
第66回国民体育大会陸上競技大会長野県予選会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森茂幸
主催：長野陸上競技協会、長野県教育委員会 跳躍審判長 城田忠承
後援：長野県体育協会、松本市教育委員会 投擲審判長 伊藤利博
【開催日】 平成23年7月9日（土）～10日（日） 記録主任： 竹内秀樹
【主催団体】 長野陸上競技協会 決勝記録一覧表

女  子 【競技場】県松本平広域公園
1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 7/10 成年女子  +2.7 田中 美沙(1) 12.44 三枝 夏季 12.53 桐山 明日香(1) 12.63 宮澤 有紀(1) 12.75 清水 未来 12.83 廣川 美沙紀(4) 12.86 三村 楓(1) 13.08 吉原 沙季(4) 13.34

100m 中京大 信大こまくさ 日本女子体育大 富山大 ヤマトヤ 東京学芸大 至学館大 長野高専
 7/ 9 澤田 真那(3) 58.77 中山 由美子(2) 1:05.11 金子 芽衣(1) 1:05.37

400m 信州大 信州大 信州大
 7/10 峰村 いずみ(3) 4:27.66 内蔵 萌(2) 4:47.69 渋澤 真理(2) 4:56.14

1500m 中大 信州大 城西国際大
 7/ 9 加藤 未有(2) 17:16.84 中沢 萌(2) 19:31.03

5000m 立命館大 信州大
 7/ 9  -2.5 田澤 愛(4) 15.59 清水 未来 15.62 立花 千春(2) 15.78 関 真優(1) 15.98 宮澤 七夕子(1) 16.36

100mH(0.838) 東京学芸大 ヤマトヤ 松本大 松本大 信州大
 7/10 鳥羽 詩織(2) 24:30.93 大和 千秋(3) 25:02.49 光田 理子(3) 25:03.54 菊地 初音(3) 26:32.14 土屋　亜美(3) 27:11.66 黒河内 奈恵(3) 27:34.08 安田 ゆず葉(3) 27:38.90 新井 志歩(2) 27:56.44

5000m競歩 国士大 中部学院大 信州大 長野東高 東海大 上伊那農業高 松川高 日本女子体育大
 7/ 9 田中 美裕(2) 2.60 依田　郷子 2.50 依田　遵子 2.40

棒高跳 信州大 いよだAC いよだAC
 7/ 9 三澤 涼子 5.75(+2.3) 桐山 明日香(1)5.63(-1.2) 廣川 美沙紀(4)5.44(+1.2) 古越 美帆(2) 5.23(+2.0) 渡辺 里穂(3) 5.12(+0.6) 田澤 愛(4) 4.98(-0.1)

走幅跳 ヤマトヤ 日本女子体育大 東京学芸大 上武大 信州大 東京学芸大
 7/10 少年女子共通 山本 瑞(3) 2:11.11 木田 真美子(2) 2:13.26 塩入 瑛美(3) 2:14.82 北田 芽衣(1) 2:21.55 鶯巣 美冴(2) 2:23.50 池田 文美(2) 2:23.58 上條 実可(2) 2:28.64 宮坂 茜(2) 2:30.93

800m 小諸高 長野吉田高 丸子修学館高 長野日大高 松川高 長野吉田高 松本蟻ヶ崎高 長野日大高
 7/ 9 有賀 楓子(3) 1.66 内山 成実(1) 1.55 大脇 愛菜(1) 1.50 徳武 里乃(3) 1.45 今井 ちひろ(1) 1.45 太田 真衣(2) 1.45 堀内 綾乃(2) 1.45 武井 萌美(3) 1.40

走高跳 伊那北高 長野吉田高 伊那北高 松本蟻ヶ崎高 長野吉田高 松本蟻ヶ崎高 上田染谷丘高 岡谷東部中
竹内 彩華(2)
篠ﾉ井高

 7/ 9 伊澤 楓(3) 3.10 藤澤 芽吹(3) 3.00 高原 乃友莉(1) 2.70 竹松 多恵子(2) 高遠高 2.70 田中 優奈(1) 諏訪清陵高 2.60 田幸 結花(3) 2.60
棒高跳 高遠高 高遠高 篠ﾉ井高 上原 悠紀(1) 諏訪清陵高 松本 真季(3) 高遠高 中野立志館高

 7/ 9 原山 祐希(3) 34.22 両角 遥夏(3) 33.85 下村 美幸(2) 30.52 渡邉 莉帆(2) 29.19 山口 萌々(1) 29.10 中澤 千夏(3) 28.59 木村 優衣(2) 28.44 中沢 佳子(2) 27.53
円盤投 学園長野高 上田染谷丘高 上田染谷丘高 長野商業高 豊科高 市立長野高 上田染谷丘高 須坂園芸高

 7/10 川上 美葉(2) 40.66 輪島 繭理(3) 38.15 金子 由香里(3) 36.79 櫻井 志緒理(2) 35.33 井口 華穂(1) 32.47 中村 繭子(1) 32.40 吉田 かほり(2) 30.12 渡邉 帆南(2) 29.01
やり投(0.600) 小諸高 長野吉田高 長野日大高 松商学園高 市立長野高 木曽青峰高 丸子修学館高 長野商業高

 7/10 少年女子A  -0.3 瀧澤 祐未(3) 12.46 田原 花純(2) 12.48 田澤 陽(2) 12.78 望月 絵美(2) 12.81 長村 紋(2) 12.83 北澤 奈々美(2) 12.88 野村 あずさ(2) 12.90 相澤 はるか(2) 12.94
100m 松商学園高 穂高商業高 松本県ヶ丘高 豊科高 創造学園高 篠ﾉ井高 東海大三高 佐久長聖高

 7/ 9 山本 瑞(3) 55.63 瀧澤 祐未(3) 57.57 望月 絵美(2) 58.97 山田 結花(2) 1:00.96 高橋 美由紀(3) 1:02.07 川上 美葉(2) 1:02.34 臼井 佳奈(2) 1:03.28
400m 小諸高 松商学園高 豊科高 諏訪清陵高 東海大三高 小諸高 松本蟻ヶ崎高

 7/ 9 湯澤 ほのか(2) 9:44.75 佐々木 文華(3) 9:49.67 真柳 亜美(2) 9:55.81 矢野 結香(3) 10:09.60 北澤 春香(3) 10:16.56 山本 紗友美(2) 10:23.26 山田瑞歩(3) 10:24.16 吉田 夏子(2) 10:33.44
3000m 長野東高 長野東高 長野東高 東海大三高 長野東高 松本県ヶ丘高 長野日大高 東海大三高

 7/ 9  +0.9 佐藤 静香(2) 15.87 中澤 久美(2) 15.90 米村 望(2) 16.17 庄田 ひかり(2) 16.75 吉田 秀代(2) 17.20 井口 恵里佳(2) 17.26 須江 絢子(2) 17.61 下平 真希 17.73
100mH(0.838) 小諸高 松本蟻ヶ崎高 小諸高 長野吉田高 長野吉田高 諏訪二葉高 佐久長聖高 飯田女子高

 7/ 9 大日方紗愛(2) 5.53(+1.5) 小林 睦美(2) 5.48(+1.0) 青木亜里沙(2) 5.30(-1.6) 田口 瑠莉(3) 5.24(+1.0) 吉池 桃子(2) 5.11(0.0) 中村 栞(2) 5.11(+1.8) 麻田 紗希(2) 5.08(-1.6) 市村 美紀(3) 5.04(+1.7)
走幅跳 学園長野高 上田東高 伊那弥生ヶ丘高 上伊那農業高 丸子修学館高 木曽青峰高 豊科高 市立長野高

 7/ 9 酒井 菜津希(2) 19.02
ﾊﾝﾏｰ投 諏訪実業高

 7/10 少年女子B  +2.1 内山 成実(1) 12.70 鈴木 千穂(1) 12.80 中村 泉紀(1) 12.85 松浦 さくら(1) 12.91 二宮 萌々(1) 13.14 外谷 理緒奈(1) 13.28 田中 耶々(1) 13.29 高橋 美凪(3) 13.34
100m 長野吉田高 長野吉田高 松商学園高 松商学園高 伊那弥生ヶ丘高 長野日大高 佐久長聖高 永明中

 7/10 北林 由里(1) 4:45.00 成田 愛理(1) 4:53.80 笹澤 今日子(3) 4:55.15 大野  晴香(3) 4:55.36 伊藤 玲美優(1) 4:58.26 白坂 舞(1) 4:58.37 小松 彩乃(1) 4:59.08 岩波 宏佳(1) 5:01.84
1500m 長野東高 松商学園高 丸子中 更北中 松商学園高 松商学園高 松本蟻ヶ崎高 諏訪清陵高

 7/ 9  -1.5 市岡 奈月(1) 15.09 奥島 美空(1) 16.61 花里 裕良(1) 16.69 風間 春香(1) 16.71 鈴木 紗綾(3) 17.30 高野 雅子(1) 17.84 小林 紗也加(1) 18.26 澤口 愛生(1) 18.28
100mYH 松本蟻ヶ崎高 松商学園高 佐久長聖高 市立長野高 長野東部中 大町高 市立長野高 木曽青峰高

 7/ 9 深沢たまき(1) 5.17(+1.3) 花里 裕良(1) 4.98(+1.5) 高橋 知里(1) 4.97(-1.3) 中曽根沙耶(1) 4.84(-0.8) 小谷 彩乃(1) 4.60(-2.1) 宮原 千恵(1) 4.43(+0.6) 上原 悠紀(1) 4.35(-0.9) 太田 真生(3) 4.35(-1.1)
走幅跳 松代高 佐久長聖高 佐久長聖高 長野日大高 木曽青峰高 屋代高 諏訪清陵高 長野東部中



決勝 7月10日 15:15

長野県記録(KR)                  11.98 三枝　夏季                   ヤマトヤTC       2007/06/09  

風速 +2.7

 1 田中 美沙(1)    12.44 
ﾀﾅｶ ﾐｻ 中京大

 2 三枝 夏季    12.53 
ﾐｴﾀﾞ ﾅﾂｷ 信大こまくさ

 3 桐山 明日香(1)    12.63 
ｷﾘﾔﾏ ｱｽｶ 日本女子体育大

 4 宮澤 有紀(1)    12.75 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷ 富山大

 5 清水 未来    12.83 
ｼﾐｽﾞ ﾐｸ ヤマトヤ

 6 廣川 美沙紀(4)    12.86 
ﾋﾛｶﾜ ﾐｻｷ 東京学芸大

 7 三村 楓(1)    13.08 
ﾐﾑﾗ  ｶｴﾃﾞ 至学館大

 8 吉原 沙季(4)    13.34 
ﾖｼﾊﾗ ｻｷ 長野高専

 9 宮澤 留美(3)    13.57 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙﾐ 信州大

決勝 7月9日 13:40

長野県記録(KR)                  54.56 竹内　昌子                   福島大           2003/05/05  

 1 澤田 真那(3)    58.77 
ｻﾜﾀﾞ ﾏﾅ 信州大

 2 中山 由美子(2)  1:05.11 
ﾅｶﾔﾏ ﾕﾐｺ 信州大

 3 金子 芽衣(1)  1:05.37 
ｶﾈｺ ﾒｲ 信州大

決勝 7月10日 14:00

長野県記録(KR)                4:23.10 土屋　智美                   長野吉田高       2002/08/03  

 1 峰村 いずみ(3)  4:27.66 
ﾐﾈﾑﾗ ｲｽﾞﾐ 中大

 2 内蔵 萌(2)  4:47.69 
ｸﾗ ﾓｴ 信州大

 3 渋澤 真理(2)  4:56.14 
ｼﾌﾞｻﾜ ﾏﾘ 城西国際大
山本 紗友美(2)
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾕﾐ 松本県ヶ丘高

決勝 7月9日 10:40

長野県記録(KR)               15:52.08 小田切　亜希                 長野東高         2008/10/18  

1 加藤 未有(2) 17:16.84 
ｶﾄｳ ﾐｳ 立命館大

2 中沢 萌(2) 19:31.03 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾓｴ 信州大
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決勝 7月9日 14:20

長野県記録(KR)                  13.81 茂木　多美江                 小諸高校教員     1978/10/15  

風速 -2.5

 1 田澤 愛(4)    15.59 
ﾀｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 東京学芸大

 2 清水 未来    15.62 
ｼﾐｽﾞ ﾐｸ ﾔﾏﾄﾔ

 3 立花 千春(2)    15.78 
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾁﾊﾙ 松本大

 4 関 真優(1)    15.98 
ｾｷ ﾏﾕ 松本大

 5 宮澤 七夕子(1)    16.36 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂｺ 信州大

決勝 7月9日 10:30

長野県記録(KR)                   4.01 前田　朋子                   ヤマトヤＴＣ     2005/08/08  

田中 美裕(2)
ﾀﾅｶ ﾐﾕ 信州大
依田　郷子
ﾖﾀﾞ ｻﾄｺ いよだAC
依田　遵子
ﾖﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ いよだAC

決勝 7月9日 10:00

長野県記録(KR)                   6.41 湶　純江                     長野スズキ       1976/04/25  

３回の
最高記録

三澤 涼子  5.55  5.75  5.66   5.75  5.49   x   5.67    5.75 
ﾐｻﾜ ﾘｮｳｺ ﾔﾏﾄﾔ  -1.1  +2.3  -1.7   +2.3  -1.1    0.0    +2.3
桐山 明日香(1)  5.57  5.62  5.15   5.62   x  5.33   5.63    5.63 
ｷﾘﾔﾏ ｱｽｶ 日本女子体育大  -1.4  +1.4  -1.6   +1.4  -0.1   -1.2    -1.2
廣川 美沙紀(4)  5.23  5.35  5.35   5.35  5.30  5.44    x    5.44 
ﾋﾛｶﾜ ﾐｻｷ 東京学芸大  -1.5  -0.1  -3.0   -3.0  -1.6  +1.2    +1.2
古越 美帆(2)  5.00  4.94   x   5.00   x  5.23   4.98    5.23 
ﾌﾙｺｼ ﾐﾎ 上武大  -0.5   0.0   -0.5  +2.0   -0.4    +2.0
渡辺 里穂(3)  5.05  5.12   x   5.12  4.82  4.87   4.95    5.12 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾎ 信州大  -1.5  +0.6   +0.6  -2.0  -1.3   -1.2    +0.6
田澤 愛(4)   x  4.98  4.41   4.98   x  4.75    x    4.98 
ﾀｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 東京学芸大  -0.1  -2.1   -0.1  +0.7    -0.1
宮澤 有紀(1) 欠場
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷ 富山大
宮坂 楓(1) 欠場
ﾐﾔｻｶ ｶｴﾃﾞ 横国大
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予選 7月10日 10:30
決勝 7月10日 15:00

長野県高校記録(KR)              12.09 中野　麻由美                 小諸             1981/11/01  

[ 1組] 風速 -1.4 [ 2組] 風速 +0.3

 1 田原 花純(2)    12.88 q 1 相澤 はるか(2)    12.97 q
ﾀﾊﾗ ｶｽﾐ 穂高商業高 ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 佐久長聖高

 2 山浦 小春(3)    13.34 2 田澤 陽(2)    12.98 q
ﾔﾏｳﾗ ｺﾊﾙ 北佐久農業高 ﾀｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ 松本県ヶ丘高

 3 藤牧 夏美(2)    13.44 3 長村 紋(2)    13.06 q
ﾌｼﾞﾏｷ ﾅﾂﾐ 長野吉田高 ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 創造学園高

 4 小山 真帆(2)    13.93 4 大日方紗愛(2)    13.25 
ｺﾔﾏ ﾏﾎ 松代高 ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ 学園長野高

 5 酒井 菜津希(2)    13.99 5 武田 真緒(2)    13.66 
ｻｶｲ ﾅﾂｷ 諏訪実業高 ﾀｹﾀﾞ ﾏｵ 伊那弥生ヶ丘高

 6 小口 綾香(3)    14.02 6 町田 歩美(2)    14.11 
ｵｸﾞﾁ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎高 ﾏﾁﾀﾞ ｱﾕﾐ 長野商業高

 7 西堀 彩夏(2)    14.28 7 小島 清香(2)    14.26 
ﾆｼﾎﾞﾘ ｱﾔｶ 市立長野高 ｺｼﾞﾏ ｾｲｶ 木曽青峰高

 8 関 泉(2)    14.47 8 佐々木 歩(2)    15.85 
ｾｷ ｲｽﾞﾐ 上田東高 ｻｻｷ ｱﾕﾐ 岡谷東高
上垣外 仁美(2) 青木 柚佳(3)
ｶﾐｶﾞｲﾄ ﾋﾄﾐ 木曽青峰高 ｱｵｷ  ﾕｶ 松川高

[ 3組] 風速 -2.5 [ 4組] 風速 -2.4

 1 野村 あずさ(2)    13.15 q 1 瀧澤 祐未(3)    12.90 q
ﾉﾑﾗ ｱｽﾞｻ 東海大三高 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松商学園高

 2 北澤 奈々美(2)    13.21 q 2 望月 絵美(2)    13.20 q
ｷﾀｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 篠ﾉ井高 ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ 豊科高

 3 岩崎 尚美(2)    13.56 3 青木亜里沙(2)    13.39 
ｲﾜｻｷ ﾅｵﾐ 小諸高 ｱｵｷ ｱﾘｻ 伊那弥生ヶ丘高

 4 細野 真由(2)    13.61 4 金井 ゆり子(2)    13.72 
ﾎｿﾉ ﾏﾕ 明科高 ｶﾅｲ ﾕﾘｺ 屋代高

 5 佐藤 未来(2)    13.70 5 中村 栞(2)    14.23 
ｻﾄｳ ﾐｸ 丸子修学館高 ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ 木曽青峰高

 6 工藤 瑞希(2)    13.92 6 羽賀 まどか(2)    14.28 
ｸﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ 佐久長聖高 ﾊｶﾞ ﾏﾄﾞｶ 大町高

 7 奥原 志織(2)    14.11 北村 梨恵(2)
ｵｸﾊﾗ ｼｵﾘ 穂高商業高 ｷﾀﾑﾗ ﾘｴ 長野吉田高

 8 林 美歩(2)    14.47 篠原 麻衣子(2)
ﾊﾔｼ ﾐﾎ 諏訪二葉高 ｼﾉﾊﾗ ﾏｲｺ 諏訪実業高
小林 愛麗(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾘ 学園長野高

風速 -0.3

 1 瀧澤 祐未(3)    12.46 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松商学園高

 2 田原 花純(2)    12.48 
ﾀﾊﾗ ｶｽﾐ 穂高商業高

 3 田澤 陽(2)    12.78 
ﾀｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ 松本県ヶ丘高

 4 望月 絵美(2)    12.81 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ 豊科高

 5 長村 紋(2)    12.83 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 創造学園高

 6 北澤 奈々美(2)    12.88 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 篠ﾉ井高

 7 野村 あずさ(2)    12.90 
ﾉﾑﾗ ｱｽﾞｻ 東海大三高

 8 相澤 はるか(2)    12.94 
ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 佐久長聖高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

少年女子A

100m

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

1  1294

所属名 記録／備考
6  1712

8    48

4   764

5  1117

7  1886

9   924

No. 氏  名 所属名

3  1571
欠場

順

2  1434

6  1830

2  1978

記録／備考
8  1307

ﾚｰﾝ

3   302

4   830

5   999

1   137

9   395

7  1574

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

1  1340

3    39

7  1097

4  1299

9  2011

6  1388

  998
欠場

2  1714

8   109

氏  名 所属名 記録／備考
5  1921

2   301

7  1149

4  2001

6  1682

8   772

3  1572

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

欠場
9    47

欠場
5

4  1712

所属名 記録／備考
5  1921

9  1978

6  1830

2  2001

7  1307

3  1097

8    39



予選 7月9日 9:30
決勝 7月9日 13:30

長野県高校記録(KR)              55.45 山本　瑞                     小諸             2011/05/27  

[ 1組] [ 2組]

 1 瀧澤 祐未(3)  1:00.15 q 1 山本 瑞(3)    57.13 q
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松商学園高 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 小諸高

 2 高橋 美由紀(3)  1:00.86 q 2 山田 結花(2)  1:01.44 q
ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｷ 東海大三高 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶ 諏訪清陵高

 3 川上 美葉(2)  1:02.01 q 3 武田 真緒(2)  1:02.46 
ｶﾜｶﾐ ﾐﾊ 小諸高 ﾀｹﾀﾞ ﾏｵ 伊那弥生ヶ丘高

 4 臼井 佳奈(2)  1:02.45 q 4 栗田 愛(3)  1:03.59 
ｳｽｲ ｶﾅ 松本蟻ヶ崎高 ｸﾘﾀ ﾒｸﾞﾐ 松本蟻ヶ崎高

 5 柳澤 祐希(2)  1:03.69 5 安田 祐香(2)  1:04.59 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｷ 佐久長聖高 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｶ 木曽青峰高

 6 関 泉(2)  1:04.45 6 小口 綾香(3)  1:05.82 
ｾｷ ｲｽﾞﾐ 上田東高 ｵｸﾞﾁ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎高

 7 春日 美咲(2)  1:04.63 7 小池 梓(2)  1:06.13 
ｶｽｶﾞ ﾐｻｷ 篠ﾉ井高 ｺｲｹ ｱｽﾞｻ 飯田高

 8 西堀 彩夏(2)  1:04.97 上條 愛海(2)
ﾆｼﾎﾞﾘ ｱﾔｶ 市立長野高 ｶﾐｼﾞｮｳ ｱﾐ 東海大三高

 9 木下 香奈絵(3)  1:10.12 青木 柚佳(3)
ｷﾉｼﾀ  ｶﾅｴ 松川高 ｱｵｷ  ﾕｶ 松川高

[ 3組]

 1 佐藤 静香(2)  1:00.10 q
ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 小諸高

 2 望月 絵美(2)  1:00.42 q
ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ 豊科高

 3 小伊藤 詩織(2)  1:03.05 
ｺｲﾄｳ ｼｵﾘ 篠ﾉ井高

 4 佐藤 未来(2)  1:03.11 
ｻﾄｳ ﾐｸ 丸子修学館高

 5 上條 実加(2)  1:05.79 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐｶ 松本蟻ヶ崎高

 6 宮島 里菜(3)  1:14.64 
ﾐﾔｼﾞﾏ  ﾘﾅ 松川高
田中 里奈(2)
ﾀﾅｶ ﾘﾅ 佐久長聖高
篠原 麻衣子(2)
ｼﾉﾊﾗ ﾏｲｺ 諏訪実業高

 1 山本 瑞(3)    55.63 
ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 小諸高

 2 瀧澤 祐未(3)    57.57 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松商学園高

 3 望月 絵美(2)    58.97 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ 豊科高

 4 山田 結花(2)  1:00.96 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶ 諏訪清陵高

 5 高橋 美由紀(3)  1:02.07 
ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｷ 東海大三高

 6 川上 美葉(2)  1:02.34 
ｶﾜｶﾐ ﾐﾊ 小諸高

 7 臼井 佳奈(2)  1:03.28 
ｳｽｲ ｶﾅ 松本蟻ヶ崎高
佐藤 静香(2)
ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 小諸高
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決勝 7月9日 13:00

長野県高校記録(KR)            9:16.29 石原　さつき                 諏訪実業         1991/10/14  

 1 湯澤 ほのか(2)  9:44.75 
ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 長野東高

 2 佐々木 文華(3)  9:49.67 
ｻｻｷ ﾌﾐｶ 長野東高

 3 真柳 亜美(2)  9:55.81 
ﾏﾔﾅｷﾞ ｱﾐ 長野東高

 4 矢野 結香(3) 10:09.60 
ﾔﾉ ﾕｶ 東海大三高

 5 北澤 春香(3) 10:16.56 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 長野東高

 6 山本 紗友美(2) 10:23.26 
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾕﾐ 松本県ヶ丘高

 7 山田瑞歩(3) 10:24.16 
ﾔﾏﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ 長野日大高

 8 吉田 夏子(2) 10:33.44 
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｺ 東海大三高

 9 伊東 玲奈(2) 10:36.63 
ｲﾄｳ ﾚｲﾅ 東海大三高

10 宮阪 絢子(2) 10:50.54 
ﾐﾔｻｶ ｱﾔｺ 田川高

11 高田 花林(2) 10:56.02 
ﾀｶﾀﾞ   ｶﾘﾝ 上田西高

12 鶯巣 美冴(2) 11:05.99 
ｳｸﾞｽ  ﾐｻｴ 松川高

13 中本 愛里(2) 11:23.49 
ﾅｶﾓﾄ ｱｲﾘ 飯田風越高

14 巾崎 友里江(2) 11:24.89 
ﾊﾊﾞｻｷ ﾕﾘｴ 松本県ヶ丘高

15 原山 麻優(2) 11:36.94 
ﾊﾗﾔﾏ ﾏﾕ 長野商業高

16 中村 亜砂美(2) 11:37.75 
ﾅｶﾑﾗ ｱｻﾐ 松商学園高

17 下澤 翔子 11:48.81 
ｼﾓｻﾜ ｼｮｳｺ 飯田女子高

18 白倉 由美(2) 11:57.48 
ｼﾗｸﾗ ﾕﾐ 上田東高

19 小松 ひかり(3) 11:59.57 
ｺﾏﾂ ﾋｶﾘ 丸子修学館高

20 上條 洋子(3) 11:59.62 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾖｳｺ 松商学園高

21 中島 悠 12:08.07 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 飯田女子高

22 松下 恵里(2) 12:30.14 
ﾏﾂｼﾀ ｴﾘ 小諸高

23 田畑 三紗 13:00.04 
ﾀﾊﾞﾀ ﾐｻ 飯田女子高

24 飯嶋 まりこ(2) 13:17.60 
ｲｲｼﾞﾏ ﾏﾘｺ 松本県ヶ丘高
鈴木 真綾(3)
ｽｽﾞｷ ﾏｱﾔ 長野東高
荒井 友花(2)
ｱﾗｲ ﾕｶ 長野東高
植松 ゆき(2)
ｳｴﾏﾂ ﾕｷ 諏訪清陵高
安原 光(3)
ﾔｽﾊﾗ ﾋｶﾘ 長野東高
山口 菜月(2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 大町高
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予選 7月9日 11:50
決勝 7月9日 14:10

長野県高校記録(KR)              14.28 長崎　寛子                   中野実業         1996/10/14  

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 -0.2

 1 佐藤 静香(2)    16.21 q 1 中澤 久美(2)    16.12 q
ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 小諸高 ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ 松本蟻ヶ崎高

 2 井口 恵里佳(2)    17.19 q 2 庄田 ひかり(2)    16.45 q
ｲｸﾞﾁ ｴﾘｶ 諏訪二葉高 ｼｮｳﾀﾞ ﾋｶﾘ 長野吉田高

 3 吉田 秀代(2)    17.62 q 3 米村 望(2)    16.80 q
ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾖ 長野吉田高 ﾖﾈﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 小諸高

 4 須江 絢子(2)    17.79 q 4 下平 真希    17.49 q
ｽｴ ｱﾔｺ 佐久長聖高 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏｷ 飯田女子高

 5 岩崎 尚美(2)    18.21 吉村 知夏(3)
ｲﾜｻｷ ﾅｵﾐ 小諸高 ﾖｼﾑﾗ ﾁﾅﾂ 長野吉田高
山崎 智世(2) 大西 梨帆(2)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾖ 長野吉田高 ｵｵﾆｼ ﾘﾎ 穂高商業高
上垣外 仁美(2) 町田 佳穂(2)
ｶﾐｶﾞｲﾄ ﾋﾄﾐ 木曽青峰高 ﾏﾁﾀﾞ ｶﾎ 伊那北高

風速 +0.9

 1 佐藤 静香(2)    15.87 
ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 小諸高

 2 中澤 久美(2)    15.90 
ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ 松本蟻ヶ崎高

 3 米村 望(2)    16.17 
ﾖﾈﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 小諸高

 4 庄田 ひかり(2)    16.75 
ｼｮｳﾀﾞ ﾋｶﾘ 長野吉田高

 5 吉田 秀代(2)    17.20 
ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾖ 長野吉田高

 6 井口 恵里佳(2)    17.26 
ｲｸﾞﾁ ｴﾘｶ 諏訪二葉高

 7 須江 絢子(2)    17.61 
ｽｴ ｱﾔｺ 佐久長聖高

 8 下平 真希    17.73 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏｷ 飯田女子高
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決勝 7月9日 13:00

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

３回の
最高記録

大日方 紗愛(2)  5.20  5.46  5.39   5.46  5.23  5.53   5.51    5.53 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ 学園長野高  +0.6  +2.0  -2.0   +2.0  -3.6  +1.5   +1.0    +1.5
小林 睦美(2)   x   x  5.48   5.48  5.32   x   5.48    5.48 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾑﾂﾐ 上田東高  +1.8   +1.8  -1.0   +1.0    +1.0
青木 亜里沙(2)   x   x  5.30   5.30   x   x    x    5.30 
ｱｵｷ ｱﾘｻ 伊那弥生ヶ丘高  -1.6   -1.6    -1.6
田口 瑠莉(3)  5.24  5.16  5.10   5.24  5.04   x   5.07    5.24 
ﾀｸﾞﾁ ﾙﾘ 上伊那農業高  +1.0  +0.7  -1.3   +1.0  -2.0   +0.3    +1.0
吉池 桃子(2)  4.77  5.07  4.96   5.07  5.07  5.10   5.11    5.11 
ﾖｼｲｹ ﾓﾓｺ 丸子修学館高  -2.0  +1.4  -2.1   +1.4  -1.0  -0.9    0.0     0.0
中村 栞(2)  5.11  4.84  4.87   5.11  4.91  4.85   4.55    5.11 
ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ 木曽青峰高  +1.8  +0.5  -1.8   +1.8  -1.3   0.0   +1.1    +1.8
麻田 紗希(2)  5.01  4.90  4.97   5.01  5.08  4.87   4.78    5.08 
ｱｻﾀﾞ ｻｷ 豊科高  +0.6  +0.9  -1.3   +0.6  -1.6  -0.9   -1.7    -1.6
市村 美紀(3)  4.96  5.04  4.56   5.04  4.85   x   4.90    5.04 
ｲﾁﾑﾗ ﾐｷ 市立長野高  +0.8  +1.7  -2.7   +1.7  -1.1   +0.7    +1.7
高橋 遼香(2)  4.82  4.59   x   4.82    4.82 
ﾀｶﾊｼﾊﾙｶ 中野立志館高  +1.7  +1.2   +1.7    +1.7
羽賀 まどか(2)  4.22   x  4.42   4.42    4.42 
ﾊｶﾞ ﾏﾄﾞｶ 大町高  +1.8  -0.2   -0.2    -0.2
三村 捺美(2)  4.40   x   x   4.40    4.40 
ﾐﾑﾗ ﾅﾂﾐ 飯田風越高  +2.3   +2.3    +2.3
工藤 瑞希(2)  4.12  4.17  4.13   4.17    4.17 
ｸﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ 佐久長聖高  +2.3  +0.5  -0.8   +0.5    +0.5
金田 智恵(2)   x   x   x    x 記録なし
ｶﾈﾀ ﾁｴ 長野日大高
北村 梨恵(2) 欠場
ｷﾀﾑﾗ ﾘｴ 長野吉田高

8   772

12 1  1299

10   952

10 2  1682

11 4   457

8 6   922

9 3   654

6 5  1572

7 13  2002

4 7   244

5 11  1391

2 14  1432

3 12   301

記録 備考

1 9   999

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

少年女子A

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 7月9日 13:45

長野県高校記録(KR)              44.45 中島　未歩                   丸子修学館       2010/10/03  

３回の
最高記録

酒井 菜津希(2)
ｻｶｲ ﾅﾂｷ 諏訪実業高

-4-

   o    x  19.02 

記録-5- -6- 備考

1 1    48
   o  19.02    x   19.02    x

-3-

少年女子A

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-



予選 7月10日 10:05
決勝 7月10日 14:55

[ 1組] 風速 +0.2 [ 2組] 風速 +2.9

 1 高橋 美凪(3)    13.30 q 1 中村 泉紀(1)    12.77 q
ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ 永明中 ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 松商学園高

 2 外谷 理緒奈(1)    13.39 q 2 今井 美月(1)    13.57 
ﾄﾔ ﾘｵﾅ 長野日大高 ｲﾏｲ ﾐｽﾞｷ 東海大三高

 3 重田 佐友里(1)    13.84 3 米澤 緋那(1)    13.66 
ｼｹﾞﾀ ｻﾕﾘ 梓川高 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾋﾅ 飯田風越高

 4 林 美朱(1)    13.93 4 大澤 亜紀(1)    13.99 
ﾊﾔｼ ﾐｱｶ 上田染谷丘高 ｵｵｻﾜ ｱｷ 穂高商業高

 5 小谷 彩乃(1)    14.24 4 土屋 みなみ(1)    13.99 
ｺﾀﾆ ｱﾔﾉ 木曽青峰高 ﾂﾁﾔ ﾐﾅﾐ 上田染谷丘高

 6 村松 広捺(1)    14.24 6 白木 七海(1)    14.76 
ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ 市立長野高 ｼﾗｷ ﾅﾅﾐ 上田東高
稲垣 樹里(1) 7 鈴木 麻衣(1)    15.02 
ｲﾅｶﾞｷ ｼﾞｭﾘ 長野吉田高 ｽｽﾞｷ ﾏｲ 野沢南高
大澤 映穂(1) 8 北野 未紗(1)    15.31 
ｵｵｻﾜ ｱｷﾎ 上田東高 ｷﾀﾉ ﾐｻ 阿南高
伊東 泉朋(1) 駒津 美祈(1)
ｲﾄｳ ﾐｽﾞﾎ 諏訪実業高 ｺﾏﾂ ﾐﾉﾘ 市立長野高

[ 3組] 風速 -2.1 [ 4組] 風速 -1.5

 1 二宮 萌々(1)    13.30 q 1 清水 真希(1)    13.52 
ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ 伊那弥生ヶ丘高 ｼﾐｽﾞ ﾏｷ 飯田風越高

 2 原田 麻亜(1)    13.55 2 宮武 志帆(1)    13.92 
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ 東海大三高 ﾐﾔﾀｹ ｼﾎ 長野西高

 3 石井 芽衣(1)    14.23 3 松澤 怜央(1)    14.03 
ｲｼｲ ﾒｲ 長野商業高 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾚｵ 更級農業高

 4 佐藤 くるみ(1)    14.33 4 高橋 知里(1)    14.05 
ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館高 ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ 佐久長聖高

 5 梶谷 みさき(1)    14.52 5 青沼 郁奈(1)    14.43 
ｶｼﾞﾀﾆ ﾐｻｷ 諏訪清陵高 ｱｵﾇﾏ ﾌﾐﾅ 梓川高

 6 高山 桃佳(1)    15.17 6 有井 歩(1)    14.70 
ﾀｶﾔﾏ ﾓﾓｶ 長野吉田高 ｱﾘｲ ｱﾕﾐ 野沢南高

 7 勝又 すず佳(1)    16.25 高橋 奈弓(3)
ｶﾂﾏﾀ ｽｽﾞｶ 阿南高 ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 御代田中
百瀬 日向子(3) 林 優花(1)
ﾓﾓｾ ﾋﾅｺ 山辺中 ﾊﾔｼ ﾕｳｶ 伊那弥生ヶ丘高
日極 りな(1) 山﨑 彩(1)
ﾋｽﾞﾒ ﾘﾅ 長野高専 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔ 学園長野高

[ 5組] 風速 +1.7 [ 6組] 風速 +0.8

 1 内山 成実(1)    12.85 q 1 鈴木 千穂(1)    12.70 q
ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 長野吉田高 ｽｽﾞｷ ﾁﾎ 長野吉田高

 2 松浦 さくら(1)    12.95 q 2 古谷 砂弥(1)    13.66 
ﾏﾂｳﾗ ｻｸﾗ 松商学園高 ﾌﾙﾔ ｻﾔ 東海大三高

 3 田中 耶々(1)    13.39 q 3 八釼 夏帆(1)    13.81 
ﾀﾅｶ ﾔﾔ 佐久長聖高 ﾔﾂﾙｷﾞ ｶﾎ 松本県ヶ丘高

 4 柴田 佳歩(1)    13.83 4 安倍 史恵(1)    13.95 
ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ 飯田風越高 ｱﾍﾞ ﾌﾐｴ 屋代高

 5 高野 雅子(1)    13.88 5 北原 志保(1)    14.87 
ﾀｶﾉ ﾏｻｺ 大町高 ｷﾀﾊﾗ ｼﾎ 佐久長聖高

 6 石原 美咲(1)    14.19 6 帶刀 千佳(1)    15.37 
ｲｼﾊﾗ ﾐｻｷ 上田染谷丘高 ﾀﾃﾜｷ ﾁｶ 市立長野高

 7 神田 真有(1)    14.86 有賀 菜央(1)
ｶﾝﾀﾞ ﾏﾕ 更級農業高 ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 伊那弥生ヶ丘高

 8 児玉 彩(1)    16.79 田中 真奈美(2)
ｺﾀﾞﾏ ｻﾔｶ 小諸商業高 ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 創造学園高 欠場

6   911

欠場
8  1980

7  1151

所属名 記録／備考
2   766

9    40

順 ﾚｰﾝ No.

3  1793
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7  1362

2  1685

9  1483

5  1298

3   446

氏  名
6   765

4  1922

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6   307
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氏  名 所属名 記録／備考
8   455

2  7004
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順 ﾚｰﾝ No.
1   305
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3   552

1   912
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記録／備考
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7    65
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順
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少年女子B
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予選 通過基準  6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



風速 +2.1

 1 内山 成実(1)    12.70 
ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 長野吉田高

 2 鈴木 千穂(1)    12.80 
ｽｽﾞｷ ﾁﾎ 長野吉田高

 3 中村 泉紀(1)    12.85 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 松商学園高

 4 松浦 さくら(1)    12.91 
ﾏﾂｳﾗ ｻｸﾗ 松商学園高

 5 二宮 萌々(1)    13.14 
ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ 伊那弥生ヶ丘高

 6 外谷 理緒奈(1)    13.28 
ﾄﾔ ﾘｵﾅ 長野日大高

 7 田中 耶々(1)    13.29 
ﾀﾅｶ ﾔﾔ 佐久長聖高

 8 高橋 美凪(3)    13.34 
ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ 永明中

2  1298

9  4986

8   305

3   951

7  1933

4  1922

5   765

6   766

少年女子B

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 7月10日 14:00

[ 1組] [ 2組]

 1 白坂 舞(1)  4:58.37 1 北林 由里(1)  4:45.00 
ｼﾗｻｶ ﾏｲ 松商学園高 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾕﾘ 長野東高

 2 岩波 香奈(1)  5:09.83 2 成田 愛理(1)  4:53.80 
ｲﾜﾅﾐ ｶﾅ 小諸高 ﾅﾘﾀ ｱｲﾘ 松商学園高

 3 中塚 千和(1)  5:14.90 3 笹澤 今日子(3)  4:55.15 
ﾅｶﾂｶ ﾁﾖﾘ 飯田高 ｻｻｻﾞﾜ ｷｮｳｺ 丸子中

 4 池田 優子(1)  5:17.83 4 大野  晴香(3)  4:55.36 
ｲｹﾀﾞ ﾕｳｺ 丸子修学館高 ｵｵﾉ ﾊﾙｶ 更北中

 5 倉科 真子(1)  5:17.89 5 伊藤 玲美優(1)  4:58.26 
ｸﾗｼﾅ ﾏｺ 松商学園高 ｲﾄｳ ﾚﾋﾞﾕ 松商学園高

 6 八木菜生子(1)  5:18.96 6 小松 彩乃(1)  4:59.08 
ﾔｷ ﾞ ﾅｵｺ 長野日大高 ｺﾏﾂ ｱﾔﾉ 松本蟻ヶ崎高

 7 大杉 知佳(3)  5:27.60 7 岩波 宏佳(1)  5:01.84 
ｵｵｽｷﾞ ﾁｶ 伊那東部中 ｲﾜﾅﾐ  ﾋﾛｶ 諏訪清陵高

 8 後藤 亜由美(1)  5:28.87 8 関 里華(3)  5:07.58 
ｺﾞﾄｳ ｱﾕﾐ 松代高 ｾｷ ﾘｶ 上田第二中

 9 水上 爽香(1)  5:30.76 河西 いづみ(1)
ﾐｽﾞｶﾐ ｻﾔｶ 松商学園高 ｶｻｲ ｲﾂﾞﾐ 東海大三高

10 酒井 理紗(1)  5:33.62 勝山 真子(1)
ｻｶｲ ﾘｻ 須坂園芸高 ｶﾂﾔﾏ ﾏｺ 長野日大高

11 青木 若菜(1)  5:44.10 酒井  雛(3)
ｱｵｷ ﾜｶﾅ 長野日大高 ｻｶｲ ﾋﾅ 更北中

12 川島 未佐貴(1)  6:00.32 渡辺 かりん(1)
ｶﾜｼﾏ ﾐｻｷ 更級農業高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 長野日大高

13 後沢 絢香(1)  6:04.52 玉城 かんな(3)
ｺﾞｻﾞﾜ ｱﾔｶ 飯田高 ﾀﾏｷ ｶﾝﾅ 川中島中

14 菊池 志織(1)  6:10.80 宮下 夏奈(1)
ｷｸﾁ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘高 ﾐﾔｼﾀ ｶﾅ 東海大三高

15 牧羽 理沙(1)  6:12.25 小口 雪音(3)
ﾏｷﾊﾞ ﾘｻ 松本県ヶ丘高 ｵｸﾞﾁ ﾕｷﾈ 下諏訪中

16 清水 亮子(1)  6:16.09 
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｺ 長野商業高
吉田 英里子(1)
ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｺ 東海大三高
梶田 侑伽(1)
ｶｼﾞﾀ ﾕｳｶ 北佐久農業高
長澤 茜(1)
ﾅｶﾞｻﾜ ｱｶﾈ 諏訪清陵高
竹下 舞香
ﾀｹｼﾀ ﾏｲｶ 原中

少年女子B

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

7   418

16  1936
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2   742

5   957
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11   419

13  1794

8  2055

欠場
10  1291

欠場

1   835
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順 No.

13  4513

12  1938

4  1937

所属名 記録／備考
2   874

1  1896

6  4998

3    30
欠場

5   964

11  4710

10   962
欠場

14  4738

欠場
9  4997

欠場

欠場
18  7003

欠場
15    31

欠場

   32

15 7  4934

欠場

12  2053



   1 北林 由里(1) 長野東高    4:45.00  2  1
   2 成田 愛理(1) 松商学園高    4:53.80  2  2
   3 笹澤 今日子(3) 丸子中    4:55.15  2  3
   4 大野  晴香(3) 更北中    4:55.36  2  4
   5 伊藤 玲美優(1) 松商学園高    4:58.26  2  5
   6 白坂 舞(1) 松商学園高    4:58.37  1  1
   7 小松 彩乃(1) 松本蟻ヶ崎高    4:59.08  2  6
   8 岩波 宏佳(1) 諏訪清陵高    5:01.84  2  7
   9 関 里華(3) 上田第二中    5:07.58  2  8
  10 岩波 香奈(1) 小諸高    5:09.83  1  2
  11 中塚 千和(1) 飯田高    5:14.90  1  3
  12 池田 優子(1) 丸子修学館高    5:17.83  1  4
  13 倉科 真子(1) 松商学園高    5:17.89  1  5
  14 八木菜生子(1) 長野日大高    5:18.96  1  6
  15 大杉 知佳(3) 伊那東部中    5:27.60  1  7
  16 後藤 亜由美(1) 松代高    5:28.87  1  8
  17 水上 爽香(1) 松商学園高    5:30.76  1  9
  18 酒井 理紗(1) 須坂園芸高    5:33.62  1 10
  19 青木 若菜(1) 長野日大高    5:44.10  1 11
  20 川島 未佐貴(1) 更級農業高    6:00.32  1 12
  21 後沢 絢香(1) 飯田高    6:04.52  1 13
  22 菊池 志織(1) 松本県ヶ丘高    6:10.80  1 14
  23 牧羽 理沙(1) 松本県ヶ丘高    6:12.25  1 15
  24 清水 亮子(1) 長野商業高    6:16.09  1 16

所属名 記録 備考

少年女子B

組 順位
  874
 1937

1500m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県

 1896
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 1333

 4513
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 4096
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  742

  418
 1397
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  960
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  835

  957
 2142
  419
 1794



予選 7月9日 11:40
決勝 7月9日 14:00

[ 1組] 風速 -2.2 [ 2組] 風速 -1.2

 1 奥島 美空(1)    16.56 q 1 市岡 菜月(1)    15.12 q
ｵｸｼﾏ ﾐｸ 松商学園高 ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 松本蟻ヶ崎高

 2 花里 裕良(1)    16.64 q 2 鈴木 紗綾(3)    17.28 q
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ 佐久長聖高 ｽｽﾞｷ ｻﾔ 長野東部中

 3 風間 春香(1)    16.95 q 3 高野 雅子(1)    18.15 q
ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｶ 市立長野高 ﾀｶﾉ ﾏｻｺ 大町高

 4 澤口 愛生(1)    18.24 q 4 小林 紗也加(1)    18.48 q
ｻﾜｸﾞﾁ ｱｲ 木曽青峰高 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 市立長野高

 5 中村 依紅未(1)    18.62 5 梶谷 みさき(1)    19.13 
ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾐ 穂高商業高 ｶｼﾞﾀﾆ ﾐｻｷ 諏訪清陵高
伊東 泉朋(1) 6 堤 瑛子(1)    19.43 
ｲﾄｳ ﾐｽﾞﾎ 諏訪実業高 ﾂﾂﾐ ｴｺ 佐久長聖高
瀧澤 彩(2) 7 赤羽 里香(1)    19.66 
ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ 長野高 ｱｶﾊﾈ ﾘｶ 岡谷東高
雨宮 葵(1) 中村 穂乃花(1)
ｱﾒﾐﾔ ｱｵｲ 諏訪清陵高 ﾅｶﾑﾗ ﾎﾉｶ 市立長野高

風速 -1.5

 1 市岡 奈月(1)    15.09 
ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 松本蟻ヶ崎高

 2 奥島 美空(1)    16.61 
ｵｸｼﾏ ﾐｸ 松商学園高

 3 花里 裕良(1)    16.69 
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ 佐久長聖高

 4 風間 春香(1)    16.71 
ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｶ 市立長野高

 5 鈴木 紗綾(3)    17.30 
ｽｽﾞｷ ｻﾔ 長野東部中

 6 高野 雅子(1)    17.84 
ﾀｶﾉ ﾏｻｺ 大町高

 7 小林 紗也加(1)    18.26 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 市立長野高

 8 澤口 愛生(1)    18.28 
ｻﾜｸﾞﾁ ｱｲ 木曽青峰高
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決勝 7月9日 13:00

３回の
最高記録

深沢 たまき(1)  5.17  4.94  5.04   5.17  4.77  4.97   4.92    5.17 
ﾌｶｻﾜ ﾀﾏｷ 松代高  +1.3  -0.1  -0.2   +1.3  -2.9  -1.6   -2.1    +1.3
花里 裕良(1)  4.73  4.56  4.98   4.98  4.60  4.72   4.63    4.98 
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ 佐久長聖高  -1.5  +0.8  +1.5   +1.5  -1.0  -0.7   -2.0    +1.5
高橋 知里(1)  3.54  4.73  4.86   4.86  4.97  4.85   4.89    4.97 
ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ 佐久長聖高  +1.7  +0.1  -0.4   -0.4  -1.3  -0.7   -0.7    -1.3
中曽根 沙耶(1)  4.61  4.84  4.55   4.84  4.69  4.68   4.81    4.84 
ﾅｶｿﾈ ｻﾔ 長野日大高  -0.3  -0.8  -0.8   -0.8  -1.8  -1.7   +2.3    -0.8
小谷 彩乃(1)  4.60  4.58  4.57   4.60  4.46  4.56   4.60    4.60 
ｺﾀﾆ ｱﾔﾉ 木曽青峰高  -2.1  -0.1  +0.5   -2.1  -0.6  -1.1   -0.7    -2.1
宮原 千恵(1)  4.24  4.43  4.18   4.43  4.15   x   4.06    4.43 
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾁｴ 屋代高  +0.7  +0.6  -1.6   +0.6  -1.6   -2.3    +0.6
上原 悠紀(1)  3.92  4.15  4.33   4.33  4.03  4.35   4.12    4.35 
ｳｴﾊﾗ ﾕｷ 諏訪清陵高  -0.8  -1.6  +1.8   +1.8  -1.5  -0.9   -1.4    -0.9
太田 真生(3)  4.24  4.31   x   4.31  4.35  4.19    x    4.35 
ｵｵﾀ ﾏｲ 長野東部中  +0.5  -0.9   -0.9  -1.1  -0.4    -1.1
小澤 花梨(1)   x   x  4.30   4.30    4.30 
ｵｻﾞﾜ ｶﾘﾝ 市立長野高  -0.5   -0.5    -0.5
佐藤 くるみ(1)  4.07  3.92  4.12   4.12    4.12 
ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館高  +1.0  -0.2  -1.3   -1.3    -1.3
三村 七海(3)  3.79  3.87  3.83   3.87    3.87 
ﾐﾑﾗ ﾅﾅﾐ 塩尻西部中  +0.5   0.0  -1.6    0.0     0.0
遊橋 里佳子(2)  3.86  3.70  3.75   3.86    3.86 
ﾕｳﾊｼ ﾘｶｺ 明科高  -0.9  +1.9  -0.7   -0.9    -0.9
有井 歩(1)  3.49  3.59  3.57   3.59    3.59 
ｱﾘｲ ｱﾕﾐ 野沢南高  +1.3  +0.3  -2.1   +0.3    +0.3
鈴木 麻衣(1)  2.63  3.31  3.08   3.31    3.31 
ｽｽﾞｷ ﾏｲ 野沢南高  -0.3  +2.4  +0.4   +2.4    +2.4
花岡 美憂(1) 欠場
ﾊﾅｵｶ ﾐﾕｳ 上田東高
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予選 7月10日 12:25
決勝 7月10日 15:25

[ 1組] [ 2組]

 1 山本 瑞(3)  2:18.55 q 1 木田 真美子(2)  2:20.46 q
ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 小諸高 ｷﾀﾞ ﾏﾐｺ 長野吉田高

 2 折橋 真生(1)  2:29.08 2 鶯巣 美冴(2)  2:25.54 q
ｵﾘﾊｼ ﾏｵ 松本蟻ヶ崎高 ｳｸﾞｽ  ﾐｻｴ 松川高

 3 山田 結花(2)  2:30.30 3 宮坂 茜(2)  2:26.96 q
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶ 諏訪清陵高 ﾐﾔｻｶ ｱｶﾈ 長野日大高

 4 安田 祐香(2)  2:33.27 4 浅沼 彩花(2)  2:34.93 
ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｶ 木曽青峰高 ｱｻﾇﾏ ｱﾔｶ 学園長野高

 5 竹内 華奈子(1)  2:35.98 5 金川 都づ美(1)  2:41.11 
ﾀｹｳﾁ ｶﾅｺ 伊那弥生ヶ丘高 ｶﾅｶﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ 長野商業高

 6 和田 泉紀(2)  2:36.21 6 黒岩 千歩(1)  2:43.08 
ﾜﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 長野日大高 ｸﾛｲﾜ ﾁﾎ 松本蟻ヶ崎高

 7 桐山 彩織(1)  2:49.29 7 氣賀澤 愛香(2)  2:45.05 
ｷﾘﾔﾏ ｻｵﾘ 伊那北高 ｹｶﾞｻﾜ ﾁｶ 伊那北高

 8 小林 史奈(1)  2:53.47 8 山口 芽吹(3)  2:46.46 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾅ 須坂高 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾒﾌﾞｷ 市立長野高

 9 湯本 愛菜(1)  2:57.73 武井 彩夏(3)
ﾕﾓﾄ ｱｲﾅ 諏訪二葉高 ﾀｹｲ ｱﾔｶ 岡谷東部中

[ 3組] [ 4組]

 1 塩入 瑛美(3)  2:17.48 q 1 北田 芽衣(1)  2:21.26 q
ｼｵｲﾘ ｴﾐ 丸子修学館高 ｷﾀﾀﾞ ﾒｲ 長野日大高

 2 上條 実可(2)  2:26.72 q 2 小林 郁美(3)  2:28.75 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐｶ 松本蟻ヶ崎高 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｸﾐ 上田東高

 3 宮島 志保美(1)  2:29.25 3 中本 愛里(2)  2:29.87 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 飯田高 ﾅｶﾓﾄ ｱｲﾘ 飯田風越高

 4 舟島 春香(1)  2:31.79 4 沢井 千花(1)  2:37.58 
ﾌﾈｼﾏ ﾊﾙｶ 木曽青峰高 ｻﾜｲ ﾁﾊﾅ 木曽青峰高

 5 寺沢 月花(1)  2:33.16 5 中 ともみ  2:38.52 
ﾃﾗｻﾜ ﾂｷｶ 須坂高 ﾅｶ ﾄﾓﾐ 飯田女子高

 6 松下 恵里(2)  2:33.77 6 一之瀬 令菜(1)  2:40.08 
ﾏﾂｼﾀ ｴﾘ 小諸高 ｲﾁﾉｾ ﾚｲﾅ 松本蟻ヶ崎高

 7 大橋 里緒(2)  2:39.73 7 原山 美優(1)  2:44.41 
ｵｵﾊｼ ﾘｵ 長野高専 ﾊﾗﾔﾏ ﾐﾕ 学園長野高

 8 中山 真緒(3)  2:42.26 8 落合 悟花(2)  2:45.41 
ﾅｶﾔﾏ ﾏｵ 伊那東部中 ｵﾁｱｲ ｻﾄｺ 伊那北高

 9 熊澤 絃(2)  2:50.76 長澤 茜(1)
ｸﾏｻﾞﾜ ﾕﾐ 佐久長聖高 ﾅｶﾞｻﾜ ｱｶﾈ 諏訪清陵高

[ 5組]

 1 池田 文美(2)  2:27.73 q
ｲｹﾀﾞ ﾕｷﾐ 長野吉田高

 2 田畑 三紗  2:33.75 
ﾀﾊﾞﾀ ﾐｻ 飯田女子高

 3 植松 有季子(1)  2:38.61 
ｳｴﾏﾂ ﾕｷｺ 諏訪二葉高

 4 瀧澤 さくら(2)  2:44.84 
ﾀｷｻﾞﾜ ｻｸﾗ 篠ﾉ井高

 5 木下 香奈絵(3)  2:48.12 
ｷﾉｼﾀ  ｶﾅｴ 松川高
荒木 瑞葉(3)
ｱﾗｷ ﾐｽﾞﾊ 原中
梅村 映美(2)
ｳﾒﾑﾗ ｴﾐ 東海大三高
岩波 宏佳(1)
ｲﾜﾅﾐ  ﾋﾛｶ 諏訪清陵高
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 1 山本 瑞(3)  2:11.11 
ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 小諸高

 2 木田 真美子(2)  2:13.26 
ｷﾀﾞ ﾏﾐｺ 長野吉田高

 3 塩入 瑛美(3)  2:14.82 
ｼｵｲﾘ ｴﾐ 丸子修学館高

 4 北田 芽衣(1)  2:21.55 
ｷﾀﾀﾞ ﾒｲ 長野日大高

 5 鶯巣 美冴(2)  2:23.50 
ｳｸﾞｽ  ﾐｻｴ 松川高

 6 池田 文美(2)  2:23.58 
ｲｹﾀﾞ ﾕｷﾐ 長野吉田高

 7 上條 実可(2)  2:28.64 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐｶ 松本蟻ヶ崎高

 8 宮坂 茜(2)  2:30.93 
ﾐﾔｻｶ ｱｶﾈ 長野日大高
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決勝 7月10日 9:00

長野県記録(KR)               23:10.04 鳥羽　詩織                   長野東高         2009/05/04  

 1 鳥羽 詩織(2) 24:30.93 
ﾄﾊﾞ ｼｵﾘ 国士大

 2 大和 千秋(3) 25:02.49 
ﾔﾏﾄ ﾁｱｷ 中部学院大

 3 光田 理子(3) 25:03.54 
ﾐﾂﾀﾞ ﾘｺ 信州大

 4 菊地 初音(3) 26:32.14 
ｷｸﾁ ﾊﾂﾈ 長野東高

 5 土屋　亜美(3) 27:11.66 
ﾂﾁﾔ ｱﾐ 東海大

 6 黒河内 奈恵(3) 27:34.08 
ｸﾛｺﾞｳﾁ ﾅｴ 上伊那農業高

 7 安田 ゆず葉(3) 27:38.90 
ﾔｽﾀﾞ  ﾕｽﾞﾊ 松川高

 8 新井 志歩(2) 27:56.44 
ｱﾗｲ  ｼﾎ 日本女子体育大

 9 西澤 可奈子(2) 28:29.35 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶﾅｺ 上田染谷丘高

10 巾崎 友里江(2) 28:34.03 
ﾊﾊﾞｻｷ ﾕﾘｴ 松本県ヶ丘高

11 野口 京(3) 29:56.51 
ﾉｸﾞﾁ ﾐﾔｺ 北佐久農業高

12 石山 奈津子(2) 32:57.01 
ｲｼﾔﾏ ﾅﾂｺ 北佐久農業高

13 平林 恵子(2) 33:51.25 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲｺ 丸子修学館高
江口 由真(2)
ｴｸﾞﾁ ﾕﾏ 東海大三高
中村 美咲(3)
ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ 上田東高
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決勝 7月9日 10:00

有賀 楓子(3)
ｱﾙｶﾞ ﾌｳｺ 伊那北高
内山 成実(1)
ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 長野吉田高
大脇 愛菜(1)
ｵｵﾜｷ ｱｲﾅ 伊那北高
徳武 里乃(3)
ﾄｸﾀｹ ﾘﾉ 松本蟻ヶ崎高
今井 ちひろ(1)
ｲﾏｲ ﾁﾋﾛ 長野吉田高
太田 真衣(2)
ｵｵﾀ ﾏｲ 松本蟻ヶ崎高
堀内 綾乃(2)
ﾎﾘｳﾁ ｱﾔﾉ 上田染谷丘高
武井 萌美(3)
ﾀｹｲ ﾓｴﾐ 岡谷東部中
竹内 彩華(2)
ﾀｹｳﾁ ｻﾔｶ 篠ﾉ井高
加藤 まりな(1)
ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田風越高
青木 友里恵(2)
ｱｵｷ ﾕﾘｴ 伊那北高
間嶋 美優(1) 記録なし
ﾏｼﾏ ﾐﾕ 佐久長聖高
松岡 美瑳(2) 記録なし
ﾏﾂｵｶ ﾐｻ 明科高
下岡 夕奈(1) 記録なし
ｼﾓｵｶ ﾕｳﾅ 学園長野高
越 美咲(1) 記録なし
ｺｼ ﾐｻｷ 篠ﾉ井高
小野沢 彩加(2) 記録なし
ｵﾉｻﾞﾜ ｱﾔｶ 穂高商業高
塩澤 華奈(1) 記録なし
ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ 飯田高
中村 繭子(1) 記録なし
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕｺ 木曽青峰高
山浦 小春(3) 記録なし
ﾔﾏｳﾗ ｺﾊﾙ 北佐久農業高
町田 歩美(2) 欠場
ﾏﾁﾀﾞ ｱﾕﾐ 長野商業高
町田 佳菜子(2) 欠場
ﾏﾁﾀﾞ ｶﾅｺ 長野吉田高
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決勝 7月9日 10:30

3m10 3m20 3m30
伊澤 楓(3) - - - - - - - - - o
ｲｻﾜ ｶｴﾃﾞ 高遠高 o - xxx
藤澤 芽吹(3) - - - - - o o o xo o
ﾌｼﾞｻﾜ ﾒﾌﾞｷ 高遠高 xxx
高原 乃友莉(1) - o o o o xo xo xxx
ﾀｶﾊﾗ ﾉﾕﾘ 篠ﾉ井高
竹松 多恵子(2) - xo xo o o xo xo xxx
ﾀｹﾏﾂ ﾀｴｺ 高遠高
上原 悠紀(1) - xxo o o o xo xo xxx
ｳｴﾊﾗ ﾕｷ 諏訪清陵高
田中 優奈(1) - - - o o o xxx
ﾀﾅｶ ﾕﾅ 諏訪清陵高
松本 真季(3) - - - - o o xxx
ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ 高遠高
田幸 結花(3) - xo o xxo o o xxx
ﾀｺｳﾕｶ 中野立志館高
郷津  樹(2) - o o o xo xxo xxx
ｺﾞｳﾂﾞ ｲﾂｷ 長野清泉高
櫻井 まどか(2) - - - xo o xxx
ｻｸﾗｲ ﾏﾄﾞｶ 高遠高
原 裕美佳(3) o o o o xxx
ﾊﾗ ﾕﾐｶ 伊那東部中
両角 果穂(1) xo o xxo xxx
ﾓﾛｽﾞﾐ ｶﾎ 諏訪二葉高
吉川 里緒奈(2) xxx 記録なし
ﾖｼｶﾜ ﾘｵﾅ 飯田高
有賀 友理(1) xxx 記録なし
ｱﾙｶﾞ ﾕﾘ 上伊那農業高
原 奈津美(1) xxx 記録なし
ﾊﾗ ﾅﾂﾐ 上伊那農業高

少年女子共通

棒高跳

決勝
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決勝 7月9日 11:30

３回の
最高記録

原山 祐希(3)
ﾊﾗﾔﾏ ﾕｳｷ 学園長野高
両角 遥夏(3)
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 上田染谷丘高
下村 美幸(2)
ｼﾓﾑﾗ ﾐﾕｷ 上田染谷丘高
渡邉 莉帆(2)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾎ 長野商業高
山口 萌々(1)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓ 豊科高
中澤 千夏(3)
ﾅｶｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ 市立長野高
木村 優衣(2)
ｷﾑﾗ ﾕｲ 上田染谷丘高
中沢 佳子(2)
ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲｺ 須坂園芸高
五十嵐 静香(2)
ｲｶﾞﾗｼ ｼｽﾞｶ 明科高
巣山 夏歩(1)
ｽﾔﾏ ｶﾎ 丸子修学館高
重田 佐友里(1)
ｼｹﾞﾀ ｻﾕﾘ 梓川高
依田 菜月(1)
ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ 学園長野高
栗原 真衣子(2)
ｸﾘﾊﾗ ﾏｲｺ 屋代高
坂本 千夏(2)
ｻｶﾓﾄ ﾁｶ 北佐久農業高
鳥羽 詩織(2)
ﾄﾊﾞ  ｼｵﾘ 明科高
渡邉 帆南(2)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎﾅﾐ 長野商業高
北澤 舞(2)
ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｲ 更級農業高
名畑 美紗希(2)
ﾅﾊﾞﾀ ﾐｻｷ 更級農業高
濵 麗(1)
ﾊﾏ ｳﾗﾗ 豊科高
齊藤 知美(3)
ｻｲﾄｳ  ﾄﾓﾐ 松川高
北野 未紗(1)
ｷﾀﾉ ﾐｻ 阿南高
志知 鈴菜(1)
ｼﾁ ｽｽﾞﾅ 梓川高
神谷 桃香(1)
ｶﾐﾔ ﾓﾓｶ 諏訪二葉高
井出 莢香(2)
ｲﾃﾞ ｻﾔｶ 東御清翔高
小山 裕菜(2)
ｺﾔﾏ  ﾕｳﾅ 上田西高
宮入 春菜(1)
ﾐﾔｲﾘ ﾊﾙﾅ 屋代高
吉田 かほり(2)
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾘ 丸子修学館高
黒岩 志帆(1)
ｸﾛｲﾜ ｼﾎ 須坂園芸高
掛川 響(2)
ｶｹｶﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ 野沢南高
今井 裕美(3) 欠場
ｲﾏｲ ﾋﾛﾐ 上田東高
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３回の
最高記録

川上 美葉(2)
ｶﾜｶﾐ ﾐﾊ 小諸高
輪島 繭理(3)
ﾜｼﾞﾏ ﾏﾕﾘ 長野吉田高
金子 由香里(3)
ｶﾈｺ ﾕｶﾘ 長野日大高
櫻井 志緒理(2)
ｻｸﾗｲ ｼｵﾘ 松商学園高
井口 華穂(1)
ｲｸﾞﾁ ｶﾎ 市立長野高
中村 繭子(1)
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕｺ 木曽青峰高
吉田 かほり(2)
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾘ 丸子修学館高
渡邉 帆南(2)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎﾅﾐ 長野商業高
依田 菜月(1)
ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ 学園長野高
松森 多恵(2)
ﾏﾂﾓﾘ ﾀｴ 松本県ヶ丘高
若林 美樹(2)
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 更級農業高
甲田 彩華(2)
ｺｳﾀﾞ ｱﾔｶ 更級農業高
落合 悟花(2)
ｵﾁｱｲ ｻﾄｺ 伊那北高
古越 香帆(3)
ﾌﾙｺｼ ｶﾎ 佐久長聖高
原 奈津美(1)
ﾊﾗ ﾅﾂﾐ 上伊那農業高
志知 鈴菜(1)
ｼﾁ ｽｽﾞﾅ 梓川高
吉田 秀代(2)
ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾖ 長野吉田高
濵 麗(1)
ﾊﾏ ｳﾗﾗ 豊科高
有賀 友理(1)
ｱﾙｶﾞ ﾕﾘ 上伊那農業高
百瀬 友美(2)
ﾓﾓｾ ﾕﾐ 松本県ヶ丘高
巣山 夏歩(1)
ｽﾔﾏ ｶﾎ 丸子修学館高
齊藤 知美(3)
ｻｲﾄｳ  ﾄﾓﾐ 松川高
若狭 杏子(2)
ﾜｶｻ ｷｮｳｺ 諏訪二葉高
森山 愛里(1)
ﾓﾘﾔﾏ ｱｲﾘ 長野高専
備前 美樹(3)
ﾋﾞｾﾞﾝ ﾐｷ 岡谷東高
上原 亜里沙(2)
ｳｴﾊﾗ ｱﾘｻ 諏訪実業高
小西 真奈(2)
ｺﾆｼ ﾏﾅ 明科高
掛川 響(2)
ｶｹｶﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ 野沢南高
岩佐 眞歩(1)
ｲﾜｻ ﾏﾅﾎ 岡谷東高
金井 亜美(2)
ｶﾅｲ ｱﾐ 明科高
上原 香里(1) 欠場
ｶﾐﾊﾗ ｶｵﾘ 創造学園高
笠原 美奈代(1) 欠場
ｶｻﾊﾗ ﾐﾅﾖ 諏訪清陵高
田中 真奈美(2) 欠場
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 創造学園高
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