3 中澤　千夏(1)   12.89

更級農業 文大長野 市立長野
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