
第52回北信地区陸上競技選手権大会                                                

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
08/22 女子  +2.1 澤田 琴美(1) 12.79 榊原 南実(1) 12.95 檀原 三枝(2) 13.07 廣川 さつき(3) 13.15 北澤 奈々美(1) 13.33 高橋 遼香(1) 13.45 石井 友衣(2) 13.67 田幸 結花(2) 13.76

100m 高校･中野立志館高 高校･飯山北高 高校･長野吉田高 高校･文大長野高 高校･篠ﾉ井高 高校･中野立志館高 高校･文大長野高 高校･中野立志館高
08/21  +1.3 新井 美貴子(1) 26.10 鈴木 千穂(3) 26.34 澤田 琴美(1) 26.80 榊原 南実(1) 26.96 大日方 友理(2) 27.35 廣川 さつき(3) 27.54 北澤 奈々美(1) 27.82

200m 高校･長野高 中学･飯山城北中 高校･中野立志館高 高校･飯山北高 高校･長野高 高校･文大長野高 高校･篠ﾉ井高
08/22 竹内 香織(2) 1,04.26 黒岩 彩花(2) 1,04.37 西堀 彩夏(1) 1,05.05 小伊藤 詩織(1) 1,06.74 小林 愛麗(1) 1,07.12 春日 美咲(1) 1,08.47 山口 芽吹(2) 1,08.73 森山 遥(1) 1,09.85

400m 高校･須坂高 高校･中野立志館高 高校･市立長野高 高校･篠ﾉ井高 高校･文大長野高 高校･篠ﾉ井高 高校･市立長野高 高校･長野高専
08/21 二本松 花名子(3) 2,18.75 小林 由佳(2) 2,30.49 三溝 あかね(2) 2,31.45 前島 早瑛(1) 2,33.19 塩野 佳代子 2,42.67 大橋 里緒(1) 2,48.57 瀧澤 さくら(1) 2,51.25

800m 高校･市立長野高 高校･長野日大高 高校･長野高 高校･長野高 一般･須坂陸協 高校･長野高専 高校･篠ﾉ井高
08/22 塩野 佳代子 5,21.42 近藤 由実(2) 5,24.68 原山 麻優(1) 5,25.15 渡辺 夏妃(2) 5,41.06 大橋 里緒(1) 5,42.44 栗林 和ら(1) 5,57.56 高橋 彩女(2) 6,00.18

1500m 一般･須坂陸協 高校･長野商業高 高校･長野商業高 高校･飯山北高 高校･長野高専 高校･飯山北高 高校･飯山高
08/21 松山 なつみ(2) 10,51.05 勝山 真子(3) 11,00.42 関川 佳奈(2) 11,28.58 高木 実穂(1) 11,37.00 小島 梨紗(2) 11,39.13 小山 翔子(2) 11,45.34 曽根 真奈(1) 11,55.57 大野  晴香(2) 12,08.17

3000m 高校･中野立志館高 中学･戸倉上山田中 高校･松代高 中学･南宮中 高校･長野高 高校･須坂高 高校･長野高 中学･更北中
08/22  +2.0 大日方 紗愛(1) 16.15 山﨑 智世(1) 17.32 原山 果歩(1) 20.72

100mH(0.838m) 高校･文大長野高 高校･長野吉田高 高校･屋代高
08/21 吉村 知夏(2) 1,03.08 庄田 ひかり(1) 1,11.05 堀 緩菜(2) 1,11.61 竹内 香織(2) 1,13.13

400mH(0.762m) 高校･長野吉田高 高校･長野吉田高 高校･須坂高 高校･須坂高
08/22 町田 佳菜子(1) 1.45 中嶋 貴子(2) 1.45 寺島 ひかり(2) 1.40 町田 歩美(1) 1.35 倉石 麻生(1) 1.30 北澤 舞(1) 1.25

走高跳 高校･長野吉田高 高校･中野立志館高 高校･長野吉田高 高校･長野商業高 高校･長野高専 高校･更級農業高
08/22 髙原 乃友莉(3) 2.60 田幸 結花(2) 2.40 中村 美輝(3) 2.00 夏目 彩菜(2) 2.00 酒井 美紀(2) 1.80 神山 千里(2) 1.80

棒高跳 中学･更北中 高校･中野立志館高 中学･飯綱中 中学･常盤中 中学･常盤中 中学･常盤中
08/22 市村 美紀(2) 4.83(+1.3) 北村 梨恵(1) 4.83(+0.9) 榊原 南実(1) 4.63(+1.4) 飯嶋 桃子(2) 4.54(+1.2) 本間 友梨(2) 4.49(+2.0) 中嶋 貴子(2) 4.45(+2.9) 武田 沙也加(1)4.42(+1.1) 宮澤 真由(2) 4.38(+2.1)

走幅跳 高校･市立長野高 高校･長野吉田高 高校･飯山北高 高校･長野商業高 高校･長野商業高 高校･中野立志館高 高校･松代高 高校･長野日大高
08/22 中村 麻衣(3) 8.93 飯嶋 桜子(2) 8.64 渡邉 莉帆(1) 8.63 原山 祐希(2) 8.29 中澤 千夏(2) 8.01 飯嶋 桃子(2) 7.78 中村 友理佳(2) 7.65 丸山 佳奈(2) 7.58

砲丸投(4.000kg) 高校･中野立志館高 高校･長野西高 高校･長野商業高 高校･文大長野高 高校･市立長野高 高校･長野商業高 高校･須坂東高 高校･長野工業高
08/21 原山 祐希(2) 33.37 中澤 千夏(2) 28.64 藤澤 緑(4) 28.36 村田 香織(3) 27.73 本間 友梨(2) 27.33 中村 麻衣(3) 25.15 依田 菜月(3) 23.89 山田 沙代子(2) 23.48

円盤投(1.000kg) 高校･文大長野高 高校･市立長野高 大学･長野高専 高校･松代高 高校･長野商業高 高校･中野立志館高 中学･櫻ヶ岡中 高校･篠ﾉ井高
08/21 小林 茜(1) 31.14

ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg) 大学･松本大
08/22 竹内 希(3) 41.95 輪島 繭理(2) 33.03 矢島 梨恵(1) 31.06 金子 由香里(2) 29.62 山田 沙代子(2) 29.55 中澤 千夏(2) 28.17 原山 志帆(1) 28.12 丸山 佳奈(2) 26.80

やり投(0.600kg) 高校･松代高 高校･長野吉田高 高校･長野俊英高 高校･長野日大高 高校･篠ﾉ井高 高校･市立長野高 高校･須坂東高 高校･長野工業高
08/21 長野吉田高       51.26 長野高       51.61 長野高専       53.59 文大長野高       54.22 飯山北高       54.56 長野西高       56.46 中野立志館高       56.68

4×100mR 檀原 三枝(2) 塚田 舞(1) 森山 遥(1) 原山 祐希(2) 松村 輝(1) 大蔵 梢(1) 中嶋 貴子(2)
山﨑 智世(1) 新井 美貴子(1) 吉原 沙季(3) 石井 友衣(2) 原田 優希(1) 金子 侑香里(1) 黒岩 彩花(2)
藤牧 夏美(1) 川口 真生(1) 藤澤 緑(4) 小林 愛麗(1) 上松 涼乃(1) 大硲 梨央(2) 田幸 結花(2)
吉村 知夏(2) 大日方 友理(2) 宮澤 留美(5) 大日方 紗愛(1) 榊原 南実(1) 飯嶋 桜子(2) 澤田 琴美(1)

08/22 長野吉田高     4,05.17 中野立志館高     4,32.56 篠ﾉ井高     4,32.59 長野東部中     4,38.96
4×400mR 宮澤 七夕子(3) 高橋 遼香(1) 小伊藤 詩織(1) 前田 璃奈(2)

青沼 瑞季(3) 中嶋 貴子(2) 北澤 奈々美(1) 佐越 佑美(2)
吉村 知夏(2) 黒岩 彩花(2) 瀧澤 さくら(1) 宮坂 栞(2)
木田 真美子(1) 澤田 琴美(1) 春日 美咲(1) 鈴木 紗綾(2)

08/22 中学女子  +1.1 鈴木 千穂(3) 12.91 花岡 里咲(2) 13.45 安倍 史恵(3) 13.57 戸田 麻由(2) 13.78 土屋光那(2) 13.82 川村 吉乃(2) 13.91 大塚 七海子(1) 13.91 安藤 美早紀(1) 13.94
100m 中学･飯山城北中 中学･長野北部中 中学･篠ﾉ井西中 中学･犀陵中 中学･小布施中 中学･附属長野中 中学･附属長野中 中学･松代中

08/22 村上 りさ子(3) 1,01.83 傳田 雪香(2) 1,04.18 半田 聖蘭(1) 1,05.42 田島 彩花(3) 1,05.88 小嶋 沙季(2) 1,09.32 酒井  雛(2) 1,09.92 倉科紗夏(1) 1,11.40
400m 中学･飯山城北中 中学･長野東部中 中学･戸倉上山田中 中学･川中島中 中学･附属長野中 中学･更北中 中学･小布施中

08/21 北田 芽衣(3) 2,23.25 山﨑 菜月(3) 2,24.60 傳田 雪香(2) 2,30.02 山﨑さくら(1) 2,30.52 中沢 蒔(1) 2,30.61 金川 都づ美(3) 2,32.96 酒井  雛(2) 2,33.41 渋沢 百香(1) 2,35.42
800m 中学･長野西部中 中学･篠ﾉ井西中 中学･長野東部中 中学･櫻ヶ岡中 中学･常盤中 中学･篠ﾉ井西中 中学･更北中 中学･常盤中

08/22 山﨑さくら(1) 5,06.13 新原 徳子(1) 5,19.13 大野  晴香(2) 5,23.04 福岡 鈴可(2) 5,24.45 宮本 優花(2) 5,25.06 藤澤 実由(2) 5,27.52 中沢 蒔(1) 5,27.71 和田 聖奈(2) 5,28.66
1500m 中学･櫻ヶ岡中 中学･裾花中 中学･更北中 中学･中野平中 中学･信濃中 中学･松代中 中学･常盤中 中学･南宮中

08/21  +1.3 小山 綾菜(2) 15.72 中村 穂乃花(3) 15.83 柳沢 理奈(2) 16.65 神谷梨緒菜(2) 17.39 吉村 彩加(1) 17.78 西澤 美優(2) 17.79 山岸 亜由美(2) 18.05 加納 茉弥(1) 18.16
100mH(0.762m) 中学･坂城中 中学･飯山城北中 中学･坂城中 中学･櫻ヶ岡中 中学･東北中 中学･東北中 中学･長野西部中 中学･櫻ヶ岡中

08/21 今井 ちひろ(3) 1.45 中村 穂乃花(3) 1.45 井口 華穂(3) 1.40 神谷梨緒菜(2) 1.30 尾崎 映見(1) 1.30 鈴木 千草(2) 中学･東北中 1.25 北村 晶(1) 1.25
走高跳 中学･長野北部中 中学･飯山城北中 中学･櫻ヶ岡中 中学･櫻ヶ岡中 中学･三陽中 吉村 彩加(1) 中学･東北中 中学･信濃中



第52回北信地区陸上競技選手権大会                                                

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
08/22 深沢 たまき(3)5.03(+2.9) 小澤 花梨(2) 4.55(+1.2) 柳沢 理奈(2) 4.54(+1.6) 黒岩 夏都妃(2)4.53(+2.7) 山本 真綺(1) 4.50(+2.6) 齋藤 若菜(3) 4.47(+0.2) 宮原 千恵(3) 4.36(0.0) 岩崎 ちひろ(1) 4.34(0.0)

走幅跳 中学･犀陵中 中学･飯山城北中 中学･坂城中 中学･相森中 中学･山ﾉ内中 中学･飯山城北中 中学･櫻ヶ岡中 中学･柳町中
08/22 依田 菜月(3) 11.17 山寺 麻未(3) 8.88 小林 佳奈子(3) 8.53 稲森 渚(2) 8.38 吉澤 涼夏(2) 8.23 山口 晏奈(2) 8.12 浦野 皐月(2) 8.08 宮澤 小春(1) 7.80

砲丸投(2.721kg) 中学･櫻ヶ岡中 中学･更北中 中学･栄中 中学･常盤中 中学･裾花中 中学･長野東部中 中学･三陽中 中学･柳町中
08/22 井口 華穂(3) 41.36 村田 瑠依(2) 31.07 羽鳥 萌子(2) 30.84 松井 美樹(2) 25.29 山寺 麻未(3) 22.22 荻野 夏帆(1) 21.88 小林 鈴(1) 21.19 前島 佳歩(1) 19.58

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･櫻ヶ岡中 中学･裾花中 中学･三陽中 中学･三陽中 中学･更北中 中学･川中島中 中学･川中島中 中学･附属長野中
08/21 飯山城北中       53.06 中野平中       54.42 長野東部中       54.66 篠ﾉ井西中       54.75 附属長野中       54.98 裾花中       55.09

4×100mR 村上 りさ子(3) 小林 咲季(1) 髙橋 文香(2) 風間  梨央(2) 小嶋 沙季(2) 相澤 ななみ(1)
中村 穂乃花(3) 小林 奈央(1) 唐沢 美玲(2) 中村  綾恵(2) 大塚 七海子(1) 髙島 美咲(2)
齋藤 若菜(3) 宮本 優(2) 前田 璃奈(2) 髙橋  梓(2) 川村 吉乃(2) 和田 真以子(2)
鈴木 千穂(3) 朝田 茉由(2) 渡辺 ゆきの(1) 笠原 未来(2) 酒井 朝羽(2) 市川 さやか(1)

08/22 オープン中女 吉田 萌佳(2) 1,14.67
400m 中学･上田第五中

08/21 松﨑 玲佳(2) 2,55.91 中村 未佳(1) 3,03.03
800m 中学･上田第五中 中学･上田第五中

08/21  +1.7 池田 綾美(2) 18.23 青木 莉奈(2) 19.13
100mH 中学･上田第五中 中学･上田第五中

08/22 池田 綾美(2) 38.28 宮澤 真優(1) 32.89 沢 芽依美(1) 25.05
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･上田第五中 中学･上田第五中 中学･上田第五中

08/21 坂城JAC       54.91 上田第五中       55.19
4×100mR 春原 愛莉沙(6)

宮下 あかね(6)
田中 祐里(6)
田村 有利奈(6)



予選 8月22日 12:20
決勝 8月22日 14:25

県新                11.98
県手記録            11.6 
大会新              12.2 

[ 1組] 風速 +1.9 [ 2組] 風速 -0.7

 1 澤田 琴美(1) 高校     12.78 q  1 榊原 南実(1) 高校     13.22 q
ｻﾜﾀﾞｺﾄﾐ 中野立志館高 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ 飯山北高

 2 檀原 三枝(2) 高校     13.18 q  2 廣川 さつき(3) 高校     13.35 q
ﾀﾞﾝﾊﾞﾗ ﾐｴ 長野吉田高 ﾋﾛｶﾜ ｻﾂｷ 文大長野高

 3 石井 友衣(2) 高校     13.67 q  3 北澤 奈々美(1) 高校     13.51 q
ｲｼｲ ﾕｲ 文大長野高 ｷﾀｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 篠ﾉ井高

 4 田幸 結花(2) 高校     13.77 q  4 高橋 遼香(1) 高校     13.63 q
ﾀｺｳﾕｶ 中野立志館高 ﾀｶﾊｼﾊﾙｶ 中野立志館高

 5 小山 真帆(1) 高校     13.80  5 藤牧 夏美(1) 高校     13.78 
ｺﾔﾏ ﾏﾎ 松代高 ﾌｼﾞﾏｷ ﾅﾂﾐ 長野吉田高

 6 塚田 史乃(1) 高校     14.14  6 金子 侑香里(1) 高校     14.13 
ﾂｶﾀﾞ ｱﾔﾉ 長野東高 ｶﾈｺ ﾕｶﾘ 長野西高

 7 松村 輝(1) 高校     14.28  7 原田 優希(1) 高校     14.27 
ﾏﾂﾑﾗ ﾋｶﾙ 飯山北高 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｷ 飯山北高

 8 窪田 奈津美(1) 高校     15.05 相澤 沙希(2) 高校
ｸﾎﾞﾀ ﾅﾂﾐ 長野俊英高 ｱｲｻﾞﾜ ｻｷ 北部高
市村 美紀(2) 高校
ｲﾁﾑﾗ ﾐｷ 市立長野高

風速 +2.1

 1 澤田 琴美(1) 高校     12.79 
ｻﾜﾀﾞｺﾄﾐ 中野立志館高

 2 榊原 南実(1) 高校     12.95 
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ 飯山北高

 3 檀原 三枝(2) 高校     13.07 
ﾀﾞﾝﾊﾞﾗ ﾐｴ 長野吉田高

 4 廣川 さつき(3) 高校     13.15 
ﾋﾛｶﾜ ｻﾂｷ 文大長野高

 5 北澤 奈々美(1) 高校     13.33 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 篠ﾉ井高

 6 高橋 遼香(1) 高校     13.45 
ﾀｶﾊｼﾊﾙｶ 中野立志館高

 7 石井 友衣(2) 高校     13.67 
ｲｼｲ ﾕｲ 文大長野高

 8 田幸 結花(2) 高校     13.76 
ﾀｺｳﾕｶ 中野立志館高

女子

100m                

予選 通過基準  2組  0着 + 8 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 記録／備考
7   653

5   752

2   988

9   651

8  2466

3  1117

1   877

4   922
欠場

順 ﾚｰﾝ

6   586

No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   604

3   981

4  1097

9   654

5   764

8   781

2   605

7   749
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   653

7   604

5   752

4   981

8  1097

9   654

3   988

2   651



予選 8月21日  9:35
決勝 8月21日 13:10

県新                24.49
大会新              25.55

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +0.8

 1 新井 美貴子(1) 高校     26.60 q  1 榊原 南実(1) 高校     27.49 q
ｱﾗｲ ﾐｷｺ 長野高 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ 飯山北高

 2 北澤 奈々美(1) 高校     27.86 q  2 北田 芽衣(3) 中学     28.57 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 篠ﾉ井高 ｷﾀﾀﾞ ﾒｲ 長野西部中

 3 黒岩 彩花(2) 高校     28.85  3 諏訪部 澪(2) 中学     29.33 
ｸﾛｲﾜｱﾔｶ 中野立志館高 ｽﾜﾍﾞ ﾐｵ 長野北部中

 4 元田 乃葉(2) 中学     29.71  4 小林 奈央(1) 中学     29.57 
ﾓﾄﾀﾞ ﾉﾉﾊ 常盤中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 中野平中

 5 小林 咲季(1) 中学     30.29  5 梅田 優花(1) 中学     31.28 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ 中野平中 ｳﾒﾀﾞ ﾕｳｶ 川中島中

 6 早瀬 真夏(2) 中学     30.82  6 清水美希(2) 中学     31.40 
ﾊﾔｾ ﾏﾅﾂ 柳町中 ｼﾐｽﾞﾐｷ 櫻ヶ岡中

 7 岩淵 幸羅(1) 中学     31.55  7 常田 結衣(2) 中学     32.56 
ｲﾜﾌﾞﾁ ｻﾗ 長野東部中 ﾄｷﾀﾞ ﾕｲ 南宮中

 8 松澤 あゆみ(1) 中学     35.12  8 武田 利香子(2) 中学     35.31 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 篠ﾉ井東中 ﾀｹﾀﾞ ﾘｶｺ 栄中

 9 大庭 桜子(2) 中学     36.49 
ｵｵﾊﾞ ﾓﾓｺ 栄中

[ 3組] 風速 -0.7 [ 4組] 風速 -1.1

 1 大日方 友理(2) 高校     27.97 q  1 山﨑 彩(3) 中学     27.89 q
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾕﾘ 長野高 ﾔﾏｻﾞｷｱﾔ 櫻ヶ岡中

 2 廣川 さつき(3) 高校     28.24 q  2 塚田 舞(1) 高校     29.03 
ﾋﾛｶﾜ ｻﾂｷ 文大長野高 ﾂｶﾀ ﾏｲ 長野高

 3 髙島 美咲(2) 中学     28.82  3 鈴木 紗綾(2) 中学     31.19 
ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ 裾花中 ｽｽﾞｷ ｻﾔ 長野東部中

 4 前田 璃奈(2) 中学     29.52  4 山本 百合枝(2) 中学     32.28 
ﾏｴﾀﾞ ﾘﾅ 長野東部中 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾘｴ 長野北部中

 5 石原 美咲(3) 中学     30.36  5 稲玉 綾乃(1) 中学     32.33 
ｲｼﾊﾗ ﾐｻｷ 戸倉上山田中 ｲﾅﾀﾞﾏ ｱﾔﾉ 裾花中

 6 足立 梨沙子(1) 中学     31.13  6 関口 笑華(1) 中学     33.16 
ｱﾀﾞﾁ ﾘｻｺ 飯山城北中 ｾｷｸﾞﾁ ｼｮｳｶ 南宮中

 7 黒坂 千尋(1) 中学     31.81 堀米 祐花(1) 中学
ｸﾛｻｶ ﾁﾋﾛ 長野北部中 ﾎﾘｺﾞﾒ  ﾕｳｶ 山ﾉ内中

 8 藤木 志歩(1) 中学     35.14 小松 礼佳(2) 中学
ﾌｼﾞｷ ｼﾎ 栄中 ｺﾏﾂ ｱﾔｶ 柳町中

[ 5組] 風速 -1.6 [ 6組] 風速 -1.5

 1 鈴木 千穂(3) 中学     27.10 q  1 川口 真生(1) 高校     28.64 
ｽｽﾞｷ ﾁﾎ 飯山城北中 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｵ 長野高

 2 杉山 結理佳(1) 高校     28.99  2 小林 愛麗(1) 高校     29.24 
ｽｷﾞﾔﾏ ﾕﾘｶ 長野高 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾘ 文大長野高

 3 原田 優希(1) 高校     29.38  3 信太 ひなの(2) 中学     29.53 
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｷ 飯山北高 ﾉﾌﾞﾀ  ﾋﾅﾉ 須坂東中

 4 神田真有(3) 中学     30.14  4 田川 茜(1) 中学     30.49 
ｶﾝﾀﾞﾏﾕ 櫻ヶ岡中 ﾀｶﾞﾜ ｱｶﾈ 南宮中

 5 青木 優花(2) 中学     30.46  5 佐鳥 真菜(1) 中学     30.60 
ｱｵｷ ﾕｳｶ 長野西部中 ｻﾄﾘ ﾏﾅ 川中島中

 6 髙井 優衣(2) 中学     30.82  6 栗林 茜(1) 中学     32.18 
ﾀｶｲ ﾕｲ 柳町中 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｱｶﾈ 松代中

 7 仲條 芽映(1) 中学     32.84 立井 夏美(2) 高校
ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ 中野平中 ﾀﾃｲ ﾅﾂﾐ 長野東高

 8 堀内 穂奈美(2) 中学     36.03 竹内 彩華(1) 高校
ﾎﾘｳﾁ ﾎﾅﾐ 常盤中 ﾀｹｳﾁ ｻﾔｶ 篠ﾉ井高

女子

200m                

予選 通過基準  8組  0着 + 8 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 記録／備考
2   815

7  1097

8   650

3  4224

4  5302

9  6337

1  4920

6  4797

順 ﾚｰﾝ

5  5021

No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   604

6  5053

3  5150

9  6342

4  5446

2  4985

5  4439

7  4798

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  2181

9   981

2  5237

7  5018

3  4059

4  4881

5  5157

8  4808

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  4970

8   819

7  5015

3  5146

9  5245

2  4448

4  4338
欠場

5  4919
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  4899

5  2187

6   605

4  4980

7  5058

2  4923

9  6338

3  4228

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   816

3   998

8  4314

6  4452

5  5456

4  5354

7   881
欠場

9  1098
欠場



[ 7組] 風速 -1.6 [ 8組] 風速 -0.9

 1 澤田 琴美(1) 高校     27.21 q  1 安倍 史恵(3) 中学     28.47 
ｻﾜﾀﾞｺﾄﾐ 中野立志館高 ｱﾍﾞ ﾌﾐｴ 篠ﾉ井西中

 2 大日方 紗愛(1) 高校     28.52  2 渡辺 七海(1) 中学     28.59 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ 文大長野高 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾅﾅﾐ 山ﾉ内中

 3 西堀 彩夏(1) 高校     28.98  3 石井 友衣(2) 高校     29.04 
ﾆｼﾎﾞﾘ ｱﾔｶ 市立長野高 ｲｼｲ ﾕｲ 文大長野高

 4 米倉 江美(2) 中学     30.58  4 小伊藤 詩織(1) 高校     29.55 
ﾖﾈｸﾗ ｴﾐ 長野西部中 ｺｲﾄｳ ｼｵﾘ 篠ﾉ井高

 5 春日 美咲(1) 高校     30.94  5 篠原 瑞希(1) 中学     30.67 
ｶｽｶﾞ ﾐｻｷ 篠ﾉ井高 ｼﾉﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 川中島中

 6 田中 佳奈(2) 中学     32.05  6 窪田 奈津美(1) 高校     32.85 
ﾀﾅｶ ｶﾅ 戸倉上山田中 ｸﾎﾞﾀ ﾅﾂﾐ 長野俊英高

 7 町田 夏穂(2) 中学     34.76  7 伊藤 栞(2) 中学     33.70 
ﾏﾁﾀﾞ ｶﾎ 松代中 ｲﾄｳ ｼｵﾘ 松代中
金井ゆり子(1) 高校 相澤 沙希(2) 高校
ｶﾅｲ ﾕﾘｺ 屋代高 ｱｲｻﾞﾜ ｻｷ 北部高

風速 +1.3

 1 新井 美貴子(1) 高校     26.10 
ｱﾗｲ ﾐｷｺ 長野高

 2 鈴木 千穂(3) 中学     26.34 
ｽｽﾞｷ ﾁﾎ 飯山城北中

 3 澤田 琴美(1) 高校     26.80 
ｻﾜﾀﾞｺﾄﾐ 中野立志館高

 4 榊原 南実(1) 高校     26.96 
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ 飯山北高

 5 大日方 友理(2) 高校     27.35 
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾕﾘ 長野高

 6 廣川 さつき(3) 高校     27.54 
ﾋﾛｶﾜ ｻﾂｷ 文大長野高

 7 北澤 奈々美(1) 高校     27.82 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 篠ﾉ井高
山﨑 彩(3) 中学
ﾔﾏｻﾞｷｱﾔ 櫻ヶ岡中

女子

200m                

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ
4   653

9   999

2   924

7  5061

3  1096

8  4062

6  5365

5  1149
欠場

No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  5326

5  4340

4   988

9  1095

2  5454

8  2466

3  5361

6   749
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   815

4  4899

7   653

5   604

3  2181

2   981

8  1097

欠場
9  4970



決勝 8月22日 13:40

県新                54.56
大会新              57.68

 1 竹内 香織(2) 高校   1,04.26 
ﾀｹｳﾁ ｶｵﾘ 須坂高

 2 黒岩 彩花(2) 高校   1,04.37 
ｸﾛｲﾜｱﾔｶ 中野立志館高

 3 西堀 彩夏(1) 高校   1,05.05 
ﾆｼﾎﾞﾘ ｱﾔｶ 市立長野高

 4 小伊藤 詩織(1) 高校   1,06.74 
ｺｲﾄｳ ｼｵﾘ 篠ﾉ井高

 5 小林 愛麗(1) 高校   1,07.12 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾘ 文大長野高

 6 春日 美咲(1) 高校   1,08.47 
ｶｽｶﾞ ﾐｻｷ 篠ﾉ井高

 7 山口 芽吹(2) 高校   1,08.73 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾒﾌﾞｷ 市立長野高

 8 森山 遥(1) 高校   1,09.85 
ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙｶ 長野高専

女子

400m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   735

2   650

9   924

3  1095

6   998

5  1096

4   923

8  3517



予選 8月21日 10:55
決勝 8月21日 14:10

県新              2,09.64
大会新            2,17.30

[ 1組] [ 2組]

 1 小林 由佳(2) 高校   2,28.94 q  1 二本松 花名子(3) 高校   2,28.74 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ 長野日大高 ﾆﾎﾝﾏﾂ ｶﾅｺ 市立長野高

 2 三溝 あかね(2) 高校   2,32.34 q  2 前島 早瑛(1) 高校   2,36.26 q
ｻﾐｿﾞ ｱｶﾈ 長野高 ﾏｴｼﾞﾏ ｻｴ 長野高

 3 塩野 佳代子 一般   2,38.47 q  3 瀧澤 さくら(1) 高校   2,45.41 q
ｼｵﾉ ｶﾖｺ 須坂陸協 ﾀｷｻﾞﾜ ｻｸﾗ 篠ﾉ井高

 4 山口 芽吹(2) 高校   2,40.38 q  4 大橋 里緒(1) 高校   2,49.38 q
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾒﾌﾞｷ 市立長野高 ｵｵﾊｼ ﾘｵ 長野高専

 5 栗林 和ら(1) 高校   3,00.29  5 石田 葵(1) 高校   2,53.05 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾔﾜﾗ 飯山北高 ｲｼﾀﾞ ｱｵｲ 北部高
笠原 悠紀(2) 高校  6 松本 海南(2) 高校   3,01.34 
ｶｻﾊﾗ ﾕｳｷ 文大長野高 ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾐ 長野高
監物 侑花(1) 高校 江口 寧々(1) 高校
ｹﾝﾓﾂ ﾕｳｶ 須坂商高 ｴｸﾞﾁ ﾈﾈ 飯山北高

 1 二本松 花名子(3) 高校   2,18.75 
ﾆﾎﾝﾏﾂ ｶﾅｺ 市立長野高

 2 小林 由佳(2) 高校   2,30.49 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ 長野日大高

 3 三溝 あかね(2) 高校   2,31.45 
ｻﾐｿﾞ ｱｶﾈ 長野高

 4 前島 早瑛(1) 高校   2,33.19 
ﾏｴｼﾞﾏ ｻｴ 長野高

 5 塩野 佳代子 一般   2,42.67 
ｼｵﾉ ｶﾖｺ 須坂陸協

 6 大橋 里緒(1) 高校   2,48.57 
ｵｵﾊｼ ﾘｵ 長野高専

 7 瀧澤 さくら(1) 高校   2,51.25 
ﾀｷｻﾞﾜ ｻｸﾗ 篠ﾉ井高
山口 芽吹(2) 高校
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾒﾌﾞｷ 市立長野高

女子

800m                

予選 通過基準  2組  0着 + 8 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 記録／備考
2   953

3  2183

6   997

7  8702

5   923

欠場
8   705

欠場

順 ﾚｰﾝ

4   603

No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   916

8  2186

3  1099

4  3518

5   746

2   820

7   601
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   916

4   953

6  2183

5  2186

8  8702

2  3518

3  1099

欠場
9   923



決勝 8月22日 14:40

県新              4,23.10
大会新            4,48.24

 1 塩野 佳代子 一般   5,21.42 
ｼｵﾉ ｶﾖｺ 須坂陸協

 2 近藤 由実(2) 高校   5,24.68 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ 長野商業高

 3 原山 麻優(1) 高校   5,25.15 
ﾊﾗﾔﾏ ﾏﾕ 長野商業高

 4 渡辺 夏妃(2) 高校   5,41.06 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｷ 飯山北高

 5 大橋 里緒(1) 高校   5,42.44 
ｵｵﾊｼ ﾘｵ 長野高専

 6 栗林 和ら(1) 高校   5,57.56 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾔﾜﾗ 飯山北高

 7 高橋 彩女(2) 高校   6,00.18 
ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾒ 飯山高
川久保 美晴(1) 高校
ｶﾜｸﾎﾞ ﾐﾊﾙ 飯山北高
大硲 梨央(2) 高校
ｵｵﾊﾞ ﾘｵ 長野西高
斉藤 愛(2) 高校
ｻｲﾄｳ ｱｲ 飯山高
仁尾 沙織(2) 高校
ﾆｵ ｻｵﾘ 松代高
浅沼 彩花(1) 高校
ｱｻﾇﾏ ｱﾔｶ 文大長野高

女子

1500m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
12  8702

1   827

7   829

8   597

4  3518

6   603

5   609

2   602
欠場

3   785
欠場

9   611
欠場

10  1132
欠場

11   992
欠場



決勝 8月21日 15:55

県新              9,16.29
大会新           10,04.16

 1 松山 なつみ(2) 高校  10,51.05 
ﾏﾂﾔﾏﾅﾂﾐ 中野立志館高

 2 勝山 真子(3) 中学  11,00.42 
ｶﾂﾔﾏ ﾏｺ 戸倉上山田中

 3 関川 佳奈(2) 高校  11,28.58 
ｾｷｶﾞﾜ ｶﾅ 松代高

 4 高木 実穂(1) 中学  11,37.00 
ﾀｶｷﾞ ﾐﾎ 南宮中

 5 小島 梨紗(2) 高校  11,39.13 
ｺｼﾞﾏ ﾘｻ 長野高

 6 小山 翔子(2) 高校  11,45.34 
ｺﾔﾏ ｼｮｳｺ 須坂高

 7 曽根 真奈(1) 高校  11,55.57 
ｿﾈ ﾏﾅ 長野高

 8 大野  晴香(2) 中学  12,08.17 
ｵｵﾉ ﾊﾙｶ 更北中

 9 福島 風子(1) 中学  12,33.40 
ﾌｸｼﾏ ﾌｳｺ 南宮中

10 小林 紗也加(3) 中学  12,36.44 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 信濃中

11 井上 はな(1) 中学  12,46.46 
ｲﾉｳｴ ﾊﾅ 信濃中

12 丸山 らん(1) 中学  13,08.47 
ﾏﾙﾔﾏ ﾗﾝ 南宮中

13 水内 ひかり(2) 中学  13,12.12 
ﾐﾉﾁ ﾋｶﾘ 柳町中

14 江守あかね(2) 中学  14,14.16 
ｴﾓﾘｱｶﾈ 櫻ヶ岡中

15 山岸 千夏(2) 中学  14,21.36 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾁﾅﾂ 柳町中
渡辺 夏妃(2) 高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｷ 飯山北高
前島 美希(2) 高校
ﾏｴｼﾞﾏ ﾐｷ 長野高
浅沼 彩花(1) 高校
ｱｻﾇﾏ ｱﾔｶ 文大長野高
小林 真帆(3) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾎ 更北中
山﨑 千夏(3) 中学
ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾅﾂ 戸倉上山田中

女子

3000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
13   647

18  4056

12  1133

16  6497

3  2184

1   734

19   811

17  5474

14  6496

11  4576

9  4591

8  4450

6  4921

5  4986

4  4924

2   597
欠場

7   814
欠場

10   992
欠場

15  5479
欠場

20  4055
欠場



決勝 8月22日 13:55

県新                13.81
大会新              15.19

風速 +2.0

 1 大日方 紗愛(1) 高校     16.15 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ 文大長野高

 2 山﨑 智世(1) 高校     17.32 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾖ 長野吉田高

 3 原山 果歩(1) 高校     20.72 
ﾊﾗﾔﾏ ｶﾎ 屋代高
吉田 秀代(1) 高校
ﾖｼﾀ ﾞﾋﾃﾞﾖ 長野吉田高
大橋 風音(1) 高校
ｵｵﾊｼ ｶｻﾞﾈ 長野東高
風間 萌衣(2) 高校
ｶｻﾞﾏ ﾓｴ 篠ﾉ井高

女子

100mH(0.838m)       

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   999

4   757

5  1150

2   762
欠場

3   876
欠場

7  1094
欠場



決勝 8月21日 12:55

大会新            1,09.01

 1 吉村 知夏(2) 高校   1,03.08 
ﾖｼﾑﾗ ﾁﾅﾂ 長野吉田高

 2 庄田 ひかり(1) 高校   1,11.05 
ｼｮｳﾀ ﾞﾋｶﾘ 長野吉田高

 3 堀 緩菜(2) 高校   1,11.61 
ﾎﾘ ｶﾝﾅ 須坂高

 4 竹内 香織(2) 高校   1,13.13 
ﾀｹｳﾁ ｶｵﾘ 須坂高
山田 聡子(1) 高校
ﾔﾏﾀ ﾞｻﾄｺ 長野高
風間 萌衣(2) 高校
ｶｻﾞﾏ ﾓｴ 篠ﾉ井高
瀧澤 彩(1) 高校
ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ 長野高
山﨑 智世(1) 高校
ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾖ 長野吉田高

女子

400mH(0.762m)       

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   751

大会新
3   758

4   737

8   735

2   817
欠場

5  1094
欠場

6   813
欠場

9   757
欠場



予選 8月21日 11:35
決勝 8月21日 16:55

県混新              47.25
県新                47.90
大会新              49.67

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 長野高   819 塚田 舞(1)     51.35 q  1   4 長野吉田高   752 檀原 三枝(2)     51.28 q

ﾅｶﾞﾉｺｳ ﾂｶﾀ ﾏｲ ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ﾀﾞﾝﾊﾞﾗ ﾐｴ
  815 新井 美貴子(1)   757 山﨑 智世(1)

ｱﾗｲ ﾐｷｺ ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾖ
  816 川口 真生(1)   764 藤牧 夏美(1)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｵ ﾌｼﾞﾏｷ ﾅﾂﾐ
 2181 大日方 友理(2)   751 吉村 知夏(2)

ｵﾋﾞﾅﾀ ﾕﾘ ﾖｼﾑﾗ ﾁﾅﾂ
 2   3 篠ﾉ井高  1098 竹内 彩華(1)     53.50 q  2   2 中野立志館高   649 中嶋 貴子(2)     52.15 q

ｼﾉﾉｲｺｳ ﾀｹｳﾁ ｻﾔｶ ﾘｯｼｶﾝ ﾅｶｼﾞﾏﾀｶｺ
 1097 北澤 奈々美(1)   650 黒岩 彩花(2)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ ｸﾛｲﾜｱﾔｶ
 1095 小伊藤 詩織(1)   651 田幸 結花(2)

ｺｲﾄｳ ｼｵﾘ ﾀｺｳﾕｶ
 1096 春日 美咲(1)   653 澤田 琴美(1)

ｶｽｶﾞ ﾐｻｷ ｻﾜﾀﾞｺﾄﾐ
 3   6 文大長野高   991 原山 祐希(2)     53.77 q  3   6 長野高専  3517 森山 遥(1)     54.05 q

ﾌﾞﾝﾀﾞｲﾅｶﾞﾉｺｳ ﾊﾗﾔﾏ ﾕｳｷ ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙｶ
  988 石井 友衣(2)  3514 吉原 沙季(3)

ｲｼｲ ﾕｲ ﾖｼﾊﾗ ｻｷ
  998 小林 愛麗(1)  8043 藤澤 緑(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾘ ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾄﾞﾘ
  999 大日方 紗愛(1)  8036 宮澤 留美(5)

ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙﾐ
 4   2 飯山北高   586 松村 輝(1)     54.50 q   3 更級農業高  2136 北澤 舞(1)

ｲｲﾔﾏｷﾀｺｳ ﾏﾂﾑﾗ ﾋｶﾙ ｻﾗｼﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｲ 失格
  605 原田 優希(1)  2137 甲田 彩華(1)

ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｷ ｺｳﾀﾞ ｻﾔｶ
  599 上松 涼乃(1)  2138 若林 美樹(1)

ｱｹﾞﾏﾂ ｽｽﾞﾉ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｷ
  604 榊原 南実(1)  2139 名畑 美紗希(1)

ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ ﾅﾊﾞﾀ ﾐｻｷ
 5   5 長野西高   780 大蔵 梢(1)     57.03 q   5 松代高

ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ ｵｵｸﾗ ｺｽﾞｴ ﾏﾂｼﾛｺｳ 欠場
  781 金子 侑香里(1)

ｶﾈｺ ﾕｶﾘ
  785 大硲 梨央(2)

ｵｵﾊﾞ ﾘｵ
  784 飯嶋 桜子(2)

ｲｲｼﾞﾏ ｻｸﾗｺ

女子

4×100mR            

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 長野吉田高   752 檀原 三枝(2)     51.26 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ﾀﾞﾝﾊﾞﾗ ﾐｴ
  757 山﨑 智世(1)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾖ
  764 藤牧 夏美(1)

ﾌｼﾞﾏｷ ﾅﾂﾐ
  751 吉村 知夏(2)

ﾖｼﾑﾗ ﾁﾅﾂ
 2   5 長野高   819 塚田 舞(1)     51.61 

ﾅｶﾞﾉｺｳ ﾂｶﾀ ﾏｲ
  815 新井 美貴子(1)

ｱﾗｲ ﾐｷｺ
  816 川口 真生(1)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｵ
 2181 大日方 友理(2)

ｵﾋﾞﾅﾀ ﾕﾘ
 3   8 長野高専  3517 森山 遥(1)     53.59 

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙｶ
 3514 吉原 沙季(3)

ﾖｼﾊﾗ ｻｷ
 8043 藤澤 緑(4)

ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾄﾞﾘ
 8036 宮澤 留美(5)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙﾐ
 4   9 文大長野高   991 原山 祐希(2)     54.22 

ﾌﾞﾝﾀﾞｲﾅｶﾞﾉｺｳ ﾊﾗﾔﾏ ﾕｳｷ
  988 石井 友衣(2)

ｲｼｲ ﾕｲ
  998 小林 愛麗(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾘ
  999 大日方 紗愛(1)

ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ
 5   2 飯山北高   586 松村 輝(1)     54.56 

ｲｲﾔﾏｷﾀｺｳ ﾏﾂﾑﾗ ﾋｶﾙ
  605 原田 優希(1)

ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｷ
  599 上松 涼乃(1)

ｱｹﾞﾏﾂ ｽｽﾞﾉ
  604 榊原 南実(1)

ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ
 6   3 長野西高   780 大蔵 梢(1)     56.46 

ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ ｵｵｸﾗ ｺｽﾞｴ
  781 金子 侑香里(1)

ｶﾈｺ ﾕｶﾘ
  785 大硲 梨央(2)

ｵｵﾊﾞ ﾘｵ
  784 飯嶋 桜子(2)

ｲｲｼﾞﾏ ｻｸﾗｺ
 7   7 中野立志館高   649 中嶋 貴子(2)     56.68 

ﾘｯｼｶﾝ ﾅｶｼﾞﾏﾀｶｺ
  650 黒岩 彩花(2)

ｸﾛｲﾜｱﾔｶ
  651 田幸 結花(2)

ﾀｺｳﾕｶ
  653 澤田 琴美(1)

ｻﾜﾀﾞｺﾄﾐ
  6 篠ﾉ井高  1098 竹内 彩華(1)

ｼﾉﾉｲｺｳ ﾀｹｳﾁ ｻﾔｶ 欠場
 1097 北澤 奈々美(1)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ
 1095 小伊藤 詩織(1)

ｺｲﾄｳ ｼｵﾘ
 1096 春日 美咲(1)

ｶｽｶﾞ ﾐｻｷ

4×100mR            
決勝

女子



決勝 8月22日 16:00

県新              3,53.38
大会新            4,04.39

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 長野吉田高   768 宮澤 七夕子(3)   4,05.17 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂｺ
  766 青沼 瑞季(3)

ｱｵﾇﾏ ﾐｽﾞｷ
  751 吉村 知夏(2)

ﾖｼﾑﾗ ﾁﾅﾂ
  760 木田 真美子(1)

ｷﾀﾞ ﾏﾐｺ
 2   8 中野立志館高   654 高橋 遼香(1)   4,32.56 

ﾘｯｼｶﾝ ﾀｶﾊｼﾊﾙｶ
  649 中嶋 貴子(2)

ﾅｶｼﾞﾏﾀｶｺ
  650 黒岩 彩花(2)

ｸﾛｲﾜｱﾔｶ
  653 澤田 琴美(1)

ｻﾜﾀﾞｺﾄﾐ
 3   2 篠ﾉ井高  1095 小伊藤 詩織(1)   4,32.59 

ｼﾉﾉｲｺｳ ｺｲﾄｳ ｼｵﾘ
 1097 北澤 奈々美(1)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ
 1099 瀧澤 さくら(1)

ﾀｷｻﾞﾜ ｻｸﾗ
 1096 春日 美咲(1)

ｶｽｶﾞ ﾐｻｷ
 4   4 長野東部中  5018 前田 璃奈(2)   4,38.96 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾏｴﾀﾞ ﾘﾅ
 5014 佐越 佑美(2)

ｻｺｼ ﾕﾐ
 5019 宮坂 栞(2)

ﾐﾔｻｶ ｼｵﾘ
 5015 鈴木 紗綾(2)

ｽｽﾞｷ ｻﾔ
  6 飯山北高   605 原田 優希(1)

ｲｲﾔﾏｷﾀｺｳ ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｷ 失格
  604 榊原 南実(1)

ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ
  597 渡辺 夏妃(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｷ
  603 栗林 和ら(1)

ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾔﾜﾗ
  3 文大長野高

ﾌﾞﾝﾀﾞｲﾅｶﾞﾉｺｳ 欠場

  5 長野西高
ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ 欠場

女子

4×400mR            

決勝



決勝 8月22日  9:30

県新                 1.81
大会新               1.61

町田 佳菜子(1) 高校
ﾏﾁﾀ ﾞｶﾅｺ 長野吉田高
中嶋 貴子(2) 高校
ﾅｶｼﾞﾏﾀｶｺ 中野立志館高
寺島 ひかり(2) 高校
ﾃﾗｼﾏ ﾋｶﾘ 長野吉田高
町田 歩美(1) 高校
ﾏﾁﾀﾞ ｱﾕﾐ 長野商業高
倉石 麻生(1) 高校
ｸﾗｲｼ ﾏｷ 長野高専
北澤 舞(1) 高校
ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｲ 更級農業高
高橋 遼香(1) 高校
ﾀｶﾊｼﾊﾙｶ 中野立志館高
竹内 彩華(1) 高校 欠場
ﾀｹｳﾁ ｻﾔｶ 篠ﾉ井高

女子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m30 1m35 備考1m20 1m25 1m40 1m45 1m50 1m55
1 5   763

- - - - O XO XXX  1.45

2 6   649
- - O O O XXO XXX  1.45

3 7   753
- - - - XO XXX  1.40

4 3   830
- O O O XXX  1.35

5 2  3516
O O O XXX  1.30

6 1  2136
O XO XXX  1.25

4   654
XXX

8  1098



決勝 8月22日 10:00

県新                 4.01
大会新               3.00

髙原 乃友莉(3) 中学
ﾀｶﾊﾗ ﾉﾕﾘ 更北中
田幸 結花(2) 高校
ﾀｺｳﾕｶ 中野立志館高
中村 美輝(3) 中学
ﾅｶﾑﾗ ﾐｷ 飯綱中
夏目 彩菜(2) 中学
ﾅﾂﾒ ｱﾔﾅ 常盤中
酒井 美紀(2) 中学
ｻｶｲ ﾐｷ 常盤中
神山 千里(2) 中学
ｶﾐﾔﾏ ﾁｻﾄ 常盤中
依田 郷子 一般 欠場
ﾖﾀﾞ ｻﾄｺ いよだAC

女子

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録2m20 2m30 備考1m80 2m00 2m40 2m50 2m60 2m70
1 7  5480

- O O O O O O XXX  2.60

2 5   651
- O O XO O XXX  2.40

3 3  4548
O XO XXX  2.00

4 2  4231
XO XO XXX  2.00

5 4  4223
O XXX  1.80

6 1  4230
XO XXX  1.80

6  8593



決勝 8月22日 12:30

県新                 6.41
大会新               5.54

市村 美紀(2) 高校   4.38   4.63   4.78   4.73   4.79   4.83    4.83 
ｲﾁﾑﾗ ﾐｷ 市立長野高   +1.3   +1.6   +2.8   +1.9   +1.5   +1.3    +1.3
北村 梨恵(1) 高校   4.83   4.65   4.68   4.78    X    X    4.83 
ｷﾀﾑﾗ ﾘｴ 長野吉田高   +0.9   +2.4    0.0   +0.8    +0.9
榊原 南実(1) 高校   4.62   4.04    X    X   4.63   4.45    4.63 
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ 飯山北高   +3.9   +3.5   +1.4   +2.9    +1.4
飯嶋 桃子(2) 高校   4.36    X   4.54   4.14   4.41   4.25    4.54 
ｲｲｼﾞﾏ ﾓﾓｺ 長野商業高   +0.2   +1.2   +2.6   +2.5   +2.9    +1.2
本間 友梨(2) 高校   4.48   4.43   4.49   4.45    X   4.26    4.49 
ﾎﾝﾏ ﾕﾘ 長野商業高   +1.8   +1.0   +2.0   +2.3   +1.5    +2.0
中嶋 貴子(2) 高校   4.17    X   4.45    X   4.34    -    4.45 
ﾅｶｼﾞﾏﾀｶｺ 中野立志館高   +2.5   +2.9   +1.1    +2.9
武田 沙也加(1) 高校   4.33   4.16   4.42   4.35   4.28   4.25    4.42 
ﾀｹﾀﾞ ｻﾔｶ 松代高   +0.3   +1.2   +1.1   +0.8   +1.7   +2.3    +1.1
宮澤 真由(2) 高校    X   4.01   4.28   4.08   4.26   4.38    4.38 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾕ 長野日大高   +2.0   +3.1   +1.1   +0.7   +2.1    +2.1
山越 菜恵(1) 高校   4.18   2.52   4.06    4.18 
ﾔﾏｺｼ ﾅｴ 長野俊英高   +1.2   +1.0   +1.4    +1.2
金子 侑香里(1) 高校   3.95   4.15   3.94    4.15 
ｶﾈｺ ﾕｶﾘ 長野西高   +1.1   +2.4   +1.4    +2.4
森山 遥(1) 高校   4.10   4.12   4.00    4.12 
ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙｶ 長野高専   +1.7   +0.1   +1.8    +0.1
松村 輝(1) 高校   3.93   4.03   3.89    4.03 
ﾏﾂﾑﾗ ﾋｶﾙ 飯山北高   +0.4   +1.3   +2.2    +1.3
上松 涼乃(1) 高校   3.54   3.62   3.79    3.79 
ｱｹﾞﾏﾂ ｽｽﾞﾉ 飯山北高   +1.6   -0.3   +1.4    +1.4
大蔵 梢(1) 高校    X   3.66   3.61    3.66 
ｵｵｸﾗ ｺｽﾞｴ 長野西高   +1.4   +1.2    +1.4
田幸 結花(2) 高校 欠場
ﾀｺｳﾕｶ 中野立志館高

女子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 14   922

-5-

2 15   772

3 12   604

4 10   828

5 8   826

6 11   649

7 7  1116

8 13  2151

9 5  2462

10 4   781

11 6  3517

12 3   586

9   651

13 1   599

14 2   780



決勝 8月22日 14:30

県新                13.70
大会新              11.54

中村 麻衣(3) 高校
ﾅｶﾑﾗﾏｲ 中野立志館高
飯嶋 桜子(2) 高校
ｲｲｼﾞﾏ ｻｸﾗｺ 長野西高
渡邉 莉帆(1) 高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾎ 長野商業高
原山 祐希(2) 高校
ﾊﾗﾔﾏ ﾕｳｷ 文大長野高
中澤 千夏(2) 高校
ﾅｶｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ 市立長野高
飯嶋 桃子(2) 高校
ｲｲｼﾞﾏ ﾓﾓｺ 長野商業高
中村 友理佳(2) 高校
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘｶ 須坂東高
丸山 佳奈(2) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ｶﾅ 長野工業高
矢島 梨恵(1) 高校
ﾔｼﾞﾏ ﾘｴ 長野俊英高
渡邉 帆南(1) 高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎﾅﾐ 長野商業高
北澤 舞(1) 高校
ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｲ 更級農業高
足立 早希子(1) 高校
ｱﾀﾞﾁ ｻｷｺ 飯山北高
島田 佑生子(2) 高校
ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｺ 長野俊英高
金子 由香里(2) 高校
ｶﾈｺ ﾕｶﾘ 長野日大高
若林 美樹(1) 高校
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 更級農業高

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 15   646

 8.37  8.93  8.47  8.34  7.92  8.71   8.93 

2 13   784
 7.83  8.64  8.40  8.03   X  8.56   8.64 

3 4   832
 8.07  8.63  8.15  8.38  8.59  8.30   8.63 

4 11   991
 8.29  7.83  7.79  7.84  7.41  7.59   8.29 

5 14   921
 7.85  7.72  7.97  7.55  8.01  6.90   8.01 

6 8   828
 7.34  7.78  7.23  7.09  7.47  7.19   7.78 

7 10   706
 7.65  7.22  7.30  7.29  7.22  6.75   7.65 

8 12   856
 6.96  7.09  7.58   7.58 

9 7  2461
  X  6.10  6.99   6.99 

10 6   831
 6.42  6.62  6.82   6.82 

11 1  2136
 6.55  6.00  6.74   6.74 

12 9   600
 6.50  6.20  6.23   6.50 

13 2  2465
 5.57   O   O   5.57 

14 5  2158
  X  5.35   O

15 3  2138
 4.84   O   O   4.84 

  5.35 



決勝 8月21日 15:00

県新                45.73
大会新              40.61

原山 祐希(2) 高校
ﾊﾗﾔﾏ ﾕｳｷ 文大長野高
中澤 千夏(2) 高校
ﾅｶｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ 市立長野高
藤澤 緑(4) 大学
ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾄﾞﾘ 長野高専
村田 香織(3) 高校
ﾑﾗﾀ ｶｵﾘ 松代高
本間 友梨(2) 高校
ﾎﾝﾏ ﾕﾘ 長野商業高
中村 麻衣(3) 高校
ﾅｶﾑﾗﾏｲ 中野立志館高
依田 菜月(3) 中学
ﾖﾀﾞﾅﾂｷ 櫻ヶ岡中
山田 沙代子(2) 高校
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾖｺ 篠ﾉ井高
栗原 真衣子(1) 高校
ｸﾘﾊﾗ ﾏｲｺ 屋代高
甲田 彩華(1) 高校
ｺｳﾀﾞ ｻﾔｶ 更級農業高
吉澤 涼夏(2) 中学
ﾖｼｻﾞﾜ ｽｽﾞｶ 裾花中
浦野 皐月(2) 中学
ｳﾗﾉ ｻﾂｷ 三陽中
名畑 美紗希(1) 高校
ﾅﾊﾞﾀ ﾐｻｷ 更級農業高
足立 早希子(1) 高校 欠場
ｱﾀﾞﾁ ｻｷｺ 飯山北高

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 13   991

  X   O 31.15 33.37   O   O  33.37 

2 12   921
  O   O 28.64   O   O   O  28.64 

3 14  8043
  X 28.05   O   O   O 28.36  28.36 

4 11  1136
  X 23.11   X   O 27.73   O  27.73 

5 8   826
  O 27.33   O   O   O   O  27.33 

6 9   646
  O   O 23.42   X   O 25.15  25.15 

7 10  4969
23.54   O   O   O   X 23.89  23.89 

8 6  1089
  X   O 23.48   O   X   O  23.48 

9 7  1146
  O   O 22.31  22.31 

10 4  2137
  O   O 19.00  19.00 

11 5  5239
  O   O 18.22  18.22 

12 1  6512
  O   O 18.14  18.14 

13 2  2139
16.92   O   O

3   600

 16.92 



決勝 8月21日 10:00

県新                42.42
大会新              35.04

小林 茜(1) 大学
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾈ 松本大

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

  X   O 31.14  31.14 
1 1  8050

31.05   O   O



決勝 8月22日  9:30

県新                57.17
大会新              51.16

竹内 希(3) 高校
ﾀｹｳﾁ ﾉｿﾞﾐ 松代高
輪島 繭理(2) 高校
ﾜｼﾞﾏ ﾏﾕﾘ 長野吉田高
矢島 梨恵(1) 高校
ﾔｼﾞﾏ ﾘｴ 長野俊英高
金子 由香里(2) 高校
ｶﾈｺ ﾕｶﾘ 長野日大高
山田 沙代子(2) 高校
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾖｺ 篠ﾉ井高
中澤 千夏(2) 高校
ﾅｶｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ 市立長野高
原山 志帆(1) 高校
ﾊﾗﾔﾏ ｼﾎ 須坂東高
丸山 佳奈(2) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ｶﾅ 長野工業高
甲田 彩華(1) 高校
ｺｳﾀﾞ ｻﾔｶ 更級農業高
渡邉 帆南(1) 高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎﾅﾐ 長野商業高
若林 美樹(1) 高校
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 更級農業高
渡邉 莉帆(1) 高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾎ 長野商業高
名畑 美紗希(1) 高校
ﾅﾊﾞﾀ ﾐｻｷ 更級農業高

女子

やり投(0.600kg)     

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 13  1138

  O   O 41.95   O   X   O  41.95 

2 12   754
  O 33.03   O   O   O   O  33.03 

3 7  2461
  O   O 31.06   O   O   X  31.06 

4 10  2158
  O   O   O   O 29.62   O  29.62 

5 11  1089
  O   O   O 29.55   O   O  29.55 

6 8   921
  O   O 28.17   O   X   O  28.17 

7 9   707
  O   O   O   X   O 28.12  28.12 

8 6   856
  O   O   O   O 26.80   X  26.80 

9 5  2137
  O 24.16   O  24.16 

10 2   831
  O   O 22.65  22.65 

11 1  2138
  X 22.57   O  22.57 

12 4   832
17.96   O   O

13 3  2139
  O   O 14.00  14.00 

 17.96 



予選 8月22日 11:00
決勝 8月22日 14:15

県中記録            12.29
県中手記            12.0 
大会新              12.95

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +1.0

 1 戸田 麻由(2) 中学     13.89 q  1 花岡 里咲(2) 中学     13.39 q
ﾄﾀﾞ ﾏﾕ 犀陵中 ﾊﾅｵｶ ﾘｻ 長野北部中

 2 小松 礼佳(2) 中学     14.07  2 村松 広捺(3) 中学     14.16 
ｺﾏﾂ ｱﾔｶ 柳町中 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ 飯綱中

 3 宮坂 苑実(2) 中学     14.47  3 中田  亜希(2) 中学     14.42 
ﾐﾔｻｶｿﾉﾐ 櫻ヶ岡中 ﾅｶﾀﾞ ｱｷ 更北中

 4 中村彩貴(3) 中学     14.47  4 生形 光(1) 中学     14.55 
ﾅｶﾑﾗ ｻｷ 小布施中 ｳﾌﾞｶﾀ ﾋｶﾘ 長野日大中

 5 帶刀 千佳(3) 中学     14.71  5 風間  梨央(2) 中学     14.59 
ﾀﾃﾜｷ ﾁｶ 飯綱中 ｶｻﾞﾏ ﾘｵ 篠ﾉ井西中

 6 曽我部 みらい(2) 中学     15.08  6 利根川 萌水(2) 中学     14.82 
ｿｶﾞﾍﾞ ﾐﾗｲ 高社中 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾓｴﾐ 戸倉上山田中

 7 長島 遥(2) 中学     15.14  7 水田 晴南(1) 中学     14.90 
ﾅｶﾞｼﾏ ﾊﾙｶ 南宮中 ﾐｽﾞﾀ ﾊﾙﾅ 信濃中

 8 小林 夢実(2) 中学     16.17  8 西村 咲月(1) 中学     16.23 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒﾐ 長野北部中 ﾆｼﾑﾗ ｻﾂｷ 川中島中

 9 藤木 志歩(1) 中学     16.90  9 大庭 桜子(2) 中学     17.22 
ﾌｼﾞｷ ｼﾎ 栄中 ｵｵﾊﾞ ﾓﾓｺ 栄中

[ 3組] 風速 +2.6 [ 4組] 風速 +2.5

 1 川村 吉乃(2) 中学     13.69 q  1 安倍 史恵(3) 中学     13.46 q
ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ 附属長野中 ｱﾍﾞ ﾌﾐｴ 篠ﾉ井西中

 2 安藤 美早紀(1) 中学     13.76 q  2 宮澤 小春(1) 中学     14.32 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｻｷ 松代中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｺﾊﾙ 柳町中

 3 信太 ひなの(2) 中学     13.91  3 竹内 美結(3) 中学     14.33 
ﾉﾌﾞﾀ  ﾋﾅﾉ 須坂東中 ﾀｹｳﾁ ﾐﾕ 信濃中

 4 早瀬 真夏(2) 中学     14.32  4 西澤 美優(2) 中学     14.50 
ﾊﾔｾ ﾏﾅﾂ 柳町中 ﾆｼｻﾞﾜ ﾐﾕ 東北中

 5 高橋 飛鳥(2) 中学     14.63  5 仲條 美里(3) 中学     15.17 
ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ 三陽中 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾐｻﾄ 飯山城北中

 6 玉井 奈菜美(1) 中学     14.78  6 井出 さくら(1) 中学     15.36 
ﾀﾏｲ ﾅﾅﾐ 墨坂中 ｲﾃﾞ ｻｸﾗ 川中島中

 7 近藤 柚花(1) 中学     15.28  7 長﨑 真子(1) 中学     15.38 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｶ 戸倉上山田中 ﾅｶﾞｻｷ ﾏｺ 篠ﾉ井東中

 8 鹿住 莉紅(2) 中学     15.61  8 高橋 瞳(1) 中学     15.71 
ｶｽﾞﾐ ﾘｸ 信濃中 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 中野平中
小林 果楠(1) 中学  9 和田 香奈子(2) 中学     15.73 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅﾝ 南宮中 ﾜﾀﾞ ｶﾅｺ 裾花中

[ 5組] 風速 -0.9 [ 6組] 風速  0.0

 1 鈴木 千穂(3) 中学     13.07 q  1 朝田 茉由(2) 中学     14.16 
ｽｽﾞｷ ﾁﾎ 飯山城北中 ｱｻﾀﾞ ﾏﾕ 中野平中

 2 唐沢 美玲(2) 中学     13.95  2 山口 春香(2) 中学     14.74 
ｶﾗｻﾜ ﾐﾚｲ 長野東部中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 松代中

 3 相澤 ななみ(1) 中学     14.22  3 前田 菜緒(3) 中学     14.93 
ｱｲｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 裾花中 ﾏｴﾀﾞ ﾅｵ 戸倉上山田中

 4 山岸 亜由美(2) 中学     14.33  4 武田 美咲(2) 中学     14.93 
ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾕﾐ 長野西部中 ﾀｹﾀﾞ ﾐｻｷ 豊野中

 5 羽鳥 萌子(2) 中学     15.00  5 吉田  杏(2) 中学     15.27 
ﾊﾄﾘ ﾓｴｺ 三陽中 ﾖｼﾀﾞ ｱﾝｽﾞ 三陽中

 6 山﨑 未可子(2) 中学     15.03  6 田中 莉佳子(1) 中学     15.57 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｶｺ 飯綱中 ﾀﾅｶ ﾘｶｺ 犀陵中

 7 吉田ゆみ(2) 中学     15.06  7 高橋 里実(1) 中学     15.99 
ﾖｼﾀﾞ ﾕﾐ 小布施中 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾐ 墨坂中

 8 小泉 理沙(2) 中学     16.45 髙橋 文香(2) 中学
ｺｲｽﾞﾐ ﾘｻ 川中島中 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐｶ 長野東部中

 9 武田 利香子(2) 中学     16.54 
ﾀｹﾀﾞ ﾘｶｺ 栄中

中学女子

100m                

予選 通過基準  10組  0着 + 8 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 記録／備考
4  5265

7  4919

1  4981

9  4177

2  5145

6  4547

5  4491

3  4808

順 ﾚｰﾝ

8  4440

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  5144

8  4551

7  5471

5  6199

9  5331

4  4036

6  4587

3  5448

1  4797

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考
3  5617

1  5356

9  4314

6  4920

7  4581

8  5082

5  4285

2  4455
欠場

順 ﾚｰﾝ No.
8  5326

4  4049

3  4907

2  4577

7  5123

9  4894

6  5445

1  5305

4  4485

5  5241

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

3  5057
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[ 7組] 風速 -0.8 [ 8組] 風速 +0.4

 1 中村  綾恵(2) 中学     14.36  1 土屋光那(2) 中学     13.84 q
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｴ 篠ﾉ井西中 ﾂﾁﾔ ﾐﾅ 小布施中

 2 吉田 成花(2) 中学     14.41  2 市川 さやか(1) 中学     14.02 
ﾖｼﾀﾞ ｾｲｶ 附属長野中 ｲﾁｶﾜ ｻﾔｶ 裾花中

 3 佐藤 瑞季(2) 中学     14.45  3 松本 彩香(2) 中学     14.70 
ｻﾄｳ ﾐｽﾞｷ 高社中 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔｶ 東北中

 4 渡辺 ゆきの(1) 中学     14.56  4 池田 悠(1) 中学     14.82 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ 長野東部中 ｲｹﾀﾞ ﾕｳ 長野北部中

 5 湯本 紗弓(1) 中学     14.78  5 藤澤 希梨(1) 中学     14.89 
ﾕﾓﾄ  ｻﾕﾐ 山ﾉ内中 ﾌｼﾞｻﾜ ｷﾘ 須坂東中

 6 家塚 みのり(2) 中学     14.91  6 島田 真菜美(1) 中学     14.99 
ｲｴﾂﾞｶ ﾐﾉﾘ 飯山城南中 ｼﾏﾀﾞ ﾏﾅﾐ 常盤中

 7 笹川 なつ実(2) 中学     15.54  7 岡沢 理沙(1) 中学     15.40 
ｻｻｶﾞﾜ ﾅﾂﾐ 長野西部中 ｵｶｻﾞﾜ ﾘｻ 篠ﾉ井東中

 8 青木 萌(2) 中学     16.26  8 増尾 小春(1) 中学     15.45 
ｱｵｷ ﾓｴ 常盤中 ﾏｽｵ ｺﾊﾙ 飯山城南中

[ 9組] 風速 +0.9 [ 10組] 風速 +1.4

 1 大塚 七海子(1) 中学     13.87 q  1 宮本 優(2) 中学     13.97 
ｵｵﾂｶ ﾅﾐｺ 附属長野中 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳ 中野平中

 2 黒岩 夏都妃(2) 中学     13.92  2 加納 茉弥(1) 中学     14.09 
ｸﾛｲﾜﾅﾂｷ 相森中 ｶﾉｳﾏﾔ 櫻ヶ岡中

 3 下岡 夕奈(3) 中学     14.38  3 藤澤 加奈(2) 中学     14.09 
ｼﾓｵｶﾕｳﾅ 櫻ヶ岡中 ﾌｼﾞｻﾜ ｶﾅ 墨坂中

 4 田中 咲(2) 中学     14.60  4 田中 沙季(2) 中学     14.59 
ﾀﾅｶ ｻｷ 長野西部中 ﾀﾅｶ ｻｷ 飯山城北中

 5 古川 葉月(3) 中学     14.79  5 田中  那奈(2) 中学     14.83 
ﾌﾙｶﾜ ﾊﾂﾞｷ 飯山城南中 ﾀﾅｶ ﾅﾅ 更北中

 6 川出 笑美(2) 中学     15.21  6 野崎 せりか(2) 中学     15.20 
ｶﾜﾃﾞ ｴﾐ 篠ﾉ井東中 ﾉｻﾞｷ  ｾﾘｶ 山ﾉ内中

 7 樟原 そら美(2) 中学     15.28  7 村石 果恋(2) 中学     15.44 
ｸｽﾊﾗ ｿﾗﾐ 松代中 ﾑﾗｲｼ ｶﾚﾝ 常盤中

 8 関 若奈(1) 中学     15.33  8 横田 彩夏(1) 中学     15.71 
ｾｷ ﾜｶﾅ 南宮中 ﾖｺﾀ ｱﾔｶ 犀陵中

風速 +1.1

 1 鈴木 千穂(3) 中学     12.91 
ｽｽﾞｷ ﾁﾎ 飯山城北中

 2 花岡 里咲(2) 中学     13.45 
ﾊﾅｵｶ ﾘｻ 長野北部中

 3 安倍 史恵(3) 中学     13.57 
ｱﾍﾞ ﾌﾐｴ 篠ﾉ井西中

 4 戸田 麻由(2) 中学     13.78 
ﾄﾀﾞ ﾏﾕ 犀陵中

 5 土屋光那(2) 中学     13.82 
ﾂﾁﾔ ﾐﾅ 小布施中

 6 川村 吉乃(2) 中学     13.91 
ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ 附属長野中

 7 大塚 七海子(1) 中学     13.91 
ｵｵﾂｶ ﾅﾐｺ 附属長野中

 8 安藤 美早紀(1) 中学     13.94 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｻｷ 松代中

中学女子
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予選 8月22日  9:30
決勝 8月22日 13:30

県中新              58.70
大会新            1,00.29

[ 1組] [ 2組]

 1 傳田 雪香(2) 中学   1,03.78 q  1 酒井  雛(2) 中学   1,08.74 q
ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｷｶ 長野東部中 ｻｶｲ ﾋﾅ 更北中

 2 酒井 朝羽(2) 中学   1,10.86  2 加藤 利佳(2) 中学   1,12.38 
ｻｶｲ ｱｻﾊ 附属長野中 ｶﾄｳﾘｶ 櫻ヶ岡中

 3 中島  雪乃(1) 中学   1,11.14  3 丸山 紗矢夏(1) 中学   1,15.69 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷﾉ 更北中 ﾏﾙﾔﾏ ｻﾔｶ 飯山城北中

 4 藤原 由佳(1) 中学   1,16.29  4 府中 咲花(1) 中学   1,18.88 
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｶ 三陽中 ﾌﾁｭｳ ｴﾐｶ 柳町中

 5 月岡 雛乃(2) 中学   1,17.59 依田 弘美(1) 中学
ﾂｷｵｶ ﾋﾅﾉ 飯山城北中 ﾖﾀﾞ ﾋﾛﾐ 上田第五中

 6 鈴木 真優(1) 中学   1,18.67 山﨑 実紗(1) 中学
ｽｽﾞｷ ﾏﾕ 長野北部中 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｻ 広徳中

 7 矢野 芙佑華(1) 中学   1,22.67 
ﾔﾉ ﾌﾕｶ 柳町中

[ 3組] [ 4組]

 1 原山 美優(3) 中学   1,04.88 q  1 村上 りさ子(3) 中学   1,01.28 q
ﾊﾗﾔﾏﾐﾕｳ 櫻ヶ岡中 ﾑﾗｶﾐ ﾘｻｺ 飯山城北中

 2 半田 聖蘭(1) 中学   1,06.68 q  2 田島 彩花(3) 中学   1,06.24 q
ﾊﾝﾀﾞ ｾｲﾗ 戸倉上山田中 ﾀｼﾞﾏ ｱﾔｶ 川中島中

 3 小嶋 沙季(2) 中学   1,08.94 q  3 宮坂 栞(2) 中学   1,09.56 
ｺｼﾞﾏ ｻｷ 附属長野中 ﾐﾔｻｶ ｼｵﾘ 長野東部中

 4 倉科紗夏(1) 中学   1,08.97 q  4 古川実央梨(1) 中学   1,12.19 
ｸﾗｼﾅ ｽｽﾞｶ 小布施中 ﾌﾙｶﾜ ﾐｵﾘ 小布施中

 5 田中 りん(1) 中学   1,11.95  5 赤松 英(1) 中学   1,12.67 
ﾀﾅｶ ﾘﾝ 中野平中 ｱｶﾏﾂ ﾊﾅ 信濃中

 6 臼井  愛永(2) 中学   1,14.09  6 大井 愛香(1) 中学   1,15.95 
ｳｽｲ ﾏﾅｴ 篠ﾉ井西中 ｵｵｲ ｱｲｶ 長野北部中

 7 岡村 五輪文(1) 中学   1,24.07  7 米山 真未(1) 中学   1,20.11 
ｵｶﾑﾗ ｲﾘﾐ 三陽中 ﾖﾈﾔﾏ ﾏﾐ 三陽中

[ 5組]

 1 後藤田 ほたる(2) 中学   1,09.43 
ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾎﾀﾙ 中野平中

 2 宮坂 苑実(2) 中学   1,09.91 
ﾐﾔｻｶｿﾉﾐ 櫻ヶ岡中

 3 浅見梨佳(1) 中学   1,10.88 
ｱｻﾐ ﾘｶ 小布施中

 4 木下 かのん(1) 中学   1,17.74 
ｷﾉｼﾀ ｶﾉﾝ 長野東部中

 5 山岸 珠巳(1) 中学   1,17.94 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾀﾏﾐ 柳町中

 6 梅嵜 日菜(1) 中学   1,19.60 
ｳﾒｻﾞｷ ﾋﾅ 木島平中
松澤  彩(2) 中学
ﾏﾂｻﾞﾜ ｻｴ 附属長野中

 1 村上 りさ子(3) 中学   1,01.83 
ﾑﾗｶﾐ ﾘｻｺ 飯山城北中

 2 傳田 雪香(2) 中学   1,04.18 
ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｷｶ 長野東部中

 3 半田 聖蘭(1) 中学   1,05.42 
ﾊﾝﾀﾞ ｾｲﾗ 戸倉上山田中

 4 田島 彩花(3) 中学   1,05.88 
ﾀｼﾞﾏ ｱﾔｶ 川中島中

 5 小嶋 沙季(2) 中学   1,09.32 
ｺｼﾞﾏ ｻｷ 附属長野中

 6 酒井  雛(2) 中学   1,09.92 
ｻｶｲ ﾋﾅ 更北中

 7 倉科紗夏(1) 中学   1,11.40 
ｸﾗｼﾅ ｽｽﾞｶ 小布施中
原山 美優(3) 中学
ﾊﾗﾔﾏﾐﾕｳ 櫻ヶ岡中

中学女子
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決勝 8月21日 14:20

県中新            2,16.18

[ 1組] [ 2組]

 1 樺澤 春香(1) 中学   2,58.13  1 早野 朱音(1) 中学   2,49.54 
ｶﾊﾞｻﾜ ﾊﾙｶ 長野北部中 ﾊﾔﾉ ｱｶﾈ 犀陵中

 2 長﨑 真子(1) 中学   2,59.23  2 原田 希央梨(1) 中学   2,50.65 
ﾅｶﾞｻｷ ﾏｺ 篠ﾉ井東中 ﾊﾗﾀﾞ ｷｵﾘ 飯山城北中

 3 畔上 かなえ(2) 中学   3,01.71  3 鈴木 明日香(3) 中学   2,57.97 
ｱｾﾞｶﾞﾐ ｶﾅｴ 南宮中 ｽｽﾞｷ ｱｽｶ 栄中

 4 山岸 珠巳(1) 中学   3,06.64  4 山岸 南(1) 中学   2,59.78 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾀﾏﾐ 柳町中 ﾔﾏｷﾞｼ ﾐﾅﾐ 附属長野中

 5 梅嵜 日菜(1) 中学   3,06.64  5 丸山 瑠璃(1) 中学   3,00.36 
ｳﾒｻﾞｷ ﾋﾅ 木島平中 ﾏﾙﾔﾏ ﾙﾘ 中野平中

 6 春原 江莉奈(2) 中学   3,07.81  6 府中 咲花(1) 中学   3,02.39 
ｽﾉﾊﾗ ｴﾘﾅ 坂城中 ﾌﾁｭｳ ｴﾐｶ 柳町中

 7 小林 彩花(2) 中学   3,07.85  7 小林 夏希(3) 中学   3,03.23 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 坂城中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 高社中
小川 奈菜美(2) 中学  8 矢野 芙佑華(1) 中学   3,17.32 
ｵｶﾞﾜ ﾅﾅﾐ 篠ﾉ井東中 ﾔﾉ ﾌﾕｶ 柳町中
中山 美菜(1) 中学
ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ 三陽中

[ 3組] [ 4組]

 1 小松  千紗(2) 中学   2,43.33  1 渋沢 百香(1) 中学   2,35.42 
ｺﾏﾂ ﾁｻ 篠ﾉ井西中 ｼﾌﾞｻﾜ ﾓﾓｶ 常盤中

 2 松本 ゆりな(1) 中学   2,45.77  2 宮坂 栞(2) 中学   2,44.29 
ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘﾅ 長野東部中 ﾐﾔｻｶ ｼｵﾘ 長野東部中

 3 宮尾 愛里子(2) 中学   2,47.15  3 鈴木 理央(2) 中学   2,45.51 
ﾐﾔｵ ｴﾘｺ 坂城中 ｽｽﾞｷ ﾘｵ 墨坂中

 4 荻野 夏帆(1) 中学   2,52.65  4 青木 優花(2) 中学   2,46.54 
ｵｷﾞﾉ ｶﾎ 川中島中 ｱｵｷ ﾕｳｶ 長野西部中

 5 三澤 綾乃(1) 中学   3,01.01  5 曽我部 みらい(2) 中学   2,47.44 
ﾐｻﾜ ｱﾔﾉ 信濃中 ｿｶﾞﾍﾞ ﾐﾗｲ 高社中

 6 桑原 萌実(3) 中学   3,06.86  6 江守あかね(2) 中学   2,48.26 
ｸﾜﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 栄中 ｴﾓﾘｱｶﾈ 櫻ヶ岡中
市川 綾華(1) 中学  7 土本 和香奈(2) 中学   2,51.53 
ｲﾁｶﾜ ｱﾔｶ 戸倉上山田中 ﾂﾁﾓﾄ ﾜｶﾅ 長野北部中
中島 和華(2) 中学  8 廣瀬 陽(3) 中学   2,52.20 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾜｶ 戸倉上山田中 ﾋﾛｾ ﾐﾅﾐ 栄中

 9 松澤  彩(2) 中学   2,57.62 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｻｴ 附属長野中

[ 5組] [ 6組]

 1 赤松 英(1) 中学   2,38.51  1 中沢 蒔(1) 中学   2,30.61 
ｱｶﾏﾂ ﾊﾅ 信濃中 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｲ 常盤中

 2 和田 聖奈(2) 中学   2,38.70  2 新原 徳子(1) 中学   2,36.65 
ﾜﾀﾞ ｾｲﾅ 南宮中 ｼﾝﾊﾞﾗ ﾄｸｺ 裾花中

 3 山嵜 里央菜(2) 中学   2,40.04  3 小林 希良莉(1) 中学   2,37.95 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵﾅ 南宮中 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾘ 川中島中

 4 中野 由佳(2) 中学   2,40.68  4 寺沢 月花(3) 中学   2,41.66 
ﾅｶﾉ ﾕｶ 裾花中 ﾃﾗｻﾜ  ﾂｷｶ 須坂東中

 5 齊藤妃菜子(2) 中学   2,40.96  5 阿藤 あかり(2) 中学   2,41.84 
ｻｲﾄｳ ﾋﾅｺ 川中島中 ｱﾄｳ ｱｶﾘ 中野平中

 6 牛山 あかね(2) 中学   2,42.49  6 小林 美奈(2) 中学   2,41.87 
ｳｼﾔﾏ ｱｶﾈ 中野平中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅ 長野北部中

 7 小林 浩美(2) 中学   2,43.32  7 中島  雪乃(1) 中学   2,43.43 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐ 墨坂中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷﾉ 更北中

 8 宮本 優花(2) 中学   2,43.65  8 半田 聖蘭(1) 中学   2,47.75 
ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｶ 信濃中 ﾊﾝﾀﾞ ｾｲﾗ 戸倉上山田中

 9 丸山 綾香(1) 中学   3,03.12  9 松澤 柚季(1) 中学   2,54.99 
ﾏﾙﾔﾏ ｱﾔｶ 三陽中 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｽﾞｷ 東北中

中学女子
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6  5159

8  5305

7  4444

2  4930

 5295
欠場

5  4375

1  4018

9  5097
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

3  4023

4

所属名 記録／備考
2  5266

4  4876

6  4794

9  6285

8  6336

7  4906

3  4487

5  4928

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
3  5340

6  5026

9  4025

8  5449

7  4594

5  4792

2  4047
欠場

4  4063
欠場

氏  名 所属名 記録／備考
1  4233

4  5019

2  4281

7  5058

5  4491

9  4986

6  5141

3  4796

8  5623

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  5242

2  4583

7  4443

4  4580

9  5442

3  4478

順 ﾚｰﾝ No.

9  5254

8  4276

1  4447

氏  名 所属名 記録／備考
1  4234

3  5451

2  4309

8  4471

6  5147

4  5508

7  4048

5  51156  5098



[ 7組]

 1 北田 芽衣(3) 中学   2,23.25 
ｷﾀﾀﾞ ﾒｲ 長野西部中

 2 山﨑 菜月(3) 中学   2,24.60 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂｷ 篠ﾉ井西中

 3 傳田 雪香(2) 中学   2,30.02 
ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｷｶ 長野東部中

 4 山﨑さくら(1) 中学   2,30.52 
ﾔﾏｻﾞｷｻｸﾗ 櫻ヶ岡中

 5 金川 都づ美(3) 中学   2,32.96 
ｶﾅｶﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ 篠ﾉ井西中

 6 酒井  雛(2) 中学   2,33.41 
ｻｶｲ ﾋﾅ 更北中

 7 小林 美帆(1) 中学   2,50.30 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ 更北中
原山 美優(3) 中学
ﾊﾗﾔﾏﾐﾕｳ 櫻ヶ岡中

中学女子

800m                

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  5053

3  5322

2  5017

9  4976

7  5318

4  5468

6  5513

5  4977
欠場



   1 北田 芽衣(3) 中学 長野西部中     2,23.25   7   1
   2 山﨑 菜月(3) 中学 篠ﾉ井西中     2,24.60   7   2
   3 傳田 雪香(2) 中学 長野東部中     2,30.02   7   3
   4 山﨑さくら(1) 中学 櫻ヶ岡中     2,30.52   7   4
   5 中沢 蒔(1) 中学 常盤中     2,30.61   6   1
   6 金川 都づ美(3) 中学 篠ﾉ井西中     2,32.96   7   5
   7 酒井  雛(2) 中学 更北中     2,33.41   7   6
   8 渋沢 百香(1) 中学 常盤中     2,35.42   4   1
   9 新原 徳子(1) 中学 裾花中     2,36.65   6   2
  10 小林 希良莉(1) 中学 川中島中     2,37.95   6   3
  11 赤松 英(1) 中学 信濃中     2,38.51   5   1
  12 和田 聖奈(2) 中学 南宮中     2,38.70   5   2
  13 山嵜 里央菜(2) 中学 南宮中     2,40.04   5   3
  14 中野 由佳(2) 中学 裾花中     2,40.68   5   4
  15 齊藤妃菜子(2) 中学 川中島中     2,40.96   5   5
  16 寺沢 月花(3) 中学 須坂東中     2,41.66   6   4
  17 阿藤 あかり(2) 中学 中野平中     2,41.84   6   5
  18 小林 美奈(2) 中学 長野北部中     2,41.87   6   6
  19 牛山 あかね(2) 中学 中野平中     2,42.49   5   6
  20 小林 浩美(2) 中学 墨坂中     2,43.32   5   7
  21 小松  千紗(2) 中学 篠ﾉ井西中     2,43.33   3   1
  22 中島  雪乃(1) 中学 更北中     2,43.43   6   7
  23 宮本 優花(2) 中学 信濃中     2,43.65   5   8
  24 宮坂 栞(2) 中学 長野東部中     2,44.29   4   2
  25 鈴木 理央(2) 中学 墨坂中     2,45.51   4   3
  26 松本 ゆりな(1) 中学 長野東部中     2,45.77   3   2
  27 青木 優花(2) 中学 長野西部中     2,46.54   4   4
  28 宮尾 愛里子(2) 中学 坂城中     2,47.15   3   3
  29 曽我部 みらい(2) 中学 高社中     2,47.44   4   5
  30 半田 聖蘭(1) 中学 戸倉上山田中     2,47.75   6   8
  31 江守あかね(2) 中学 櫻ヶ岡中     2,48.26   4   6
  32 早野 朱音(1) 中学 犀陵中     2,49.54   2   1
  33 小林 美帆(1) 中学 更北中     2,50.30   7   7
  34 原田 希央梨(1) 中学 飯山城北中     2,50.65   2   2
  35 土本 和香奈(2) 中学 長野北部中     2,51.53   4   7
  36 廣瀬 陽(3) 中学 栄中     2,52.20   4   8
  37 荻野 夏帆(1) 中学 川中島中     2,52.65   3   4
  38 松澤 柚季(1) 中学 東北中     2,54.99   6   9
  39 松澤  彩(2) 中学 附属長野中     2,57.62   4   9
  40 鈴木 明日香(3) 中学 栄中     2,57.97   2   3
  41 樺澤 春香(1) 中学 長野北部中     2,58.13   1   1
  42 長﨑 真子(1) 中学 篠ﾉ井東中     2,59.23   1   2
  43 山岸 南(1) 中学 附属長野中     2,59.78   2   4
  44 丸山 瑠璃(1) 中学 中野平中     3,00.36   2   5
  45 三澤 綾乃(1) 中学 信濃中     3,01.01   3   5
  46 畔上 かなえ(2) 中学 南宮中     3,01.71   1   3
  47 府中 咲花(1) 中学 柳町中     3,02.39   2   6
  48 丸山 綾香(1) 中学 三陽中     3,03.12   5   9
  49 小林 夏希(3) 中学 高社中     3,03.23   2   7
  50 山岸 珠巳(1) 中学 柳町中     3,06.64   1   4
  50 梅嵜 日菜(1) 中学 木島平中     3,06.64   1   5
  52 桑原 萌実(3) 中学 栄中     3,06.86   3   6
  53 春原 江莉奈(2) 中学 坂城中     3,07.81   1   6
  54 小林 彩花(2) 中学 坂城中     3,07.85   1   7
  55 矢野 芙佑華(1) 中学 柳町中     3,17.32   2   8

中学女子

800m                
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
 5053
 5322
 5017
 4976
 4234
 5318
 5468
 4233
 5254
 5451
 4583
 4443
 4447
 5242
 5442
 4309
 4471
 5147
 4478
 4276
 5340
 5508
 4580
 5019
 4281
 5026
 5058
 4025
 4491
 4048
 4986
 5266
 5513
 4876
 5141
 4796
 5449
 5115
 5623
 4794
 5159
 5305
 6285
 6336
 4594
 4444
 4906
 5098
 4487
 4930
 4375

 4928

 4792
 4018
 4023



決勝 8月22日 15:00

県中新            4,34.06
大会新            4,45.24

[ 1組] [ 2組]

 1 松本 ゆりな(1) 中学   5,50.36  1 中沢 蒔(1) 中学   5,27.71 
ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘﾅ 長野東部中 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｲ 常盤中

 2 岸田 夕依(1) 中学   5,53.18  2 井上 はな(1) 中学   5,45.45 
ｷｼﾀﾞ ﾕｲ 飯山城南中 ｲﾉｳｴ ﾊﾅ 信濃中

 3 村松 莉緒(1) 中学   5,56.92  3 和田 聖香(1) 中学   5,48.22 
ﾑﾗﾏﾂ ﾘｵ 長野東部中 ﾜﾀﾞ ｾｲｶ 裾花中

 4 西 有美(2) 中学   5,59.19  4 祢津 すずみ(2) 中学   5,51.97 
ﾆｼ ﾕﾐ 飯山城南中 ﾈﾂ ｽｽﾞﾐ 長野北部中

 5 松田 彩花(1) 中学   5,59.82  5 市川 綾華(1) 中学   5,52.92 
ﾏﾂﾀﾞ ｱﾔｶ 飯山城南中 ｲﾁｶﾜ ｱﾔｶ 戸倉上山田中

 6 藤村 瑛理香(2) 中学   6,01.10  6 高原 美穂(3) 中学   5,54.60 
ﾌｼﾞﾑﾗ ｴﾘｶ 中野平中 ﾀｶﾊﾗ ﾐﾎ 川中島中

 7 岸田 惠津子(2) 中学   6,05.59  7 鈴木 明日香(3) 中学   5,55.10 
ｷｼﾀﾞ ｴﾂｺ 飯山城北中 ｽｽﾞｷ ｱｽｶ 栄中

 8 小池 奈菜子(1) 中学   6,05.90  8 渋沢 琴音(1) 中学   5,55.21 
ｺｲｹ ﾅﾅｺ 長野北部中 ｼﾌﾞｻﾜ ｺﾄﾈ 飯綱中

 9 廣瀬 陽(3) 中学   6,10.75  9 須藤 紋可(2) 中学   5,55.66 
ﾋﾛｾ ﾐﾅﾐ 栄中 ｽﾄﾞｳ ｱﾔｶ 豊野中

10 渡邉 仁美(1) 中学   6,12.84 10 水内 ひかり(2) 中学   6,08.07 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄﾐ 飯山城北中 ﾐﾉﾁ ﾋｶﾘ 柳町中

11 古幡 かんな(1) 中学   6,24.01 11 古田 祐子(1) 中学   6,10.11 
ﾌﾙﾊﾀ ｶﾝﾅ 中野平中 ﾌﾙﾀ ﾕｳｺ 附属長野中

12 塩野入 美輝(1) 中学   6,32.65 12 宮林 遥夏(3) 中学   6,10.70 
ｼｵﾉｲﾘ ﾐｷ 篠ﾉ井東中 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 川中島中

13 武田 真佑香(2) 中学   6,46.37 13 丸山 加奈(2) 中学   6,12.80 
ﾀｹﾀﾞ ﾏﾕｶ 長野北部中 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾅ 南宮中

14 酒井 里紗(1) 中学   7,01.54 14 山岸 千夏(2) 中学   6,22.25 
ｻｶｲ ﾘｻ 篠ﾉ井東中 ﾔﾏｷﾞｼ ﾁﾅﾂ 柳町中

15 津久井 理奈(1) 中学   7,06.60 15 丸山 綾香(1) 中学   6,24.88 
ﾂｸｲ ﾘﾅ 篠ﾉ井東中 ﾏﾙﾔﾏ ｱﾔｶ 三陽中
島田 茜(1) 中学 16 桑原 萌実(3) 中学   6,37.20 
ｼﾏﾀﾞ ｱｶﾈ 広徳中 ｸﾜﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 栄中
中村 瑞希(1) 中学 志原 のぞみ(1) 中学
ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 長野東部中 ｼﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ 信濃中

山野井 里紗(3) 中学
ﾔﾏﾉｲ ﾘｻ 豊野中

[ 3組]

 1 山﨑さくら(1) 中学   5,06.13 山嵜 里央菜(2) 中学
ﾔﾏｻﾞｷｻｸﾗ 櫻ヶ岡中 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵﾅ 南宮中

 2 新原 徳子(1) 中学   5,19.13 
ｼﾝﾊﾞﾗ ﾄｸｺ 裾花中

 3 大野  晴香(2) 中学   5,23.04 
ｵｵﾉ ﾊﾙｶ 更北中

 4 福岡 鈴可(2) 中学   5,24.45 
ﾌｸｵｶ ﾘﾝｶ 中野平中

 5 宮本 優花(2) 中学   5,25.06 
ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｶ 信濃中

 6 藤澤 実由(2) 中学   5,27.52 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾕ 松代中

 7 和田 聖奈(2) 中学   5,28.66 
ﾜﾀﾞ ｾｲﾅ 南宮中

 8 寺沢 月花(3) 中学   5,42.16 
ﾃﾗｻﾜ  ﾂｷｶ 須坂東中

 9 河原田 彩(2) 中学   5,45.11 
ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ｻﾔｶ 東北中

10 小林 美帆(1) 中学   5,46.40 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ 更北中

11 保倉 瑠美(1) 中学   6,00.91 
ﾎｸﾗ ﾙﾐ 広徳中

12 中島 和華(2) 中学   6,10.12 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾜｶ 戸倉上山田中

13 品澤 ゆき乃(1) 中学   6,18.77 
ｼﾅｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 附属長野中

14 犬飼 恵里那(1) 中学   7,04.81 
ｲﾇｶｲ ｴﾘﾅ 附属長野中
小林 真帆(3) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾎ 更北中
玉城 かんな(2) 中学
ﾀﾏｷ ｶﾝﾅ 川中島中
小山 彩穂(1) 中学

中学女子

1500m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
19  5026

17  4819

7  5028

13  4831

5  4817

9  4475

18  4884

6  5158

3  4796

4  4883

11  6343

16  5300

 5541
欠場

12  5148

10  5299

15  5033
欠場

順 No.

14  5301

8

所属名 記録／備考
12  4234

6  4591

2  5246

11  5143

3  4047

13  5444

8  4794

9  4559

16  4533

15  4921

17  6283

5  5460

14  4441

1  4924

7  5098

18  4792

4  4593
欠場

10  4529
欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考
9  4976

15  5254

6  5474

17  4479

2  4580

14  5363

3  4443

11  4309

16  5121

18  5513

8  5538

10  4063

欠場
7  5439

欠場

1  5629

5  5632

12  5539

順 No.
13  4447

4  5479

欠場



ｺﾔﾏ ｱﾔﾎ 広徳中 欠場



   1 山﨑さくら(1) 中学 櫻ヶ岡中     5,06.13   3   1
   2 新原 徳子(1) 中学 裾花中     5,19.13   3   2
   3 大野  晴香(2) 中学 更北中     5,23.04   3   3
   4 福岡 鈴可(2) 中学 中野平中     5,24.45   3   4
   5 宮本 優花(2) 中学 信濃中     5,25.06   3   5
   6 藤澤 実由(2) 中学 松代中     5,27.52   3   6
   7 中沢 蒔(1) 中学 常盤中     5,27.71   2   1
   8 和田 聖奈(2) 中学 南宮中     5,28.66   3   7
   9 寺沢 月花(3) 中学 須坂東中     5,42.16   3   8
  10 河原田 彩(2) 中学 東北中     5,45.11   3   9
  11 井上 はな(1) 中学 信濃中     5,45.45   2   2
  12 小林 美帆(1) 中学 更北中     5,46.40   3  10
  13 和田 聖香(1) 中学 裾花中     5,48.22   2   3
  14 松本 ゆりな(1) 中学 長野東部中     5,50.36   1   1
  15 祢津 すずみ(2) 中学 長野北部中     5,51.97   2   4
  16 市川 綾華(1) 中学 戸倉上山田中     5,52.92   2   5
  17 岸田 夕依(1) 中学 飯山城南中     5,53.18   1   2
  18 高原 美穂(3) 中学 川中島中     5,54.60   2   6
  19 鈴木 明日香(3) 中学 栄中     5,55.10   2   7
  20 渋沢 琴音(1) 中学 飯綱中     5,55.21   2   8
  21 須藤 紋可(2) 中学 豊野中     5,55.66   2   9
  22 村松 莉緒(1) 中学 長野東部中     5,56.92   1   3
  23 西 有美(2) 中学 飯山城南中     5,59.19   1   4
  24 松田 彩花(1) 中学 飯山城南中     5,59.82   1   5
  25 保倉 瑠美(1) 中学 広徳中     6,00.91   3  11
  26 藤村 瑛理香(2) 中学 中野平中     6,01.10   1   6
  27 岸田 惠津子(2) 中学 飯山城北中     6,05.59   1   7
  28 小池 奈菜子(1) 中学 長野北部中     6,05.90   1   8
  29 水内 ひかり(2) 中学 柳町中     6,08.07   2  10
  30 古田 祐子(1) 中学 附属長野中     6,10.11   2  11
  31 中島 和華(2) 中学 戸倉上山田中     6,10.12   3  12
  32 宮林 遥夏(3) 中学 川中島中     6,10.70   2  12
  33 廣瀬 陽(3) 中学 栄中     6,10.75   1   9
  34 丸山 加奈(2) 中学 南宮中     6,12.80   2  13
  35 渡邉 仁美(1) 中学 飯山城北中     6,12.84   1  10
  36 品澤 ゆき乃(1) 中学 附属長野中     6,18.77   3  13
  37 山岸 千夏(2) 中学 柳町中     6,22.25   2  14
  38 古幡 かんな(1) 中学 中野平中     6,24.01   1  11
  39 丸山 綾香(1) 中学 三陽中     6,24.88   2  15
  40 塩野入 美輝(1) 中学 篠ﾉ井東中     6,32.65   1  12
  41 桑原 萌実(3) 中学 栄中     6,37.20   2  16
  42 武田 真佑香(2) 中学 長野北部中     6,46.37   1  13
  43 酒井 里紗(1) 中学 篠ﾉ井東中     7,01.54   1  14
  44 犬飼 恵里那(1) 中学 附属長野中     7,04.81   3  14
  45 津久井 理奈(1) 中学 篠ﾉ井東中     7,06.60   1  15

中学女子

1500m               
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
 4976
 5254
 5474
 4479
 4580
 5363
 4234
 4443
 4309
 5121
 4591
 5513
 5246
 5026
 5143
 4047
 4819
 5444
 4794
 4559
 4533
 5028
 4831
 4817
 5538
 4475
 4884
 5158
 4921
 6283
 4063
 5460
 4796
 4441
 4883
 5629
 4924
 6343
 5098
 5300
 4792
 5148
 5299
 5632
 5301



予選 8月21日 13:15
決勝 8月21日 15:35

県中新              14.54
大会新              15.33

[ 1組] 風速 +1.7 [ 2組] 風速 +0.4

 1 中村 穂乃花(3) 中学     16.08 q  1 小山 綾菜(2) 中学     16.18 q
ﾅｶﾑﾗ ﾎﾉｶ 飯山城北中 ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 坂城中

 2 田島 彩花(3) 中学     19.18  2 小林 美奈(2) 中学     18.98 
ﾀｼﾞﾏ ｱﾔｶ 川中島中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅ 長野北部中

 3 田中 弥和(1) 中学     20.73  3 中澤 里梨(2) 中学     19.36 
ﾀﾅｶ ﾐﾜ 南宮中 ﾅｶｻﾞﾜ ﾘﾘ 南宮中

 4 井原 夏見(1) 中学     21.37  4 小林 真菜(1) 中学     20.28 
ｲﾊﾗ ﾅﾂﾐ 附属長野中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ 飯山城北中

 5 藤森 千夏(1) 中学     21.51  5 今井 亜弥美(2) 中学     21.48 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾁﾅﾂ 裾花中 ｲﾏｲ ｱﾔﾐ 三陽中

 6 霜村 明里(1) 中学     23.06  6 前島 佳歩(1) 中学     23.73 
ｼﾓﾑﾗ ｱｶﾘ 長野東部中 ﾏｴｼﾞﾏ ｶﾎ 附属長野中
新井 祥絵(1) 中学 湯本 みら乃(2) 中学
ｱﾗｲ ｻﾁｴ 犀陵中 ﾕﾓﾄ ﾐﾗﾉ 中野平中
宮入 菜摘(3) 中学
ﾐﾔｲﾘ ﾅﾂﾐ 長野北部中

[ 3組] 風速 +0.4 [ 4組] 風速 +3.9

 1 吉村 彩加(1) 中学     17.70 q  1 神谷梨緒菜(2) 中学     17.20 q
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 東北中 ｶﾐﾔﾘｵﾅ 櫻ヶ岡中

 2 神田真有(3) 中学     19.03  2 西澤 美優(2) 中学     18.31 q
ｶﾝﾀﾞﾏﾕ 櫻ヶ岡中 ﾆｼｻﾞﾜ ﾐﾕ 東北中

 3 鈴木 紗綾(2) 中学     19.21  3 山岸 亜由美(2) 中学     18.55 q
ｽｽﾞｷ ｻﾔ 長野東部中 ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾕﾐ 長野西部中

 4 野口 さくら(2) 中学     20.18  4 小林 いぶき(2) 中学     20.49 
ﾉｸﾞﾁ ｻｸﾗ 飯山城南中 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ 南宮中

 5 和田 真以子(2) 中学     20.21  5 髙見澤  有紗(2) 中学     20.76 
ﾜﾀﾞ ﾏｲｺ 裾花中 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｱﾘｻ 篠ﾉ井西中

 6 梅田 優花(1) 中学     22.10  6 黒岩 美佐(1) 中学     21.89 
ｳﾒﾀﾞ ﾕｳｶ 川中島中 ｸﾛｲﾜ ﾐｻ 柳町中
大坂 雪乃(2) 中学  7 犬飼 恵里那(1) 中学     22.81 
ｵｵｻｶ ﾕｷﾉ 中野平中 ｲﾇｶｲ ｴﾘﾅ 附属長野中
高橋 彩美(2) 中学 土屋 美緒(3) 中学
ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾐ 三陽中 ﾂﾁﾔ ﾐｵ 川中島中

[ 5組] 風速 +1.2

 1 柳沢 理奈(2) 中学     16.77 q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘﾅ 坂城中

 2 加納 茉弥(1) 中学     18.21 q
ｶﾉｳﾏﾔ 櫻ヶ岡中

 3 関 清佳(2) 中学     21.40 
ｾｷ ｻﾔｶ 常盤中

 4 塩沢 彩未(1) 中学     23.55 
ｼｵｻﾞﾜ ｱﾔﾐ 柳町中

 5 宮野 里菜(2) 中学     24.43 
ﾐﾔﾉ ﾘﾅ 三陽中
竹内 美結(3) 中学
ﾀｹｳﾁ ﾐﾕ 信濃中
山岸 彩夏(2) 中学
ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾔｶ 篠ﾉ井東中
岩本 藍(1) 中学
ｲﾜﾓﾄ ｱｲ 長野東部中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
9  4895

2  5461

中学女子

100mH(0.762m)       

予選 通過基準  5組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

 5025

8  4449

3  6277

4  5264
欠場

7  5139

5  5249

6

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考 記録／備考
4  4026

8  5147

3  4446

6  4886

9  5080

5  5628

7  4469
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  5118

8  4980

6  5015

3  4832

4  5240

7  5446

5  4472
欠場

9  5083
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  4983

5  5123

6  5057

7  4445

4  5329

3  4929

9  5632

2  5459
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  4019

9  4975

6  4226

5  4927

3  6507

2  4577
欠場

4  5294
欠場

8  5022
欠場



風速 +1.3

 1 小山 綾菜(2) 中学     15.72 
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 坂城中

 2 中村 穂乃花(3) 中学     15.83 
ﾅｶﾑﾗ ﾎﾉｶ 飯山城北中

 3 柳沢 理奈(2) 中学     16.65 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘﾅ 坂城中

 4 神谷梨緒菜(2) 中学     17.39 
ｶﾐﾔﾘｵﾅ 櫻ヶ岡中

 5 吉村 彩加(1) 中学     17.78 
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 東北中

 6 西澤 美優(2) 中学     17.79 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾐﾕ 東北中

 7 山岸 亜由美(2) 中学     18.05 
ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾕﾐ 長野西部中

 8 加納 茉弥(1) 中学     18.16 
ｶﾉｳﾏﾔ 櫻ヶ岡中

中学女子

100mH(0.762m)       
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  4026

6  4895

7  4019

5  4983

9  5118

2  5123

3  5057

8  4975



予選 8月21日 11:55
決勝 8月21日 16:45

県中混記            48.67
県中新              49.90
大会新              52.18

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 飯山城北中  4897 村上 りさ子(3)     52.48 q  1   7 中野平中  6337 小林 咲季(1)     54.18 q

ｲｲﾔﾏｼﾞｮｳﾎｸﾁｭｳ ﾑﾗｶﾐ ﾘｻｺ ﾅｶﾉﾀﾞｲﾗﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ
 4895 中村 穂乃花(3)  6342 小林 奈央(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾎﾉｶ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ
 4893 齋藤 若菜(3)  4470 宮本 優(2)

ｻｲﾄｳ ﾜｶﾅ ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳ
 4899 鈴木 千穂(3)  4467 朝田 茉由(2)

ｽｽﾞｷ ﾁﾎ ｱｻﾀﾞ ﾏﾕ
 2   9 柳町中  4923 髙井 優衣(2)     55.54 q  2   8 附属長野中  5624 小嶋 沙季(2)     54.94 q

ﾔﾅｷﾞﾏﾁﾁｭｳ ﾀｶｲ ﾕｲ ﾌｿﾞｸﾅｶﾞﾉﾁｭｳ ｺｼﾞﾏ ｻｷ
 4919 小松 礼佳(2)  5626 大塚 七海子(1)

ｺﾏﾂ ｱﾔｶ ｵｵﾂｶ ﾅﾐｺ
 4926 岩崎 ちひろ(1)  5617 川村 吉乃(2)

ｲﾜｻｷ ﾁﾋﾛ ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ
 4920 早瀬 真夏(2)  5621 酒井 朝羽(2)

ﾊﾔｾ ﾏﾅﾂ ｻｶｲ ｱｻﾊ
 3   7 長野西部中  5059 田中 咲(2)     56.22  3   3 東北中  5124 松本 彩香(2)     56.17 

ﾅｶﾞﾉｾｲﾌﾞﾁｭｳ ﾀﾅｶ ｻｷ ﾄｳﾎｸﾁｭｳ ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔｶ
 5061 米倉 江美(2)  5118 吉村 彩加(1)

ﾖﾈｸﾗ ｴﾐ ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ
 5060 宮沢 麗(2)  5122 鈴木 千草(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｳﾗﾗ ｽｽﾞｷ ﾁｸﾞｻ
 5057 山岸 亜由美(2)  5123 西澤 美優(2)

ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾕﾐ ﾆｼｻﾞﾜ ﾐﾕ
 4   6 常盤中  4235 島田 真菜美(1)     57.03  4   6 戸倉上山田中  4062 田中 佳奈(2)     58.96 

ﾄｷﾜﾁｭｳ ｼﾏﾀﾞ ﾏﾅﾐ ﾄｸﾞﾗｶﾐﾔﾏﾀﾞﾁｭｳ ﾀﾅｶ ｶﾅ
 4224 元田 乃葉(2)  4058 前田 菜緒(3)

ﾓﾄﾀﾞ ﾉﾉﾊ ﾏｴﾀﾞ ﾅｵ
 4233 渋沢 百香(1)  4049 近藤 柚花(1)

ｼﾌﾞｻﾜ ﾓﾓｶ ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｶ
 4226 関 清佳(2)  4036 利根川 萌水(2)

ｾｷ ｻﾔｶ ﾄﾈｶﾞﾜ ﾓｴﾐ
 5   5 三陽中  5084 中川 侑女(2)     58.62  5   9 南宮中  4440 長島 遥(2)   1,04.35 

ｻﾝﾖｳﾁｭｳ ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾒ ﾅﾝｸﾞｳﾁｭｳ ﾅｶﾞｼﾏ ﾊﾙｶ
 5082 高橋 飛鳥(2)  4447 山嵜 里央菜(2)

ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵﾅ
 6514 吉田  杏(2)  4446 中澤 里梨(2)

ﾖｼﾀﾞ ｱﾝｽﾞ ﾅｶｻﾞﾜ ﾘﾘ
 5086 羽鳥 萌子(2)  4443 和田 聖奈(2)

ﾊﾄﾘ ﾓｴｺ ﾜﾀﾞ ｾｲﾅ
 6   8 松代中  5362 樟原 そら美(2)     59.91   4 須坂東中

ﾏﾂｼﾛﾁｭｳ ｸｽﾊﾗ ｿﾗﾐ ｽｻﾞｶｱｽﾞﾏﾁｭｳ 欠場
 5361 伊藤 栞(2)

ｲﾄｳ ｼｵﾘ
 5365 町田 夏穂(2)

ﾏﾁﾀﾞ ｶﾎ
 5364 山口 春香(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｶ
  3 信濃中   5 飯山城南中

ｼﾅﾉﾁｭｳ 欠場 ｲｲﾔﾏｼﾞｮｳﾅﾝﾁｭｳ 欠場

中学女子

4×100mR            

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組] [ 4組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 坂城中  4014 花里 成美(3)     54.27 q  1   3 長野東部中  5016 髙橋 文香(2)     54.60 q

ｻｶｷﾁｭｳ ﾊﾅｻﾞﾄ ﾅﾙﾐ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾀｶﾊｼ ﾌﾐｶ
 4019 柳沢 理奈(2)  5012 唐沢 美玲(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘﾅ ｶﾗｻﾜ ﾐﾚｲ
 4020 小出 美沙(2)  5018 前田 璃奈(2)

ｺｲﾃﾞ ﾐｻ ﾏｴﾀﾞ ﾘﾅ
 4026 小山 綾菜(2)  5030 渡辺 ゆきの(1)

ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ
 2   2 裾花中  5251 相澤 ななみ(1)     54.70 q  2   4 小布施中  4158 三田真由美(2)     55.62 

ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳ ｱｲｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ ｵﾌﾞｾﾁｭｳ ｻﾝﾀ ﾏﾕﾐ
 5237 髙島 美咲(2)  4156 宇野咲月(2)

ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ ｳﾉ ｻﾂｷ
 5240 和田 真以子(2)  4167 倉科紗夏(1)

ﾜﾀﾞ ﾏｲｺ ｸﾗｼﾅ ｽｽﾞｶ
 5247 市川 さやか(1)  4159 土屋光那(2)

ｲﾁｶﾜ ｻﾔｶ ﾂﾁﾔ ﾐﾅ
 3   3 篠ﾉ井西中  5331 風間  梨央(2)     55.24 q  3   7 墨坂中  4284 横山 佐央(2)     56.30 

ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳ ｶｻﾞﾏ ﾘｵ ｽﾐｻｶﾁｭｳ ﾖｺﾔﾏ ｻｵ
 5328 中村  綾恵(2)  4285 玉井 奈菜美(1)

ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｴ ﾀﾏｲ ﾅﾅﾐ
 5333 髙橋  梓(2)  4283 小林 佳奈(2)

ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ
 5332 笠原 未来(2)  4280 藤澤 加奈(2)

ｶｻﾊﾗ ﾐｸ ﾌｼﾞｻﾜ ｶﾅ
 4   5 山ﾉ内中  4336 野崎 せりか(2)     56.50  4   2 櫻ヶ岡中  4981 宮坂 苑実(2)     56.57 

ﾔﾏﾉｳﾁﾁｭｳ ﾉｻﾞｷ  ｾﾘｶ ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳ ﾐﾔｻｶｿﾉﾐ
 4340 渡辺 七海(1)  4983 神谷梨緒菜(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾅﾅﾐ ｶﾐﾔﾘｵﾅ
 4337 山本 真綺(1)  4985 清水美希(2)

ﾔﾏﾓﾄ  ﾏｱﾔ ｼﾐｽﾞﾐｷ
 4343 湯本 紗弓(1)  4975 加納 茉弥(1)

ﾕﾓﾄ  ｻﾕﾐ ｶﾉｳﾏﾔ
 5   6 犀陵中  5257 田中 莉佳子(1)     56.51  5   5 広徳中  5533 田澤 まどか(2)     58.36 

ｻｲﾘｮｳﾁｭｳ ﾀﾅｶ ﾘｶｺ ｺｳﾄｸﾁｭｳ ﾀｻﾞﾜ ﾏﾄﾞｶ
 5265 戸田 麻由(2)  5532 髙橋 星和(2)

ﾄﾀﾞ ﾏﾕ ﾀｶﾊｼ ﾎﾉ
 5258 駒村 梨奈(1)  5535 佐藤 優衣(2)

ｺﾏﾑﾗ ﾘﾅ ｻﾄｳ ﾕｲ
 5256 風間 ほのか(1)  5536 名澤 幸香(2)

ｶｻﾞﾏ ﾎﾉｶ ﾅｻﾞﾜ ﾕｷｶ
 6   9 長野北部中  5145 小林 夢実(2)     56.57  6   8 栄中  4797 大庭 桜子(2)   1,05.73 

ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒﾐ ｻｶｴﾁｭｳ ｵｵﾊﾞ ﾓﾓｺ
 5150 諏訪部 澪(2)  4808 藤木 志歩(1)

ｽﾜﾍﾞ ﾐｵ ﾌｼﾞｷ ｼﾎ
 5146 山本 百合枝(2)  4793 小林 佳奈子(3)

ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾘｴ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅｺ
 5144 花岡 里咲(2)  4798 武田 利香子(2)

ﾊﾅｵｶ ﾘｻ ﾀｹﾀﾞ ﾘｶｺ
 7   7 川中島中  5456 佐鳥 真菜(1)     56.68   6 篠ﾉ井東中

ｶﾜﾅｶｼﾞﾏﾁｭｳ ｻﾄﾘ ﾏﾅ ｼﾉﾉｲﾋｶﾞｼﾁｭｳ 欠場
 5454 篠原 瑞希(1)

ｼﾉﾊﾗ ﾐｽﾞｷ
 5445 井出 さくら(1)

ｲﾃﾞ ｻｸﾗ
 5446 梅田 優花(1)

ｳﾒﾀﾞ ﾕｳｶ
  4 更北中

ｺｳﾎｸﾁｭｳ 欠場

中学女子

4×100mR            



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 飯山城北中  4897 村上 りさ子(3)     53.06 

ｲｲﾔﾏｼﾞｮｳﾎｸﾁｭｳ ﾑﾗｶﾐ ﾘｻｺ
 4895 中村 穂乃花(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾎﾉｶ
 4893 齋藤 若菜(3)

ｻｲﾄｳ ﾜｶﾅ
 4899 鈴木 千穂(3)

ｽｽﾞｷ ﾁﾎ
 2   5 中野平中  6337 小林 咲季(1)     54.42 

ﾅｶﾉﾀﾞｲﾗﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ
 6342 小林 奈央(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ
 4470 宮本 優(2)

ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳ
 4467 朝田 茉由(2)

ｱｻﾀﾞ ﾏﾕ
 3   6 長野東部中  5016 髙橋 文香(2)     54.66 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾀｶﾊｼ ﾌﾐｶ
 5012 唐沢 美玲(2)

ｶﾗｻﾜ ﾐﾚｲ
 5018 前田 璃奈(2)

ﾏｴﾀﾞ ﾘﾅ
 5030 渡辺 ゆきの(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ
 4   2 篠ﾉ井西中  5331 風間  梨央(2)     54.75 

ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳ ｶｻﾞﾏ ﾘｵ
 5328 中村  綾恵(2)

ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｴ
 5333 髙橋  梓(2)

ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ
 5332 笠原 未来(2)

ｶｻﾊﾗ ﾐｸ
 5   9 附属長野中  5624 小嶋 沙季(2)     54.98 

ﾌｿﾞｸﾅｶﾞﾉﾁｭｳ ｺｼﾞﾏ ｻｷ
 5626 大塚 七海子(1)

ｵｵﾂｶ ﾅﾐｺ
 5617 川村 吉乃(2)

ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ
 5621 酒井 朝羽(2)

ｻｶｲ ｱｻﾊ
 6   8 裾花中  5251 相澤 ななみ(1)     55.09 

ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳ ｱｲｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ
 5237 髙島 美咲(2)

ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ
 5240 和田 真以子(2)

ﾜﾀﾞ ﾏｲｺ
 5247 市川 さやか(1)

ｲﾁｶﾜ ｻﾔｶ
  3 柳町中  4923 髙井 優衣(2)

ﾔﾅｷﾞﾏﾁﾁｭｳ ﾀｶｲ ﾕｲ 欠場
 4919 小松 礼佳(2)

ｺﾏﾂ ｱﾔｶ
 4926 岩崎 ちひろ(1)

ｲﾜｻｷ ﾁﾋﾛ
 4920 早瀬 真夏(2)

ﾊﾔｾ ﾏﾅﾂ
  4 坂城中  4014 花里 成美(3)

ｻｶｷﾁｭｳ ﾊﾅｻﾞﾄ ﾅﾙﾐ 欠場
 4019 柳沢 理奈(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘﾅ
 4020 小出 美沙(2)

ｺｲﾃﾞ ﾐｻ
 4026 小山 綾菜(2)

ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ

4×100mR            
決勝

中学女子



決勝 8月21日 15:00

県中新               1.75
大会新               1.50

今井 ちひろ(3) 中学
ｲﾏｲ ﾁﾋﾛ 長野北部中
中村 穂乃花(3) 中学
ﾅｶﾑﾗ ﾎﾉｶ 飯山城北中
井口 華穂(3) 中学
ｲｸﾞﾁｶﾎ 櫻ヶ岡中
神谷梨緒菜(2) 中学
ｶﾐﾔﾘｵﾅ 櫻ヶ岡中
尾崎 映見(1) 中学
ｵｻﾞｷ ｴﾐ 三陽中
鈴木 千草(2) 中学
ｽｽﾞｷ ﾁｸﾞｻ 東北中
吉村 彩加(1) 中学
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 東北中
北村 晶(1) 中学
ｷﾀﾑﾗ ｱｷ 信濃中
岩崎 ちひろ(1) 中学
ｲﾜｻｷ ﾁﾋﾛ 柳町中
植木 優里菜(1) 中学
ｳｴｷ ﾕﾘﾅ 三陽中
北村 夏実(1) 中学
ｷﾀﾑﾗ ﾅﾂﾐ 犀陵中
北沢 里帆(1) 中学
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾎ 川中島中
阿部 里菜(1) 中学
ｱﾍﾞ ﾘﾅ 犀陵中
中山  由菜(2) 中学
ﾅｶﾔﾏ  ﾕﾅ 須坂東中
小栁 奈菜(1) 中学
ｺﾔﾅｷ ﾞﾅﾅ 裾花中
羽生田 詩織(1) 中学
ﾊﾆｳﾀﾞ ｼｵﾘ 川中島中
中嶋 千明(2) 中学
ﾅｶｼﾞﾏ ﾁｱｷ 長野北部中
加藤 利佳(2) 中学
ｶﾄｳﾘｶ 櫻ヶ岡中
西村 南(1) 中学
ﾆｼﾑﾗ ﾐﾅﾐ 川中島中
田中 七海(2) 中学
ﾀﾅｶ ﾅﾅﾐ 高社中
北村  理恵(2) 中学
ｷﾀﾑﾗ ﾘｴ 更北中
外谷 奈津希(2) 中学 欠場
ﾄﾔ ﾅﾂｷ 裾花中
池田 夕季(2) 中学 欠場
ｲｹﾀﾞ ﾕｳｷ 信濃中
高橋 彩美(2) 中学 欠場
ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾐ 三陽中

中学女子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m30 1m35 備考1m20 1m25 1m40 1m45 1m50 1m55
1 24  5137

- - - O O O XXX  1.45

2 20  4895
- O O - XO XO XXX  1.45

3 23  4974
- - O O XXO XXX  1.40

4 21  4983
O O O - XXX  1.30

5 18  5101
XO XO XO XXX  1.30

6 17  5122
O O XXX  1.25

6 22  5118
O O X- - XX  1.25

8 10  4592
XXO XO XXX  1.25

9 19  4926
O XXX  1.20

1  5099
XXX

2  5262
XXX

3  5447
XXX

4  5267
XXX

5  4315
XXX

6  5253
XXX

7  5443
XXX

8  5142
XXX

9  4982
XXX

12  5441
XXX

13  4503
XXX

14  5467
XXX

11  5238

15  4582

16  5083



決勝 8月22日  9:20

県中新               5.59
大会新               4.94

深沢 たまき(3) 中学   4.81   4.66   4.88    X   5.03    X    5.03 
ﾌｶｻﾜ ﾀﾏｷ 犀陵中    0.0    0.0   +0.7   +2.9    +2.9
小澤 花梨(2) 中学   4.28   4.41    O    O   4.55   4.26    4.55 
ｵｻﾞﾜ ｶﾘﾝ 飯山城北中   -0.8   +2.1   +1.2   +1.0    +1.2
柳沢 理奈(2) 中学   4.26   4.15   4.42   4.27    X   4.54    4.54 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘﾅ 坂城中   -0.4    0.0   +0.6   +0.6   +1.6    +1.6
黒岩 夏都妃(2) 中学   4.32   4.31   4.03    X   4.37   4.53    4.53 
ｸﾛｲﾜﾅﾂｷ 相森中   +0.5   +0.3   -1.0   +1.2   +2.7    +2.7
山本 真綺(1) 中学   4.17   4.35    X    X   4.50   4.49    4.50 
ﾔﾏﾓﾄ  ﾏｱﾔ 山ﾉ内中   +0.3    0.0   +2.6   +3.7    +2.6
齋藤 若菜(3) 中学   4.45   4.42   4.41   4.47   4.28   4.26    4.47 
ｻｲﾄｳ ﾜｶﾅ 飯山城北中   +0.1   +0.8    0.0   +0.2   +0.8   +2.4    +0.2
宮原 千恵(3) 中学   4.28   4.36   4.32   4.16   4.21   4.33    4.36 
ﾐﾔﾊﾞﾗﾁｴ 櫻ヶ岡中   +0.5    0.0   -0.3   +0.9   +1.4   +2.4     0.0
岩崎 ちひろ(1) 中学   4.34    X   4.29   4.03    X    X    4.34 
ｲﾜｻｷ ﾁﾋﾛ 柳町中    0.0   +0.1   +1.5     0.0
宮沢 麗(2) 中学    X   4.30   4.05    4.30 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｳﾗﾗ 長野西部中    0.0   +0.6     0.0
竹内 恵(1) 中学   4.04   4.22   4.01    4.22 
ﾀｹｳﾁ ﾒｸﾞﾐ 広徳中    0.0   +0.5   +1.2    +0.5
清水美希(2) 中学   4.15    X   3.89    4.15 
ｼﾐｽﾞﾐｷ 櫻ヶ岡中   -1.4   -0.1    -1.4
太田 真生(2) 中学   4.14   3.92   3.98    4.14 
ｵｵﾀ ﾏｲ 長野東部中   -0.3   +1.3   +0.8    -0.3
小嶋 沙季(2) 中学    -   4.08   3.92    4.08 
ｺｼﾞﾏ ｻｷ 附属長野中    0.0    0.0     0.0
小出 美沙(2) 中学   4.06   3.87    X    4.06 
ｺｲﾃﾞ ﾐｻ 坂城中    0.0   -1.1     0.0
横山 佐央(2) 中学   3.88   4.05    X    4.05 
ﾖｺﾔﾏ ｻｵ 墨坂中   -0.1    0.0     0.0
佐越 佑美(2) 中学   4.04   3.78   4.04    4.04 
ｻｺｼ ﾕﾐ 長野東部中    0.0   -0.1    0.0     0.0
小林 鈴(1) 中学   3.97   4.02   4.02    4.02 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ 川中島中   +0.3   +1.1   +0.6    +1.1
楠     玲 菜(2) 中学   3.76   4.01   3.93    4.01 
ｸｽﾉｷ ﾚﾅ 篠ﾉ井西中   +0.5    0.0   -0.4     0.0
江村 安美(3) 中学    X   4.00   3.93    4.00 
ｴﾑﾗｱﾐ 櫻ヶ岡中    0.0   +1.2     0.0
水田 晴南(1) 中学   3.82   3.78   3.96    3.96 
ﾐｽﾞﾀ ﾊﾙﾅ 信濃中    0.0   -0.1   +0.2    +0.2
酒井 朝羽(2) 中学    -   3.93   3.95    3.95 
ｻｶｲ ｱｻﾊ 附属長野中   -0.1    0.0     0.0
駒村 梨奈(1) 中学   3.85    O   3.88    3.88 
ｺﾏﾑﾗ ﾘﾅ 犀陵中   +0.2   +2.1    +2.1
風間 ほのか(1) 中学   3.83   3.76    O    3.83 
ｶｻﾞﾏ ﾎﾉｶ 犀陵中   +0.3    0.0    +0.3
柴田  果奈(2) 中学   3.70    O   3.83    3.83 
ｼﾊﾞﾀ ｶﾅ 篠ﾉ井西中   -0.1   +0.9    +0.9
村山 奏(1) 中学   3.60   3.81    O    3.81 
ﾑﾗﾔﾏ ｶﾅ 附属長野中    0.0   -0.3    -0.3
塚田 琴未(1) 中学   3.59    X   3.80    3.80 
ﾂｶﾀﾞ ｺﾄﾐ 南宮中   +1.0   +0.1    +0.1
鈴木 真衣(2) 中学   3.64   3.78    O    3.78 
ｽｽﾞｷ ﾏｲ 飯山城北中   -0.1   -0.7    -0.7
黒岩 瑞稀(2) 中学    X   3.58   3.75    3.75 
ｸｦｲﾜ ﾐｽﾞｷ 墨坂中   +0.8   +0.1    +0.1
高橋 飛鳥(2) 中学   3.61    O    O    3.61 
ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ 三陽中   -0.3    -0.3
吉澤 萌(1) 中学    X   3.58    X    3.58 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾓｴ 南宮中   -0.3    -0.3
田中  那奈(2) 中学   3.51    O    X    3.51 
ﾀﾅｶ ﾅﾅ 更北中   -0.5    -0.5
東條 果穂(1) 中学    X   3.43    O    3.43 
ﾄｳｼﾞｮｳ ｶﾎ 飯綱中   +1.6    +1.6
徳武 彩乃(2) 中学   3.43    X    X    3.43 
ﾄｸﾀｹ ｱﾔﾉ 長野北部中    0.0     0.0
渡辺 美優(1) 中学   3.42    O    O    3.42 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 長野東部中   +0.8    +0.8
上野 紗季(1) 中学   3.41    X    X    3.41 
ｳｴﾉ ｻｷ 飯綱中   -0.1    -0.1
三田真由美(2) 中学   3.41    O    O    3.41 
ｻﾝﾀ ﾏﾕﾐ 小布施中   +0.1    +0.1

中学女子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 56  5271

-5-

2 52  4898

3 50  4019

4 40  4250

5 42  4337

6 55  4893

7 45  4971

8 49  4926

9 35  5060

10 34  5531

11 53  4985

12 39  5011

13 43  5624

14 47  4020

15 27  4284

16 46  5014

17 31  5453

18 44  5335

19 41  4978

20 36  4587

21 37  5621

22 23  5258

23 18  5256

24 32  5334

25 29  6284

26 13  4453

27 28  4902

28 17  4282

29 54  5082

30 51  4454

31 38  5469

32 2  4560

32 9  5149

34 12  5029

35 14  4558

35 22  4158



宇野咲月(2) 中学   3.39    O    O    3.39 
ｳﾉ ｻﾂｷ 小布施中   +0.2    +0.2
中川 侑女(2) 中学    X   3.32    O    3.32 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾒ 三陽中    0.0     0.0
塩沢 彩未(1) 中学   3.32    O    O    3.32 
ｼｵｻﾞﾜ ｱﾔﾐ 柳町中    0.0     0.0
垂澤 真泳(2) 中学   3.27    X    O    3.27 
ﾀﾚｻﾜ ﾏｴｲ 常盤中   -0.1    -0.1
風間 涼乃(3) 中学    X   3.19    O    3.19 
ｶｻﾞﾏ ｽｽﾞﾉ 川中島中   +0.1    +0.1
清水 胡杜乃(1) 中学   3.18    O    O    3.18 
ｼﾐｽﾞ ｺﾄﾉ 長野北部中   +0.1    +0.1
伊藤 愛実(1) 中学   3.17    X    X    3.17 
ｲﾄｳ ﾏﾅﾐ 飯綱中   +0.1    +0.1
北澤 優花(1) 中学   3.10    X    X    3.10 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｳｶ 裾花中    0.0     0.0
池田 侑香(2) 中学    X   3.10    O    3.10 
ｲｹﾀﾞ ﾕｳｶ 三陽中   +1.5    +1.5
樋田優花(1) 中学   3.03    O    O    3.03 
ﾄﾖﾀﾞ ﾕｳｶ 小布施中    0.0     0.0
由井 薫(1) 中学   3.02    O    O    3.02 
ﾕｲ ｶｵﾙ 長野北部中   +0.6    +0.6
千村 加耶(2) 中学   2.99    O    O    2.99 
ﾁﾑﾗ ｶﾔ 高社中   -0.2    -0.2
村山 僚(1) 中学   2.97    O    X    2.97 
ﾑﾗﾔﾏ ﾂｶｻ 裾花中    0.0     0.0
清水 愛夏(1) 中学    X   2.90    O    2.90 
ｼﾐｽﾞ ｱｲｶ 常盤中   +1.7    +1.7
元田 乃葉(2) 中学   2.79    O    O    2.79 
ﾓﾄﾀﾞ ﾉﾉﾊ 常盤中   +1.0    +1.0
宮澤 リカ(2) 中学 欠場
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｶ 飯山城南中
川船 沙織(1) 中学 欠場
ｶﾜﾌﾈ ｻｵﾘ 裾花中
藤澤 加奈(2) 中学 欠場
ﾌｼﾞｻﾜ ｶﾅ 墨坂中
平沢 萌(2) 中学 欠場
ﾋﾗｻﾜ ﾓｴ 川中島中
小山 綾菜(2) 中学 欠場
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 坂城中

中学女子

走幅跳              

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
37 20  4156

-5-

38 24  5084

38 30  4927

40 4  4227

41 33  5458

42 19  5152

43 26  4557

44 3  5252

44 21  6508

46 7  4168

47 11  5156

48 1  4504

49 6  5250

50 10  4236

51 16  4224

8  4833

15  5243

25  4280

48  5457

57  4026



決勝 8月22日 12:00

県中新              13.49
大会新              11.14

依田 菜月(3) 中学 大会新
ﾖﾀﾞﾅﾂｷ 櫻ヶ岡中
山寺 麻未(3) 中学
ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾏﾐ 更北中
小林 佳奈子(3) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅｺ 栄中
稲森 渚(2) 中学
ｲﾅﾓﾘ ﾅｷﾞｻ 常盤中
吉澤 涼夏(2) 中学
ﾖｼｻﾞﾜ ｽｽﾞｶ 裾花中
山口 晏奈(2) 中学
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ 長野東部中
浦野 皐月(2) 中学
ｳﾗﾉ ｻﾂｷ 三陽中
宮澤 小春(1) 中学
ﾐﾔｻﾞﾜ ｺﾊﾙ 柳町中
中村彩貴(3) 中学
ﾅｶﾑﾗ ｻｷ 小布施中
村田 瑠依(2) 中学
ﾑﾗﾀ ﾙｲ 裾花中
甲田 伽月(2) 中学
ｺｳﾀﾞ ｶﾂﾞｷ 川中島中
兼子 優花(2) 中学
ｶﾈｺ ﾕｶ 飯山城北中
湯本晶葉(2) 中学
ﾕﾓﾄ ｱｷﾊ 小布施中
鈴木 彩郁(2) 中学
ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 墨坂中
髙橋 文香(2) 中学
ﾀｶﾊｼ ﾌﾐｶ 長野東部中
清水 はるか(1) 中学
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙｶ 常盤中
松本 瑞穂(1) 中学
ﾏﾂﾓﾄ ﾐｽﾞﾎ 信濃中
原山 実乃里(2) 中学
ﾊﾗﾔﾏ ﾐﾉﾘ 中野平中
鹿住 莉紅(2) 中学
ｶｽﾞﾐ ﾘｸ 信濃中
村山 遥(1) 中学
ﾑﾗﾔﾏ ﾊﾙｶ 長野北部中
松本 聖華(2) 中学
ﾏﾂﾓﾄ ｾｲｶ 三陽中
月岡 鞠乃(2) 中学
ﾂｷｵｶ ﾏﾘﾉ 飯山城北中
西村 奈月(2) 中学
ﾆｼﾑﾗ ﾅﾂｷ 川中島中
藤澤 希梨(1) 中学
ﾌｼﾞｻﾜ ｷﾘ 須坂東中
小池 友里恵(1) 中学
ｺｲｹ ﾕﾘｴ 川中島中
岩淵 幸羅(1) 中学
ｲﾜﾌﾞﾁ ｻﾗ 長野東部中
黒岩 美佐(1) 中学
ｸﾛｲﾜ ﾐｻ 柳町中
竹前 光季(1) 中学
ﾀｹﾏｴ  ﾐﾂｷ 須坂東中
髙井 優衣(2) 中学
ﾀｶｲ ﾕｲ 柳町中
上倉 由緒子(1) 中学
ｶﾐｸﾗ ﾕﾕｺ 栄中
原山 あすか(1) 中学
ﾊﾗﾔﾏ ｱｽｶ 裾花中
外谷 菜々和(2) 中学
ﾄﾔ ﾅﾅｶ 飯山城南中
福澤 瑞季(1) 中学
ﾌｸｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 中野平中
荒川 茉奈(1) 中学
ｱﾗｶﾜ ﾏﾅ 三陽中
田中 美寿々(2) 中学
ﾀﾅｶ ﾐｽｽﾞ 飯山城北中
上野 紗季(1) 中学
ｳｴﾉ ｻｷ 飯綱中

中学女子

砲丸投(2.721kg)     

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 39  4969

10.42 10.17  9.84  9.76 10.58 11.17  11.17 

2 41  5481
 8.88  8.74  7.65  8.45  7.95  7.92   8.88 

3 40  4793
 7.68  8.48  8.53  7.52  8.41  8.33   8.53 

4 31  4225
 7.38  8.19  7.97  8.38  7.91  7.87   8.38 

5 38  5239
  X  7.96  8.08  8.23  8.16  7.88   8.23 

6 36  5020
 7.65  7.07  8.12  7.93  7.61  7.17   8.12 

7 37  6512
 7.31  7.43  6.82  8.08  7.62  6.35   8.08 

8 12  4907
 7.80  7.36  6.51  7.03  6.96  6.60   7.80 

9 26  4177
 7.43  7.11  6.43   7.43 

10 27  5236
 7.10  7.13  7.32   7.32 

11 35  5438
 7.04  7.28   X   7.28 

12 32  4900
 7.14  7.12  6.78   7.14 

13 22  4161
 5.62  6.93  6.37   6.93 

14 20  4277
 6.61   O  6.78   6.78 

15 30  5016
 6.74  6.64  6.40   6.74 

16 33  4232
 6.28  6.40  6.73   6.73 

17 34  4595
 6.64  6.03  6.69   6.69 

18 15  4473
 6.53  6.65   O   6.65 

19 14  4581
 5.72  6.53  6.50   6.53 

20 13  5161
 5.99  6.48  6.09   6.48 

21 25  5105
 5.66   O  6.41   6.41 

22 18  4905
 6.37   O   O   6.37 

23 28  5440
 6.35  6.26   O   6.35 

24 16  4312
 6.35   O  6.23   6.35 

25 24  5450
 6.35   O   X   6.35 

26 5  5021
 5.62  6.27   O   6.27 

27 21  4929
 6.23   O  6.25   6.25 

28 19  4311
 5.95   O  6.24   6.24 

29 29  4923
 5.33  6.15   O   6.15 

30 9  4799
 5.65  6.13   O   6.13 

31 10  5244
 5.60   O   O   5.60 

32 4  4820
 5.25   O   O   5.25 

33 8  6339
 5.24   O   O   5.24 

34 1  5095
 5.23   O   O   5.23 

35 7  4904
 4.98   O   O   4.98 

36 11  4558
  X  4.58   O   4.58 



山口 比呂(1) 中学
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛ 中野平中
中山 彩(1) 中学
ﾅｶﾔﾏ ｱﾔ 長野北部中
荒井 里奈(1) 中学
ｱﾗｲ ﾘﾅ 飯綱中
小林 瑠(1) 中学 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾙｲ 栄中
小林 いぶき(2) 中学 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ 南宮中

中学女子

砲丸投(2.721kg)     

記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 備考
37 2  6340

 4.51   O   O   4.51 

38 23  5162
 4.33   O   X   4.33 

39 3  4561
 4.08   O   O   4.08 

6  4790

17  4445



決勝 8月22日 15:00

県中新              42.60
大会新              41.77

井口 華穂(3) 中学
ｲｸﾞﾁｶﾎ 櫻ヶ岡中
村田 瑠依(2) 中学
ﾑﾗﾀ ﾙｲ 裾花中
羽鳥 萌子(2) 中学
ﾊﾄﾘ ﾓｴｺ 三陽中
松井 美樹(2) 中学
ﾏﾂｲ ﾐｷ 三陽中
山寺 麻未(3) 中学
ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾏﾐ 更北中
荻野 夏帆(1) 中学
ｵｷﾞﾉ ｶﾎ 川中島中
小林 鈴(1) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ 川中島中
前島 佳歩(1) 中学
ﾏｴｼﾞﾏ ｶﾎ 附属長野中
平沢 萌(2) 中学
ﾋﾗｻﾜ ﾓｴ 川中島中
竹前 光季(1) 中学
ﾀｹﾏｴ  ﾐﾂｷ 須坂東中
江口 麻衣(2) 中学
ｴｸﾞﾁ ﾏｲ 飯山城北中
中山  由菜(2) 中学
ﾅｶﾔﾏ  ﾕﾅ 須坂東中
原山 あすか(1) 中学
ﾊﾗﾔﾏ ｱｽｶ 裾花中
赤塩 祐奈(1) 中学
ｱｶｼｵ ﾕｳﾅ 須坂東中
萬場 ケイ(2) 中学
ﾏﾝﾊﾞ ｹｲ 飯山城北中
湯本晶葉(2) 中学
ﾕﾓﾄ ｱｷﾊ 小布施中
田中 春奈(2) 中学 欠場
ﾀﾅｶ ﾊﾙﾅ 飯山城北中
原田 奈緒(2) 中学 欠場
ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵ 三陽中

中学女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ(0.300kg)

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 21  4974

  O 41.36   O   O   O  41.36 

2 18  5236
  O 29.09   O   O 31.07   O  31.07 

3 20  5086
  O 27.98   O   O 30.84   O  30.84 

4 16  5103
21.03   O   O   O 25.29   O  25.29 

5 14  5481
  O 22.22   O   O   O   O  22.22 

6 4  5449
  O 21.88   O   O   O   O  21.88 

7 9  5453
19.50   O   O   O   O 21.19  21.19 

8 19  5628
19.58   O   O   O   O   O  19.58 

9 7  5457
  X   O 18.79  18.79 

10 13  4311
  O   O 17.32  17.32 

11 8  4877
  O   O 17.14  17.14 

12 17  4315
16.83   O   O  16.83 

13 5  5244
  O 13.13   O  13.13 

14 10  4313
12.96   O   O  12.96 

15 6  4891
  O   O 12.89  12.89 

16 15  4161
  O   O  9.12   9.12 

11  4903

12  6506



決勝 8月22日  9:30

[ 1組] [ 2組]

 1 吉田 萌佳(2) 中学   1,14.67 依田 弘美(1) 中学
ﾖｼﾀﾞ ﾓｴｶ 上田第五中 ﾖﾀﾞ ﾋﾛﾐ 上田第五中

オープン中女子

400m                

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
2   985

順 No. 所属名 記録／備考
2   966

欠場



   1 吉田 萌佳(2) 中学 上田第五中     1,14.67   1   1
順位都道府県 所属名 記録

オープン中女子

  985
備考 組

400m                
タイムレース

順位 No. 氏  名



決勝 8月21日 14:15

[ 1組] [ 2組]

 1 中村 未佳(1) 中学   3,03.03  1 松﨑 玲佳(2) 中学   2,55.91 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｶ 上田第五中 ﾏﾂｻﾞｷ ﾚｲｶ 上田第五中

記録／備考 氏  名ﾚｰﾝ No.

オープン中女子

800m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 所属名 記録／備考
1   9871   964

順



   1 松﨑 玲佳(2) 中学 上田第五中     2,55.91   2   1
   2 中村 未佳(1) 中学 上田第五中     3,03.03   1   1

オープン中女子

800m                
タイムレース

順位 No. 氏  名 組 順位都道府県 所属名 記録
  987
  964

備考



決勝 8月22日 15:00

松﨑 玲佳(2) 中学
ﾏﾂｻﾞｷ ﾚｲｶ 上田第五中
松浦 莉沙(2) 中学
ﾏﾂｳﾗ ﾘｻ 上田第五中

オープン中女子

1500m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   987

1   979



決勝 8月21日 13:15

[ 1組] 風速 +1.7 [ 2組] 風速 +0.4

 1 池田 綾美(2) 中学     18.23  1 青木 莉奈(2) 中学     19.13 
ｲｹﾀﾞ ｱﾔﾐ 上田第五中 ｱｵｷ ﾘﾅ 上田第五中

記録／備考 氏  名ﾚｰﾝ No.

オープン中女子

100mH               

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 所属名 記録／備考
2   9831   984

順



   1 池田 綾美(2) 中学 上田第五中     18.23 (+1.7)   1   1
   2 青木 莉奈(2) 中学 上田第五中     19.13 (+0.4)   2   1

オープン中女子

100mH               
タイムレース

順位 No. 氏  名 組 順位都道府県 所属名 記録（風）
  984
  983

備考



決勝 8月21日 11:55

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 坂城JAC    10 春原 愛莉沙(6)     54.91  1   2 上田第五中     55.19 

ｻｶｷJAC ｽﾉﾊﾗ ｱﾘｻ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞｺﾞﾁｭｳ
   11 宮下 あかね(6)

ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ
   12 田中 祐里(6)

ﾀﾅｶ ﾕｳﾘ
   13 田村 有利奈(6)

ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ

オープン中女子

4×100mR            

決勝



   1 坂城JAC     54.91 春原 愛莉沙(6) 宮下 あかね(6) 田中 祐里(6) 田村 有利奈(6)   1   1
   2 上田第五中     55.19   2   1

ｵｰﾀﾞｰ1

オープン中女子

4×100mR            
タイムレース

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4順位 所属名 都道府県 記録 備考



予選 8月21日 15:00

[ 1組]
1m20 1m25 1m30 1m35

宮澤 真優(1) 中学 O O XXO XXX   1.30 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾕ 上田第五中
沢 芽依美(1) 中学 XXX
ｻﾜ ﾒｲﾐ 上田第五中

オープン中女子

走高跳              

予選 標準記録    0.00m Q:標準記録突破者  q：その他の通過者

所属名 記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 備考
1 2   965

氏  名

1   962



決勝 8月22日 15:00

中学新              42.60
大会新              41.77

池田 綾美(2) 中学
ｲｹﾀﾞ ｱﾔﾐ 上田第五中
宮澤 真優(1) 中学
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾕ 上田第五中
沢 芽依美(1) 中学
ｻﾜ ﾒｲﾐ 上田第五中

オープン中女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ(0.300kg)

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   984

  O 38.28   O  38.28 

2 1   965
  O 32.89   O

3 2   962
  O   O 25.05  25.05 

 32.89 
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