
第65回長野県陸上競技選手権大会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森　茂幸
主催：(一財)長野陸（公財）長野県体育協会、長野県高等学校体育連盟、長野県中学校体育連盟
　 跳躍審判長 富松　建夫
　　　　信濃毎日新聞社、松本市教育委員会 投擲審判長 伊藤　利博
【開催日】 平成24年9月1日(土)～2日(日) 記録主任： 竹内　秀樹
【主催団体】 (一財)長野陸上競技協会 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 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
 9/ 2 女子  +0.7瀧澤 祐未(1) 12.26 田原 花純(3) 12.29 望月 絵美(3) 12.47 金田 華実(3) 12.70 西村 佳菜子(2) 12.74 中村 泉紀(2) 12.78 降旗 菜津美(3) 12.83 野村 あずさ(3) 12.90

100m 松本大 穂高商業高 豊科高 浅間中 信明中学校 松商学園高 仁科台中 東海大三高
 9/ 1  +0.8瀧澤 祐未(1) 24.87 望月 絵美(3) 25.40 金田 華実(3) 25.87 ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ(2) 26.03 髙橋 奈弓(1) 26.04 降旗 菜津美(3) 26.14 野村 あずさ(3) 26.54 ﾓﾗｰﾄﾞ 華(1) 26.65

200m 松本大 GR 豊科高 浅間中 松商学園高 上田東高 仁科台中 東海大三高 松商学園高
 9/ 2 山﨑 菜月(2) 57.85 長村 紋(3) 59.54 清水 未来 1:00.36 舟島 春香(2) 1:02.25 宮島 志保美(2) 1:02.29 高原 乃友莉(2) 1:03.29

400m 上田高 創造学園高 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ 木曽青峰高 飯田高 篠ﾉ井高
 9/ 1 山﨑 菜月(2) 2:15.81 北田 芽衣(2) 2:19.62 村上 りさ子(2) 2:20.48 宮島 志保美(2) 2:22.32 折橋 真生(2) 2:23.10 赤羽 美柚(3) 2:26.07 傳田 雪香(1) 2:31.33

800m 上田高 長野日大高 長野吉田高 飯田高 松本蟻ヶ崎高 信明中学校 長野日大高
 9/ 2 吉田 夏子(3) 4:34.96 中村 智美(3) 4:40.06 小口 雪音(1) 4:42.15 小林 希良莉(3) 4:43.50 甘利 祐子(3) 4:44.60 渡辺 かりん(2) 4:49.23 滝沢 菜絵(1) 4:52.17 松澤 綾音(1) 4:52.39

1500m 東海大三高 川中島中 長野東高 川中島中 東御東部中 長野日大高 川中島中 松川JAC
 9/ 1 湯澤 ほのか(3) 16:49.56 小口 雪音(1) 16:52.17 北林 由里(2) 16:56.00 玉城 かんな(1) 17:06.69 荒井 友花(3) 17:15.96 真柳 亜美(3) 17:41.76 山﨑 千夏(2) 17:52.56 岩波 香奈(2) 18:57.91

5000m 長野東高 長野東高 長野東高 長野東高 長野東高 長野東高 上田高 小諸高
 9/ 2  +1.8佐藤 静香(3) 15.32 大日方 紗愛(3) 15.36 市岡 奈月(2) 15.85 長岩 妃代里(3) 15.92 奥島 美空(2) 16.00 有賀 菜央(2) 16.48 風間 春香(2) 16.82 野口 那奈美(1) 18.00

100mH(0.838m) 小諸高 学園長野高 松本蟻ヶ崎高 豊科北中 松商学園高 伊那弥生ヶ丘高 市立長野高 諏訪清陵高
 9/ 1 瀧澤 彩(3) 1:00.42 内山 成実(2) 1:00.63 清水 未来 1:02.52 佐藤 静香(3) 1:02.53 小山 綾菜(1) 1:06.86 風間 春香(2) 1:07.43 高野 雅子(2) 1:08.28 奥島 美空(2) 1:10.68

400mH(0.762m) 長野高 GR 長野吉田高 GR ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ 小諸高 長野吉田高 市立長野高 大町高 松商学園高
 9/ 1 吉田 英里子(2) 25:08.18 光田 理子(4) 26:13.46 溝口 友己歩(3) 26:26.93 平井 奏(1) 28:55.23 中島 和華(1) 29:08.67 牛山 杏香(1) 30:07.00 川島 未佐貴(2) 31:35.94 渡邉 幸穂(2) 32:06.52

5000m競歩 東海大三高 信大 王滝中 須坂陸協 上田染谷丘高 松川高 更級農業高 伊那西高
 9/ 2 有賀 楓子(1) 1.63 新井 咲(3) 丸ﾉ内中 1.60 岩崎 ちひろ(3) 1.55 間嶋  美優(2) 1.55 松島 愛(1) 1.50 中村 芽以(2) 1.50 神谷 梨緒菜(1) 1.45

走高跳 新潟医福大 山我 杏寿実(1) 野沢北高 柳町中 佐久長聖高 松本大 松本美須々丘高 北佐久農業高
 9/ 1 竹松 多恵子(3) 3.20 原 奈津美(2) 3.20 高原 乃友莉(2) 3.10 田中 優奈(2) 2.90 江原 成美(3) 2.90 両角 果穂(2) 2.60 荻原 夏希(3) 2.60 両角 茜音(3) 2.40

棒高跳 高遠高 上伊那農業高 篠ﾉ井高 諏訪清陵高 丸子北中 諏訪二葉高 丸子北中 永明中
 9/ 2 三澤 涼子 5.61(-1.1) 市岡 奈月(2) 5.34(+0.8) 桐山 明日香(2)5.27(+0.1) 大日方 紗愛(3)5.21(+1.5) 深沢 たまき(2)5.13(+0.2) 安田 弘江 5.12(+1.3) 栗空 亜沙美(3)5.12(+1.1) 高橋  知里(2)5.00(+1.5)

走幅跳 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ 松本蟻ヶ崎高 日女体大 学園長野高 松代高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 王滝中 佐久長聖高
 9/ 1 三澤 涼子 12.48(-0.1) 大日方 紗愛(3)11.73(-0.6) 西澤 香 11.15(+0.1) 麻田 紗希(3)10.82(-1.2) 吉池 桃子(3)10.64(-1.3) 高橋 遼香(3)10.02(+1.8)

三段跳 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ 学園長野高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 豊科高 丸子修学館高 中野立志館高
 9/ 2 渡邉 莉帆(3) 11.00 佐藤 芹香(3) 10.28 巣山 夏歩(2) 10.18 中川 希(1) 9.90 山口 萌々(2) 9.88 稲森 渚(1) 9.32 柄澤 真野(2) 9.23 松坂 春子(1) 8.88

砲丸投 長野商業高 浅科中 丸子修学館高 松商学園高 豊科高 須坂園芸高 長野西高 東海大三高
 9/ 1 山口 萌々(2) 33.51 両角 遥夏(1) 32.98 佐藤 芹香(3) 32.15 渡邉 莉帆(3) 32.05 黒岩 美怜(2) 31.23 重田 佐友里(2) 30.74 柄澤 真野(2) 30.73 依田 菜月(2) 29.09

円盤投 豊科高 日体大 浅科中 長野商業高 長野高 梓川高 長野西高 学園長野高
 9/ 2 依田 菜月(2) 36.40 黒岩 美怜(2) 24.11 神谷 桃香(2) 16.22

ﾊﾝﾏｰ投 学園長野高 長野高 諏訪二葉高
 9/ 1 塩島 絵未 48.20 川上 美葉(3) 41.90 井口 華穂(2) 40.70 濵  麗(2) 37.05 羽鳥 萌子(1) 34.09 新津 まり菜(1) 32.96 有井 歩(2) 29.32 林 あすか(1) 29.27

やり投 北安曇郡陸協 小諸高 市立長野高 豊科高 長野東高 野沢南高 野沢南高 松商学園高
 9/ 1 松商学園高       48.62 長野吉田高       48.88 飯田風越高       50.87 御代田中       51.20 市立長野高       51.32 浅間中       51.51 長野日大高       51.77 豊科高       52.30

4×100m 中村 泉紀(2) GR 花岡 里咲(1) 小澤 未菜(1) 金井 梨里(3) 井口 華穂(2) 小林 可奈(3) 戸田 麻由(1) 内山 怜奈(1)
ﾓﾗｰﾄﾞ 華(1) 内山 成実(2) 三石 奈穂(1) 土屋 なつみ(3) 高島 美咲(1) 金田 華実(3) 外谷 理緒奈(2) 山田 愛(1)
奥島 美空(2) 鈴木 千穂(2) 清水 真希(2) 酒井 菜月(2) 村松 広捺(2) 関 沙紀穂(3) 山口 晏奈(1) 堀 朱里(1)
ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ(2) 小山 綾菜(1) 柴田 佳歩(2) 内堀 瑠音(2) 風間 春香(2) 小林 千夏(2) 唐澤 美玲(1) 飯島 南(1)

 9/ 2 長野吉田高     3:58.20 長野日大高     4:10.81 御代田中     4:11.36 松商学園高     4:15.18 木曽青峰高     4:18.00 松本蟻ヶ崎高    4:18.30 市立長野高     4:19.66 飯田高     4:22.08
4×400m 小山 綾菜(1) 戸田 麻由(1) 塩本 早央里(3) 林 あすか(1) 澤口 愛生(2) 山村 彩花(1) 村松 広捺(2) 澁谷 希望(1)

村上 りさ子(2) 山口 晏奈(1) 酒井 菜月(2) 松浦 さくら(2) 沢井 千花(2) 折橋 真生(2) 小林 紗也加(2) 塩澤 華奈(2)
鈴木 千穂(2) 外谷 理緒奈(2) 土屋 なつみ(3) 奥島 美空(2) 征矢 望(1) 一之瀬 令菜(2) 井口 華穂(2) 清水 由紀子(2)
内山 成実(2) 北田 芽衣(2) 内堀 瑠音(2) ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ(2) 舟島 春香(2) 市岡 奈月(2) 風間 春香(2) 宮島 志保美(2)



第65回長野県陸上競技選手権大会

競技場：県松本平広域公園

グランドコンディション

 2012/ 9/ 1    9:00    1.0    27.5
  10:00    0.2    30.5
  11:00    0.8    31.0
  12:00    1.0    31.0
  13:00    3.8    26.0
  14:00    3.3    27.0
  15:00    1.4    27.5
  16:00    2.0    29.0
  17:00    0.9    27.0

 2012/ 9/ 2    9:00    1.3    26.5
  10:00    2.0    28.0
  11:00    2.8    28.0
  12:00    2.3    27.5
  13:00    2.0    28.5
  14:00    2.5    29.0
  15:00    0.4    29.0
  16:00    1.1    28.5
  17:00    2.3    28.5

曇り 東  51.0
曇り 東  54.0

曇り 西  52.0
曇り 南西  46.0

曇り 南東  56.0
曇り 南南西  54.0

曇り 南東  51.0
曇り 東  54.0

曇り 南南西  56.0
曇り 西南西  58.0

曇り 南東  59.0
曇り 西南西  52.0

雨 東  69.0
曇り 西南西  63.0

曇り 東  48.0
曇り 南  43.0

曇り 西南西  59.0
晴れ 西北西  48.0

天候日付 計測場所時刻 気温 ℃ 湿度 ％風速 m/s風向



予選 9月2日 12:00
決勝 9月2日 15:00

長野県記録(KR)                  11.98 三枝　夏季                   ヤマトヤTC       2007/06/09  
大会記録(GR)                    12.15 

[ 1組] 風速 +4.0 [ 2組] 風速 -0.2

 1 野村 あずさ(3)     12.89 q  1 鈴木 千穂(2)     13.01 
ﾉﾑﾗ ｱｽﾞｻ 東海大三高 ｽｽﾞｷ ﾁﾎ 長野吉田高

 1 中村 泉紀(2)     12.89 q  2 藤澤 紗也(2)     13.35 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 松商学園高 ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔ 大町高

 3 戸田 麻由(1)     13.28  3 高島 美咲(1)     13.36 
ﾄﾀﾞ ﾏﾕ 長野日大高 ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ 市立長野高

 4 片桐 穂花(3)     13.44  4 菅沼 真洸(3)     13.46 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 望月AC ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 松川JAC

 5 松澤 怜央(2)     13.50  5 外谷 理緒奈(2)     13.76 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾚｵ 更級農業高 ﾄﾔ ﾘｵﾅ 長野日大高

 6 酒井 菜月(2)     13.64  6 中西 保乃花(3)     13.82 
ｻｶｲ ﾅﾂｷ 御代田中 ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ 穂高東中

 7 岩崎 若葉(1)     13.86  7 有井 歩(2)     14.11 
ｲﾜｻｷ ﾜｶﾊﾞ 小諸高 ｱﾘｲ ｱﾕﾐ 野沢南高

 8 常盤 みのり(1)     14.17  8 小林 茉由(1)     14.85 
ﾄｷﾜ ﾐﾉﾘ 松代高 ｺﾊﾞﾔｼ  ﾏﾕ 長野西高

[ 3組] 風速 +0.2 [ 4組] 風速 +1.4

 1 西村 佳菜子(2)     12.80 q  1 瀧澤 祐未(1)     12.51 q
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 信明中学校 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松本大

 2 田村 有利奈(2)     13.21  2 花岡 美憂(2)     13.59 
ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 坂城中 ﾊﾅｵｶ ﾐﾕｳ 上田東高

 3 吉田 那緒(2)     13.29  3 北原 詩織(1)     13.65 
ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ 伊那AC ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ 上伊那農業高

 4 長岩 妃代里(3)     13.52  4 有賀 菜央(2)     13.70 
ﾅｶﾞｲﾜ ﾋﾖﾘ 豊科北中 ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 伊那弥生ヶ丘高

 5 家苗 蒔(3)     13.81  5 小林 千夏(2)     13.95 
ｶﾅｴ ﾏｷ 松川JAC ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ 浅間中

 6 阿部 恵里香(1)     14.07  6 小口 珠緒(3)     13.96 
ｱﾍﾞ ｴﾘｶ 佐久長聖高 ｵｸﾞﾁ ﾀﾏｵ 上諏訪中

 7 田中 祐里(2)     14.48  7 内山 怜奈(1)     14.07 
ﾀﾅｶ ﾕｳﾘ 坂城中 ｳﾁﾔﾏ ﾚｲﾅ 豊科高

 8 中村 綾恵(1)     14.14 
ﾅｶﾑﾗ  ｱﾔｴ 長野西高

[ 5組] 風速 +2.5 [ 6組] 風速 -0.7

 1 降旗 菜津美(3)     12.88 q  1 望月 絵美(3)     12.62 q
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 仁科台中 ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ 豊科高

 2 加藤 恭香(1)     13.18  2 小林 奈央(3)     13.12 
ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 中野平中

 3 宮下 彩奈(2)     13.52  3 三石 奈穂(1)     13.51 
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾅ 丸子北中 ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ 飯田風越高

 4 関 沙紀穂(3)     13.58  4 田中 耶々(2)     13.54 
ｾｷ ｻｷﾎ 浅間中 ﾀﾅｶ ﾔﾔ 佐久長聖高

 5 川上 由華(1)     13.73  5 花岡 里咲(1)     13.56 
ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 諏訪中 ﾊﾅｵｶ ﾘｻ 長野吉田高

 6 勝野 美希(1)     13.75  6 上條 渓(3)     13.69 
ｶﾂﾉ ﾐｷ 穂高商業高 ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ 筑摩野中

 7 唐澤 美玲(1)     13.75  7 八釼 夏帆(2)     13.83 
ｶﾗｻﾜ ﾐﾚｲ 長野日大高 ﾔﾂﾙｷﾞ ｶﾎ 松本県ヶ丘高

 8 青柳 里央(1)     14.19  8 吉田 杏(1)     15.13 
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ 穂高東中 ﾖｼﾀﾞ  ｱﾝｽﾞ 長野西高

 9 松木 芽衣(1)     15.71 
ﾏﾂｷ  ﾒｲ 長野西高

[ 7組] 風速 +0.5 [ 8組] 風速 -0.2

 1 田原 花純(3)     12.52 q  1 髙橋 奈弓(1)     12.90 
ﾀﾊﾗ ｶｽﾐ 穂高商業高 ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東高

 2 前澤 朱音(3)     13.52  2 宮澤 留美(4)     13.63 
ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 筑摩野中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙﾐ 信大

 3 菊原 麻由奈(1)     13.53  3 二宮 萌々(2)     13.66 
ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ 佐久長聖高 ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ 伊那弥生ヶ丘高

 4 高橋 美凪(1)     13.57  4 小澤 未菜(1)     13.69 
ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ 諏訪清陵高 ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ 飯田風越高

 5 渡辺 ゆきの(3)     13.71  5 藤田 あかり(3)     13.78 
ﾜﾀﾈﾍﾞ ﾕｷﾉ 長野東部中 ﾌｼﾞﾀ ｱｶﾘ 穂高東中

 6 西澤 羽純(2)     14.22  6 柏原 千夏     13.95 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾊｽﾐ 豊科北中 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾁﾅﾂ 駒ヶ根東中

 7 籏町 佳代(2)     14.32  7 清水 香那(1)     14.30 
ﾊﾀﾏﾁ ｶﾖ 鉢盛中 ｼﾐｽﾞ ｶﾅ 学園長野高

 8 赤羽 愛葵(2)     14.51  8 山岸 亜由美(1)     14.80 
ｱｶﾊﾞﾈ ﾏﾅｷ 丸子北中 ﾔﾏｷﾞｼ  ｱﾕﾐ 長野西高
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[ 9組] 風速 +0.7 [ 10組] 風速 +1.8

 1 金田 華実(3)     12.85 q  1 ﾓﾗｰﾄﾞ 華(1)     12.91 
ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 浅間中 ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園高

 2 林 美朱(2)     13.26  2 石井 芽衣(2)     13.34 
ﾊﾔｼ ﾐｱｶ 上田染谷丘高 ｲｼｲ ﾒｲ 長野商業高

 3 南澤 明音(3)     13.29  3 金井 梨里(3)     13.34 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 裾花中 ｶﾅｲ ﾘﾘ 御代田中

 4 大澤 亜紀(2)     13.52  4 竹之内 こずえ(1)     13.59 
ｵｵｻﾜ ｱｷ 穂高商業高 ﾀｹﾉｳﾁ ｺｽﾞｴ 上田東高

 5 吉田 成花(1)     13.88  5 齊藤 静花(1)     13.68 
ﾖｼﾀﾞ ｾｲｶ 須坂園芸高 ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ 豊科北中

 6 飯島 南(1)     13.94  6 阿部 真里香(1)     13.70 
ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 豊科高 ｱﾍﾞ ﾏﾘｶ 佐久長聖高

 7 関 遙(1)     13.97  7 倉沢 果歩(2)     13.99 
ｾｷ ﾊﾙｶ 上田西高 ｸﾗｻﾜ ｶﾎ 鉢盛中

 8 外池 留佳(1)     14.54  8 梅田 優花(3)     14.30 
ｿﾄｲｹ ﾙｶ 北佐久農業高 ｳﾒﾀ ﾕｳｶ 川中島中

[ 11組] 風速 +1.7

 1 森本 知隼(1)     13.14 
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 塩尻中

 2 高橋  知里(2)     13.58 
ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ 佐久長聖高

 3 松浦 さくら(2)     13.73 
ﾏﾂｳﾗ ｻｸﾗ 松商学園高

 4 佐藤 くるみ(2)     13.74 
ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館高

 5 臼井 美紅(1)     13.79 
ｳｽｲ ﾐｸ 豊科北中

 6 山田 愛(1)     13.79 
ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 豊科高

 7 宮坂 苑美(1)     14.14 
ﾐﾔｻｶ ｿﾉﾐ 市立長野高
両角 若菜(2)
ﾓﾛｽﾞﾐﾜｶﾅ 諏訪南中

風速 +0.7

 1 瀧澤 祐未(1)     12.26 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松本大

 2 田原 花純(3)     12.29 
ﾀﾊﾗ ｶｽﾐ 穂高商業高

 3 望月 絵美(3)     12.47 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ 豊科高

 4 金田 華実(3)     12.70 
ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 浅間中

 5 西村 佳菜子(2)     12.74 
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 信明中学校

 6 中村 泉紀(2)     12.78 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 松商学園高

 7 降旗 菜津美(3)     12.83 
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 仁科台中

 8 野村 あずさ(3)     12.90 
ﾉﾑﾗ ｱｽﾞｻ 東海大三高
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予選 9月1日 12:15
決勝 9月1日 16:05

長野県記録(KR)                  24.49 山内　範子                   中京大           1980/10/05  
大会記録(GR)                    25.07 

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 +0.1

 1 瀧澤 祐未(1)     25.29 q  1 髙橋 奈弓(1)     26.45 q
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松本大 ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東高

 2 中村 泉紀(2)     26.81  2 戸田 麻由(1)     27.55 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 松商学園高 ﾄﾀﾞ ﾏﾕ 長野日大高

 3 市岡 奈月(2)     26.83  3 片桐 穂花(3)     28.30 
ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 松本蟻ヶ崎高 ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 望月AC

 4 田中 耶々(2)     27.20  4 飯島 南(1)     29.33 
ﾀﾅｶ ﾔﾔ 佐久長聖高 ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 豊科高

 5 山田 愛(1)     28.46  5 木下 直美(1)     30.66 
ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 豊科高 ｷﾉｼﾀ ﾅｵﾐ 飯田風越高

 6 宮武 志帆(2)     29.18 
ﾐﾔﾀｹ  ｼﾎ 長野西高

 7 加藤 まりな(2)     29.91 
ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田風越高

[ 3組] 風速 +1.4 [ 4組] 風速 +0.9

 1 望月 絵美(3)     26.04 q  1 金田 華実(3)     26.72 q
ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ 豊科高 ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 浅間中

 2 山口 晏奈(1)     27.67  2 外谷 理緒奈(2)     28.48 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ 長野日大高 ﾄﾔ ﾘｵﾅ 長野日大高

 3 齊藤 静花(1)     27.75  3 内山 怜奈(1)     29.00 
ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ 豊科北中 ｳﾁﾔﾏ ﾚｲﾅ 豊科高

 4 岸田 藍(3)     27.92  4 阿部 恵里香(1)     29.00 
ｷｼﾀﾞ ｱｲ 小諸東中 ｱﾍﾞ ｴﾘｶ 佐久長聖高

 5 髙橋 梓(1)     28.08  5 小口 珠緒(3)     29.27 
ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ 篠ﾉ井高 ｵｸﾞﾁ ﾀﾏｵ 上諏訪中

 6 宮坂 苑美(1)     28.95  6 柴田  佳歩(2)     30.95 
ﾐﾔｻｶ ｿﾉﾐ 市立長野高 ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ 飯田風越高

 7 荒井 祐里奈(2)     30.76 
ｱﾗｲ ﾕﾘﾅ 浅間中

[ 5組] 風速 +2.0 [ 6組] 風速 +0.2

 1 降旗 菜津美(3)     26.46 q  1 原田 麻亜(2)     27.04 
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 仁科台中 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ 東海大三高

 2 西村 佳菜子(2)     27.19  2 酒井 菜月(2)     27.12 
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 信明中学校 ｻｶｲ ﾅﾂｷ 御代田中

 3 二宮 萌々(2)     27.55  3 高島 美咲(1)     27.56 
ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ 伊那弥生ヶ丘高 ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ 市立長野高

 4 菊原 麻由奈(1)     27.74  4 林 美朱(2)     27.57 
ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ 佐久長聖高 ﾊﾔｼ ﾐｱｶ 上田染谷丘高

 5 前澤 朱音(3)     27.78  5 松浦 さくら(2)     27.79 
ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 筑摩野中 ﾏﾂｳﾗ ｻｸﾗ 松商学園高

 6 竹之内 こずえ(1)     27.88  6 清水 亮子(2)     28.70 
ﾀｹﾉｳﾁ ｺｽﾞｴ 上田東高 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｺ 長野商業高

 7 宮下 彩奈(2)     27.92  7 田中 祐里(2)     29.43 
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾅ 丸子北中 ﾀﾅｶ ﾕｳﾘ 坂城中

 8 籏町 佳代(2)     29.27 
ﾊﾀﾏﾁ ｶﾖ 鉢盛中

[ 7組] 風速 +1.2 [ 8組] 風速 +1.2

 1 ﾓﾗｰﾄﾞ 華(1)     26.34 q  1 土屋 なつみ(3)     27.03 
ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園高 ﾂﾁﾔ ﾅﾂﾐ 御代田中

 2 吉田 那緒(2)     27.03  2 村松 広捺(2)     27.22 
ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ 伊那AC ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ 市立長野高

 3 堀 朱里(1)     27.25  3 中西 保乃花(3)     28.34 
ﾎﾘ ｱｶﾘ 豊科高 ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ 穂高東中

 4 清水 真希(2)     27.57  4 倉沢 果歩(2)     28.44 
ｼﾐｽﾞ ﾏｷ 飯田風越高 ｸﾗｻﾜ ｶﾎ 鉢盛中

 5 栗空 亜沙美(3)     27.75  5 安倍 史恵(2)     29.36 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 王滝中 ｱﾍﾞ ﾌﾐｴ 屋代高

 6 上條 渓(3)     27.96  6 奥島 彩葉(3)     29.54 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ 筑摩野中 ｵｸｼﾏ ｻﾖ 豊科北中

 7 関 遙(1)     28.52 
ｾｷ ﾊﾙｶ 上田西高

 8 中島 鈴華(1)     30.01 
ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 北佐久農業高
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[ 9組] 風速 +1.4

 1 ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ(2)     25.91 q
ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ 松商学園高

 2 野村 あずさ(3)     26.78 q
ﾉﾑﾗ ｱｽﾞｻ 東海大三高

 3 小林 奈央(3)     26.90 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 中野平中

 4 八釼 夏帆(2)     27.85 
ﾔﾂﾙｷﾞ ｶﾎ 松本県ヶ丘高

 5 川上 由華(1)     28.01 
ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 諏訪中

 6 勝野 美希(1)     28.17 
ｶﾂﾉ ﾐｷ 穂高商業高

 7 松澤 怜央(2)     28.18 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾚｵ 更級農業高

風速 +0.8

 1 瀧澤 祐未(1)     24.87 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松本大

 2 望月 絵美(3)     25.40 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ 豊科高

 3 金田 華実(3)     25.87 
ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 浅間中

 4 ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ(2)     26.03 
ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ 松商学園高

 5 髙橋 奈弓(1)     26.04 
ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東高

 6 降旗 菜津美(3)     26.14 
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 仁科台中

 7 野村 あずさ(3)     26.54 
ﾉﾑﾗ ｱｽﾞｻ 東海大三高

 8 ﾓﾗｰﾄﾞ 華(1)     26.65 
ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園高
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予選 9月2日 12:35
決勝 9月2日 14:30

長野県記録(KR)                  54.56 竹内　昌子                   福島大           2003/05/05  
大会記録(GR)                    56.17 

[ 1組] [ 2組]

 1 長村 紋(3)   1:00.15 Q  1 舟島 春香(2)   1:02.68 Q
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 創造学園高 ﾌﾈｼﾏ ﾊﾙｶ 木曽青峰高

 2 宮島 志保美(2)   1:03.15 q  2 北田 芽衣(2)   1:03.25 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 飯田高 ｷﾀﾀﾞ ﾒｲ 長野日大高

 3 高原 乃友莉(2)   1:03.16 q  3 塩澤 華奈(2)   1:03.38 
ﾀｶﾊﾗ ﾉﾕﾘ 篠ﾉ井高 ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ 飯田高

 4 半田 愛(2)   1:06.97  4 髙橋 梓(1)   1:04.49 
ﾊﾝﾀﾞ ｱｲ 松代高 ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ 篠ﾉ井高

 5 北原 志保(2)   1:07.13  5 中西 保乃花(3)   1:05.54 
ｷﾀﾊﾗ ｼﾎ 佐久長聖高 ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ 穂高東中

 6 金川 都づ美(2)   1:07.51 
ｶﾅｶﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ 長野商業高

[ 3組] [ 4組]

 1 山﨑 菜月(2)     59.83 Q  1 清水 未来   1:01.81 Q
ﾔﾏｻﾞｷ  ﾅﾂｷ 上田高 ｼﾐｽﾞ ﾐｸ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ

 2 田中 耶々(2)   1:03.47  2 原田 麻亜(2)   1:02.02 q
ﾀﾅｶ ﾔﾔ 佐久長聖高 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ 東海大三高

 3 塩本 早央里(3)   1:04.85  3 村松 広捺(2)   1:02.64 q
ｼｵﾓﾄ ｻｵﾘ 御代田中 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ 市立長野高

 4 沢井 千花(2)   1:05.70  4 菅沼 真洸(3)   1:04.36 
ｻﾜｲ ﾁﾊﾅ 木曽青峰高 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 松川JAC

 5 小林 紗也加(2)   1:06.25  5 赤羽 美柚(3)   1:04.78 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 市立長野高 ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ 信明中学校

 6 酒井 優梨愛(3)   1:07.72  6 胡桃澤 佑衣(3)   1:10.63 
ｻｶｲ ﾕﾘｱ 塩尻広陵中 ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾕｲ 王滝中

 7 前島 奈々(1)   1:09.47 
ﾏｴｼﾞﾏ ﾅﾅ 諏訪実業高

 1 山﨑 菜月(2)     57.85 
ﾔﾏｻﾞｷ  ﾅﾂｷ 上田高

 2 長村 紋(3)     59.54 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 創造学園高

 3 清水 未来   1:00.36 
ｼﾐｽﾞ ﾐｸ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ

 4 舟島 春香(2)   1:02.25 
ﾌﾈｼﾏ ﾊﾙｶ 木曽青峰高

 5 宮島 志保美(2)   1:02.29 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 飯田高

 6 高原 乃友莉(2)   1:03.29 
ﾀｶﾊﾗ ﾉﾕﾘ 篠ﾉ井高
村松 広捺(2)
ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ 市立長野高
原田 麻亜(2)
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ 東海大三高
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予選 9月1日 10:00
決勝 9月1日 15:10

長野県記録(KR)                2:05.78 山本 瑞                      小諸高           2011/10/29  
大会記録(GR)                  2:12.50 

[ 1組] [ 2組]

 1 村上 りさ子(2)   2:19.48 Q  1 傳田 雪香(1)   2:28.08 Q
ﾑﾗｶﾐ ﾘｻｺ 長野吉田高 ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｷｶ 長野日大高

 2 折橋 真生(2)   2:20.58 q  2 今井 萌(2)   2:30.28 
ｵﾘﾊｼ ﾏｵ 松本蟻ヶ崎高 ｲﾏｲ  ﾓｴ 岡谷東部中

 3 小宮山 悠(1)   2:29.87  3 鳥羽 美宇(2)   2:30.82 
ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ 野沢北高 ﾄﾊﾞ ﾐｳ 明科中

 4 山岸 鈴加(2)   2:31.24  4 成澤 優(2)   2:32.64 
ﾔﾏｷﾞｼ ｽｽﾞｶ 松川JAC ﾅﾙｻﾜ ﾕｳ 丸子北中

 5 佐藤 真由(1)   2:35.21  5 北沢 優希(1)   2:33.25 
ｻﾄｳ ﾏﾕｳ 小諸東中 ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｷ 大町高

 6 後藤 亜由美(2)   2:38.97  6 鈴木 麻衣(2)   2:41.65 
ｺﾞﾄｳ ｱﾕﾐ 松代高 ｽｽﾞｷ ﾏｲ 野沢南高

 7 原山 美優(2)   2:47.88 
ﾊﾗﾔﾏ ﾐﾕｳ 学園長野高

 8 小松 千紗(1)   3:00.74 
ｺﾏﾂ  ﾁｻ 長野西高

[ 3組] [ 4組]

 1 山﨑 菜月(2)   2:17.38 Q  1 塩入 瑛美(1)   2:23.52 Q
ﾔﾏｻﾞｷ  ﾅﾂｷ 上田高 ｼｵｲﾘ ｴﾐ 日体大

 2 宮島 志保美(2)   2:22.28 q  2 赤羽 美柚(3)   2:24.10 q
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 飯田高 ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ 信明中学校

 3 北田 芽衣(2)   2:26.12 q  3 沢井 千花(2)   2:27.71 
ｷﾀﾀﾞ ﾒｲ 長野日大高 ｻﾜｲ ﾁﾊﾅ 木曽青峰高

 4 菅沼 真衣(1)   2:29.33  4 河原 里紗(2)   2:40.02 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏｲ 丸子修学館高 ｶﾜﾊﾗ ﾘｻ 上諏訪中

 5 舟島 春香(2)   2:33.53 
ﾌﾈｼﾏ ﾊﾙｶ 木曽青峰高

 6 酒井 優梨愛(3)   2:35.27 
ｻｶｲ ﾕﾘｱ 塩尻広陵中

 7 胡桃澤 佑衣(3)   2:36.97 
ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾕｲ 王滝中

 1 山﨑 菜月(2)   2:15.81 
ﾔﾏｻﾞｷ  ﾅﾂｷ 上田高

 2 北田 芽衣(2)   2:19.62 
ｷﾀﾀﾞ ﾒｲ 長野日大高

 3 村上 りさ子(2)   2:20.48 
ﾑﾗｶﾐ ﾘｻｺ 長野吉田高

 4 宮島 志保美(2)   2:22.32 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 飯田高

 5 折橋 真生(2)   2:23.10 
ｵﾘﾊｼ ﾏｵ 松本蟻ヶ崎高

 6 赤羽 美柚(3)   2:26.07 
ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ 信明中学校

 7 傳田 雪香(1)   2:31.33 
ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｷｶ 長野日大高
塩入 瑛美(1)
ｼｵｲﾘ ｴﾐ 日体大

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
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予選 9月2日  9:45
決勝 9月2日 14:40

長野県記録(KR)                4:20.38 峰村 いずみ                  峰村 いずみ      2011/10/09  
大会記録(GR)                  4:33.88 

[ 1組] [ 2組]

 1 吉田 夏子(3)   4:43.82 Q  1 小口 雪音(1)   4:48.88 Q
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｺ 東海大三高 ｵｸﾞﾁ ﾕｷﾈ 長野東高

 2 渡辺 かりん(2)   4:53.89 Q  2 小林 希良莉(3)   4:49.55 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 長野日大高 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾘ 川中島中

 3 松澤 綾音(1)   4:57.59 Q  3 岩波 香奈(2)   4:53.27 Q
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 松川JAC ｲﾜﾅﾐ ｶﾅ 小諸高

 4 上原 舞(2)   4:58.83 Q  4 滝沢 菜絵(1)   4:54.55 Q
ｳｴﾊﾗ ﾏｲ 永明中 ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｴ 川中島中

 5 川上 綾香(1)   4:59.41 q  5 伊藤 玲美優(2)   4:56.83 q
ｶﾜｶﾐ ｱﾔｶ 長野東高 ｲﾄｳ ﾚﾋﾞﾕ 松商学園高

 6 宮入 唯(3)   5:00.75 q  6 赤羽 純美玲(2)   4:58.92 q
ﾐﾔｲﾘ ﾕｲ 駒ヶ根東中 ｱｶﾊﾈ ｽﾐﾚ 開成中

 7 酒井 理紗(2)   5:01.59  7 赤井 麗佳(1)   5:01.46 
ｻｶｲ ﾘｻ 須坂園芸高 ｱｶｲ ﾚｲｶ 長野東高

 8 高梨菜々(1)   5:03.81  8 熊谷 美佑(1)   5:02.43 
ﾀｶﾅｼ ﾅﾅ 駒ヶ根東中 ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾕｳ 飯田高

 9 荒木 瑞葉(1)   5:05.10  9 堀内 智加(2)   5:03.45 
ｱﾗｷ ﾐｽﾞﾊ 諏訪二葉高 ﾎﾘｳﾁ ﾁｶ 駒ヶ根東中

10 新原 徳子(3)   5:05.57 10 大野 晴香(1)   5:04.66 
ｼﾝﾊﾞﾗ ﾄｸｺ 川中島中 ｵｵﾉ ﾊﾙｶ 長野吉田高

11 菅沼 真衣(1)   5:06.07 11 勝山 真子(2)   5:05.94 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏｲ 丸子修学館高 ｶﾂﾔﾏ ﾏｺ 長野日大高

12 倉科 真子(2)   5:08.60 12 小松 彩乃(2)   5:07.46 
ｸﾗｼﾅ ﾏｺ 松商学園高 ｺﾏﾂ ｱﾔﾉ 松本蟻ヶ崎高

13 今井 萌(2)   5:09.30 13 松村 彩乃(2)   5:08.00 
ｲﾏｲ  ﾓｴ 岡谷東部中 ﾏﾂﾑﾗ ｱﾔﾉ 松川JAC

14 八木 菜生子(2)   5:10.46 14 成澤 優(2)   5:09.56 
ﾔｷﾞ ﾅｵｺ 長野日大高 ﾅﾙｻﾜ ﾕｳ 丸子北中

15 溝口 友己歩(3)   5:15.19 15 小宮山 悠(1)   5:12.68 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｷﾎ 王滝中 ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ 野沢北高

16 成田 愛理(2)   5:15.28 16 塩入 瑛美(1)   5:17.51 
ﾅﾘﾀ ｱｲﾘ 松商学園高 ｼｵｲﾘ ｴﾐ 日体大

17 山川 桃佳(2)   5:17.06 17 佐藤 真由(1)   5:18.11 
ﾔﾏｶﾜ ﾓﾓｶ 鉢盛中 ｻﾄｳ ﾏﾕｳ 小諸東中

18 小松 紗姫(1)   5:21.36 18 和田 聖香(3)   5:23.62 
ｺﾏﾂ ｻｷ 信大医学部 ﾜﾀﾞ   ｾｲｶ 裾花中

19 出口 栞里(1)   5:21.97 19 中村 亜砂美(3)   5:25.28 
ﾃﾞｸﾞﾁ  ｼｵﾘ 上田高 ﾅｶﾑﾗ ｱｻﾐ 松商学園高

20 須藤 紋可(1)   5:51.09 20 宮本 優花(1)   5:57.71 
ｽﾄﾞｳ ｱﾔｶ 市立長野高 ﾐﾔﾓﾄ  ﾕｳｶ 長野西高

21 中島 和華(1)   6:02.77 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾜｶ 上田染谷丘高
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[ 3組]

 1 甘利 祐子(3)   4:51.40 Q  1 吉田 夏子(3)   4:34.96 
ｱﾏﾘ ﾕｳｺ 東御東部中 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｺ 東海大三高

 2 中村 智美(3)   4:52.76 Q  2 中村 智美(3)   4:40.06 
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ 川中島中 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ 川中島中

 3 山﨑 千夏(2)   4:55.95 Q  3 小口 雪音(1)   4:42.15 
ﾔﾏｻﾞｷ  ﾁﾅﾂ 上田高 ｵｸﾞﾁ ﾕｷﾈ 長野東高

 4 竹内 美翔(2)   5:00.49 Q  4 小林 希良莉(3)   4:43.50 
ﾀｹｳﾁ ﾐｳ 川中島中 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾘ 川中島中

 5 田中 杏子(2)   5:01.94  5 甘利 祐子(3)   4:44.60 
ﾀﾅｶ ｷｮｳｺ 永明中 ｱﾏﾘ ﾕｳｺ 東御東部中

 6 弓田 玲(1)   5:03.33  6 渡辺 かりん(2)   4:49.23 
ﾕﾐﾀ ﾚｲ 長野東高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 長野日大高

 7 山岸 鈴加(2)   5:05.09  7 滝沢 菜絵(1)   4:52.17 
ﾔﾏｷﾞｼ ｽｽﾞｶ 松川JAC ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｴ 川中島中

 8 蟹澤 紗希(3)   5:05.66  8 松澤 綾音(1)   4:52.39 
ｶﾆｻﾜ ｻｷ 駒ヶ根東中 ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 松川JAC

 9 永山 実来(2)   5:06.16  9 岩波 香奈(2)   4:54.79 
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｸ 緑ヶ丘中 ｲﾜﾅﾐ ｶﾅ 小諸高

10 伊藤 千夏(1)   5:06.35 10 山﨑 千夏(2)   4:56.63 
ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 長野日大高 ﾔﾏｻﾞｷ  ﾁﾅﾂ 上田高

11 安田 佳織(1)   5:12.45 11 宮入 唯(3)   4:57.96 
ﾔｽﾀﾞ ｶｵﾘ 松本深志高 ﾐﾔｲﾘ ﾕｲ 駒ヶ根東中

12 宗田 夏季(3)   5:12.49 12 川上 綾香(1)   4:58.20 
ｿｳﾀﾞ ﾅﾂｷ 信明中学校 ｶﾜｶﾐ ｱﾔｶ 長野東高

13 春日 桃桜(1)   5:14.92 13 上原 舞(2)   4:58.51 
ｶｽｶﾞ ﾓﾓｵ 駒ヶ根東中 ｳｴﾊﾗ ﾏｲ 永明中

14 河原 里紗(2)   5:16.43 14 伊藤 玲美優(2)   4:59.05 
ｶﾜﾊﾗ ﾘｻ 上諏訪中 ｲﾄｳ ﾚﾋﾞﾕ 松商学園高

15 小泉 愛花(1)   5:34.85 15 竹内 美翔(2)   5:04.06 
ｺｲｽﾞﾐ ｱｲｶ 野沢南高 ﾀｹｳﾁ ﾐｳ 川中島中

16 稲垣 芙雪(2)   5:36.49 16 赤羽 純美玲(2)   5:05.84 
ｲﾅｶﾞｷ  ﾌﾕｷ 長野西高 ｱｶﾊﾈ ｽﾐﾚ 開成中

17 西澤 萌香(1)   5:37.47 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｶ 大町高
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決勝 9月1日 16:15

長野県記録(KR)               15:52.08 小田切　亜希                 長野東高         2008/10/18  
大会記録(GR)                 16:31.39 

 1 湯澤 ほのか(3)  16:49.56 
ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 長野東高

 2 小口 雪音(1)  16:52.17 
ｵｸﾞﾁ ﾕｷﾈ 長野東高

 3 北林 由里(2)  16:56.00 
ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾕﾘ 長野東高

 4 玉城 かんな(1)  17:06.69 
ﾀﾏｷ ｶﾝﾅ 長野東高

 5 荒井 友花(3)  17:15.96 
ｱﾗｲ ﾕｶ 長野東高

 6 真柳 亜美(3)  17:41.76 
ﾏﾔﾅｷﾞ ｱﾐ 長野東高

 7 山﨑 千夏(2)  17:52.56 
ﾔﾏｻﾞｷ  ﾁﾅﾂ 上田高

 8 岩波 香奈(2)  18:57.91 
ｲﾜﾅﾐ ｶﾅ 小諸高

 9 中塚 千和(2)  19:29.33 
ﾅｶﾂｶ ﾁﾖﾘ 飯田高

10 出口 栞里(1)  19:40.85 
ﾃﾞｸﾞﾁ  ｼｵﾘ 上田高

No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   880

1   869

女子

5000m

決勝

順

13   872

3   878

5   874

6  1413

12  1333

9   879

14  1416

8   418



予選 9月1日  9:00
決勝 9月1日 15:55

長野県記録(KR)                  58.27 
大会記録(GR)                  1:02.36 

[ 1組] [ 2組]

 1 瀧澤 彩(3)   1:00.45 Q  1 佐藤 静香(3)   1:04.59 Q
ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ 長野高 ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 小諸高

 2 内山 成実(2)   1:02.54 Q  2 風間 春香(2)   1:07.14 Q
ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 長野吉田高 ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｶ 市立長野高

 3 高野 雅子(2)   1:08.56 q  3 小山 綾菜(1)   1:09.10 q
ﾀｶﾉ ﾏｻｺ 大町高 ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 長野吉田高

 4 古川 葉月(2)   1:11.18  4 澤口 愛生(2)   1:15.31 
ﾌﾙｶﾜ ﾊﾂﾞｷ 飯山北高 ｻﾜｸﾞﾁ ｱｲ 木曽青峰高

 5 土屋 みなみ(2)   1:13.37  5 堤   瑛子(2)   1:15.53 
ﾂﾁﾔ ﾐﾅﾐ 上田染谷丘高 ﾂﾂﾐ ｴｺ 佐久長聖高

 6 梶谷 みさき(2)   1:13.49  6 中村 依紅未(2)   1:16.42 
ｶｼﾞﾀﾆ ﾐｻｷ 諏訪清陵高 ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾐ 穂高商業高

 7 諏訪部 澪(1)   1:15.25  7 澁谷 希望(1)   1:17.66 
ｽﾜﾍﾞ ﾐｵ 中野立志館高 ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ 飯田高

 8 成澤 智織(1)   1:28.30 
ﾅﾙｻﾜ ﾁｵﾘ 野沢南高

[ 3組]

 1 清水 未来   1:05.67 Q
ｼﾐｽﾞ ﾐｸ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ

 2 奥島 美空(2)   1:10.36 Q
ｵｸｼﾏ ﾐｸ 松商学園高

 3 花里  裕良(2)   1:13.79 
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ 佐久長聖高

 4 小林 紗也加(2)   1:15.11 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 市立長野高

 5 手塚 日向子(1)   1:15.78 
ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅｺ 上伊那農業高

 6 野口 那奈美(1)   1:16.81 
ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 諏訪清陵高

 7 清水 由紀子(2)   1:18.59 
ｼﾐｽﾞ ﾕｷｺ 飯田高

 1 瀧澤 彩(3)   1:00.42 
ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ 長野高

 2 内山 成実(2)   1:00.63 
ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 長野吉田高

 3 清水 未来   1:02.52 
ｼﾐｽﾞ ﾐｸ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ

 4 佐藤 静香(3)   1:02.53 
ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 小諸高

 5 小山 綾菜(1)   1:06.86 
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 長野吉田高

 6 風間 春香(2)   1:07.43 
ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｶ 市立長野高

 7 高野 雅子(2)   1:08.28 
ﾀｶﾉ ﾏｻｺ 大町高

 8 奥島 美空(2)   1:10.68 
ｵｸｼﾏ ﾐｸ 松商学園高

3  1685

9  1935

2   751

8   928

5  8908

7  1332

4   813
大会新

6   765
大会新

8   416

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   233

6    76

5  1302

9   930

4  8908

3  1935

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

9

3  1716

9   411

8  1579

7  1297

5   928

2   751

記録／備考
4  1332

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

 1246

6  2054

1   655

5  1484

8  1685

7   589

2   765

所属名 記録／備考
4   813

大会新

女子

400mH(0.762m)

予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 順



決勝 9月1日 11:25

長野県記録(KR)               23:10.04 鳥羽　詩織                   長野東高         2009/05/04  
大会記録(GR)                 23:25.84 

 1 吉田 英里子(2)  25:08.18 
ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｺ 東海大三高

 2 光田 理子(4)  26:13.46 
ﾐﾂﾀﾞ ﾘｺ 信大

 3 溝口 友己歩(3)  26:26.93 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｷﾎ 王滝中

 4 平井 奏(1)  28:55.23 
ﾋﾗｲ ｶﾅ 須坂陸協

 5 中島 和華(1)  29:08.67 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾜｶ 上田染谷丘高

 6 牛山 杏香(1)  30:07.00 
ｳｼﾔﾏ ｷｮｳｶ 松川高

 7 川島 未佐貴(2)  31:35.94 
ｶﾜｼﾏ ﾐｻｷ 更級農業高

 8 渡邉 幸穂(2)  32:06.52 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾁﾎ 伊那西高
田中 あゆみ(1)
ﾀﾅｶ ｱﾕﾐ 穂高商業高
青沼 郁奈(2)
ｱｵﾇﾏ ﾌﾐﾅ 梓川高
近藤 佑紀(1)
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｷ 松本県ヶ丘高

1  1720
失格 W2

失格 W2

2  1733
失格 W2

11  1798

4  2143

9   325

10  1451

8   400

7  4109

6  8917

5    32

3  8923

女子

5000m競歩

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 9月1日 14:20
決勝 9月1日 17:40

長野県記録(KR)                  47.90 諏訪実業高                   諏訪実業高       1994/06/18  
（伊藤　育美・伊藤　恵・篠原　美雪・田中　芙美）

大会記録(GR)                    48.67 

[ 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   1 松商学園高  1933 中村 泉紀(2)     48.79 Q  1   5 飯田風越高   453 小澤 未菜(1)     51.51 Q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ
 1943 ﾓﾗｰﾄﾞ 華(1)   452 三石 奈穂(1)

ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ
 1935 奥島 美空(2)   455 清水 真希(2)

ｵｸｼﾏ ﾐｸ ｼﾐｽﾞ ﾏｷ
 1934 ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ(2)   446 柴田 佳歩(2)

ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ
 2   7 長野日大高  2158 戸田 麻由(1)     51.28 q  2   7 御代田中  5312 金井 梨里(3)     51.76 q

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ﾄﾀﾞ ﾏﾕ ﾐﾖﾀﾁｭｳ ｶﾅｲ ﾘﾘ
  951 外谷 理緒奈(2)  4314 土屋 なつみ(3)

ﾄﾔ ﾘｵﾅ ﾂﾁﾔ ﾅﾂﾐ
  958 山口 晏奈(1)  5224 酒井 菜月(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ ｻｶｲ ﾅﾂｷ
  953 唐澤 美玲(1)  5225 内堀 瑠音(2)

ｶﾗｻﾜ ﾐﾚｲ ｳﾁﾎﾞﾘ ﾙﾈ
 3   2 豊科高  2008 内山 怜奈(1)     52.65 q  3   2 松代高  1122 常盤 みのり(1)     54.40 

ﾄﾖｼﾅｺｳ ｳﾁﾔﾏ ﾚｲﾅ ﾏﾂｼﾛｺｳ ﾄｷﾜ ﾐﾉﾘ
 2007 山田 愛(1)  1118 深沢 たまき(2)

ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ ﾌｶｻﾜ ﾀﾏｷ
 2006 堀 朱里(1)  1119 半田 愛(2)

ﾎﾘ ｱｶﾘ ﾊﾝﾀﾞ ｱｲ
 2005 飯島 南(1)  1120 後藤 亜由美(2)

ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ ｺﾞﾄｳ ｱﾕﾐ
 4   4 大町高  1684 藤澤 紗也(2)     55.39  4   1 木曽青峰高  1580 池井 陽子(1)     54.62 

ｵｵﾏﾁｺｳ ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔ ｷｿｾｲﾎｳｺｳ ｲｹｲ ﾖｳｺ
 1685 高野 雅子(2)  1575 小谷 彩乃(2)

ﾀｶﾉ ﾏｻｺ ｺﾀﾆ ｱﾔﾉ
 1686 中村 さよ(2)  1583 征矢 望(1)

ﾅｶﾑﾗ ｻﾖ ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ
 1687 北沢 優希(1)  1579 澤口 愛生(2)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｷ ｻﾜｸﾞﾁ ｱｲ
 5   5 塩尻志学館高  1602 出口 真奈美(2)     55.90  5   9 丸子北中  5481 小林 奏(1)     55.47 

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝｺｳ ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ ﾏﾙｺｷﾀﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ
 1604 原田 結希(2)  5062 宮下 彩奈(2)

ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷ ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾅ
 1601 溝尾 彩夏(1)  5485 春原 朱里(1)

ﾐｿﾞｵ ｱﾔｶ ｽﾉﾊﾗ ｱｶﾘ
 1609 良波 美恵(1)  5057 赤羽 愛葵(2)

ﾖｼﾅﾐ ﾐｴ ｱｶﾊﾞﾈ ﾏﾅｷ
 6   3 野沢南高  1245 佐藤 有生(1)     56.39  6   4 諏訪二葉高    86 神谷 桃香(2)     56.14 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ｻﾄｳ ﾕｲ ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ｶﾐﾔ ﾓﾓｶ
 1243 有井 歩(2)    90 丹羽 朱里(1)

ｱﾘｲ ｱﾕﾐ ﾆﾜ ｱｶﾘ
 1247 新津 まり菜(1)    89 両角 果穂(2)

ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ ﾓﾛｽﾞﾐ ｶﾎ
 1242 鈴木 麻衣(2)    91 植栗 彩加(1)

ｽｽﾞｷ ﾏｲ ｳｴｸﾘ ｱﾔｶ
 7   8 筑摩野中  5254 秋川 有紀(2)     57.74  7   6 北佐久農業高  1293 神谷 梨緒菜(1)     57.62 

ﾁｸﾏﾉﾁｭｳ ｱｷｶﾜ ﾕｷ ｷﾀｻｸﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ｶﾐﾔ ﾘｵﾅ
 4513 堤 向日葵  1295 中島 鈴華(1)

ﾂﾂﾐ ﾋﾏｱﾘ ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ
 4514 廣田 みゆ  1294 外池 留佳(1)

ﾋﾛﾀ ﾐﾕ ｿﾄｲｹ ﾙｶ
 5255 矢ヶ崎 菜奈(2)  1286 遠藤 優華(2)

ﾔｶﾞｻｷ ﾅﾅ ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ
  6 篠ﾉ井高  1105 吉澤 涼夏(1)   3 上田東高  1444 竹之内 こずえ(1)

ｼﾉﾉｲｺｳ ﾖｼｻﾞﾜ ｽｽﾞｶ 失格 ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼｺｳ ﾀｹﾉｳﾁ ｺｽﾞｴ 失格
 1103 髙橋 梓(1) R1(1-2)  1443 髙橋 奈弓(1) R1(3-4)

ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ
 1100 高原 乃友莉(2)  1441 花岡 美憂(2)

ﾀｶﾊﾗ ﾉﾕﾘ ﾊﾅｵｶ ﾐﾕｳ
 1106 小野 美紗(1)  1445 加藤 恭香(1)

ｵﾉ ﾐｻ ｶﾄｳ ｷｮｳｶ
  9 松本美須々丘高  1842 藤原 佳奈(2)

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｵｶｺｳ ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾅ 失格
 1845 伊藤 野々花(2) R1(3-4)

ｲﾄｳ ﾉﾉｶ
 1843 原 苑子(2)

ﾊﾗ ｿﾉｺ
 1841 中村 芽以(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ

女子

4×100m

予選 通過基準  4組  1着 + 4 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   9 市立長野高   926 井口 華穂(2)     52.12 Q  1   6 長野吉田高   752 花岡 里咲(1)     49.60 Q

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ｲｸﾞﾁ ｶﾎ ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ﾊﾅｵｶ ﾘｻ
  914 高島 美咲(1)   765 内山 成実(2)

ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ
  913 村松 広捺(2)   766 鈴木 千穂(2)

ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ ｽｽﾞｷ ﾁﾎ
  928 風間 春香(2)   751 小山 綾菜(1)

ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｶ ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ
 2   5 佐久長聖高  1298 田中 耶々(2)     52.73  2   2 浅間中  4089 小林 可奈(3)     51.63 q

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ﾀﾅｶ ﾔﾔ ｱｻﾏﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ
 1300 菊原 麻由奈(1)  4091 金田 華実(3)

ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ
 1302 花里  裕良(2)  4344 関 沙紀穂(3)

ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ ｾｷ ｻｷﾎ
 1301 高橋  知里(2)  5211 小林 千夏(2)

ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ
 3   2 豊科北中  4254 小澤 美紀(3)     53.41  3   8 岡谷東部中  5449 吉岡 綾子(1)     52.73 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ｵｻﾞﾜ ﾐｷ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ
 4252 長岩 妃代里(3)  5096 山田 彩加(2)

ﾅｶﾞｲﾜ ﾋﾖﾘ ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ
 4253 奥島 彩葉(3)  5092 山田 花菜(2)

ｵｸｼﾏ ｻﾖ ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ
 5144 西澤 羽純(2)  5451 中島 夏美(1)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾊｽﾐ ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ
 4   4 松本蟻ヶ崎高  1872 山村 彩花(1)     53.58  4   5 丸子修学館高  1386 佐々木 梨香(1)     54.44 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷｺｳ ﾔﾏﾑﾗ ｱﾔｶ ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝｺｳ ｻｻｷ ﾘｶ
 1898 輿 初菜(2)  1398 巣山 夏歩(2)

ｺｼ ｳｲﾅ ｽﾔﾏ ｶﾎ
 1870 宮川 菜穂(1)  1396 佐藤 くるみ(2)

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾅｵ ｻﾄｳ ｸﾙﾐ
 1894 市岡 奈月(2)  1391 吉池 桃子(3)

ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ ﾖｼｲｹ ﾓﾓｺ
 5   7 鉢盛中  5359 御子柴 優花(1)     54.74  5   4 学園長野高   983 原山 美優(2)     54.85 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ ｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉｺｳ ﾊﾗﾔﾏ ﾐﾕｳ
 5118 倉沢 果歩(2)   989 下岡 夕奈(2)

ｸﾗｻﾜ ｶﾎ ｼﾓｵｶ ﾕｳﾅ
 5364 安田 三奈美(1)   981 依田 菜月(2)

ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ
 5121 籏町 佳代(2)   990 清水 香那(1)

ﾊﾀﾏﾁ ｶﾖ ｼﾐｽﾞ ｶﾅ
 6   8 飯田高   411 澁谷 希望(1)     55.46  6   3 屋代高  1154 原田 彩花(1)     55.81 

ｲｲﾀﾞｺｳ ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ ﾔｼﾛｺｳ ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｶ
  417 塩澤 華奈(2)  1151 安倍 史恵(2)

ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ ｱﾍﾞ ﾌﾐｴ
  416 清水 由紀子(2)  1152 宮入 春菜(2)

ｼﾐｽﾞ ﾕｷｺ ﾐﾔｲﾘ ﾊﾙﾅ
  415 宮島 志保美(2)  1153 宮原 千恵(2)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾁｴ
  6 長野西高   796 水庫 郁実(2)  7   9 上田染谷丘高  1452 土屋 鈴花(1)     56.67 

ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ ﾐｽﾞｸﾗ  ｲｸﾐ 失格 ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ﾂﾁﾔ ｽｽﾞｶ
  798 宮武 志帆(2) R1(3-4)  1482 林 美朱(2)

ﾐﾔﾀｹ  ｼﾎ ﾊﾔｼ ﾐｱｶ
  805 小林 茉由(1)  1484 土屋 みなみ(2)

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾏﾕ ﾂﾁﾔ ﾐﾅﾐ
  804 中村 綾恵(1)  1451 中島 和華(1)

ﾅｶﾑﾗ  ｱﾔｴ ﾅｶｼﾞﾏ ﾜｶ
  7 松本県ヶ丘高  1795 小坂 奈桜(1)

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ｺｻｶ ﾅｵ 失格
 1793 八釼 夏帆(2) R1(3-4)

ﾔﾂﾙｷﾞ ｶﾎ
 1797 百瀬 亜希帆(1)

ﾓﾓｾ ｱｷﾎ
 1796 小澤 詩歩(1)

ｵｻﾞﾜ ｼﾎ

女子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 松商学園高  1933 中村 泉紀(2)     48.62 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 大会新
 1943 ﾓﾗｰﾄﾞ 華(1)

ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ
 1935 奥島 美空(2)

ｵｸｼﾏ ﾐｸ
 1934 ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ(2)

ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ
 2   4 長野吉田高   752 花岡 里咲(1)     48.88 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ﾊﾅｵｶ ﾘｻ
  765 内山 成実(2)

ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ
  766 鈴木 千穂(2)

ｽｽﾞｷ ﾁﾎ
  751 小山 綾菜(1)

ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ
 3   7 飯田風越高   453 小澤 未菜(1)     50.87 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ
  452 三石 奈穂(1)

ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ
  455 清水 真希(2)

ｼﾐｽﾞ ﾏｷ
  446 柴田 佳歩(2)

ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ
 4   2 御代田中  5312 金井 梨里(3)     51.20 

ﾐﾖﾀﾁｭｳ ｶﾅｲ ﾘﾘ
 4314 土屋 なつみ(3)

ﾂﾁﾔ ﾅﾂﾐ
 5224 酒井 菜月(2)

ｻｶｲ ﾅﾂｷ
 5225 内堀 瑠音(2)

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾙﾈ
 5   6 市立長野高   926 井口 華穂(2)     51.32 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ｲｸﾞﾁ ｶﾎ
  914 高島 美咲(1)

ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ
  913 村松 広捺(2)

ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ
  928 風間 春香(2)

ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｶ
 6   9 浅間中  4089 小林 可奈(3)     51.51 

ｱｻﾏﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ
 4091 金田 華実(3)

ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ
 4344 関 沙紀穂(3)

ｾｷ ｻｷﾎ
 5211 小林 千夏(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ
 7   8 長野日大高  2158 戸田 麻由(1)     51.77 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ﾄﾀﾞ ﾏﾕ
  951 外谷 理緒奈(2)

ﾄﾔ ﾘｵﾅ
  958 山口 晏奈(1)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ
  953 唐澤 美玲(1)

ｶﾗｻﾜ ﾐﾚｲ
 8   3 豊科高  2008 内山 怜奈(1)     52.30 

ﾄﾖｼﾅｺｳ ｳﾁﾔﾏ ﾚｲﾅ
 2007 山田 愛(1)

ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ
 2006 堀 朱里(1)

ﾎﾘ ｱｶﾘ
 2005 飯島 南(1)

ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ

決勝

女子

4×100m



決勝 9月2日 16:40

長野県記録(KR)                3:49.98 長野高                       長野高           2012        
（前島　早瑛・山田　聡子・新井　美貴子・瀧澤　彩）

大会記録(GR)                  3:57.29 

[ 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   9 長野吉田高   751 小山 綾菜(1)   3:58.20  1   4 松商学園高  1941 林 あすか(1)   4:15.18 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾊﾔｼ ｱｽｶ
  767 村上 りさ子(2)  1922 松浦 さくら(2)

ﾑﾗｶﾐ ﾘｻｺ ﾏﾂｳﾗ ｻｸﾗ
  766 鈴木 千穂(2)  1935 奥島 美空(2)

ｽｽﾞｷ ﾁﾎ ｵｸｼﾏ ﾐｸ
  765 内山 成実(2)  1934 ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ(2)

ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ
 2   7 御代田中  4398 塩本 早央里(3)   4:11.36  2   3 松本蟻ヶ崎高  1872 山村 彩花(1)   4:18.30 

ﾐﾖﾀﾁｭｳ ｼｵﾓﾄ ｻｵﾘ ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷｺｳ ﾔﾏﾑﾗ ｱﾔｶ
 5224 酒井 菜月(2)  1895 折橋 真生(2)

ｻｶｲ ﾅﾂｷ ｵﾘﾊｼ ﾏｵ
 4314 土屋 なつみ(3)  1897 一之瀬 令菜(2)

ﾂﾁﾔ ﾅﾂﾐ ｲﾁﾉｾ ﾚﾅ
 5225 内堀 瑠音(2)  1894 市岡 奈月(2)

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾙﾈ ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ
 3   4 市立長野高   913 村松 広捺(2)   4:19.66  3   9 飯田高   411 澁谷 希望(1)   4:22.08 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ ｲｲﾀﾞｺｳ ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ
  930 小林 紗也加(2)   417 塩澤 華奈(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ
  926 井口 華穂(2)   416 清水 由紀子(2)

ｲｸﾞﾁ ｶﾎ ｼﾐｽﾞ ﾕｷｺ
  928 風間 春香(2)   415 宮島 志保美(2)

ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｶ ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ
 4   3 諏訪二葉高    86 神谷 桃香(2)   4:38.49  4   5 飯田風越高   447 加藤 まりな(2)   4:27.06 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ｶﾐﾔ ﾓﾓｶ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ
   92 荒木 瑞葉(1)   446 柴田 佳歩(2)

ｱﾗｷ ﾐｽﾞﾊ ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ
   90 丹羽 朱里(1)   453 小澤 未菜(1)

ﾆﾜ ｱｶﾘ ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ
   88 湯本 愛菜(2)   455 清水 真希(2)

ﾕﾓﾄ ｱｲﾅ ｼﾐｽﾞ ﾏｷ
 5   5 中野立志館高   654 高橋 遼香(3)   4:42.89  5   7 鉢盛中  5119 塩原 由夏(2)   4:33.71 

ﾅｶﾉﾘｯｼｶﾝ ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｼｵﾊﾗ ﾕｶ
  656 牛山 あかね(1)  5121 籏町 佳代(2)

ｳｼﾔﾏ ｱｶﾈ ﾊﾀﾏﾁ ｶﾖ
  657 下田 美穂(1)  5364 安田 三奈美(1)

ｼﾓﾀﾞ ﾐﾎ ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ
  655 諏訪部 澪(1)  5118 倉沢 果歩(2)

ｽﾜﾍﾞ ﾐｵ ｸﾗｻﾜ ｶﾎ
  6 上田東高  6   6 松本美須々丘高  1845 伊藤 野々花(2)   4:37.02 

ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼｺｳ 欠場 ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｵｶｺｳ ｲﾄｳ ﾉﾉｶ
 1843 原 苑子(2)

ﾊﾗ ｿﾉｺ
 1841 中村 芽以(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ
 1850 岩垂 瞳(1)

ｲﾜﾀﾞﾚ ﾋﾄﾐ
  8 学園長野高  7   8 長野西高   806 柴田 果奈(1)   4:38.95 

ｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉｺｳ 欠場 ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ ｼﾊﾞﾀ  ｶﾅ
  798 宮武 志帆(2)

ﾐﾔﾀｹ  ｼﾎ
  804 中村 綾恵(1)

ﾅｶﾑﾗ  ｱﾔｴ
  799 稲垣 芙雪(2)

ｲﾅｶﾞｷ  ﾌﾕｷ

女子

4×400m

決勝



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 長野日大高  2158 戸田 麻由(1)   4:10.81 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ﾄﾀﾞ ﾏﾕ
  958 山口 晏奈(1)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ
  951 外谷 理緒奈(2)

ﾄﾔ ﾘｵﾅ
  965 北田 芽衣(2)

ｷﾀﾀﾞ ﾒｲ
 2   8 木曽青峰高  1579 澤口 愛生(2)   4:18.00 

ｷｿｾｲﾎｳｺｳ ｻﾜｸﾞﾁ ｱｲ
 1576 沢井 千花(2)

ｻﾜｲ ﾁﾊﾅ
 1583 征矢 望(1)

ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ
 1578 舟島 春香(2)

ﾌﾈｼﾏ ﾊﾙｶ
 3   9 大町高  1684 藤澤 紗也(2)   4:23.57 

ｵｵﾏﾁｺｳ ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔ
 1685 高野 雅子(2)

ﾀｶﾉ ﾏｻｺ
 1688 西澤 萌香(1)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｶ
 1687 北沢 優希(1)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｷ
 4   7 豊科北中  5366 齊藤 静花(1)   4:25.67 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ
 4252 長岩 妃代里(3)

ﾅｶﾞｲﾜ ﾋﾖﾘ
 4254 小澤 美紀(3)

ｵｻﾞﾜ ﾐｷ
 4253 奥島 彩葉(3)

ｵｸｼﾏ ｻﾖ
 5   4 松代高  1120 後藤 亜由美(2)   4:27.02 

ﾏﾂｼﾛｺｳ ｺﾞﾄｳ ｱﾕﾐ
 1119 半田 愛(2)

ﾊﾝﾀﾞ ｱｲ
 1118 深沢 たまき(2)

ﾌｶｻﾜ ﾀﾏｷ
 1121 大日方 あやね(1)

ｵﾋﾞﾅﾀ ｱﾔﾈ
 6   6 野沢南高  1243 有井 歩(2)   4:39.14 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ｱﾘｲ ｱﾕﾐ
 1244 小泉 愛花(1)

ｺｲｽﾞﾐ ｱｲｶ
 1248 依田 清華(1)

ﾖﾀﾞ ｷﾖｶ
 1242 鈴木 麻衣(2)

ｽｽﾞｷ ﾏｲ
 7   5 上田染谷丘高  1482 林 美朱(2)   4:40.29 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ﾊﾔｼ ﾐｱｶ
 1484 土屋 みなみ(2)

ﾂﾁﾔ ﾐﾅﾐ
 1452 土屋 鈴花(1)

ﾂﾁﾔ ｽｽﾞｶ
 1451 中島 和華(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾜｶ

女子

4×400m



   1 長野吉田高   3:58.20 小山 綾菜(1) 村上 りさ子(2) 鈴木 千穂(2) 内山 成実(2)   1   1
   2 長野日大高   4:10.81 戸田 麻由(1) 山口 晏奈(1) 外谷 理緒奈(2) 北田 芽衣(2)   3   1
   3 御代田中   4:11.36 塩本 早央里(3) 酒井 菜月(2) 土屋 なつみ(3) 内堀 瑠音(2)   1   2
   4 松商学園高   4:15.18 林 あすか(1) 松浦 さくら(2) 奥島 美空(2) ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ(2)   2   1
   5 木曽青峰高   4:18.00 澤口 愛生(2) 沢井 千花(2) 征矢 望(1) 舟島 春香(2)   3   2
   6 松本蟻ヶ崎高   4:18.30 山村 彩花(1) 折橋 真生(2) 一之瀬 令菜(2) 市岡 奈月(2)   2   2
   7 市立長野高   4:19.66 村松 広捺(2) 小林 紗也加(2) 井口 華穂(2) 風間 春香(2)   1   3
   8 飯田高   4:22.08 澁谷 希望(1) 塩澤 華奈(2) 清水 由紀子(2) 宮島 志保美(2)   2   3
   9 大町高   4:23.57 藤澤 紗也(2) 高野 雅子(2) 西澤 萌香(1) 北沢 優希(1)   3   3
  10 豊科北中   4:25.67 齊藤 静花(1) 長岩 妃代里(3) 小澤 美紀(3) 奥島 彩葉(3)   3   4
  11 松代高   4:27.02 後藤 亜由美(2) 半田 愛(2) 深沢 たまき(2) 大日方 あやね(   3   5
  12 飯田風越高   4:27.06 加藤 まりな(2) 柴田 佳歩(2) 小澤 未菜(1) 清水 真希(2)   2   4
  13 鉢盛中   4:33.71 塩原 由夏(2) 籏町 佳代(2) 安田 三奈美(1) 倉沢 果歩(2)   2   5
  14 松本美須々丘高   4:37.02 伊藤 野々花(2) 原 苑子(2) 中村 芽以(2) 岩垂 瞳(1)   2   6
  15 諏訪二葉高   4:38.49 神谷 桃香(2) 荒木 瑞葉(1) 丹羽 朱里(1) 湯本 愛菜(2)   1   4
  16 長野西高   4:38.95 柴田 果奈(1) 宮武 志帆(2) 中村 綾恵(1) 稲垣 芙雪(2)   2   7
  17 野沢南高   4:39.14 有井 歩(2) 小泉 愛花(1) 依田 清華(1) 鈴木 麻衣(2)   3   6
  18 上田染谷丘高   4:40.29 林 美朱(2) 土屋 みなみ(2) 土屋 鈴花(1) 中島 和華(1)   3   7
  19 中野立志館高   4:42.89 高橋 遼香(3) 牛山 あかね(1) 下田 美穂(1) 諏訪部 澪(1)   1   5

順位 所属名 都道府県 記録

女子

4×400m
タイムレース

ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3



決勝 9月2日 13:00

長野県記録(KR)                   1.81 屋ヶ田　直美                 中央大           1984/10/05  
大会記録(GR)                     1.74 

有賀 楓子(1)
ｱﾙｶﾞ ﾌｳｺ 新潟医福大
新井 咲(3)
ｱﾗｲ ｻｷ 丸ﾉ内中
山我 杏寿実(1)
ﾔﾏｶﾞ ｱｽﾞﾐ 野沢北高
岩崎 ちひろ(3)
ｲﾜｻｷ ﾁﾋﾛ 柳町中
間嶋  美優(2)
ﾏｼﾏ ﾐﾕ 佐久長聖高
松島 愛(1)
ﾏﾂｼﾏ ｱｲ 松本大
中村 芽以(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 松本美須々丘高
神谷 梨緒菜(1)
ｶﾐﾔ ﾘｵﾅ 北佐久農業高
吉村 彩加(3)
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 東北中
水庫 郁実(2)
ﾐｽﾞｸﾗ  ｲｸﾐ 長野西高
後藤 真伊(3)
ｺﾞﾄｳ ﾏｲ 塩尻広陵中
小林 沙彩(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 松商学園高
小野 美紗(1)
ｵﾉ ﾐｻ 篠ﾉ井高
加藤 まりな(2)
ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田風越高
原 苑子(2)
ﾊﾗ ｿﾉｺ 松本美須々丘高
溝尾 彩夏(1)
ﾐｿﾞｵ ｱﾔｶ 塩尻志学館高
日極 りな(2) 記録なし
ﾋｽﾞﾒ ﾘﾅ 長野高専
伊東 泉朋(2) 記録なし
ｲﾄｳ ﾐｽﾞﾎ 諏訪実業高
下岡 夕奈(2) 記録なし
ｼﾓｵｶ ﾕｳﾅ 学園長野高
鳥羽 美空(1) 記録なし
ﾄﾊﾞ ﾐｿﾗ 穂高商業高

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m63 1m66
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決勝 9月1日 10:00

長野県記録(KR)                   4.01 前田　朋子                   ヤマトヤＴＣ     2005/08/08  
大会記録(GR)                     4.00 

竹松 多恵子(3)
ﾀｹﾏﾂ ﾀｴｺ 高遠高
原 奈津美(2)
ﾊﾗ ﾅﾂﾐ 上伊那農業高
高原 乃友莉(2)
ﾀｶﾊﾗ ﾉﾕﾘ 篠ﾉ井高
田中 優奈(2)
ﾀﾅｶ ﾕﾅ 諏訪清陵高
江原 成美(3)
ｴﾊﾗ ﾅﾙﾐ 丸子北中
両角 果穂(2)
ﾓﾛｽﾞﾐ ｶﾎ 諏訪二葉高
荻原 夏希(3)
ｵｷﾞﾊﾗ ﾅﾂｷ 丸子北中
両角 茜音(3)
ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｶﾈ 永明中
加賀見 麻里(2)
ｶｶﾞﾐ ﾏﾘ 永明中
原 裕美佳(1) 記録なし
ﾊﾗ ﾕﾐｶ 高遠高
有賀 友理(2) 記録なし
ｱﾙｶﾞ ﾕﾘ 上伊那農業高

8   243
- xxx

1   250
- - xxx

 2.20

 2.40

9 2  5328
o xxx

8 4  4403
- xo xxx

 2.60

 2.60

7 3  4158
- o xxo xxx

xxx
6 11    89

- o o

xo xxx  2.90

 2.90

5 6  4157
- - o o xo

o o xo xxx
4 7  2052

- o o

o xo o xxx  3.10

xxx  3.20

3 5  1100
- - - o o

- xxo o o xo xxo
2 10   242

- - -

- o o o xxx  3.20

3m20 3m30
1 9   248

- - - - o

記録 備考2m20 2m40 2m60 2m70 2m80 2m90 3m00 3m10

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 9月2日 10:00

長野県記録(KR)                   6.41 湶　純江                     長野スズキ       1976/04/25  
大会記録(GR)                     5.96 

 ３回の
 最高記録

三澤 涼子   5.54   5.44   5.57    5.57   5.42   5.61   5.29    5.61 
ﾐｻﾜ ﾘｮｳｺ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ   +0.1   +1.2   +1.0    +1.0   -0.1   -1.1   -0.6    -1.1
市岡 奈月(2)   5.06   5.08   5.16    5.16   5.20   5.34   5.19    5.34 
ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 松本蟻ヶ崎高   +2.0   -0.3   -1.1    -1.1    0.0   +0.8   -0.9    +0.8
桐山 明日香(2)   4.99   5.14    x    5.14   5.27   5.10   5.24    5.27 
ｷﾘﾔﾏ ｱｽｶ 日女体大   +0.1   +0.6    +0.6   +0.1   +1.3   +0.4    +0.1
大日方 紗愛(3)   5.01   5.05   5.03    5.05   4.80    x   5.21    5.21 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ 学園長野高   +0.8   -1.2   +0.2    -1.2   +1.0   +1.5    +1.5
深沢 たまき(2)   5.13   4.97   4.90    5.13   4.95   5.03    x    5.13 
ﾌｶｻﾜ ﾀﾏｷ 松代高   +0.2   +0.4    0.0    +0.2   -0.7   +1.1    +0.2
安田 弘江   5.10    x   4.90    5.10   5.12    x    o    5.12 
ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛｴ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   -0.6   +0.4    -0.6   +1.3    +1.3
栗空 亜沙美(3)   4.91   5.03   5.07    5.07   4.96   5.12   4.93    5.12 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 王滝中   +1.7   +1.3   +2.6    +2.6   +0.6   +1.1   +0.2    +1.1
高橋  知里(2)   4.90   5.00    x    5.00    x   4.91   4.54    5.00 
ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ 佐久長聖高   +1.6   +1.5    +1.5   -0.2   -1.1    +1.5
吉池 桃子(3)   4.98   4.99   4.94    4.99    4.99 
ﾖｼｲｹ ﾓﾓｺ 丸子修学館高   +0.2   +0.6    0.0    +0.6    +0.6
宮下 あかね(2)   4.97   4.94    x    4.97    4.97 
ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ 坂城中   +1.4   +1.7    +1.4    +1.4
花岡 美憂(2)   4.75   4.91   4.93    4.93    4.93 
ﾊﾅｵｶ ﾐﾕｳ 上田東高   +0.1   +1.3   -0.5    -0.5    -0.5
小澤 詩歩(1)   4.85    x   4.92    4.92    4.92 
ｵｻﾞﾜ ｼﾎ 松本県ヶ丘高   +3.0   +0.3    +0.3    +0.3
安田 若菜(3)   4.88   4.88   4.87    4.88    4.88 
ﾔｽﾀ ﾞﾜｶﾅ 日義中   +1.1   -0.4   +0.6    -0.4    -0.4
西澤 香    x   4.75   4.86    4.86    4.86 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｵﾘ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +0.9    +0.9    +0.9
高橋 遼香(3)   4.85    o   4.79    4.85    4.85 
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ 中野立志館高   +1.1   -0.7   +0.4    +1.1    +1.1
中曽根 沙耶(2)   4.63   4.67   4.83    4.83    4.83 
ﾅｶｿﾈ ｻﾔ 長野日大高   +1.6   -0.7   -0.2    -0.2    -0.2
加藤 恭香(1)   4.73   4.73    x    4.73    4.73 
ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東高   +1.3   -1.5    -1.5    -1.5
宮原 千恵(2)   4.48   4.71   4.66    4.71    4.71 
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾁｴ 屋代高   +0.3   +0.9   +1.2    +0.9    +0.9
森本 知隼(1)    x   4.64   4.54    4.64    4.64 
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 塩尻中   +1.8   -0.5    +1.8    +1.8
黒岩 夏都妃(1)   4.43   4.63   4.63    4.63    4.63 
ｸﾛｲﾜ ﾅﾂｷ 長野吉田高   -0.1   +1.1   +0.9    +0.9    +0.9
原田 結希(2)    x   3.17   4.58    4.58    4.58 
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷ 塩尻志学館高   -0.7   +2.3    +2.3    +2.3
小谷 彩乃(2)   4.30    o   4.55    4.55    4.55 
ｺﾀﾆ ｱﾔﾉ 木曽青峰高   -0.6   -1.3   -0.3    -0.3    -0.3
矢島 芽依(2)   4.33    o   4.54    4.54    4.54 
ﾔｼﾞﾏ ﾒｲ 旭町中   +1.4   +0.7   +1.4    +1.4    +1.4
花里  裕良(2)   4.52    o    o    4.52    4.52 
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ 佐久長聖高   +0.6   -1.0    +0.6    +0.6
宮澤 麗(1)   4.51    o    o    4.51    4.51 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｳﾗﾗ 長野吉田高   +0.6    +0.6    +0.6
赤羽 愛葵(2)   4.47    o    o    4.47    4.47 
ｱｶﾊﾞﾈ ﾏﾅｷ 丸子北中   +0.9    +0.9    +0.9
水庫 郁実(2)   4.25    o    o    4.25    4.25 
ﾐｽﾞｸﾗ  ｲｸﾐ 長野西高   -0.1    -0.1    -0.1
佐藤 有生(1)    x   4.22    o    4.22    4.22 
ｻﾄｳ ﾕｲ 野沢南高   +1.0    +1.0    +1.0
竹内 恵(1)   4.19    o    o    4.19    4.19 
ﾀｹｳﾁ ﾒｸﾞﾐ 長野日大高   -0.5    -0.5    -0.5
小澤 花梨(2)    x   4.10    o    4.10    4.10 
ｵｻﾞﾜ ｶﾘﾝ 市立長野高   -1.9    -1.9    -1.9
星野 美音(3)   4.09    o    o    4.09    4.09 
ﾎｼﾉ ﾐｵﾝ 豊科北中   +0.8    +0.8    +0.8
堀内 槙乃(3)   3.95    o    o    3.95    3.95 
ﾎﾘｳﾁ ﾏｷﾉ 丸子北中   -0.7    -0.7    -0.7
柴田 果奈(1)   3.75    o    o    3.75    3.75 
ｼﾊﾞﾀ  ｶﾅ 長野西高   +1.0    +1.0    +1.0
伊藤 野々花(2)   3.10    o    o    3.10    3.10 
ｲﾄｳ ﾉﾉｶ 松本美須々丘高   +1.7    +1.7    +1.7

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 39  8921

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

2 36  1894

3 37  8904

4 35   999

5 28  1118

6 32  8927

7 33  4107

8 23  1301

9 34  1391

10 30  4386

11 26  1441

12 31  1796

13 29  4577

14 25  8916

15 22   654

16 27   955

17 24  1445

18 12  1153

19 17  5330

20 11   756

21 20  1604

22 16  1575

23 15  5223

24 19  1302

25 5   755

26 7  5057

27 9   796

28 1  1245

29 3  2152

30 14   927

31 2  4256

34 6  1845

32 8  4162

33 4   806



決勝 9月1日 14:00

長野県記録(KR)                  13.10 三澤　涼子                   ヤマトヤＴＣ     2007/06/30  
大会記録(GR)                    12.95 

 ３回の
 最高記録

三澤 涼子    x  11.64  12.20   12.20  12.10    x  12.48   12.48 
ﾐｻﾜ ﾘｮｳｺ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ   -3.3   -1.3    -1.3   -0.2   -0.1    -0.1
大日方 紗愛(3)  11.73  11.63  11.16   11.73  10.99  10.54  11.14   11.73 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ 学園長野高   -0.6   -1.7    -0.6   +0.4   +0.1   -0.3    -0.6
西澤 香    x    x    x    x  11.15  11.00   11.15 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｵﾘ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +0.1   -0.4    +0.1
麻田 紗希(3)  10.77    x  10.32   10.77  10.55  10.82  10.62   10.82 
ｱｻﾀﾞ ｻｷ 豊科高   -0.3   -2.1   -1.2    -0.3   +1.5   -1.2   -0.2    -1.2
吉池 桃子(3)  10.31  10.64   10.64    x  10.22  10.35   10.64 
ﾖｼｲｹ ﾓﾓｺ 丸子修学館高   -0.9   -1.3    -1.3   -0.2   -0.2    -1.3
高橋 遼香(3)   9.83   9.58   9.66    9.83  10.02    x   9.94   10.02 
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ 中野立志館高   -1.4   -1.4   -1.7    -1.4   +1.8   -0.1    +1.8

6 2   654

4 6  2002

5 4  1391

2 5   999

3 3  8916

記録 備考

1 7  8921

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

女子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月2日 10:00

長野県記録(KR)                  13.70 鷹野　絹子                   東京女子体育大   1980/10/16  
大会記録(GR)                    13.17 

 ３回の
 最高記録

渡邉 莉帆(3)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾎ 長野商業高
佐藤 芹香(3)
ｻﾄｳ ｾﾘｶ 浅科中
巣山 夏歩(2)
ｽﾔﾏ ｶﾎ 丸子修学館高
中川 希(1)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 松商学園高
山口 萌々(2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓ 豊科高
稲森 渚(1)
ｲﾅﾓﾘ ﾅｷﾞｻ 須坂園芸高
柄澤 真野(2)
ｶﾗｻﾜ ﾏﾔ 長野西高
松坂 春子(1)
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾊﾙｺ 東海大三高
岩渕幸羅(3)
ｲﾜﾌﾞﾁ ｻﾗ 長野東部中
永井 琴美(3)
ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ 丸子北中
濵  麗(2)
ﾊﾏ   ｳﾗﾗ 豊科高
小林 優乃(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ 岩村田高
土屋 鈴花(1)
ﾂﾁﾔ ｽｽﾞｶ 上田染谷丘高
佐藤 ゆきの(1)
ｻﾄｳ ﾕｷﾉ 松商学園高
名澤 幸香(1)
ﾅｻﾞﾜ ﾕｷｶ 更級農業高
出口 真奈美(2)
ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ 塩尻志学館高
吉澤 涼夏(1)
ﾖｼｻﾞﾜ ｽｽﾞｶ 篠ﾉ井高
登内 彩香(1)
ﾄﾉｳﾁ ｱﾔｶ 伊那西高
藤 未左衣(1)
ﾌｼﾞ ﾐｻｷ 丸子修学館高
堀内 瑞季(2)
ﾎﾘｳﾁ ﾐｽﾞｷ 丸子北中
佐々木 梨香(1)
ｻｻｷ ﾘｶ 丸子修学館高
椎名 朱里(2)
ｼｲﾅ ｼﾞｭﾘ 篠ﾉ井高
荻原 真由子(3)
ｵｷﾞﾜﾗ ﾏﾕｺ 丸子北中

  5.47    o    o    5.47
23 7  4159

  5.47

   o    5.93   5.93 

   6.10   6.10 

22 3  1102
  5.93    o

21 1  1386
  6.10    o    o

   o    6.28   6.28 

   6.30   6.30 

20 8  5061
  6.28    o

19 2  1384
  6.30    o    o

   o    6.93   6.93 

   7.00   7.00 

18 11   338
  6.93    o

17 9  1105
  7.00    x    o

   o    7.26   7.26 

   7.40   7.40 

16 5  1602
  7.26    o

15 6  2144
  7.40    o    o

   x    7.72   7.72 

   8.02   8.02 

14 15  1925
  7.72    x

13 13  1452
  7.70    o   8.02

  8.11    8.11   8.11 

   8.29   8.29 

12 14  1278
  7.84   8.05

11 10  2004
  7.97    o   8.29

  8.06    8.40   8.40 

   8.52   8.52 

10 19  4161
  8.29   8.40

9 4  4468
  8.52   8.31   8.38

  8.63    8.88   8.35    x   8.46   8.88 

   8.97   8.84   9.23   8.76   9.23 

8 12    26
  8.17   8.88

7 18   797
  7.97   8.82   8.97

  9.32    9.32   9.06   8.51   9.14   9.32 

   9.88   9.72   9.79   9.60   9.88 

6 16  2214
  8.60   9.19

5 22  2003
  9.88   9.56   9.58

  8.77    9.87   9.08   8.61   9.90   9.90 

  10.18    x   9.90   9.93  10.18 

4 17  1942
  9.37   9.87

3 21  1398
  9.80   9.55  10.18

 10.24   10.24    x    x  10.28  10.28 

  10.65  10.75  10.29  11.00  11.00 

2 20  5012
  9.62  10.08

1 23   832
 10.30  10.65   9.82

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



決勝 9月1日 14:30

長野県記録(KR)                  45.73 中島　沙織                   国士舘大         2008/08/30  
大会記録(GR)                    42.53 

 ３回の
 最高記録

山口 萌々(2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓ 豊科高
両角 遥夏(1)
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 日体大
佐藤 芹香(3)
ｻﾄｳ ｾﾘｶ 浅科中
渡邉 莉帆(3)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾎ 長野商業高
黒岩 美怜(2)
ｸﾛｲﾜ ﾐﾚｲ 長野高
重田 佐友里(2)
ｼｹﾞﾀ ｻﾕﾘ 梓川高
柄澤 真野(2)
ｶﾗｻﾜ ﾏﾔ 長野西高
依田 菜月(2)
ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ 学園長野高
巣山 夏歩(2)
ｽﾔﾏ ｶﾎ 丸子修学館高
志知 鈴菜(2)
ｼﾁ ﾚｲﾅ 梓川高
黒岩 志帆(2)
ｸﾛｲﾜ ｼﾎ 須坂園芸高
神谷 桃香(2)
ｶﾐﾔ ﾓﾓｶ 諏訪二葉高
土屋 鈴花(1)
ﾂﾁﾔ ｽｽﾞｶ 上田染谷丘高
出口 真奈美(2)
ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ 塩尻志学館高
吉澤 涼夏(1)
ﾖｼｻﾞﾜ ｽｽﾞｶ 篠ﾉ井高
下村 芽生(3)
ｼﾀﾑﾗ ﾒｲ 王滝中
佐藤 くるみ(2)
ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館高
宮入 春菜(2)
ﾐﾔｲﾘ ﾊﾙﾅ 屋代高
藤 未左衣(1)
ﾌｼﾞ ﾐｻｷ 丸子修学館高
小林 優乃(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ 岩村田高
永井 琴美(3)
ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ 丸子北中
佐々木 梨香(1)
ｻｻｷ ﾘｶ 丸子修学館高
柳沢 有香(1)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸高
堀内 瑞季(2)
ﾎﾘｳﾁ ﾐｽﾞｷ 丸子北中
箕輪 遥(1)
ﾐﾉﾜ ﾊﾙｶ 佐久長聖高
中村 さよ(2)
ﾅｶﾑﾗ ｻﾖ 大町高
椎名 朱里(2)
ｼｲﾅ ｼﾞｭﾘ 篠ﾉ井高
林 未加(1)
ﾊﾔｼ ﾐｶ 小諸高
長野 美里(1)
ﾅｶﾞﾉ ﾐｻﾄ 須坂園芸高
松本 瑞穂(3)
ﾏﾂﾓﾄ ﾐｽﾞﾎ 信濃中
大日方 美月(1)
ｵﾋﾞﾅﾀ  ﾐﾂﾞｷ 長野西高
稲森 渚(1) 記録なし
ｲﾅﾓﾘ ﾅｷﾞｻ 須坂園芸高

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

女子

円盤投(1.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

  32.98

記録 備考

1 33  2003
 29.40  33.51  31.21   33.51

2 32  8926
 32.70  32.98  31.04    x  32.28    x  32.98 

 31.35  30.57  33.51  32.12

  30.58

 30.03    x   30.03  25.16
3 26  5012

 27.95

4 31   832
 30.58  28.74  29.22  30.76  32.05  31.79  32.05 

 32.15    x  32.15 

  30.12

 31.23    x   31.23  29.00
5 28   818

 26.57

6 25  1734
 30.12  29.92  27.28  30.35  30.74  29.74  30.74 

 30.78  31.02  31.23 

  29.09

 29.90    x   29.90  29.57
7 27   797

   x

8 30   981
 27.97  25.31  29.09  24.90  27.09    x  29.09 

 29.67  30.73  30.73 

  27.75

 27.14    x   27.96
9 29  1398

 27.96

10 24  1735
 25.91  26.31  27.75  27.75 

 27.96 

  23.69

 26.16    x   26.16
11 9   741

 25.86

12 20    86
 23.69    x    x  23.69 

 26.16 

  22.67

 19.99  23.18   23.18
13 6  1452

   x

14 23  1602
 22.67    x    x  22.67 

 23.18 

  22.07

 22.35    x   22.35
15 19  1105

   x

16 21  5399
 22.07    x    x  22.07 

 22.35 

  20.26

 21.98    x   21.98
17 22  1396

   x

18 16  1152
   x    x  20.26  20.26 

 21.98 

  19.26

   x    x   19.56
19 17  1384

 19.56

20 4  1278
 19.26    o    o  19.26 

 19.56 

  17.09

   x    o   18.39
21 18  4161

 18.39

22 10  1386
 17.09    o    o  17.09 

 18.39 

  16.88

   o    o   16.93
23 8  1345

 16.93

24 5  5061
   x  16.88    o  16.88 

 16.93 

  16.22

   o    o   16.82
25 15  1310

 16.82

26 12  1686
 16.22    o    x  16.22 

 16.82 

  14.67

   x    o   14.89
27 7  1102

 14.89

28 2  1347
   x  14.67    o  14.67 

 14.89 

  13.38

 13.90    o   13.90
29 1  2213

   x

30 34  4368
   x  13.38    o  13.38 

 13.90 

    x

   o    o   11.65
31 13   807

 11.65

3  2214
   x    x    x

 11.65 



決勝 9月2日 11:00

長野県記録(KR)                  53.57 中島 美歩                    中京大           2012        
大会記録(GR)                    40.65 

 ３回の
 最高記録

依田 菜月(2)
ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ 学園長野高
黒岩 美怜(2)
ｸﾛｲﾜ ﾐﾚｲ 長野高
神谷 桃香(2)
ｶﾐﾔ ﾓﾓｶ 諏訪二葉高

 16.22  14.29  15.67   15.67  16.22
3 1    86

   x  15.54  15.11

   x   24.11  20.78  24.03  23.86  24.11 

  36.40  33.74    x    x  36.40 

2 2   818
 24.11  20.83

1 3   981
 35.45  36.40  34.86

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



決勝 9月1日 11:30

長野県記録(KR)                  57.17 山本　晴美                   長野市陸協       2001/06/08  
大会記録(GR)                    53.06 

 ３回の
 最高記録

塩島 絵未
ｼｵｼﾞﾏ ｴﾐ 北安曇郡陸協
川上 美葉(3)
ｶﾜｶﾐ ﾐﾊ 小諸高
井口 華穂(2)
ｲｸﾞﾁ ｶﾎ 市立長野高
濵  麗(2)
ﾊﾏ   ｳﾗﾗ 豊科高
羽鳥 萌子(1)
ﾊﾄﾘ ﾓｴｺ 長野東高
新津 まり菜(1)
ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ 野沢南高
有井 歩(2)
ｱﾘｲ ｱﾕﾐ 野沢南高
林 あすか(1)
ﾊﾔｼ ｱｽｶ 松商学園高
大日方 紗愛(3)
ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ 学園長野高
松坂 春子(1)
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾊﾙｺ 東海大三高
柳沢 有香(1)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸高
下村 芽生(3)
ｼﾀﾑﾗ ﾒｲ 王滝中
中村 夏生(2)
ﾅｶﾑﾗ ｶｵ 長野高
箕輪 遥(1)
ﾐﾉﾜ ﾊﾙｶ 佐久長聖高
間嶋  美優(2)
ﾏｼﾏ ﾐﾕ 佐久長聖高
巣山 夏歩(2)
ｽﾔﾏ ｶﾎ 丸子修学館高
藤原 佳奈(2)
ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾅ 松本美須々丘高
小西 真奈(2)
ｺﾆｼ ﾏﾅ 明科高
伊藤 彩佳(2)
ｲﾄｳ ｱﾔｶ 明科高
原田 彩花(1)
ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｶ 屋代高
小野 美紗(1)
ｵﾉ ﾐｻ 篠ﾉ井高
林 未加(1)
ﾊﾔｼ ﾐｶ 小諸高
藤 未左衣(1)
ﾌｼﾞ ﾐｻｷ 丸子修学館高
大日方 あやね(1)
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱﾔﾈ 松代高
一之瀬 令菜(2)
ｲﾁﾉｾ ﾚﾅ 松本蟻ヶ崎高
植栗 彩加(1)
ｳｴｸﾘ ｱﾔｶ 諏訪二葉高
輿 初菜(2)
ｺｼ ｳｲﾅ 松本蟻ヶ崎高
良波 美恵(1)
ﾖｼﾅﾐ ﾐｴ 塩尻志学館高
山岸 亜由美(1)
ﾔﾏｷﾞｼ  ｱﾕﾐ 長野西高
佐々木 梨香(1)
ｻｻｷ ﾘｶ 丸子修学館高
大日方 美月(1)
ｵﾋﾞﾅﾀ  ﾐﾂﾞｷ 長野西高
荻原 優花(1)
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｶ 上越教育大
遠藤 優華(2) 記録なし
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ 北佐久農業高

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

女子

やり投(0.600kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

  41.90

記録 備考

1 34  8907
   x  48.20  40.82   48.20

2 33  1335
 35.98  41.90  38.89  31.36  37.68    x  41.90 

 45.25  41.57  48.20  43.09

  37.05

 34.61    x   40.70  35.10
3 32   926

 40.70

4 30  2004
 37.05  34.12  34.04  32.46  33.09  32.13  37.05 

   -  30.80  40.70 

  31.42

 34.09    x   34.09    x
5 25   867

 28.90

6 27  1247
 31.42    x  26.13  32.96  30.51  31.43  32.96 

 30.47  30.07  34.09 

  29.12

 28.10  26.09   29.32  25.75
7 26  1243

 29.32

8 24  1941
   x    x  29.12  29.27  26.51    o  29.27 

 27.02  27.35  29.32 

  28.12

 27.20  26.69   28.22
9 23   999

 28.22

10 20    26
 28.12  26.54    o  28.12 

 28.22 

  27.76

 28.09  26.47   28.09
11 18  1345

 22.90

12 22  5399
 27.76    x    o  27.76 

 28.09 

  26.16

   x  27.36   27.36
13 28   812

   x

14 4  1310
 21.98  26.16    o  26.16 

 27.36 

  24.75

 25.03    o   25.03
15 21  1296

 23.88

16 31  1398
 24.75    o    o  24.75 

 25.03 

  23.27

   x  24.49   24.49
17 29  1842

   x

18 17  2024
   x  23.27    o  23.27 

 24.49 

  21.66

   x  22.00   22.00
19 8  2025

   x

20 3  1154
   x    x  21.66  21.66 

 22.00 

  21.32

   o    o   21.56
21 5  1106

 21.56

22 12  1347
 21.32    o    o  21.32 

 21.56 

  17.90

   o    x   18.84
23 6  1384

 18.84

24 16  1121
 17.90    o    o  17.90 

 18.84 

  17.34

   o    o   17.68
25 10  1897

 17.68

26 11    91
 17.34    o    o  17.34 

 17.68 

  16.99

   o    o   17.17
27 2  1898

 17.17

28 15  1609
 16.99    o    x  16.99 

 17.17 

  15.24

   o    o   16.40
29 9   800

 16.40

30 13  1386
 15.24    x    o  15.24 

 16.40 

   o    o   14.66
31 7   807

 14.66

 11.23 

 14.66 

32 19  8901
 11.23    o

1  1286
   x

   o   11.23

   x    x     x
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