
第54回北信地区陸上競技選手権大会
期日：平成24年8月18日(土)･19日(日)
場所：長野市営陸上競技場

決勝記録一覧表
GR:大会新 =GR:大会タイ 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
08/18 女子  -0.8竹内 昌子 13.05 高島 美咲(1) 13.44 花岡 里咲(1) 13.45 深沢 たまき(2) 13.49 戸田 麻由(1) 13.52 石井 芽衣(2) 13.68 黒岩 夏都妃(1) 13.73 松澤 怜央(2) 13.82

100m 一般･長野市陸協 高校･市立長野高 高校･長野吉田高 高校･松代高 高校･長野日大高 高校･長野商高 高校･長野吉田高 高校･更級農高
08/19  -2.7鈴木 千穂(2) 26.59 竹内 昌子 26.93 加納 采弥(2) 27.62 武村 結香(3) 27.85 村松 広捺(2) 27.94 山口 晏奈(1) 28.00 中村 夏生(2) 28.51 中山 結美子(3) 29.04

200m 高校･長野吉田高 一般･長野市陸協 中学･櫻ヶ岡中 中学･篠ノ井西中 高校･市立長野高 高校･長野日大高 高校･長野高 大学･信大
08/18 村松 広捺(2) 1,03.85 小林 紗也加(2) 1,05.71 原山 美優(2) 1,06.37 中山 結美子(3) 1,06.54 和田 聖奈(1) 1,07.27 宮武 志帆(2) 1,08.81 半田 愛(2) 1,09.74

400m 高校･市立長野高 高校･市立長野高 高校･学園長野高 大学･信大 高校･長野高 高校･長野西高 高校･松代高
08/19 村上 りさ子(2) 2,22.32 清水 真衣(2) 2,30.65 大野 晴香(1) 2,30.77 塩野 佳代子 2,37.18 小嶋 沙季(1) 2,38.73 大橋 里緒(3) 2,43.89 土本 和香奈(1) 2,43.97 原山 美優(2) 2,49.51

800m 高校･長野吉田高 高校･飯山北高 高校･長野吉田高 一般･TAC 高校･長野高 高校･長野高専 高校･須坂高 高校･学園長野高
08/18 小林 真帆(2) 4,47.58 酒井 理紗(2) 5,01.15 大矢 優子 5,13.27 小嶋 沙季(1) 5,15.99 塩野 佳代子 5,17.75 清水 真衣(2) 5,18.90 福岡 鈴可(1) 5,30.45 有賀 美和(1) 5,39.13

1500m 高校･長野高 GR　 高校･須坂園芸高 一般･長野市陸協 高校･長野高 一般･TAC 高校･飯山北高 高校･中野西高 高校･長野高専
08/19 酒井 理紗(2) 10,34.18 千野 恵実(2) 10,39.20 井上 はな(3) 11,14.02 高木 実穂 11,27.45 東福寺 美佳(1) 12,15.78 村松 莉緒(3) 12,16.22 霜村 明里(3) 12,43.58 河原田 彩(1) 13,00.24

3000m 高校･須坂園芸高 中学･戸倉上山田中 中学･信濃中 一般･中野市陸協 高校･長野俊英高 中学･長野東部中 中学･長野東部中 高校･須坂高
08/19  -0.2宮澤 七夕子(2) 15.75 吉村 彩加(3) 16.39 風間 春香(2) 17.04 高山 桃佳(2) 17.71 古川 葉月(2) 18.00 鈴木 紗綾(1) 18.18 宮坂 栞(1) 19.29 高見澤 有紗(1) 21.48

100mH(0.838m) 大学･信大 中学･東北中 高校･市立長野高 高校･長野吉田高 高校･飯山北高 高校･長野吉田高 高校･市立長野高 高校･市立長野高
08/19  -1.6内山 成実(2) 1,01.74 風間 春香(2) 1,06.16 小山 綾菜(1) 1,06.16 古川 葉月(2) 1,10.34 吉村 彩加(3) 1,12.66 小林 紗也加(2) 1,16.51 諏訪部 澪(1) 1,17.16

400mH(0.762m) 高校･長野吉田高 高校･市立長野高 高校･長野吉田高 高校･飯山北高 中学･東北中 高校･市立長野高 高校･中野立志館高
08/19 小野 美紗(1)    1.50 水庫 郁実(2) 1.45 萬場 ケイ(1) 1.35 今井 ちひろ(2) 1.30 下岡 夕奈(2) 1.25

走高跳 高校･篠ノ井高 高校･長野西高 高校･飯山北高 高校･長野吉田高 高校･学園長野高
08/18 高原 乃友莉(2) 3.00 長谷部 万葉(2) 2.30

棒高跳 高校･篠ノ井高 GR　 中学･更北中
08/18 西澤 香 5.14(+0.6) 大日方 紗愛(3)5.14(-0.2) 宮澤 七夕子(2)5.09(+0.2) 中曽根 沙耶(2)5.08(+0.3) 深沢 たまき(2)4.99(+1.3) 黒岩 夏都妃(1)4.91(+1.5) 高橋 遼香(3) 4.82(+0.1) 井口 華穂(2) 4.70(+0.7)

走幅跳 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 高校･学園長野高 大学･信大 高校･長野日大高 高校･松代高 高校･長野吉田高 高校･中野立志館高 高校･市立長野高
08/19 大日方 紗愛(3)11.27(+0.7)

三段跳 高校･学園長野高 GR　
08/19 渡邉 莉帆(3) 10.80 渡邉 帆南(3) 10.01 黒岩 志帆(2) 9.97 柄澤 真野(2) 9.13 黒岩 美怜(2) 8.90 稲森 渚(1) 8.53 名澤 幸香(1) 7.54 椎名 朱里(2) 6.12

砲丸投 高校･長野商高 高校･長野商高 高校･須坂園芸高 高校･長野西高 高校･長野高 高校･須坂園芸高 高校･更級農高 高校･篠ノ井高
08/18 中沢 佳子(3) 30.94 渡邉 莉帆(3) 30.77 柄澤 真野(2) 30.36 黒岩 美怜(2) 29.85 依田 菜月(2) 27.63 黒岩 志帆(2) 27.44 稲森 渚(1) 26.49 松本 瑞穂(3) 21.30

円盤投 高校･須坂園芸高 高校･長野商高 高校･長野西高 高校･長野高 高校･学園長野高 高校･須坂園芸高 高校･須坂園芸高 中学･信濃中
08/19 依田 菜月(2) 36.00

ﾊﾝﾏｰ投 高校･学園長野高 GR　
08/18 井口 華穂(2) 40.06 中村 夏生(2) 33.55 小林 裕佳(1) 26.95 大日方 あやね(1 23.43 原田 彩花(1) 20.50 大日方 美月(1) 19.86 花立 夏穂(1) 19.21 今井 ちひろ(2) 17.94

やり投 高校･市立長野高 高校･長野高 高校･長野清泉高 高校･松代高 高校･屋代高 高校･長野西高 高校･長野工高 高校･長野吉田高
08/18 長野吉田高       49.68 長野日大高       51.62 長野高       54.02 篠ノ井高       54.21 松代高       54.76 長野西高       56.01 学園長野高       56.13

4×100mR 村上 りさ子(2) 戸田 麻由(1) 前田 璃奈(1) 吉澤 涼夏(1) 常盤 みのり(1) 山岸 亜由美(1) 原山 美優(2)
内山 成実(2) 唐澤 美玲(1) 川村 吉乃(1) 髙橋 梓(1) 深沢 たまき(2) 宮武 志帆(2) 下岡 夕奈(2)
鈴木 千穂(2) 山口 晏奈(1) 和田 聖奈(1) 高原 乃友莉(2) 半田 愛(2) 小林 茉由(1) 清水 香那(1)
小山 綾菜(1) 中曽根 沙耶(2) 中村 夏生(2) 小野 美紗(1) 大日方 あやね(1) 柄澤 真野(2) 武田 美咲(1)

08/19 長野吉田高     4,00.66 市立長野高     4,19.35 長野高     4,22.04 川中島中     4,34.40 長野西高     4,39.75 松代高     4,40.57 南宮中     4,45.35
4×400mR 小山 綾菜(1) 村松 広捺(2) 川村 吉乃(1) 丸田 映莉香(2) 吉田 杏(1) 常盤 みのり(1) 吉池 茉友(2)

村上 りさ子(2) 小林 紗也加(2) 中村 夏生(2) 西本 梨花(2) 水庫 郁実(2) 半田 愛(2) 小林 文音(2)
鈴木 千穂(2) 井口 華穂(2) 小林 真帆(2) 滝沢 菜絵(1) 中村 綾恵(1) 深沢 たまき(2) 久保 瑞希(2)
内山 成実(2) 風間 春香(2) 前田 璃奈(1) 内村 友香(2) 宮武 志帆(2) 大日方 あやね(1) 清水 鈴奈(2)

08/18 中学女子  -0.9田村 有利奈(2) 13.05 加納 采弥(2) 13.41 依田 恵(2) 13.95 宮下 あかね(2) 14.03 土屋 美咲(3) 14.08 坂本 かなた(2) 14.23 太田 杏優(1) 14.27 伊能 史織(1) 14.38
100m 中学･坂城中 中学･櫻ヶ岡中 中学･櫻ヶ岡中 中学･坂城中 中学･篠ノ井西中 中学･篠ノ井西中 中学･東北中 中学･長野東部中

08/18 中村 理彩(2) 1,04.47 宮坂 奈緒(2) 1,05.58 戸谷 涼乃(2) 1,05.92 佐藤 美結(3) 1,10.89 清水 鈴奈(2) 1,11.10 東條 果穂(3) 1,11.72 大野 奈都美(1) 1,12.57 鈴木 朋香(2) 1,13.70
400m 中学･篠ノ井西中 中学･櫻ヶ岡中 中学･櫻ヶ岡中 中学･中野平中 中学･南宮中 中学･飯綱中 中学･更北中 中学･長野東部中

08/19 小林 美帆(3) 2,27.08 木田 沙耶(2) 2,28.91 宮川 瑞穂(2) 2,30.50 山﨑 さくら(3) 2,34.58 白鳥 あかり(2) 2,41.16 中村 理彩(2) 2,41.24 山崎 夏穂(1) 2,41.97 大井 遥(2) 2,42.53
800m 中学･更北中 中学･広徳中 中学･墨坂中 中学･櫻ヶ岡中 中学･高社中 中学･篠ノ井西中 中学･長野東部中 中学･長野東部中

08/18 木村 莉歩(2) 5,08.23 岡村 未歩(2) 5,11.03 小林 美帆(3) 5,14.89 和田 聖香(2) 5,15.60 宮川 瑞穂(2) 5,17.83 中村 鈴(1) 5,20.98 篠塚 香里(1) 5,29.64 白鳥 あかり(2) 5,30.15
1500m 中学･広徳中 中学･更北中 中学･更北中 中学･裾花中 中学･墨坂中 中学･戸倉上山田中 中学･須坂東中 中学･高社中

08/19  -0.3加納 茉弥(3) 15.22 宮之尾 久美(2) 17.40 田中 祐里(2) 17.76 中山 寛香(2) 18.05 坂本 かなた(2) 18.28 小林 奈々美(2) 18.48 澤口 実侑(1) 18.94 小松 紗菜(1) 19.08
100mH(0.762m) 中学･櫻ヶ岡中 GR　 中学･柳町中 中学･坂城中 中学･櫻ヶ岡中 中学･篠ノ井西中 中学･信濃中 中学･櫻ヶ岡中 中学･長野東部中



第54回北信地区陸上競技選手権大会
期日：平成24年8月18日(土)･19日(日)
場所：長野市営陸上競技場

決勝記録一覧表
GR:大会新 =GR:大会タイ 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
08/19 阿部 里菜(3) 1.50 岩崎 ちひろ(3) 1.50 西村 美希(2) 1.45 宮坂 奈緒(2) 1.35 岸田 早由里(2) 1.30 小林 奈々美(2) 中学･信濃中 1.25 小林 舞音(1) 1.25

走高跳 中学･犀陵中 =GR 中学･柳町中 中学･長野北部中 中学･櫻ヶ岡中 中学･飯山城北中 加藤 詩萌(1) 中学･裾花中 中学･附属長野中
清水 美紀(2)
中学･犀陵中
中山 寛香(2)
中学･櫻ヶ岡中

08/18 原田 希央梨(3)4.96(+0.8) 田村 有利奈(2)4.89(+0.8) 駒村 梨奈(3) 4.88(+0.6) 宮下 あかね(2)4.76(0.0) 山岸 明紀穂(2)4.54(+0.2) 田澤 まみこ(2)4.52(+2.3) 盛田 このみ(2)4.48(+1.1) 堀田 莉紗(1) 4.47(+0.4)
走幅跳 中学･飯山城北中 GR　 中学･坂城中 中学･犀陵中 中学･坂城中 中学･長野西部中 中学･広徳中 中学･信濃中 中学･信濃中

08/19 井上 悦子(2) 11.66 小山 彩綺(2) 9.72 桑原 絵里華(2) 8.96 小林 瑠(3) 8.36 飯森 加奈(2) 7.64 大原 有彩(1) 7.59 狩野 咲希(2) 7.34 内川 さえ(1) 6.86
砲丸投 中学･櫻ヶ岡中 GR　 中学･相森中 中学･栄中 中学･栄中 中学･長野北部中 中学･中野平中 中学･川中島中 中学･川中島中

08/18 横田 彩夏(3) 34.19 平間 莉沙(3) 31.90 小林 音羽(1) 30.39 太田 杏優(1) 30.13 越渓 純(2) 28.29 清水 梨花(2) 26.70 上倉 由緒子(3) 24.20 井上 悦子(2) 24.15
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･犀陵中 GR　 中学･三陽中 中学･東北中 中学･東北中 中学･三陽中 中学･更北中 中学･栄中 中学･櫻ヶ岡中

08/18 櫻ヶ岡中       52.17 篠ノ井西中       53.80 中野平中       54.03 附属長野中       54.82 坂城中       55.29 東北中       55.75 信濃中       56.50 長野東部中       56.58
4×100mR 依田 恵(2) GR　 丸田 かおり(2) 仲條 芽映(3) 竹前 なぎさ(2) 田村 有利奈(2) 小林 音羽(1) 鶴田 結衣(1) 武田 奈々美(1)

小野 菜摘(2) 土屋 美咲(3) 小林 奈央(3) 小林 舞音(1) 宮下 あかね(2) 太田 杏優(1) 小林 奈々美(2) 伊能 史織(1)
井上 悦子(2) 坂本 かなた(2) 湯本 すずね(1) 宮田 果歩(2) 田中 祐里(2) 保科 香奈(2) 盛田 このみ(2) 鈴木 朋香(2)
加納 采弥(2) 中村 理彩(2) 大工原 香峰(2) 伊藤 萌花(2) 中沢 茉弥(2) 山口 麻衣(2) 堀田 莉紗(1) 小松 紗菜(1)



予選 8月18日 11:20
決勝 8月18日 14:30

県新                11.98
県手記録            11.6
大会新              12.2

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 +2.0

 1 深沢 たまき(2) 高校     13.29 q  1 花岡 里咲(1) 高校     13.23 q
ﾌｶｻﾜ ﾀﾏｷ 松代高 ﾊﾅｵｶ ﾘｻ 長野吉田高

 2 黒岩 夏都妃(1) 高校     13.51 q  2 松澤 怜央(2) 高校     13.58 q
ｸﾛｲﾜ ﾅﾂｷ 長野吉田高 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾚｵ 更級農高

 3 髙橋 梓(1) 高校     13.62  3 後藤 亜由美(2) 高校     14.03 
ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ 篠ノ井高 ｺﾞﾄｳ ｱﾕﾐ 松代高

 4 中村 綾恵(1) 高校     13.96  4 諏訪部 澪(1) 高校     14.19 
ﾅｸﾑﾗ ｱﾔｴ 長野西高 ｽﾜﾍﾞ ﾐｵ 中野立志館高

 5 吉田 成花(1) 高校     14.06  5 清水 香那(1) 高校     14.21 
ﾖｼﾀﾞ ｾｲｶ 須坂園芸高 ｼﾐｽﾞ ｶﾅ 学園長野高

 6 武田 美咲(1) 高校     14.39  6 家塚 みのり(1) 高校     14.70 
ﾀｹﾀﾞ ﾐｻｷ 学園長野高 ｲｴﾂﾞｶ ﾐﾉﾘ 長野高

 7 小山 舞(1) 高校     16.65 宮本 優(1) 高校
ｺﾔﾏ ﾏｲ 長野商高 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳ 須坂高
日極 りな(2) 高校 唐澤 美鈴(1) 高校
ﾋｽﾞﾒ ﾘﾅ 長野高専 ｶﾗｻﾜ ﾐﾚｲ 長野日大高

[ 3組] 風速 +0.7 [ 4組] 風速 -1.0

 1 竹内 昌子 一般     12.82 q  1 高島 美咲(1) 高校     13.43 q
ﾀｹｳﾁ ﾏｻｺ 長野市陸協 ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ 市立長野高

 2 戸田 麻由(1) 高校     13.35 q  2 川村 吉乃(1) 高校     13.66 
ﾄﾀﾞ ﾏﾕ 長野日大高 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ 長野高

 3 石井 芽衣(2) 高校     13.45 q  3 古川 葉月(2) 高校     13.99 
ｲｼｲ ﾒｲ 長野商高 ﾌﾙｶﾜ ﾊﾂﾞｷ 飯山北高

 4 土屋 光那(1) 高校     13.72  4 宮坂 苑美(1) 高校     14.03 
ﾂﾁﾔ ﾐﾅ 須坂高 ﾐﾔｻｶ ｿﾉﾐ 市立長野高

 5 安倍 史恵(2) 高校     14.21  5 吉田 杏(1) 高校     15.15 
ｱﾍﾞ ﾌﾐｴ 屋代高 ﾖｼﾀﾞ ｱﾝｽﾞ 長野西高

 6 常盤 みのり(1) 高校     14.44 小澤 花梨(2) 高校
ﾄｷﾜ ﾐﾉﾘ 松代高 ｵｻﾞﾜ ｶﾘﾝ 市立長野高

 7 小林 茉由(1) 高校     14.65 外谷 理緒奈(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ 長野西高 ﾄﾔ ﾘｵﾅ 長野日大高
羽鳥 萌子(1) 高校
ﾊﾄﾘ ﾓｴｺ 長野東高

風速 -0.8

 1 竹内 昌子 一般     13.05 
ﾀｹｳﾁ ﾏｻｺ 長野市陸協

 2 高島 美咲(1) 高校     13.44 
ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ 市立長野高

 3 花岡 里咲(1) 高校     13.45 
ﾊﾅｵｶ ﾘｻ 長野吉田高

 4 深沢 たまき(2) 高校     13.49 
ﾌｶｻﾜ ﾀﾏｷ 松代高

 5 戸田 麻由(1) 高校     13.52 
ﾄﾀﾞ ﾏﾕ 長野日大高

 6 石井 芽衣(2) 高校     13.68 
ｲｼｲ ﾒｲ 長野商高

 7 黒岩 夏都妃(1) 高校     13.73 
ｸﾛｲﾜ ﾅﾂｷ 長野吉田高

 8 松澤 怜央(2) 高校     13.82 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾚｵ 更級農高
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予選 8月19日 10:15
決勝 8月19日 12:45

県新                24.49
大会新              25.55

[ 1組] 風速 -2.8 [ 2組] 風速 -1.6

 1 鈴木 千穂(2) 高校     27.06 q  1 加納 采弥(2) 中学     27.88 q
ｽｽﾞｷ ﾁﾎ 長野吉田高 ｶﾉｳ ｻﾔ 櫻ヶ岡中

 2 土屋 光那(1) 高校     28.92  2 山口 晏奈(1) 高校     28.02 q
ﾂﾁﾔ ﾐﾅ 須坂高 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ 長野日大高

 3 高原 乃友莉(2) 高校     28.99  3 川村 吉乃(1) 高校     28.76 
ﾀｶﾊﾗ ﾉﾕﾘ 篠ノ井高 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ 長野高

 4 大工原 香峰(2) 中学     30.34  4 伊藤 寧音(1) 中学     30.88 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ ｶﾎ 中野平中 ｲﾄｳ ﾈﾈ 長野北部中

 5 徳竹 友菜(1) 中学     30.40  5 加納 愛子(2) 中学     31.16 
ﾄｸﾀｹ ﾕﾅ 犀陵中 ｶﾉｳ ｱｲｺ 長野西部中

 6 山田 佳苗(1) 中学     32.34  6 家塚 みのり(1) 高校     31.92 
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅｴ 犀陵中 ｲｴﾂﾞｶ ﾐﾉﾘ 長野高

 7 桐山 奈々(2) 中学     32.37  7 三浦 杏奈(1) 中学     32.92 
ｷﾘﾔﾏ ﾅﾅ 広徳中 ﾐｳﾗ ｱﾝﾅ 柳町中

 8 小池 あゆみ(1) 中学     32.46  8 北沢 天音(1) 中学     34.68 
ｺｲｹ ｱﾕﾐ 戸倉上山田中 ｷﾀｻﾞﾜ ｱﾏﾈ 篠ノ井東中

 9 両角 陽華(1) 中学     33.88 外谷 理緒奈(2) 高校
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 広徳中 ﾄﾔ ﾘｵﾅ 長野日大高

[ 3組] 風速 -2.3 [ 4組] 風速 +0.7

 1 竹内 昌子 一般     26.81 q  1 中山 結美子(3) 大学     28.04 q
ﾀｹｳﾁ ﾏｻｺ 長野市陸協 ﾅｶﾔﾏ ﾕﾐｺ 信大

 2 依田 恵(2) 中学     28.97  2 松本 愛里(2) 高校     29.95 
ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 櫻ヶ岡中 ﾏtyﾓﾄ ｱｲﾘ 中野西高

 3 仲條 芽映(3) 中学     30.06  3 前田 璃奈(1) 高校     30.16 
ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ 中野平中 ﾏｴﾀﾞ ﾘﾅ 長野高

 4 山田 紗弥子(2) 中学     30.96  4 西野入 萌利(1) 中学     31.12 
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔｺ 裾花中 ﾆｼﾉｲﾘ ﾓｴﾘ 戸倉上山田中

 5 宮島 そよか(1) 中学     31.12  5 吉池 茉友(2) 中学     31.30 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｿﾖｶ 川中島中 ﾖｼｲｹ ﾏﾕ 南宮中

 6 滝澤 陽菜(2) 中学     31.82  6 齊藤 茉奈(2) 中学     31.73 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾅ 裾花中 ｻｲﾄｳ ﾏﾅ 戸倉上山田中

 7 水本 葵(1) 中学     32.47  7 瀬在 優奈(1) 中学     34.06 
ﾐｽﾞﾓﾄ ｱｵｲ 長野北部中 ｾｻﾞｲ ﾕｳﾅ 篠ノ井東中

 8 岡田 彩(1) 中学     32.73 白倉 杏美(3) 中学
ｵｶﾀﾞ ｱﾔ 相森中 ｼﾗｸﾗ ｱﾐ 櫻ヶ岡中
髙橋 文香(1) 高校 唐澤 美玲(1) 高校
ﾀｶﾊｼ ﾌﾐｶ 長野吉田高 ｶﾗｻﾜ ﾐﾚｲ 長野日大高

[ 5組] 風速 -2.3 [ 6組] 風速 -0.8

 1 武村 結香(3) 中学     27.66 q  1 高島 美咲(1) 高校     28.37 
ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ 篠ノ井西中 ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ 市立長野高

 2 中村 夏生(2) 高校     28.22 q  2 髙橋 梓(1) 高校     28.81 
ﾅｶﾑﾗ ｶｵ 長野高 ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ 篠ノ井高

 3 富岡 沙都子(2) 中学     29.97  3 松澤 怜央(2) 高校     28.83 
ﾄﾐｵｶ ｻﾄｺ 裾花中 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾚｵ 更級農高

 4 大日方 あやね(1)高校     30.86  4 久保 瑞希(2) 中学     31.35 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱﾔﾈ 松代高 ｸﾎﾞ ﾐｽﾞｷ 南宮中

 5 荒井 歩実(1) 中学     31.25  5 湯本 すずね(1) 中学     31.56 
ｱﾗｲ ｱﾕﾐ 長野北部中 ﾕﾓﾄ ｽｽﾞﾈ 中野平中

 6 羽鳥 萌子(1) 高校     31.27  6 大蔵 菜那子(1) 中学     31.95 
ﾊﾄﾘ ﾓｴｺ 長野東高 ｵｵｸﾗ ﾅﾅｺ 附属長野中

 7 山田 頼子(1) 中学     35.05  7 山岸 愛和(1) 中学     33.95 
ﾔﾏﾀﾞ ﾖﾘｺ 東北中 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏﾅ 篠ノ井東中
小林 茉由(1) 高校 丸山 美奈子(2) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ 長野西高 ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾅｺ 山ノ内中
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[ 7組] 風速 -0.9 [ 8組] 風速 -2.0

 1 村松 広捺(2) 高校     27.77 q  1 戸田 麻由(1) 高校     28.32 
ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ 市立長野高 ﾄﾀﾞ ﾏﾕ 長野日大高

 2 宮坂 苑美(1) 高校     28.60  2 清水 亮子(2) 高校     29.34 
ﾐﾔｻｶ ｿﾉﾐ 市立長野高 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｺ 長野商高

 3 吉田 成花(1) 高校     29.25  3 土屋 美咲(3) 中学     29.72 
ﾖｼﾀﾞ ｾｲｶ 須坂園芸高 ﾂﾁﾔ ﾐｻｷ 篠ノ井西中

 4 丸田 映莉香(2) 中学     29.97  4 古畑 美優(2) 中学     30.62 
ﾏﾙﾀ ｴﾘｶ 川中島中 ﾌﾙﾊﾀ ﾐﾕ 南宮中

 5 三澤 里央(2) 中学     30.51  5 常盤 みのり(1) 高校     30.68 
ﾐｻﾜ ﾘｵ 広徳中 ﾄｷﾜ ﾐﾉﾘ 松代高

 6 原山 紗良(1) 中学     32.25  6 丸石 風月(1) 中学     32.82 
ﾊﾗﾔﾏ ｻﾗ 附属長野中 ﾏﾙｲｼ ﾌﾂﾞｷ 相森中

 7 小林 眞菜子(1) 中学     34.49 西澤 梨奈(1) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅｺ 東北中 ﾆｼｻﾞﾜ ﾘﾅ 附属長野中
山岸 亜由美(1) 高校 信太 ひなの(1) 高校
ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾕﾐ 長野西高 ﾉﾌﾞﾀ ﾋﾅﾉ 学園長野高

風速 -2.7

 1 鈴木 千穂(2) 高校     26.59 
ｽｽﾞｷ ﾁﾎ 長野吉田高

 2 竹内 昌子 一般     26.93 
ﾀｹｳﾁ ﾏｻｺ 長野市陸協

 3 加納 采弥(2) 中学     27.62 
ｶﾉｳ ｻﾔ 櫻ヶ岡中

 4 武村 結香(3) 中学     27.85 
ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ 篠ノ井西中

 5 村松 広捺(2) 高校     27.94 
ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ 市立長野高

 6 山口 晏奈(1) 高校     28.00 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ 長野日大高

 7 中村 夏生(2) 高校     28.51 
ﾅｶﾑﾗ ｶｵ 長野高

 8 中山 結美子(3) 大学     29.04 
ﾅｶﾔﾏ ﾕﾐｺ 信大
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決勝 8月18日 13:45

県新                54.56
大会新              57.68

 1 村松 広捺(2) 高校   1,03.85 
ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ 市立長野高

 2 小林 紗也加(2) 高校   1,05.71 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 市立長野高

 3 原山 美優(2) 高校   1,06.37 
ﾊﾗﾔﾏ ﾐﾕｳ 学園長野高

 4 中山 結美子(3) 大学   1,06.54 
ﾅｶﾔﾏ ﾕﾐｺ 信大

 5 和田 聖奈(1) 高校   1,07.27 
ﾜﾀﾞ ｾｲﾅ 長野高

 6 宮武 志帆(2) 高校   1,08.81 
ﾐﾔﾀｹ ｼﾎ 長野西高

 7 半田 愛(2) 高校   1,09.74 
ﾊﾝﾀﾞ ｱｲ 松代高

8  1119

2  2183
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 8月19日 11:35
決勝 8月19日 13:40

県新              2,05.78
大会新            2,17.30

[ 1組] [ 2組]

 1 大野 晴香(1) 高校   2,32.97 Q  1 村上 りさ子(2) 高校   2,24.89 Q
ｵｵﾉ ﾊﾙｶ 長野吉田高 ﾑﾗｶﾐ ﾘｻｺ 長野吉田高

 2 塩野 佳代子 一般   2,34.55 Q  2 清水 真衣(2) 高校   2,36.17 Q
ｼｵﾉ ｶﾖｺ TAC ｼﾐｽﾞ ﾏｲ 飯山北高

 3 大橋 里緒(3) 高校   2,44.20 Q  3 小嶋 沙季(1) 高校   2,36.57 Q
ｵｵﾊｼ ﾘｵ 長野高専 ｺｼﾞﾏ ｻｷ 長野高

 4 鈴木 明日香(2) 高校   2,51.81  4 土本 和香奈(1) 高校   2,38.82 q
ｽｽﾞｷ ｱｽｶ 飯山北高 ﾂﾁﾓﾄ ﾜｶﾅ 須坂高

 5 後藤 亜由美(2) 高校   2,54.81  5 原山 美優(2) 高校   2,44.34 q
ｺﾞﾄｳ ｱﾕﾐ 松代高 ﾊﾗﾔﾏ ﾐﾕｳ 学園長野高

 6 小松 千紗(1) 高校   3,01.58  6 宮本 優花(1) 高校   2,44.86 
ｺﾏﾂ ﾁｻ 長野西高 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｶ 長野西高

 1 村上 りさ子(2) 高校   2,22.32 
ﾑﾗｶﾐ ﾘｻｺ 長野吉田高

 2 清水 真衣(2) 高校   2,30.65 
ｼﾐｽﾞ ﾏｲ 飯山北高

 3 大野 晴香(1) 高校   2,30.77 
ｵｵﾉ ﾊﾙｶ 長野吉田高

 4 塩野 佳代子 一般   2,37.18 
ｼｵﾉ ｶﾖｺ TAC

 5 小嶋 沙季(1) 高校   2,38.73 
ｺｼﾞﾏ ｻｷ 長野高

 6 大橋 里緒(3) 高校   2,43.89 
ｵｵﾊｼ ﾘｵ 長野高専

 7 土本 和香奈(1) 高校   2,43.97 
ﾂﾁﾓﾄ ﾜｶﾅ 須坂高

 8 原山 美優(2) 高校   2,49.51 
ﾊﾗﾔﾏ ﾐﾕｳ 学園長野高

女子

800m

予選 通過基準  2組  3着 + 2 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

  588

記録／備考
3   770

6  8651

4  1120

7   801

2  3518

5

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   767

2   587

3  2185

6   733

7   983

4   802

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   767

6   587

7   770

4  8651

9  2185

8  3518

2   733

3   983



決勝 8月18日 14:10

県新              4,20.38
大会新            4,48.24

 1 小林 真帆(2) 高校   4,47.58 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾎ 長野高

 2 酒井 理紗(2) 高校   5,01.15 
ｻｶｲ ﾘｻ 須坂園芸高

 3 大矢 優子 一般   5,13.27 
ｵｵﾔ ﾕｳｺ 長野市陸協

 4 小嶋 沙季(1) 高校   5,15.99 
ｺｼﾞﾏ ｻｷ 長野高

 5 塩野 佳代子 一般   5,17.75 
ｼｵﾉ ｶﾖｺ TAC

 6 清水 真衣(2) 高校   5,18.90 
ｼﾐｽﾞ ﾏｲ 飯山北高

 7 福岡 鈴可(1) 高校   5,30.45 
ﾌｸｵｶ ﾘﾝｶ 中野西高

 8 有賀 美和(1) 高校   5,39.13 
ｱﾙｶﾞ ﾐﾜ 長野高専

 9 小林 茉由(1) 高校   5,41.33 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ 長野西高

10 鈴木 明日香(2) 高校   5,43.82 
ｽｽﾞｷ ｱｽｶ 飯山北高

11 下田 美穂(1) 高校   5,47.92 
ｼﾓﾀﾞ ﾐﾎ 中野立志館高

12 河原田 彩(1) 高校   5,48.60 
ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ｻﾔｶ 須坂高

13 内藤 志織(2) 高校   5,50.90 
ﾅｲﾄｳ ｼｵﾘ 長野清泉高

14 須藤 紋可(1) 高校   5,51.41 
ｽﾄﾞｳ ｱﾔｶ 市立長野高

15 川島 未佐貴(2) 高校   5,52.63 
ｶﾜｼﾏ ﾐｻｷ 更級農高

16 後藤田 ほたる(1)高校   5,53.38 
ｺﾞﾄｳﾀ ﾞﾎﾀﾙ 長野清泉高

17 小松 千紗(1) 高校   6,13.85 
ｺﾏﾂ ﾁｻ 長野西高

18 牛山 あかね(1) 高校   6,26.33 
ｳｼﾔﾏ ｱｶﾈ 中野立志館高

18   801

17   656

1  2143

15  1932

16  1028

6   918

10   657

8   730

14   805

3   588

13   665

12  3507

2  8651

11   587

4  8658

5  2185

7  2182
大会新

9   742

女子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月19日  9:40

県新              9,16.29
大会新           10,04.16

 1 酒井 理紗(2) 高校  10,34.18 
ｻｶｲ ﾘｻ 須坂園芸高

 2 千野 恵実(2) 中学  10,39.20 
ﾁﾉ ﾒｸﾞﾐ 戸倉上山田中

 3 井上 はな(3) 中学  11,14.02 
ｲﾉｳｴ ﾊﾅ 信濃中

 4 高木 実穂 一般  11,27.45 
ﾀｶｷﾞ ﾐﾎ 中野市陸協

 5 東福寺 美佳(1) 高校  12,15.78 
ﾄｳﾌｸｼﾞ ﾐｶ 長野俊英高

 6 村松 莉緒(3) 中学  12,16.22 
ﾑﾗﾏﾂ ﾘｵ 長野東部中

 7 霜村 明里(3) 中学  12,43.58 
ｼﾓﾑﾗ ｱｶﾘ 長野東部中

 8 河原田 彩(1) 高校  13,00.24 
ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ｻﾔｶ 須坂高

 9 島田 美沙希(2) 中学  13,17.18 
ｼﾏﾀﾞ ﾐｻｷ 栄中
大矢 優子 一般
ｵｵﾔ ﾕｳｺ 長野市陸協

1  4794

10  8658
欠場

5  4998

4   730

6  2470

7  5001

9  4581

8  8656

2   742

3  4060

女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月19日 15:00

県新                13.81
大会新              15.19

風速 -0.2

 1 宮澤 七夕子(2) 大学     15.75 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂｺ 信大

 2 吉村 彩加(3) 中学     16.39 
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 東北中

 3 風間 春香(2) 高校     17.04 
ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｶ 市立長野高

 4 高山 桃佳(2) 高校     17.71 
ﾀｶﾔﾏ ﾓﾓｶ 長野吉田高

 5 古川 葉月(2) 高校     18.00 
ﾌﾙｶﾜ ﾊﾂﾞｷ 飯山北高

 6 鈴木 紗綾(1) 高校     18.18 
ｽｽﾞｷ ｻﾔ 長野吉田高

 7 宮坂 栞(1) 高校     19.29 
ﾐﾔｻｶ ｼｵﾘ 市立長野高

 8 高見澤 有紗(1) 高校     21.48 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｱﾘｻ 市立長野高

7   916

2   917

3   589

9   754

6   928

8   773

5  8653

4  5118

女子

100mH(0.838m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月19日 12:30

県新                58.27
大会新            1,01.08

 1 内山 成実(2) 高校   1,01.74 
ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 長野吉田高

 2 風間 春香(2) 高校   1,06.16 
ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｶ 市立長野高

 3 小山 綾菜(1) 高校   1,06.16 
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 長野吉田高

 4 古川 葉月(2) 高校   1,10.34 
ﾌﾙｶﾜ ﾊﾂﾞｷ 飯山北高

 5 吉村 彩加(3) 中学   1,12.66 
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 東北中

 6 小林 紗也加(2) 高校   1,16.51 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 市立長野高

 7 諏訪部 澪(1) 高校   1,17.16 
ｽﾜﾍﾞ ﾐｵ 中野立志館高
和田 聖奈(1) 高校
ﾜﾀﾞ ｾｲﾅ 長野高
瀧澤 彩(3) 高校
ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ 長野高

女子

400mH(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   765

大会新
7   928

6   751

8   589

2  5118

3   930

5   813
欠場

9   655

1  2183
途中棄権



予選 8月18日  9:00
決勝 8月18日 16:10

県混新              47.01
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   5 長野日大高  2158 戸田 麻由(1)     51.49 Q  1   4 長野吉田高   767 村上 りさ子(2)     50.14 Q

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ﾄﾀﾞ ﾏﾕ ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ﾑﾗｶﾐ ﾘｻｺ
  953 唐澤 美玲(1)   765 内山 成実(2)

ｶﾗｻﾜ ﾐﾚｲ ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ
  958 山口 晏奈(1)   766 鈴木 千穂(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ ｽｽﾞｷ ﾁﾎ
  955 中曽根 沙耶(2)   751 小山 綾菜(1)

ﾅｶｿﾈ ｻﾔ ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ
 2   6 市立長野高   930 小林 紗也加(2)     52.27 Q  2   3 篠ノ井高  1105 吉澤 涼夏(1)     53.70 Q

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ ｼﾉﾉｲｺｳ ﾖｼｻﾞﾜ ｽｽﾞｶ
  914 高島 美咲(1)  1103 髙橋 梓(1)

ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ
  913 村松 広捺(2)  1100 高原 乃友莉(2)

ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ ﾀｶﾊﾗ ﾉﾕﾘ
  928 風間 春香(2)  1106 小野 美紗(1)

ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｶ ｵﾉ ﾐｻ
 3   4 長野高  2181 前田 璃奈(1)     53.70 Q  3   5 松代高  1120 後藤 亜由美(2)     54.50 Q

ﾅｶﾞﾉｺｳ ﾏｴﾀﾞ ﾘﾅ ﾏﾂｼﾛｺｳ ｺﾞﾄｳ ｱﾕﾐ
  820 川村 吉乃(1)  1118 深沢 たまき(2)

ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ ﾌｶｻﾜ ﾀﾏｷ
 2183 和田 聖奈(1)  1122 常盤 みのり(1)

ﾜﾀﾞ ｾｲﾅ ﾄｷﾜ ﾐﾉﾘ
  812 中村 夏生(2)  1119 半田 愛(2)

ﾅｶﾑﾗ ｶｵ ﾊﾝﾀﾞ ｱｲ
 4   7 学園長野高   983 原山 美優(2)     54.75 q  4   6 屋代高  1154 原田 彩花(1)     56.04 

ｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉｺｳ ﾊﾗﾔﾏ ﾐﾕｳ ﾔｼﾛｺｳ ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｶ
  991 信太 ひなの(1)  1151 安倍 史恵(2)

ﾉﾌﾞﾀ ﾋﾅﾉ ｱﾍﾞ ﾌﾐｴ
  981 依田 菜月(2)  1152 宮入 春菜(2)

ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ ﾐﾔｲﾘ ﾊﾙﾅ
  993 武田 美咲(1)  1153 宮原 千恵(2)

ﾀｹﾀﾞ ﾐｻｷ ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾁｴ
 5   3 長野西高   800 山岸 亜由美(1)     55.32 q   2 長野高専

ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾕﾐ ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ 欠場
  798 宮武 志帆(2)

ﾐﾔﾀｹ ｼﾎ
  805 小林 茉由(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ
  797 柄澤 真野(2)

ｶﾗｻﾜ ﾏﾔ
  2 長野清泉高  1035 小林 裕佳(1)

ﾅｶﾞﾉｾｲｾﾝｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 失格 R1(1-2)
 1034 楠 玲菜(1)

ｸｽﾉｷ ﾚﾅ
 1028 内藤 志織(2)

ﾅｲﾄｳ ｼｵﾘ
 1032 後藤田 ほたる(1)

ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾎﾀﾙ

女子

4×100mR

予選 通過基準  2組  3着 + 2 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   5 長野吉田高   767 村上 りさ子(2)     49.68 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ﾑﾗｶﾐ ﾘｻｺ
  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
 2   6 長野日大高  2158 戸田 麻由(1)     51.62 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ﾄﾀﾞ ﾏﾕ
  953 唐澤 美玲(1)

ｶﾗｻﾜ ﾐﾚｲ
  958 山口 晏奈(1)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ
  955 中曽根 沙耶(2)

ﾅｶｿﾈ ｻﾔ
 3   9 長野高  2181 前田 璃奈(1)     54.02 

ﾅｶﾞﾉｺｳ ﾏｴﾀﾞ ﾘﾅ
  820 川村 吉乃(1)

ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ
 2183 和田 聖奈(1)

ﾜﾀﾞ ｾｲﾅ
  812 中村 夏生(2)

ﾅｶﾑﾗ ｶｵ
 4   4 篠ノ井高  1105 吉澤 涼夏(1)     54.21 

ｼﾉﾉｲｺｳ ﾖｼｻﾞﾜ ｽｽﾞｶ
 1103 髙橋 梓(1)

ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ
 1100 高原 乃友莉(2)

ﾀｶﾊﾗ ﾉﾕﾘ
 1106 小野 美紗(1)

ｵﾉ ﾐｻ
 5   8 松代高  1122 常盤 みのり(1)     54.76 

ﾏﾂｼﾛｺｳ ﾄｷﾜ ﾐﾉﾘ
 1118 深沢 たまき(2)

ﾌｶｻﾜ ﾀﾏｷ
 1119 半田 愛(2)

ﾊﾝﾀﾞ ｱｲ
 1121 大日方 あやね(1)

ｵﾋﾞﾅﾀ ｱﾔﾈ
 6   2 長野西高   800 山岸 亜由美(1)     56.01 

ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾕﾐ
  798 宮武 志帆(2)

ﾐﾔﾀｹ ｼﾎ
  805 小林 茉由(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ
  797 柄澤 真野(2)

ｶﾗｻﾜ ﾏﾔ
 7   3 学園長野高   983 原山 美優(2)     56.13 

ｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉｺｳ ﾊﾗﾔﾏ ﾐﾕｳ
  989 下岡 夕奈(2)

ｼﾓｵｶ ﾕｳﾅ
  990 清水 香那(1)

ｼﾐｽﾞ ｶﾅ
  993 武田 美咲(1)

ﾀｹﾀﾞ ﾐｻｷ
  7 市立長野高   930 小林 紗也加(2)

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 欠場
  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

4×100mR
決勝

女子



決勝 8月19日 15:20

県新              3,49.98
大会新            3,57.90

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 長野吉田高   751 小山 綾菜(1)   4,00.66 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 大会新
  767 村上 りさ子(2)

ﾑﾗｶﾐ ﾘｻｺ
  766 鈴木 千穂(2)

ｽｽﾞｷ ﾁﾎ
  765 内山 成実(2)

ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ
 2   7 市立長野高   913 村松 広捺(2)   4,19.35 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ
  930 小林 紗也加(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ
  926 井口 華穂(2)

ｲｸﾞﾁ ｶﾎ
  928 風間 春香(2)

ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｶ
 3   5 長野高   820 川村 吉乃(1)   4,22.04 

ﾅｶﾞﾉｺｳ ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ
  812 中村 夏生(2)

ﾅｶﾑﾗ ｶｵ
 2182 小林 真帆(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾎ
 2181 前田 璃奈(1)

ﾏｴﾀﾞ ﾘﾅ
 4   1 川中島中  5458 丸田 映莉香(2)   4,34.40 

ｶﾜﾅｶｼﾞﾏﾁｭｳ ﾏﾙﾀ ｴﾘｶ
 5461 西本 梨花(2)

ﾆｼﾓﾄ ﾘｶ
 5442 滝沢 菜絵(1)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｴ
 5438 内村 友香(2)

ｳﾁﾑﾗ ﾄﾓｶ
 5   2 長野西高   803 吉田 杏(1)   4,39.75 

ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ ﾖｼﾀﾞ ｱﾝｽﾞ
  796 水庫 郁実(2)

ﾐｽﾞｸﾗ ｲｸﾐ
  804 中村 綾恵(1)

ﾅｸﾑﾗ ｱﾔｴ
  798 宮武 志帆(2)

ﾐﾔﾀｹ ｼﾎ
 6   9 松代高  1122 常盤 みのり(1)   4,40.57 

ﾏﾂｼﾛｺｳ ﾄｷﾜ ﾐﾉﾘ
 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
 7   3 南宮中  4432 吉池 茉友(2)   4,45.35 

ﾅﾝｸﾞｳﾁｭｳ ﾖｼｲｹ ﾏﾕ
 4427 小林 文音(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾈ
 4426 久保 瑞希(2)

ｸﾎﾞ ﾐｽﾞｷ
 4435 清水 鈴奈(2)

ｼﾐｽﾞ ﾚｲﾅ
  4 長野日大高

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 欠場

  8 学園長野高   989 下岡 夕奈(2)
ｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉｺｳ ｼﾓｵｶ ﾕｳﾅ 欠場

  983 原山 美優(2)
ﾊﾗﾔﾏ ﾐﾕｳ

  990 清水 香那(1)
ｼﾐｽﾞ ｶﾅ

  993 武田 美咲(1)
ﾀｹﾀﾞ ﾐｻｷ

女子

4×400mR

決勝



決勝 8月19日 13:00

県新                 1.81
大会新               1.61

小野 美紗(1) 高校
ｵﾉ ﾐｻ 篠ノ井高 (  2)
水庫 郁実(2) 高校
ﾐｽﾞｸﾗ ｲｸﾐ 長野西高 (  1)
萬場 ケイ(1) 高校
ﾏﾝﾊﾞ ｹｲ 飯山北高 (  1)
今井 ちひろ(2) 高校
ｲﾏｲ ﾁﾋﾛ 長野吉田高 (  1)
下岡 夕奈(2) 高校
ｼﾓｵｶ ﾕｳﾅ 学園長野高 (  1)
松木 芽衣(1) 高校
ﾏﾂｷ ﾒｲ 長野西高
宮澤 七夕子(2) 大学 欠場
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂｺ 信大

8  8653

4   808
XXX

 1.25

 1.30

5 2   989
O O XXX

XXX
4 7   768

- - O

 1.35

 1.45

3 3   590
- O O O XXX

O O XO XXX
2 6   796

- - -

XXO O XXX  1.50
1 5  1106

- - O O XXO

記録1m30 1m35 備考1m20 1m25 1m40 1m45 1m50 1m55

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 8月19日 13:00

県新                 1.81
大会新               1.61

戸谷 真理子 一般 欠場
ﾄﾔ ﾏﾘｺ 大国大AC

1  8655
記録1m30 1m35 備考1m20 1m25 1m40 1m45 1m50 1m55

オープン女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 8月18日 10:00

県新                 4.01
大会新               3.00

3m00 3m10
高原 乃友莉(2) 高校 - - - - - - - O O O 大会タイ
ﾀｶﾊﾗ ﾉﾕﾘ 篠ノ井高 O XXX
長谷部 万葉(2) 中学 - O XXO XXO XXX
ﾊｾﾍﾞ ﾏﾖ 更北中
田中 莉佳子(3) 中学 - XXX
ﾀﾅｶ ﾘｶｺ 犀陵中

22  5257 5257

 3.00 3.00

22 11  5493 5493
 2.30 2.30

11 33  1100 1100

2m802m802m80 2m902m902m902m602m602m60 2m702m702m702m30 2m402m402m40 2m502m502m50
備考備考備考

1m801m801m80 2m002m002m00 2m20
所属名所属名所属名 記録記録記録

2m202m20 2m302m30
ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名氏  名順位順位順位 試技試技試技

女子

棒高跳棒高跳

決勝決勝決勝



決勝 8月18日  9:30

県新                 6.41
大会新               5.54

西澤 香 一般   4.96   4.80    X    X   5.09   5.14    5.14 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｵﾘ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +0.3   -0.5   +1.5   +0.6    +0.6
大日方 紗愛(3) 高校   5.14    X   4.98    X    X    X    5.14 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ 学園長野高   -0.2   +1.1    -0.2
宮澤 七夕子(2) 大学    X   5.09   5.06    X    X   4.07    5.09 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂｺ 信大   +0.2   +1.5   -0.8    +0.2
中曽根 沙耶(2) 高校   5.06   4.94   5.02   5.03   5.08   4.83    5.08 
ﾅｶｿﾈ ｻﾔ 長野日大高   -1.1   -0.4   +1.9   +0.4   +0.3   -0.3    +0.3
深沢 たまき(2) 高校   4.84   4.86   4.91   4.86    X   4.99    4.99 
ﾌｶｻﾜ ﾀﾏｷ 松代高   -0.3   -0.8   +0.6   -0.3   +1.3    +1.3
黒岩 夏都妃(1) 高校   4.49   4.44   4.91   3.17   4.01   4.52    4.91 
ｸﾛｲﾜ ﾅﾂｷ 長野吉田高   -1.3   +1.2   +1.5    0.0    0.0   +0.6    +1.5
高橋 遼香(3) 高校   4.70   4.76   4.70   4.77   4.82   4.64    4.82 
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ 中野立志館高   +0.4   -0.7   +1.2   -0.2   +0.1   +1.0    +0.1
井口 華穂(2) 高校   4.68   4.70   4.47    -    -    -    4.70 
ｲｸﾞﾁ ｶﾎ 市立長野高   +0.1   +0.7   +2.2    +0.7
依田 菜月(2) 高校   4.61    X   4.55    4.61 
ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ 学園長野高   -1.1   +0.7    -1.1
宮原 千恵(2) 高校   4.48   4.57   4.45    4.57 
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾁｴ 屋代高   -0.8   +1.6   +0.7    +1.6
竹内 恵(1) 高校   4.56   4.47   4.50    4.56 
ﾀｹｳﾁ ﾒｸﾞﾐ 長野日大高   -1.2   +0.8   +1.6    -1.2
水庫 郁実(2) 高校   4.43   4.52   4.50    4.52 
ﾐｽﾞｸﾗ ｲｸﾐ 長野西高   -1.1   +1.8   +2.4    +1.8
宮澤 麗(1) 高校   4.45   2.92    X    4.45 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｳﾗﾗ 長野吉田高   +0.2   +1.5    +0.2
小野 美紗(1) 高校   3.82   4.35   4.35    4.35 
ｵﾉ ﾐｻ 篠ノ井高   +0.2   +0.7   +1.1    +0.7
野崎 せりか(1) 高校   3.92   4.31   3.58    4.31 
ﾉｻﾞｷ ｾﾘｶ 須坂高   -0.5   +2.3   +0.8    +2.3
小澤 花梨(2) 高校    X   4.21    X    4.21 
ｵｻﾞﾜ ｶﾘﾝ 市立長野高   +0.1    +0.1
塚田 好望(2) 高校    X   4.19   4.08    4.19 
ﾂｶﾀﾞ ﾖｼﾐ 中野西高   +1.0   -0.3    +1.0
楠 玲菜(1) 高校   3.85   3.71   3.94    3.94 
ｸｽﾉｷ ﾚﾅ 長野清泉高   +0.1   +1.3   +1.5    +1.5
柴田 果奈(1) 高校   3.77   3.74   3.63    3.77 
ｼﾊﾞﾀ ｶﾅ 長野西高   +1.4   +1.1   -0.1    +1.4
中村 綾恵(1) 高校   3.56   3.64   3.53    3.64 
ﾅｸﾑﾗ ｱﾔｴ 長野西高   +2.0   +1.1   +0.2    +1.1
山岸 亜由美(1) 高校   3.53   3.53   3.20    3.53 
ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾕﾐ 長野西高   +1.2   +0.5   +0.6    +1.2
吉田 杏(1) 高校    X   3.12    X    3.12 
ﾖｼﾀﾞ ｱﾝｽﾞ 長野西高   +1.0    +1.0
水島 歌織(3) 高校 欠場
ﾐｽﾞｼﾏ ｶｵﾘ 長野高専

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 19  8652

-5-

2 23   999

3 22  8653

4 21   955

5 20  1118

6 14   756

7 18   654

8 17   926

9 9   981

10 15  1153

11 13  2152

12 11   796

13 10   755

14 7  1106

15 8   729

16 16   927

17 5   662

18 6  1034

19 3   806

20 4   804

12  3501

21 1   800

22 2   803



決勝 8月19日  9:00

県新                13.10
大会新              10.81

大日方 紗愛(3) 高校  10.90  11.13  10.86  11.10  11.27    X   11.27 大会新
ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ 学園長野高   +2.5   +1.1   +0.7   +0.9   +0.7    +0.7
高橋 遼香(3) 高校    X    X    X    X    X    X
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ 中野立志館高

女子

三段跳

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 2   999

-5-

1   654



決勝 8月19日 13:00

県新                13.70
大会新              11.54

渡邉 莉帆(3) 高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾎ 長野商高
渡邉 帆南(3) 高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎﾅﾐ 長野商高
黒岩 志帆(2) 高校
ｸﾛｲﾜ ｼﾎ 須坂園芸高
柄澤 真野(2) 高校
ｶﾗｻﾜ ﾏﾔ 長野西高
黒岩 美怜(2) 高校
ｸﾛｲﾜ ﾐﾚｲ 長野高
稲森 渚(1) 高校
ｲﾝﾓﾘ ﾅｷﾞｻ 須坂園芸高
名澤 幸香(1) 高校
ﾅｻﾞﾜ ﾕｷｶ 更級農高
椎名 朱里(2) 高校
ｼｲﾅ ｼﾞｭﾘ 篠ノ井高

  6.12  5.65  5.64  5.85

 6.58  7.35  7.48   7.54 

8 1  1102
 6.02  6.12  5.73

 8.37  8.02  8.53   8.53 

7 2  2144
 7.43  7.54  6.69

 8.54  8.90  8.31   8.90 

6 3  2214
 8.09  8.02  8.34

 9.10  8.69  9.13   9.13 

5 4   818
 8.68  8.15  8.50

 9.82  9.60  9.51   9.97 

4 5   797
 8.52  8.48  8.74

 9.54 10.01  9.37  10.01 

3 6   741
 9.70  9.97  9.40

10.73 10.52 10.80  10.80 

2 7   831
 9.38  9.18  9.38

1 8   832
 9.48 10.38   X

-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 8月18日 13:00

県新                45.73
大会新              40.61

中沢 佳子(3) 高校
ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲｺ 須坂園芸高
渡邉 莉帆(3) 高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾎ 長野商高
柄澤 真野(2) 高校
ｶﾗｻﾜ ﾏﾔ 長野西高
黒岩 美怜(2) 高校
ｸﾛｲﾜ ﾐﾚｲ 長野高
依田 菜月(2) 高校
ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ 学園長野高
黒岩 志帆(2) 高校
ｸﾛｲﾜ ｼﾎ 須坂園芸高
稲森 渚(1) 高校
ｲﾝﾓﾘ ﾅｷﾞｻ 須坂園芸高
松本 瑞穂(3) 中学
ﾏﾂﾓﾄ ﾐｽﾞﾎ 信濃中
宮入 春菜(2) 高校
ﾐﾔｲﾘ ﾊﾙﾅ 屋代高
河野 枝梨花(2) 高校
ｺｳﾉ ｴﾘｶ 中野西高
吉澤 涼夏(1) 高校
ﾖｼｻﾞﾜ ｽｽﾞｶ 篠ノ井高
小山 彩綺(2) 中学
ｺﾔﾏ ｻｷ 相森中
前田 璃奈(1) 高校
ﾏｴﾀﾞ ﾘﾅ 長野高
長野 美里(1) 高校
ﾅｶﾞﾉ ﾐｻﾄ 須坂園芸高
椎名 朱里(2) 高校
ｼｲﾅ ｼﾞｭﾘ 篠ノ井高
山岸 亜由美(1) 高校
ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾕﾐ 長野西高
大日方 美月(1) 高校
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾐｽﾞｷ 長野西高

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 18   745

  O 29.63   O   X 30.94   O  30.94 

2 19   832
  X   X 23.50   X   O 30.77  30.77 

3 15   797
  O 28.30   O   X 30.36   O  30.36 

4 16   818
  X   O 22.69   O 29.85   O  29.85 

5 17   981
27.63   O   O   X   O   O  27.63 

6 13   741
27.40   O   X   O 27.44   O  27.44 

7 9  2214
  X 23.85   O 26.49   O   O  26.49 

8 10  4576
  X 21.30   O   O   O   O  21.30 

9 11  1152
  X   X 21.11  21.11 

10 12   664
  O   O 20.10  20.10 

11 14  1105
  O 18.32   O  18.32 

12 4  4256
  O   O 17.04  17.04 

13 8  2181
  X 16.37   X  16.37 

14 6  2213
16.29   X   O  16.29 

15 5  1102
15.60   X   X  15.60 

16 7   800
  O   O 15.12

17 3   807
  O   O 11.40  11.40 

 15.12 



決勝 8月18日 13:00

県新                45.73
大会新              40.61

下村 芽生(3) 中学
ｼﾀﾑﾗ ﾒｲ 王滝中
永井 琴美(3) 中学
ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ 丸子北中

オープン女子

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 2  5399

  O 23.16   X

2 1  4161
  O   X 18.61  18.61 

 23.16 



決勝 8月19日  9:00

県新                53.57
大会新              35.04

依田 菜月(2) 高校 大会新
ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ 学園長野高

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

  O   X 36.00  36.00 
1 1   981

34.74   O   O



決勝 8月18日 10:00

県新                57.17
大会新              51.16

井口 華穂(2) 高校
ｲｸﾞﾁ ｶﾎ 市立長野高
中村 夏生(2) 高校
ﾅｶﾑﾗ ｶｵ 長野高
小林 裕佳(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 長野清泉高
大日方 あやね(1) 高校
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱﾔﾈ 松代高
原田 彩花(1) 高校
ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｶ 屋代高
大日方 美月(1) 高校
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾐｽﾞｷ 長野西高
花立 夏穂(1) 高校
ﾊﾅﾀﾃ ﾅﾂﾎ 長野工高
今井 ちひろ(2) 高校
ｲﾏｲ ﾁﾋﾛ 長野吉田高
下岡 夕奈(2) 高校
ｼﾓｵｶ ﾕｳﾅ 学園長野高
松倉 和(1) 高校
ﾏﾂｸﾗ ﾉﾄﾞｶ 長野清泉高
羽鳥 萌子(1) 高校
ﾊﾄﾘ ﾓｴｺ 長野東高
楠 玲菜(1) 高校 欠場
ｸｽﾉｷ ﾚﾅ 長野清泉高
吉澤 涼夏(1) 高校 欠場
ﾖｼｻﾞﾜ ｽｽﾞｶ 篠ノ井高

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   926

40.06   -   O   O   -   O  40.06 

2 12   812
  O 33.55   X   X   O   O  33.55 

3 2  1035
26.95   X   X   X   O   X  26.95 

4 10  1121
  X   X 23.43   O   O   O  23.43 

5 4  1154
  O 20.50   X   O   O   O  20.50 

6 8   807
  O 19.86   O   O   O   O  19.86 

7 7   857
  O   O 19.21   X   O   O  19.21 

8 3   768
17.57   O   O 17.94   O   O  17.94 

9 5   989
17.44   X   O  17.44 

10 6  1029
  O   O 15.34  15.34 

11   867
  X   X   X

1  1034

9  1105



予選 8月18日 13:10
決勝 8月18日 14:40

県中記録            12.29
県中手記            12.0
大会新              12.91

[ 1組] 風速 +2.2 [ 2組] 風速 +2.4

 1 田村 有利奈(2) 中学     12.66 q  1 太田 杏優(1) 中学     13.87 q
ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 坂城中 ｵｵﾀ ｱﾕ 東北中

 2 伊能 史織(1) 中学     14.02  2 山口 麻衣(2) 中学     14.11 
ｲﾉｳ ｼｵﾘ 長野東部中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｲ 東北中

 3 成澤 朋花(2) 中学     14.81  3 金子 愛実(1) 中学     14.35 
ﾅﾙｻﾜ ﾄﾓｶ 山ノ内中 ｶﾈｺ ﾏﾅﾐ 更北中

 4 赤塩 朋(2) 中学     14.96  4 西 絢音(2) 中学     14.97 
ｱｶｼｵ ﾄﾓ 裾花中 ﾆｼ ｱﾔﾈ 中野平中

 5 米倉 萌実(1) 中学     15.06  5 海谷 美帆(2) 中学     15.10 
ﾖﾈｸﾗ ﾓｴﾐ 篠ノ井東中 ｶｲﾔ ﾐﾎ 高社中

 6 武田 奈々美(1) 中学     15.09  6 岡本 悠花(1) 中学     15.28 
ﾀｹﾀﾞ ﾅﾅﾐ 長野東部中 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｶ 飯山城北中

 7 大日方 真帆(1) 中学     16.84  7 山崎 汐晶(1) 中学     16.35 
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾏﾎ 三陽中 ﾔﾏｻﾞｷ ｾｱｷ 信濃中
飯田 絵麻(2) 中学 橋本 真理子(1) 中学
ｲｲﾀﾞ ｴﾏ 附属長野中 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾘｺ 櫻ヶ岡中

高草木 真珠(1) 中学
ﾀｶｸｻｷﾞ ﾏｱｼﾞｭ 柳町中

[ 3組] 風速 +0.4 [ 4組] 風速 +1.4

 1 加納 采弥(2) 中学     13.17 q  1 依田 恵(2) 中学     13.81 q
ｶﾉｳ ｻﾔ 櫻ヶ岡中 ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 櫻ヶ岡中

 2 田中 響順(2) 中学     14.07  2 小松 紗菜(1) 中学     14.24 
ﾀﾅｶ ﾋﾖﾘ 犀陵中 ｺﾏﾂ ｻﾅ 長野東部中

 3 三澤 里央(2) 中学     14.26  3 田中 麻鉱(1) 中学     14.43 
ﾐｻﾜ ﾘｵ 広徳中 ﾀﾅｶ ﾏﾋﾛ 須坂東中

 4 氣田 萌(1) 中学     14.76  4 岡田 彩(1) 中学     14.98 
ｷﾀﾞ ﾓｴ 南宮中 ｵｶﾀﾞ ｱﾔ 相森中

 5 黒岩 寿々華(1) 中学     14.92  5 峯村 有紀(1) 中学     15.01 
ｸﾛｲﾜ ｽｽﾞｶ 墨坂中 ﾐﾈﾑﾗ ﾕｷ 中野平中

 6 宮澤 萌花(1) 中学     14.94  6 佐藤 実季(2) 中学     15.33 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾓｴｶ 若穂中 ｻﾄｳ ﾐｷ 信濃中

 7 赤津 有美(2) 中学     15.81 上倉 由緒子(3) 中学
ｱｶﾂ ﾕﾐ 栄中 ｶﾐｸﾗ ﾕﾕｺ 栄中

 8 稲田 花香(1) 中学     16.20 石井 咲幸(2) 中学
ｲﾅﾀ ﾞﾊﾅｶ 若穂中 ｲｼｲ ｻﾁ 柳町中

 9 山室 萌々菜(1) 中学     16.51 長山 麗楽(2) 中学
ﾔﾏﾑﾛ ﾓﾓﾅ 飯山城北中 ﾅｶﾞﾔﾏ ｳﾗﾗ 篠ノ井東中

[ 5組] 風速 -0.5 [ 6組] 風速 +1.4

 1 宮下 あかね(2) 中学     13.88 q  1 坂本 かなた(2) 中学     14.02 
ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ 坂城中 ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 篠ノ井西中

 2 笠原 茉里(1) 中学     14.14  2 加納 愛子(2) 中学     14.38 
ｶｻﾊﾗ ﾏﾘ 裾花中 ｶﾉｳ ｱｲｺ 長野西部中

 3 鶴田 結衣(1) 中学     14.68  3 加藤 綾(1) 中学     14.54 
ﾂﾙﾀ ﾕｲ 信濃中 ｶﾄｳ ｱﾔ 飯綱中

 4 吉平 優美香(1) 中学     15.68  4 熊井 美桜(1) 中学     14.73 
ﾖｼﾋﾗ ﾕﾐｶ 飯山城北中 ｸﾏｲ ﾐｵ 長野北部中

 5 星河 日奈子(2) 中学     16.00  5 保科 香奈(2) 中学     15.00 
ﾎｼｶﾜ ﾋﾅｺ 山ノ内中 ﾎｼﾅ ｶﾅ 東北中
池田 優女(2) 中学  6 常田 恵里(1) 中学     15.34 
ｲｹﾀﾞ ﾕﾒ 長野北部中 ﾄｷﾀﾞ ｴﾘ 川中島中
タカハシ 美沙央(中学  7 古平 彩(1) 中学     15.56 
ﾀｶﾊｼ ﾐｻｵ 南宮中 ｺﾀﾞｲﾗ ｱﾔ 篠ノ井東中
丸山 美奈子(2) 中学  7 荒井 未緖(1) 中学     15.56 
ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾅｺ 山ノ内中 ｱﾗｲ ﾐｵ 飯綱中
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[ 7組] 風速 +0.7 [ 8組] 風速  0.0

 1 村松 南美(2) 中学     14.22  1 小林 奈央(3) 中学     13.13 q
ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾅﾐ 広徳中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 中野平中

 2 髙橋 沙綾(2) 中学     14.41  2 宮下 智萌華(2) 中学     14.29 
ﾀｶﾊｼ ｻｱﾔ 附属長野中 ﾐﾔｼﾀ ﾄﾓｶ 三陽中

 3 徳竹 友菜(1) 中学     14.45  3 堀澤 奏絵(2) 中学     14.33 
ﾄｸﾀｹ ﾕﾅ 犀陵中 ﾎﾘｻﾜ ｶﾅｴ 広徳中

 4 高島 衣織(1) 中学     14.65  4 小池 玲菜(2) 中学     14.77 
ﾀｶｼﾏ ｲｵﾘ 裾花中 ｺｲｹ ﾚｲﾅ 附属長野中

 5 村田 莉瑛子(1) 中学     15.74  5 丸山 真奈(2) 中学     15.08 
ﾑﾗﾀ ﾘｴｺ 三陽中 ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾅ 川中島中

 6 渡邉 真由(1) 中学     15.85  6 三浦 杏奈(1) 中学     15.22 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕ 南宮中 ﾐｳﾗ ｱﾝﾅ 柳町中
相澤 ひかり(2) 中学  7 小山 有彩(1) 中学     15.86 
ｱｲｻﾞﾜ ﾋｶﾘ 飯綱中 ｺﾔﾏ ｱﾘｻ 更北中
松本 純佳(2) 中学  8 稲葉 紫織(2) 中学     15.87 
ﾏﾂﾓﾄ ｽﾐｶ 墨坂中 ｲﾅﾊﾞ ｼｵﾘ 長野北部中

[ 9組] 風速 +1.3

 1 土屋 美咲(3) 中学     13.86 q
ﾂﾁﾔ ﾐｻｷ 篠ノ井西中

 2 山岸 明紀穂(2) 中学     14.27 
ﾔﾏｷﾞｼ ｱｷﾎ 長野西部中

 3 米山 まりん(2) 中学     14.72 
ﾖﾈﾔﾏ ﾏﾘﾝ 川中島中

 4 齊藤 茉奈(2) 中学     15.18 
ｻｲﾄｳ ﾏﾅ 戸倉上山田中

 5 中里 未央(1) 中学     15.27 
ﾅｶｻﾄ ﾐｵ 相森中

 6 小池 あゆみ(1) 中学     15.36 
ｺｲｹ ｱﾕﾐ 戸倉上山田中

 7 犬飼 郁美(1) 中学     15.97 
ｲﾇｶｲ ｲｸﾐ 更北中

 8 萩原 栞奈(2) 中学     16.27 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｶﾝﾅ 犀陵中

風速 -0.9

 1 田村 有利奈(2) 中学     13.05 
ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 坂城中

 2 加納 采弥(2) 中学     13.41 
ｶﾉｳ ｻﾔ 櫻ヶ岡中

 3 依田 恵(2) 中学     13.95 
ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 櫻ヶ岡中

 4 宮下 あかね(2) 中学     14.03 
ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ 坂城中

 5 土屋 美咲(3) 中学     14.08 
ﾂﾁﾔ ﾐｻｷ 篠ノ井西中

 6 坂本 かなた(2) 中学     14.23 
ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 篠ノ井西中

 7 太田 杏優(1) 中学     14.27 
ｵｵﾀ ｱﾕ 東北中

 8 伊能 史織(1) 中学     14.38 
ｲﾉｳ ｼｵﾘ 長野東部中
小林 奈央(3) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 中野平中 欠場
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決勝 8月18日 13:10

県中記録            12.29
県中手記            12.0
大会新              12.91

風速 +2.2

 1 田村 純菜(5) 小学生     13.59 
ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 坂城JAC

所属名 記録／備考
1  8650

ｵｰﾌﾟﾝ中学女子

100m
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名



予選 8月18日 10:05
決勝 8月18日 13:55

県中新              58.70
大会新            1,00.29

[ 1組] [ 2組]

 1 鈴木 朋香(2) 中学   1,12.01 Q  1 中村 理彩(2) 中学   1,05.08 Q
ｽｽﾞｷ ﾄﾓｶ 長野東部中 ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ 篠ノ井西中

 2 清水 鈴奈(2) 中学   1,12.65 Q  2 戸谷 涼乃(2) 中学   1,07.62 Q
ｼﾐｽﾞ ﾚｲﾅ 南宮中 ﾄﾔ ｽｽﾞﾉ 櫻ヶ岡中

 3 山崎 璃央(1) 中学   1,13.28  3 佐藤 美結(3) 中学   1,12.04 q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 柳町中 ｻﾄｳ ﾐﾕｳ 中野平中

 4 丸山 瑠璃(3) 中学   1,13.57  4 赤塩 朋(2) 中学   1,13.73 
ﾏﾙﾔﾏ ﾙﾘ 中野平中 ｱｶｼｵ ﾄﾓ 裾花中

 5 矢島 朋華(1) 中学   1,14.48  5 丸山 真央(1) 中学   1,16.29 
ﾔｼﾞﾏ ﾄﾓｶ 裾花中 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｵ 長野北部中

 6 山岸 咲菜(1) 中学   1,14.93  6 中村 菜穂(1) 中学   1,19.01 
ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾅ 更北中 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾎ 川中島JRC

 7 土屋 香菜子(1) 中学   1,18.59  7 岩崎 楓(1) 中学   1,19.58 
ﾂﾁﾔ ｶﾅｺ 木島平中 ｲﾜｻｷ ｶｴﾃﾞ 裾花中
白倉 杏美(3) 中学  8 福澤 瑞季(3) 中学   1,23.95 
ｼﾗｸﾗ ｱﾐ 櫻ヶ岡中 ﾌｸｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 中野平中
大峽 莉奈(2) 中学  9 栁島 歩華(1) 中学   1,25.87 
ｵｵﾊﾞ ﾘﾅ 附属長野中 ﾔﾅｷﾞｼﾏ ｱﾕｶ 広徳中

[ 3組]

 1 宮坂 奈緒(2) 中学   1,06.46 Q
ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 櫻ヶ岡中

 2 東條 果穂(3) 中学   1,11.66 Q
ﾄｳｼﾞｮｳ ｶﾎ 飯綱中

 3 大野 奈都美(1) 中学   1,12.66 q
ｵｵﾉ ﾅﾂﾐ 更北中

 4 大井 まどか(1) 中学   1,15.06 
ｵｵｲ ﾏﾄﾞｶ 長野東部中

 5 桐山 奈々(2) 中学   1,16.08 
ｷﾘﾔﾏ ﾅﾅ 広徳中

 6 中島 虹菜(1) 中学   1,16.27 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾆﾅ 須坂東中

 7 雪入 菜月(1) 中学   1,16.28 
ﾕｷｲﾘ ﾅﾂｷ 広徳中

 8 丸山 沙知(1) 中学   1,22.50 
ﾏﾙﾔﾏ ｻﾁ 木島平中
我妻 さくら(1) 中学
ﾜｶﾞﾂﾏ ｻｸﾗ 三陽中

 1 中村 理彩(2) 中学   1,04.47 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ 篠ノ井西中

 2 宮坂 奈緒(2) 中学   1,05.58 
ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 櫻ヶ岡中

 3 戸谷 涼乃(2) 中学   1,05.92 
ﾄﾔ ｽｽﾞﾉ 櫻ヶ岡中

 4 佐藤 美結(3) 中学   1,10.89 
ｻﾄｳ ﾐﾕｳ 中野平中

 5 清水 鈴奈(2) 中学   1,11.10 
ｼﾐｽﾞ ﾚｲﾅ 南宮中

 6 東條 果穂(3) 中学   1,11.72 
ﾄｳｼﾞｮｳ ｶﾎ 飯綱中

 7 大野 奈都美(1) 中学   1,12.57 
ｵｵﾉ ﾅﾂﾐ 更北中

 8 鈴木 朋香(2) 中学   1,13.70 
ｽｽﾞｷ ﾄﾓｶ 長野東部中
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決勝 8月19日 13:50

県中新            2,15.53
大会新            2,23.25

[ 1組] [ 2組]

 1 小林 睦(1) 中学   2,59.61  1 山崎 璃央(1) 中学   2,51.26 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾐ 犀陵中 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 柳町中

 2 丸山 沙知(1) 中学   3,08.58  2 南澤 泉希(1) 中学   2,52.27 
ﾏﾙﾔﾏ ｻﾁ 木島平中 ﾐﾅﾐｻﾜ ﾐｽﾞｷ 裾花中

 3 池田 袈那(1) 中学   3,10.77  3 坂口 ゆず(1) 中学   2,52.56 
ｲｹﾀﾞ ｶﾅ 高社中 ｻｶｸﾞﾁ ﾕｽﾞ 中野平中

 4 池田 弥紗(1) 中学   3,12.53  4 緑川 海玖(2) 中学   2,55.36 
ｲｹﾀﾞ ﾐｻ 高社中 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾐｸ 戸倉上山田中

 5 中沢 瑞希(2) 中学   3,21.01  5 玉木 優里奈(2) 中学   2,59.69 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 東北中 ﾀﾏｷ ﾕﾘﾅ 南宮中

 6 宮入 菜々子(1) 中学   3,29.51  6 久田 ひかり(1) 中学   3,07.56 
ﾐﾔｲﾘ ﾅﾅｺ 篠ノ井東中 ﾋｻﾀﾞ ﾋｶﾘ 柳町中
土屋 香菜子(1) 中学  7 重倉 このみ(2) 中学   3,11.94 
ﾂﾁﾔ ｶﾅｺ 木島平中 ｼｹﾞｸﾗ ｺﾉﾐ 中野平中
久保 珠里(1) 中学 稲田 美郁(2) 中学
ｸﾎﾞ ｼﾞｭﾘ 東北中 ｲﾅﾀﾞ ﾐｸ 附属長野中

[ 3組] [ 4組]

 1 丸山 詩織(2) 中学   2,55.60  1 古畑 里帆(2) 中学   2,43.80 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｵﾘ 附属長野中 ﾌﾙﾊﾀ ﾘﾎ 広徳中

 2 森 玲菜(2) 中学   2,56.99  2 清水 美来(1) 中学   2,46.42 
ﾓﾘ ﾚｲﾅ 広徳中 ｼﾐｽﾞ ﾐｸ 更北中

 3 臼井 このみ(2) 中学   2,57.40  3 山口 歩南(2) 中学   2,51.02 
ｳｽｲ ｺﾉﾐ 篠ノ井東中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾅﾐ 犀陵中

 4 山崎 玖瑠実(2) 中学   2,59.74  4 南雲 まりな(2) 中学   2,54.92 
ﾔﾏｻﾞｷ ｸﾙﾐ 南宮中 ﾅｸﾞﾓ ﾏﾘﾅ 栄中

 5 藤原 美来(1) 中学   3,01.56  5 原田 千磨莉(1) 中学   2,56.98 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｷ 裾花中 ﾊﾗﾀﾞ ﾁﾏﾘ 櫻ヶ岡中

 6 安藤 秋恵(1) 中学   3,05.87  6 滝澤 小遥(1) 中学   2,57.79 
ｱﾝﾄﾞｳ ｱｷｴ 信濃中 ﾀｷｻﾞﾜ ｺﾊﾙ 栄中
半田 愛花(2) 中学 広瀬 蘭(2) 中学
ﾊﾝﾀ ﾞｱｲｶ 墨坂中 ﾋﾛｾ ﾗﾝ 栄中
柳沢 夏音(1) 中学 甘利 美怜(2) 中学
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾉﾝ 南宮中 ｱﾏﾘ ﾐﾚｲ 裾花中

[ 5組] [ 6組]

 1 大井 遥(2) 中学   2,42.53  1 小林 美帆(3) 中学   2,27.08 
ｵｵｲ ﾊﾙｶ 長野東部中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ 更北中

 2 鵜澤 小夏(2) 中学   2,44.34  2 木田 沙耶(2) 中学   2,28.91 
ｳｻﾞﾜ ｺﾅﾂ 信濃中 ｷﾀﾞ ｻﾔ 広徳中

 3 荒井 香穂(2) 中学   2,45.27  3 宮川 瑞穂(2) 中学   2,30.50 
ｱﾗｲ ｶﾎ 更北中 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ 墨坂中

 4 伊藤 琉那(1) 中学   2,49.17  4 山﨑 さくら(3) 中学   2,34.58 
ｲﾄｳ ﾙﾅ 信濃中 ﾔﾏｻﾞｷ ｻｸﾗ 櫻ヶ岡中

 5 青木 萌花(2) 中学   2,55.77  5 白鳥 あかり(2) 中学   2,41.16 
ｱｵｷ ﾓｴｶ 長野西部中 ｼﾛﾄﾘ ｱｶﾘ 高社中

 6 中村 菜穂(1) 中学   3,01.87  6 中村 理彩(2) 中学   2,41.24 
ﾅｶﾑﾗ ﾅﾎ 川中島JRC ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ 篠ノ井西中

 7 大井 まどか(1) 中学   3,02.34  7 山崎 夏穂(1) 中学   2,41.97 
ｵｵｲ ﾏﾄﾞｶ 長野東部中 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂﾎ 長野東部中

 8 角田 希(2) 中学   2,52.69 
ｶｸﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 中野平中

中学女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
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9  4395
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6  5123
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   1 小林 美帆(3) 中学 更北中     2,27.08   6   1
   2 木田 沙耶(2) 中学 広徳中     2,28.91   6   2
   3 宮川 瑞穂(2) 中学 墨坂中     2,30.50   6   3
   4 山﨑 さくら(3) 中学 櫻ヶ岡中     2,34.58   6   4
   5 白鳥 あかり(2) 中学 高社中     2,41.16   6   5
   6 中村 理彩(2) 中学 篠ノ井西中     2,41.24   6   6
   7 山崎 夏穂(1) 中学 長野東部中     2,41.97   6   7
   8 大井 遥(2) 中学 長野東部中     2,42.53   5   1
   9 古畑 里帆(2) 中学 広徳中     2,43.80   4   1
  10 鵜澤 小夏(2) 中学 信濃中     2,44.34   5   2
  11 荒井 香穂(2) 中学 更北中     2,45.27   5   3
  12 清水 美来(1) 中学 更北中     2,46.42   4   2
  13 伊藤 琉那(1) 中学 信濃中     2,49.17   5   4
  14 山口 歩南(2) 中学 犀陵中     2,51.02   4   3
  15 山崎 璃央(1) 中学 柳町中     2,51.26   2   1
  16 南澤 泉希(1) 中学 裾花中     2,52.27   2   2
  17 坂口 ゆず(1) 中学 中野平中     2,52.56   2   3
  18 角田 希(2) 中学 中野平中     2,52.69   6   8
  19 南雲 まりな(2) 中学 栄中     2,54.92   4   4
  20 緑川 海玖(2) 中学 戸倉上山田中     2,55.36   2   4
  21 丸山 詩織(2) 中学 附属長野中     2,55.60   3   1
  22 青木 萌花(2) 中学 長野西部中     2,55.77   5   5
  23 原田 千磨莉(1) 中学 櫻ヶ岡中     2,56.98   4   5
  24 森 玲菜(2) 中学 広徳中     2,56.99   3   2
  25 臼井 このみ(2) 中学 篠ノ井東中     2,57.40   3   3
  26 滝澤 小遥(1) 中学 栄中     2,57.79   4   6
  27 小林 睦(1) 中学 犀陵中     2,59.61   1   1
  28 玉木 優里奈(2) 中学 南宮中     2,59.69   2   5
  29 山崎 玖瑠実(2) 中学 南宮中     2,59.74   3   4
  30 藤原 美来(1) 中学 裾花中     3,01.56   3   5
  31 中村 菜穂(1) 中学 川中島JRC     3,01.87   5   6
  32 大井 まどか(1) 中学 長野東部中     3,02.34   5   7
  33 安藤 秋恵(1) 中学 信濃中     3,05.87   3   6
  34 久田 ひかり(1) 中学 柳町中     3,07.56   2   6
  35 丸山 沙知(1) 中学 木島平中     3,08.58   1   2
  36 池田 袈那(1) 中学 高社中     3,10.77   1   3
  37 重倉 このみ(2) 中学 中野平中     3,11.94   2   7
  38 池田 弥紗(1) 中学 高社中     3,12.53   1   4
  39 中沢 瑞希(2) 中学 東北中     3,21.01   1   5
  40 宮入 菜々子(1) 中学 篠ノ井東中     3,29.51   1   6

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
 5513
 5528
 4282
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 5017
 5004
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 4588
 5503
 5471
 4600
 5273
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 4481
 4465
 4795
 4061
 5607
 5050
 4983
 5517
 5296
 4807
 5263
 4434
 4430
 5234
 8660
 5014
 4593
 4918
 4394
 4486

 5305

 4466
 4487
 5111



決勝 8月18日 14:55

県中新            4,33.88
大会新            4,45.24

[ 1組] [ 2組]

 1 小林 文音(2) 中学   5,44.55  1 篠塚 香里(1) 中学   5,29.64 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾈ 南宮中 ｼﾉﾂﾞｶ ｶｵﾘ 須坂東中

 2 山崎 夏穂(1) 中学   5,53.02  2 大井 遥(2) 中学   5,30.54 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂﾎ 長野東部中 ｵｵｲ ﾊﾙｶ 長野東部中

 3 山崎 萌子(2) 中学   5,54.64  3 山口 真莉恵(1) 中学   5,37.77 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾓｴｺ 附属長野中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘｴ 長野北部中

 4 南澤 泉希(1) 中学   5,54.84  4 金守 菜月(1) 中学   5,37.81 
ﾐﾅﾐｻﾜ ﾐｽﾞｷ 裾花中 ｶﾅﾓﾘ ﾅﾂｷ 川中島中

 5 川原 泰葉(2) 中学   5,55.94  5 戸谷 涼乃(2) 中学   5,41.99 
ｶﾜﾊﾗ ﾔｽﾊ 附属長野中 ﾄﾔ ｽｽﾞﾉ 櫻ヶ岡中

 6 市川 優希(1) 中学   5,56.71  6 吉池 優美(2) 中学   5,46.66 
ｲﾁｶﾜ ﾕｳｷ 附属長野中 ﾖｼｲｹ ﾕｳﾐ 長野北部中

 7 浦野 咲弥(1) 中学   6,07.22  7 山口 歩南(2) 中学   5,47.01 
ｳﾗﾉ ｻｸﾔ 篠ノ井東中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾅﾐ 犀陵中

 8 田村 理紗(2) 中学   6,12.45  8 佐々木 佳苗(2) 中学   5,48.01 
ﾀﾑﾗ ﾘｻ 高社中 ｻｻｷ ｶﾅｴ 七二会中

 9 藤原 美来(1) 中学   6,18.47  9 栁澤 緋里(1) 中学   5,51.44 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｷ 裾花中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｶﾘ 広徳中

10 油科 あさひ(1) 中学   6,18.91 10 太田 早耶香(2) 中学   5,52.58 
ﾕｼﾅ ｱｻﾋ 飯山城北中 ｵｵﾀ ｻﾔｶ 篠ノ井西中

11 滝澤 茜(1) 中学   6,19.89 11 北川 明里(1) 中学   5,55.18 
ﾀｷｻﾞﾜ ｱｶﾈ 飯山城北中 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｶﾘ 南宮中

12 若松 咲季(1) 中学   6,22.01 12 広瀬 蘭(2) 中学   5,56.73 
ﾜｶﾏﾂ ｻｷ 長野西部中 ﾋﾛｾ ﾗﾝ 栄中

13 久田 ひかり(1) 中学   6,37.66 13 原田 千磨莉(1) 中学   5,58.16 
ﾋｻﾀﾞ ﾋｶﾘ 柳町中 ﾊﾗﾀﾞ ﾁﾏﾘ 櫻ヶ岡中

14 大島 美弥花(2) 中学   6,51.84 14 青木 くるみ(2) 中学   6,04.42 
ｵｵｼﾏ ﾐﾐｶ 篠ノ井東中 ｱｵｷ ｸﾙﾐ 東北中

15 佐藤 夏実(2) 中学   6,57.25 15 柄澤 苑実(1) 中学   6,08.05 
ｻﾄｳ ﾅﾂﾐ 三陽中 ｶﾗｻﾜ ｿﾉﾐ 東北中

16 西沢 果恵(1) 中学   7,12.14 柳澤 実佑(2) 中学
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｴ 南宮中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐﾕ 信濃中
町田 美穂(1) 中学 真柳 日南(1) 中学
ﾏﾁﾀﾞ ﾐﾎ 中野平中 ﾏﾔﾅｷﾞ ﾋﾅ 戸倉上山田中

中山 杏実(1) 中学
ﾅｶﾔﾏ ｱﾐ 飯綱中

[ 3組]

 1 木村 莉歩(2) 中学   5,08.23 
ｷﾑﾗ ﾘﾎ 広徳中

 2 岡村 未歩(2) 中学   5,11.03 
ｵｶﾑﾗ ﾐﾎ 更北中

 3 小林 美帆(3) 中学   5,14.89 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ 更北中

 4 和田 聖香(2) 中学   5,15.60 
ﾜﾀﾞ ｾｲｶ 裾花中

 5 宮川 瑞穂(2) 中学   5,17.83 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ 墨坂中

 6 中村 鈴(1) 中学   5,20.98 
ﾅｶﾑﾗ ｽｽﾞ 戸倉上山田中

 7 白鳥 あかり(2) 中学   5,30.15 
ｼﾛﾄﾘ ｱｶﾘ 高社中

 8 宍戸 萌百伽(2) 中学   5,31.33 
ｼｼﾄﾞ ﾓﾓｶ 川中島中

 9 小林 さくら(3) 中学   5,35.48 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｸﾗ 更北中

10 市川 綾華(3) 中学   5,36.37 
ｲﾁｶﾜ ｱﾔｶ 戸倉上山田中

11 渡邊 しおん(2) 中学   5,37.69 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾝ 広徳中

12 赤松 英(3) 中学   5,38.70 
ｱｶﾏﾂ ﾊﾅ 信濃中

13 三澤 綾乃(3) 中学   5,40.89 
ﾐｻﾜ ｱﾔﾉ 信濃中

14 大野 珠輝(2) 中学   5,41.43 
ｵｵﾉ ﾀﾏｷ 中野平中

15 島田 怜果(2) 中学   6,32.77 
ｼﾏﾀﾞ ﾚｲｶ 長野西部中
村松 西夏(2) 中学
ﾑﾗﾏﾂ ｾｲｶ 飯綱中
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順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



   1 木村 莉歩(2) 中学 広徳中     5,08.23   3   1
   2 岡村 未歩(2) 中学 更北中     5,11.03   3   2
   3 小林 美帆(3) 中学 更北中     5,14.89   3   3
   4 和田 聖香(2) 中学 裾花中     5,15.60   3   4
   5 宮川 瑞穂(2) 中学 墨坂中     5,17.83   3   5
   6 中村 鈴(1) 中学 戸倉上山田中     5,20.98   3   6
   7 篠塚 香里(1) 中学 須坂東中     5,29.64   2   1
   8 白鳥 あかり(2) 中学 高社中     5,30.15   3   7
   9 大井 遥(2) 中学 長野東部中     5,30.54   2   2
  10 宍戸 萌百伽(2) 中学 川中島中     5,31.33   3   8
  11 小林 さくら(3) 中学 更北中     5,35.48   3   9
  12 市川 綾華(3) 中学 戸倉上山田中     5,36.37   3  10
  13 渡邊 しおん(2) 中学 広徳中     5,37.69   3  11
  14 山口 真莉恵(1) 中学 長野北部中     5,37.77   2   3
  15 金守 菜月(1) 中学 川中島中     5,37.81   2   4
  16 赤松 英(3) 中学 信濃中     5,38.70   3  12
  17 三澤 綾乃(3) 中学 信濃中     5,40.89   3  13
  18 大野 珠輝(2) 中学 中野平中     5,41.43   3  14
  19 戸谷 涼乃(2) 中学 櫻ヶ岡中     5,41.99   2   5
  20 小林 文音(2) 中学 南宮中     5,44.55   1   1
  21 吉池 優美(2) 中学 長野北部中     5,46.66   2   6
  22 山口 歩南(2) 中学 犀陵中     5,47.01   2   7
  23 佐々木 佳苗(2) 中学 七二会中     5,48.01   2   8
  24 栁澤 緋里(1) 中学 広徳中     5,51.44   2   9
  25 太田 早耶香(2) 中学 篠ノ井西中     5,52.58   2  10
  26 山崎 夏穂(1) 中学 長野東部中     5,53.02   1   2
  27 山崎 萌子(2) 中学 附属長野中     5,54.64   1   3
  28 南澤 泉希(1) 中学 裾花中     5,54.84   1   4
  29 北川 明里(1) 中学 南宮中     5,55.18   2  11
  30 川原 泰葉(2) 中学 附属長野中     5,55.94   1   5
  31 市川 優希(1) 中学 附属長野中     5,56.71   1   6
  32 広瀬 蘭(2) 中学 栄中     5,56.73   2  12
  33 原田 千磨莉(1) 中学 櫻ヶ岡中     5,58.16   2  13
  34 青木 くるみ(2) 中学 東北中     6,04.42   2  14
  35 浦野 咲弥(1) 中学 篠ノ井東中     6,07.22   1   7
  36 柄澤 苑実(1) 中学 東北中     6,08.05   2  15
  37 田村 理紗(2) 中学 高社中     6,12.45   1   8
  38 藤原 美来(1) 中学 裾花中     6,18.47   1   9
  39 油科 あさひ(1) 中学 飯山城北中     6,18.91   1  10
  40 滝澤 茜(1) 中学 飯山城北中     6,19.89   1  11
  41 若松 咲季(1) 中学 長野西部中     6,22.01   1  12
  42 島田 怜果(2) 中学 長野西部中     6,32.77   3  15
  43 久田 ひかり(1) 中学 柳町中     6,37.66   1  13
  44 大島 美弥花(2) 中学 篠ノ井東中     6,51.84   1  14
  45 佐藤 夏実(2) 中学 三陽中     6,57.25   1  15
  46 西沢 果恵(1) 中学 南宮中     7,12.14   1  16

 5054
 5052

 4454

 4918
 5294
 5078

 5308
 5126
 4496
 5234
 4900
 4890

 4449
 5613
 5624
 4796
 4983
 5109

 5550
 5527
 5320
 5017
 5608
 5228

 4583
 4464
 4977
 4427
 5162
 5273

 5507
 4047
 5523
 5177
 5464
 4578

 4282
 4062
 4319
 4492
 5004
 5462

組 順位
 5522
 5486
 5513
 5236

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



予選 8月19日 13:00
決勝 8月19日 14:55

県中新              14.54
大会新              15.33

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 -1.6

 1 加納 茉弥(3) 中学     15.41 q  1 古畑 美優(2) 中学     19.32 
ｶﾉｳ ﾏﾔ 櫻ヶ岡中 ﾌﾙﾊﾀ ﾐﾕ 南宮中

 2 宮之尾 久美(2) 中学     17.79 q  2 山﨑 裕香(1) 中学     19.57 
ﾐﾔﾉｵ ｸﾐ 柳町中 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｶ 犀陵中

 3 長野 愛美莉(2) 中学     19.27  3 小平 典歩(2) 中学     19.59 
ﾅｶﾞﾉ ｴﾐﾘ 墨坂中 ｺﾀﾞｲﾗ ﾉﾘﾎ 三陽中

 4 鈴木 実奈(1) 中学     21.03  4 滝澤 陽菜(2) 中学     20.30 
ｽｽﾞｷ ﾐﾅ 長野東部中 ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾅ 裾花中

 5 櫻井 菜々子(2) 中学     21.33  5 中里 未央(1) 中学     20.40 
ｻｸﾗｲ ﾅﾅｺ 長野北部中 ﾅｶｻﾄ ﾐｵ 相森中

 6 福田 みな美(1) 中学     21.46  6 青木 奈美(2) 中学     21.68 
ﾌｸﾀﾞ ﾐﾅﾐ 更北中 ｱｵｷ ﾅﾐ 川中島中

 7 平塚 栞(1) 中学     21.86  7 本戸 千遥(1) 中学     22.51 
ﾋﾗﾂｶ ｼｵﾘ 信濃中 ﾎﾝﾄﾞ ﾁﾊﾙ 東北中

 8 古平 恵都(1) 中学     21.86 中村 優花(2) 中学
ｺﾀﾞｲﾗ ｹｲﾄ 相森中 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ 中野平中

 9 室賀 絢水(1) 中学     22.45 
ﾑﾛｶﾞ ｱﾐ 更北中

[ 3組] 風速 -0.5 [ 4組] 風速 -1.2

 1 坂本 かなた(2) 中学     18.81 q  1 中山 寛香(2) 中学     18.14 q
ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 篠ノ井西中 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｶ 櫻ヶ岡中

 2 小池 莉奈(1) 中学     20.48  2 小林 奈々美(2) 中学     18.83 q
ｺｲｹ ﾘﾅ 東北中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 信濃中

 3 大日向 幸恵(1) 中学     21.11  3 小松 紗菜(1) 中学     19.14 q
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾕｷｴ 柳町中 ｺﾏﾂ ｻﾅ 長野東部中

 4 細田 京香(2) 中学     21.55  4 奥村 莉帆(1) 中学     20.11 
ﾎｿﾀﾞ ｷｮｳｶ 長野北部中 ｵｸﾑﾗ ﾘﾎ 相森中

 5 清水 芙希(2) 中学     21.80  5 伊勢山 穂乃香(2)中学     20.58 
ｼﾐｽﾞ ﾌｷ 南宮中 ｲｾﾔﾏ ﾎﾉｶ 広徳中

 6 堀内 優美奈(1) 中学     22.81  6 雲野 チェルシー(中学     20.59 
ﾎﾘｳﾁ ﾕﾐﾅ 広徳中 ｸﾓﾉ ﾁｪﾙｼｰ 信濃中
石井 咲幸(2) 中学  7 山崎 玖瑠実(2) 中学     21.61 
ｲｼｲ ｻﾁ 柳町中 ﾔﾏｻﾞｷ ｸﾙﾐ 南宮中
窪田 伊吹(1) 中学 小出 安莉沙(2) 中学
ｸﾎﾞﾀ ｲﾌﾞｷ 篠ノ井東中 ｺｲﾃﾞ ｱﾘｻ 附属長野中

[ 5組] 風速 -2.5

 1 田中 祐里(2) 中学     18.84 q
ﾀﾅｶ ﾕｳﾘ 坂城中

 2 澤口 実侑(1) 中学     19.08 q
ｻﾜｸﾞﾁ ﾐﾕｳ 櫻ヶ岡中

 3 安斉 美佳子(2) 中学     20.87 
ｱﾝｻｲ ﾐｶｺ 長野北部中

 4 上原 有香子(2) 中学     21.73 
ｳｴﾊﾗ ﾕｶｺ 裾花中

 5 吉田 桃子(2) 中学     21.78 
ﾖｼﾀﾞ ﾓﾓｺ 裾花中

 6 伊能 史織(1) 中学     21.88 
ｲﾉｳ ｼｵﾘ 長野東部中
中村 美琴(2) 中学
ﾅｶﾑﾗ ﾐｺﾄ 川中島中
野口 奈桜(2) 中学
ﾉｸﾞﾁ ﾅｵ 附属長野中

6  5463
欠場

7  5616
欠場

2  5253

5  5006

3  5161

8  5255

4  4028

9  4984

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

2  4599
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3  4911

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



風速 -0.3

 1 加納 茉弥(3) 中学     15.22 
ｶﾉｳ ﾏﾔ 櫻ヶ岡中

 2 宮之尾 久美(2) 中学     17.40 
ﾐﾔﾉｵ ｸﾐ 柳町中

 3 田中 祐里(2) 中学     17.76 
ﾀﾅｶ ﾕｳﾘ 坂城中

 4 中山 寛香(2) 中学     18.05 
ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｶ 櫻ヶ岡中

 5 坂本 かなた(2) 中学     18.28 
ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 篠ノ井西中

 6 小林 奈々美(2) 中学     18.48 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 信濃中

 7 澤口 実侑(1) 中学     18.94 
ｻﾜｸﾞﾁ ﾐﾕｳ 櫻ヶ岡中

 8 小松 紗菜(1) 中学     19.08 
ｺﾏﾂ ｻﾅ 長野東部中

2  4984

3  5008

7  5325

9  4584

8  4028

5  4971

4  4975
大会新

6  4911

中学女子

100mH(0.762m)
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 8月18日  9:20
決勝 8月18日 16:00

県中混新            48.64
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   9 櫻ヶ岡中  4972 依田 恵(2)     52.32 Q  1   5 篠ノ井西中  5326 丸田 かおり(2)     54.06 Q

ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳ ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ ｼﾉﾉｲﾆｼ ﾏﾙﾀ ｶｵﾘ
 4979 小野 菜摘(2)  5321 土屋 美咲(3)

ｵﾉ ﾅﾂﾐ ﾂﾁﾔ ﾐｻｷ
 4970 井上 悦子(2)  5325 坂本 かなた(2)

ｲﾉｳｴ ｴﾂｺ ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ
 4969 加納 采弥(2)  5318 中村 理彩(2)

ｶﾉｳ ｻﾔ ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ
 2   6 中野平中  4460 仲條 芽映(3)     53.94 Q  2   4 東北中  5120 小林 音羽(1)     55.82 Q

ﾅｶﾉﾀﾞｲﾗ ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ ﾄｳﾎｸ ｺﾊﾞﾔｼ ｵﾄﾊ
 4456 小林 奈央(3)  5129 太田 杏優(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ ｵｵﾀ ｱﾕ
 4480 湯本 すずね(1)  5106 保科 香奈(2)

ﾕﾓﾄ ｽｽﾞﾈ ﾎｼﾅ ｶﾅ
 4467 大工原 香峰(2)  5108 山口 麻衣(2)

ﾀﾞｲｸﾊﾗ ｶﾎ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｲ
 3   7 信濃中  4591 鶴田 結衣(1)     56.38 q  3   6 長野東部中  5012 武田 奈々美(1)     56.12 q

ｼﾅﾉ ﾂﾙﾀ ﾕｲ ﾅｶﾉﾄｳﾌﾞ ﾀｹﾀﾞ ﾅﾅﾐ
 4584 小林 奈々美(2)  5006 伊能 史織(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ ｲﾉｳ ｼｵﾘ
 4587 盛田 このみ(2)  5005 鈴木 朋香(2)

ﾓﾘﾀ ｺﾉﾐ ｽｽﾞｷ ﾄﾓｶ
 4595 堀田 莉紗(1)  5008 小松 紗菜(1)

ﾎｯﾀ ﾘｻ ｺﾏﾂ ｻﾅ
 4   4 犀陵中  5261 山田 佳苗(1)     56.39  4   3 長野北部中  5170 細田 京香(2)     57.92 

ｻｲﾘｮｳ ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅｴ ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞ ﾎｿﾀﾞ ｷｮｳｶ
 5265 徳竹 友菜(1)  5161 安斉 美佳子(2)

ﾄｸﾀｹ ﾕﾅ ｱﾝｻｲ ﾐｶｺ
 5278 山﨑 裕香(1)  5173 熊井 美桜(1)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｶ ｸﾏｲ ﾐｵ
 5268 田中 響順(2)  5166 西村 美希(2)

ﾀﾅｶ ﾋﾖﾘ ﾆｼﾑﾗ ﾐｷ
 5   5 裾花中  5254 滝澤 陽菜(2)     56.74  5   7 川中島中  5444 丸山 真奈(2)     58.01 

ｽｿﾊﾞﾅ ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾅ ｶﾜﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾅ
 5249 富岡 沙都子(2)  5459 米山 まりん(2)

ﾄﾐｵｶ ｻﾄｺ ﾖﾈﾔﾏ ﾏﾘﾝ
 5227 笠原 茉里(1)  5438 内村 友香(2)

ｶｻﾊﾗ ﾏﾘ ｳﾁﾑﾗ ﾄﾓｶ
 5250 山田 紗弥子(2)  5437 青木 奈美(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔｺ ｱｵｷ ﾅﾐ
 6   8 長野西部中  5052 島田 怜果(2)     57.04  6   2 三陽中  5080 宮下 智萌華(2)     58.51 

ﾅｶﾞﾉｾｲﾌﾞ ｼﾏﾀﾞ ﾚｲｶ ｻﾝﾖｳ ﾐﾔｼﾀ ﾄﾓｶ
 5053 山岸 明紀穂(2)  5084 渡邉 ひかり(1)

ﾔﾏｷﾞｼ ｱｷﾎ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾘ
 5050 青木 萌花(2)  6507 高橋 葵(1)

ｱｵｷ ﾓｴｶ ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ
 5051 加納 愛子(2)  5077 返町 ほのか(2)

ｶﾉｳ ｱｲｺ ｿﾘﾏﾁ ﾎﾉｶ
 7   3 墨坂中  4281 滝澤 遥香(2)     57.97  7   8 篠ノ井東中  5296 臼井 このみ(2)   1,00.24 

ｽﾐｻｶ ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾙｶ ｼﾉﾉｲﾋｶﾞｼ ｳｽｲ ｺﾉﾐ
 4289 黒岩 寿々華(1)  5304 米倉 萌実(1)

ｸﾛｲﾜ ｽｽﾞｶ ﾖﾈｸﾗ ﾓｴﾐ
 4288 長野 愛美莉(2)  5301 古平 彩(1)

ﾅｶﾞﾉ ｴﾐﾘ ｺﾀﾞｲﾗ ｱﾔ
 4287 松本 純佳(2)  5295 長山 麗楽(2)

ﾏﾂﾓﾄ ｽﾐｶ ﾅｶﾞﾔﾏ ｳﾗﾗ
 8   2 栄中  4792 大庭 明莉(2)   1,02.33 

ｻｶｴ ｵｵﾊﾞ ｱｶﾘ
 4791 赤津 有美(2)

ｱｶﾂ ﾕﾐ
 4795 南雲 まりな(2)

ﾅｸﾞﾓ ﾏﾘﾅ
 4793 桑原 絵里華(2)

ｸﾜﾊﾗ ｴﾘｶ

中学女子

4×100mR

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



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 附属長野中  5625 竹前 なぎさ(2)     54.74 Q

ﾌｿﾞｸﾅｶﾞﾉ ﾀｹﾏｴ ﾅｷﾞｻ
 6290 小林 舞音(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲﾈ
 5633 宮田 果歩(2)

ﾐﾔﾀ ｶﾎ
 5609 伊藤 萌花(2)

ｲﾄｳ ﾎﾉｶ
 2   6 坂城中  4029 田村 有利奈(2)     55.22 Q

ｻｶｷ ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ
 4031 宮下 あかね(2)

ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ
 4028 田中 祐里(2)

ﾀﾅｶ ﾕｳﾘ
 4025 中沢 茉弥(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾔ
 3   5 南宮中  4432 吉池 茉友(2)     56.80 

ﾅﾝｸﾞｳ ﾖｼｲｹ ﾏﾕ
 4452 氣田 萌(1)

ｷﾀﾞ ﾓｴ
 4426 久保 瑞希(2)

ｸﾎﾞ ﾐｽﾞｷ
 4431 古畑 美優(2)

ﾌﾙﾊﾀ ﾐﾕ
 4   3 更北中  5505 熊倉 望(2)     57.71 

ｺｳﾎｸ ｸﾏｸﾗ ﾉｿﾐ
 5467 金子 愛実(1)

ｶﾈｺ ﾏﾅﾐ
 5474 福田 みな美(1)

ﾌｸﾀﾞ ﾐﾅﾐ
 5493 長谷部 万葉(2)

ﾊｾﾍﾞ ﾏﾖ
 5   8 柳町中  4918 久田 ひかり(1)     58.21 

ﾔﾅｷﾞﾏﾁ ﾋｻﾀﾞ ﾋｶﾘ
 4912 三浦 杏奈(1)

ﾐｳﾗ ｱﾝﾅ
 4913 大日向 幸恵(1)

ｵﾋﾞﾅﾀ ﾕｷｴ
 4911 宮之尾 久美(2)

ﾐﾔﾉｵ ｸﾐ
 6   7 戸倉上山田中  4052 小池 あゆみ(1)     59.96 

ﾄｸﾞﾗｶﾐﾔﾏﾀﾞ ｺｲｹ ｱﾕﾐ
 4053 西野入 萌利(1)

ﾆｼﾉｲﾘ ﾓｴﾘ
 4061 緑川 海玖(2)

ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾐｸ
 4058 齊藤 茉奈(2)

ｻｲﾄｳ ﾏﾅ
 7   2 相森中  4247 奥村 莉帆(1)   1,00.39 

ｵｵﾓﾘ ｵｸﾑﾗ ﾘﾎ
 4246 丸石 風月(1)

ﾏﾙｲｼ ﾌﾂﾞｷ
 4251 中里 未央(1)

ﾅｶｻﾄ ﾐｵ
 4256 小山 彩綺(2)

ｺﾔﾏ ｻｷ

中学女子

4×100mR



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 櫻ヶ岡中  4972 依田 恵(2)     52.17 

ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳ ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 大会新
 4979 小野 菜摘(2)

ｵﾉ ﾅﾂﾐ
 4970 井上 悦子(2)

ｲﾉｳｴ ｴﾂｺ
 4969 加納 采弥(2)

ｶﾉｳ ｻﾔ
 2   7 篠ノ井西中  5326 丸田 かおり(2)     53.80 

ｼﾉﾉｲﾆｼ ﾏﾙﾀ ｶｵﾘ
 5321 土屋 美咲(3)

ﾂﾁﾔ ﾐｻｷ
 5325 坂本 かなた(2)

ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ
 5318 中村 理彩(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ
 3   4 中野平中  4460 仲條 芽映(3)     54.03 

ﾅｶﾉﾀﾞｲﾗ ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ
 4456 小林 奈央(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ
 4480 湯本 すずね(1)

ﾕﾓﾄ ｽｽﾞﾈ
 4467 大工原 香峰(2)

ﾀﾞｲｸﾊﾗ ｶﾎ
 4   5 附属長野中  5625 竹前 なぎさ(2)     54.82 

ﾌｿﾞｸﾅｶﾞﾉ ﾀｹﾏｴ ﾅｷﾞｻ
 6290 小林 舞音(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲﾈ
 5633 宮田 果歩(2)

ﾐﾔﾀ ｶﾎ
 5609 伊藤 萌花(2)

ｲﾄｳ ﾎﾉｶ
 5   8 坂城中  4029 田村 有利奈(2)     55.29 

ｻｶｷ ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ
 4031 宮下 あかね(2)

ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ
 4028 田中 祐里(2)

ﾀﾅｶ ﾕｳﾘ
 4025 中沢 茉弥(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾔ
 6   9 東北中  5120 小林 音羽(1)     55.75 

ﾄｳﾎｸ ｺﾊﾞﾔｼ ｵﾄﾊ
 5129 太田 杏優(1)

ｵｵﾀ ｱﾕ
 5106 保科 香奈(2)

ﾎｼﾅ ｶﾅ
 5108 山口 麻衣(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｲ
 7   3 信濃中  4591 鶴田 結衣(1)     56.50 

ｼﾅﾉ ﾂﾙﾀ ﾕｲ
 4584 小林 奈々美(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ
 4587 盛田 このみ(2)

ﾓﾘﾀ ｺﾉﾐ
 4595 堀田 莉紗(1)

ﾎｯﾀ ﾘｻ
 8   2 長野東部中  5012 武田 奈々美(1)     56.58 

ﾅｶﾉﾄｳﾌﾞ ﾀｹﾀﾞ ﾅﾅﾐ
 5006 伊能 史織(1)

ｲﾉｳ ｼｵﾘ
 5005 鈴木 朋香(2)

ｽｽﾞｷ ﾄﾓｶ
 5008 小松 紗菜(1)

ｺﾏﾂ ｻﾅ

4×100mR
決勝

中学女子



決勝 8月19日 10:00

県中新               1.75
大会新               1.50

阿部 里菜(3) 中学 大会タイ
ｱﾍﾞ ﾘﾅ 犀陵中
岩崎 ちひろ(3) 中学 大会タイ
ｲﾜｻｷ ﾁﾋﾛ 柳町中
西村 美希(2) 中学
ﾆｼﾑﾗ ﾐｷ 長野北部中
宮坂 奈緒(2) 中学
ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 櫻ヶ岡中
岸田 早由里(2) 中学
ｷｼﾀﾞ ｻﾕﾘ 飯山城北中
小林 奈々美(2) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 信濃中
加藤 詩萌(1) 中学
ｶﾄｳ ｼﾎ 裾花中
小林 舞音(1) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲﾈ 附属長野中
清水 美紀(2) 中学
ｼﾐｽﾞ ﾐｷ 犀陵中
中山 寛香(2) 中学
ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｶ 櫻ヶ岡中
盛田 沙英(1) 中学
ﾓﾘﾀ ｻｴ 更北中
熊倉 望(2) 中学
ｸﾏｸﾗ ﾉｿﾐ 更北中
高山 莉加(2) 中学
ﾀｶﾔﾏ ﾘｶ 長野北部中
富岡 沙都子(2) 中学
ﾄﾐｵｶ ｻﾄｺ 裾花中
森田 なつき(2) 中学
ﾓﾘﾀ ﾅﾂｷ 南宮中
塚田 美希(2) 中学
ﾂｶﾀﾞ ﾐｷ 附属長野中
高松 聖(2) 中学
ﾀｶﾏﾂ ﾋｼﾞﾘ 南宮中
武田 奈々美(1) 中学
ﾀｹﾀﾞ ﾅﾅﾐ 長野東部中
古平 彩(1) 中学
ｺﾀﾞｲﾗ ｱﾔ 篠ノ井東中
清水 鈴奈(2) 中学
ｼﾐｽﾞ ﾚｲﾅ 南宮中
秋山 怜美(1) 中学
ｱｷﾔﾏ ﾚﾐ 篠ノ井東中
高井 沙姫(1) 中学
ﾀｶｲ ｻｷ 柳町中
中岡 舞(1) 中学
ﾅｶｵｶ ﾏｲ 更北中
海野 早紀(1) 中学
ｳﾝﾉ ｻｷ 篠ノ井東中
松岡 沙紀(1) 中学
ﾏﾂｵｶ ｻｷ 柳町中
町田 安寿香(1) 中学
ﾏﾁﾀﾞ ｱｽｶ 川中島中
雲野 チェルシー(1) 中学
ｸﾓﾉ ﾁｪﾙｼｰ 信濃中
風間 麗海(1) 中学
ｶｻﾞﾏ ｳﾙﾐ 川中島中
佐藤 実季(2) 中学
ｻﾄｳ ﾐｷ 信濃中
上原 有香子(2) 中学
ｳｴﾊﾗ ﾕｶｺ 裾花中
山室 萌々菜(1) 中学 欠場
ﾔﾏﾑﾛ ﾓﾓﾅ 飯山城北中
山﨑 咲文香(1) 中学 欠場
ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾔｶ 川中島中
神田 英里香(2) 中学 欠場
ｶﾝﾀﾞ ｴﾘｶ 墨坂中
澤口 実侑(1) 中学 欠場
ｻﾜｸﾞﾁ ﾐﾕｳ 櫻ヶ岡中

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 30  5267

- - - O O O O XXX  1.50

2 31  4926
- - - - O O XO XXX  1.50

3 29  5166
- - - O O O XXX  1.45

4 33  4978
- - O XO XXX  1.35

5 27  4878
O O XO XXX  1.30

6 24  4584
O O XXX  1.25

6 26  5248
O O XXX  1.25

8 16  6290
O XO XXX  1.25

8 21  5272
O XO XXX  1.25

8 32  4971
O XO XXX  1.25

11 2  5475
O XXX  1.20

11 15  5505
O XXX  1.20

11 20  5158
O XXX  1.20

11 25  5249
O XXX  1.20

15 13  4429
XO XXX  1.20

15 17  5606
XO XXX  1.20

15 22  4433
XO XXX  1.20

15 23  5012
XO XXX  1.20

19 7  5301
XXO XXX  1.20

19 18  4435
XXO XXX  1.20

1  5297
XXX

3  4914
XXX

5  5469
XXX

6  5298
XXX

8  4916
XXX

10  6172
XXX

11  4598
XXX

12  6171
XXX

14  4586
XXX

19  5255
XXX

4  4904

9  6170

28  4284

34  4984



決勝 8月18日 12:00

県中新               5.59
大会新               4.94

原田 希央梨(3) 中学   4.91   4.96   4.62   4.85   4.73   4.64    4.96 大会新
ﾊﾗﾀﾞ ｷｵﾘ 飯山城北中   +1.8   +0.8   +2.7   -0.2   +0.8   +1.3    +0.8
田村 有利奈(2) 中学    X    X   4.78   4.40    X   4.89    4.89 
ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 坂城中   +0.9   +0.1   +0.8    +0.8
駒村 梨奈(3) 中学   4.75    X   4.73   4.49   4.68   4.88    4.88 
ｺﾏﾑﾗ ﾘﾅ 犀陵中   +1.5   +2.3   +1.0   +1.5   +0.6    +0.6
宮下 あかね(2) 中学    X   4.76   4.55    O    X   4.76    4.76 
ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ 坂城中    0.0   +0.1   +0.7     0.0
山岸 明紀穂(2) 中学   4.54   4.20   4.33    -    -   4.38    4.54 
ﾔﾏｷﾞｼ ｱｷﾎ 長野西部中   +0.2   +1.4   +1.1   +1.4    +0.2
田澤 まみこ(2) 中学   4.10   4.48   4.52    X   4.35   4.42    4.52 
ﾀｻﾞﾜ ﾏﾐｺ 広徳中   +0.1   +0.6   +2.3   +2.6   +1.3    +2.3
盛田 このみ(2) 中学    X   4.37   4.36   4.30   4.48   4.38    4.48 
ﾓﾘﾀ ｺﾉﾐ 信濃中   +1.2   +1.6   +1.0   +1.1   +1.7    +1.1
堀田 莉紗(1) 中学   4.09    X   4.33   4.42   4.28   4.47    4.47 
ﾎｯﾀ ﾘｻ 信濃中   +0.5   +0.5   +1.0   -0.1   +0.4    +0.4
坂井 桃菜美(1) 中学   4.27   4.11   4.31    4.31 
ｻｶｲ ﾐﾅﾐ 墨坂中   +1.1   +0.5   +0.9    +0.9
伊藤 萌花(2) 中学   4.31   4.25   4.02    4.31 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 附属長野中   +0.1   +0.8   +0.1    +0.1
宮之尾 久美(2) 中学   4.28   4.30   4.18    4.30 
ﾐﾔﾉｵ ｸﾐ 柳町中    0.0   +1.1   +0.8    +1.1
藤井 遥(1) 中学   4.22   4.20   4.24    4.24 
ﾌｼﾞｲ ﾊﾙｶ 櫻ヶ岡中   +0.8   -0.7   +1.1    +1.1
内村 友香(2) 中学   3.65   4.12   4.22    4.22 
ｳﾁﾑﾗ ﾄﾓｶ 川中島中   +0.1   +1.5    0.0     0.0
加藤 詩萌(1) 中学   4.21   4.21   4.06    4.21 
ｶﾄｳ ｼﾎ 裾花中    0.0   -1.3    0.0     0.0
倉石 依澄(2) 中学   4.16   4.05   3.93    4.16 
ｸﾗｲｼ ｲｽﾞﾐ 附属長野中   +1.7   +2.0   +0.6    +1.7
丸田 かおり(2) 中学   3.72   4.02    O    4.02 
ﾏﾙﾀ ｶｵﾘ 篠ノ井西中   +1.4   +1.9    +1.9
寺澤 南海(2) 中学   3.64   4.00   3.77    4.00 
ﾃﾗｻﾜ ﾐﾅﾐ 長野北部中   +0.7   +1.6   +0.7    +1.6
福田 みな美(1) 中学   3.99    X   3.89    3.99 
ﾌｸﾀﾞ ﾐﾅﾐ 更北中   +0.9   -0.6    +0.9
小林 音羽(1) 中学   3.96    O   3.92    3.96 
ｺﾊﾞﾔｼ ｵﾄﾊ 東北中   +0.4   -0.6    +0.4
青木 野々花(2) 中学   3.91   3.95    X    3.95 
ｱｵｷ ﾉﾉｶ 裾花中    0.0   +1.9    +1.9
湯本 すずね(1) 中学   3.62    O   3.94    3.94 
ﾕﾓﾄ ｽｽﾞﾈ 中野平中   +0.8   +1.9    +1.9
成澤 朋花(2) 中学   3.86    O   3.92    3.92 
ﾅﾙｻﾜ ﾄﾓｶ 山ノ内中   -0.8   -0.3    -0.3
小野 菜摘(2) 中学   3.78    O   3.91    3.91 
ｵﾉ ﾅﾂﾐ 櫻ヶ岡中   +0.7   +0.8    +0.8
土屋 友佳(1) 中学   3.88   3.80    O    3.88 
ﾂﾁﾔ ﾄﾓｶ 長野東部中   +1.6   +0.1    +1.6
丸石 風月(1) 中学   3.68    O   3.85    3.85 
ﾏﾙｲｼ ﾌﾂﾞｷ 相森中   +1.1   +0.6    +0.6
鈴木 晴花(1) 中学    X   3.78    X    3.78 
ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 墨坂中   +0.8    +0.8
佐藤 和(1) 中学    X    X   3.78    3.78 
ｻﾄｳ ﾅｺﾞﾐ 中野平中   +1.5    +1.5
西野入 萌利(1) 中学   3.71    O    O    3.71 
ﾆｼﾉｲﾘ ﾓｴﾘ 戸倉上山田中   -1.1    -1.1
堀川 愛佳(2) 中学   3.68    O    O    3.68 
ﾎﾘｶﾜ ﾏﾅｶ 長野北部中   +0.6    +0.6
渡邉 理紗(2) 中学    X    X   3.62    3.62 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻ 附属長野中    0.0     0.0
滝澤 遥香(2) 中学   3.59    O    O    3.59 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 墨坂中    0.0     0.0
松林 知里(2) 中学    X    X   3.54    3.54 
ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾁｻﾄ 篠ノ井西中   +0.7    +0.7
鈴木 朋香(2) 中学   3.50    O    O    3.50 
ｽｽﾞｷ ﾄﾓｶ 長野東部中   +0.2    +0.2
大日向 幸恵(1) 中学   3.48    O    X    3.48 
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾕｷｴ 柳町中   +0.3    +0.3
小林 楓(2) 中学    X   3.39    O    3.39 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ 長野北部中   -0.6    -0.6
倉石 ほのか(1) 中学   3.39    O    O    3.39 
ｸﾗｲｼ ﾎﾉｶ 長野東部中   +2.1    +2.1

35 7  5165

35 36  5018

33 31  5005

34 8  4913

31 18  4281

32 13  5322

29 24  5164

30 6  5619

26 21  4473

28 22  4053

25 17  4246

26 19  4291

23 49  4979

24 16  5013

21 23  4480

22 27  4344

19 35  5120

20 30  5251

17 25  5163

18 33  5474

15 32  5611

16 34  5326

13 40  5438

14 39  5248

11 38  4911

12 51  4982

9 37  4290

10 26  5609

7 43  4587

8 45  4595

5 44  5053

6 41  5529

3 47  5258

4 48  4031

1 46  4876
-5-

2 42  4029
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中学女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



熊木 彩也香(2) 中学   3.36    O    X    3.36 
ｸﾏｷ ｻﾔｶ 東北中   +1.8    +1.8
古平 恵都(1) 中学   3.33    O    O    3.33 
ｺﾀﾞｲﾗ ｹｲﾄ 相森中    0.0     0.0
倉持 杏都(1) 中学   3.27    O    O    3.27 
ｸﾗﾓﾁ ｱｽﾞ 更北中   +1.5    +1.5
田中 実澄穂(2) 中学   3.18    O    X    3.18 
ﾀﾅｶ ﾐｽﾞﾎ 高社中   -0.9    -0.9
中島 由貴(1) 中学   3.17    O    O    3.17 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷ 篠ノ井東中   -1.1    -1.1
奥村 莉帆(1) 中学   3.14    O    O    3.14 
ｵｸﾑﾗ ﾘﾎ 相森中   +0.3    +0.3
星河 日奈子(2) 中学   3.13    O    X    3.13 
ﾎｼｶﾜ ﾋﾅｺ 山ノ内中   -0.1    -0.1
峯村 有紀(1) 中学   3.12    O    O    3.12 
ﾐﾈﾑﾗ ﾕｷ 中野平中    0.0     0.0
寺内 麻水(1) 中学   3.02    O    O    3.02 
ﾃﾗｳﾁ ｱｻﾐ 篠ノ井東中   -0.6    -0.6
金井 美樹(1) 中学   2.77    O    X    2.77 
ｶﾅｲ ﾐｷ 篠ノ井東中    0.0     0.0
矢口 未佳(1) 中学    X   2.45    X    2.45 
ﾔｸﾞﾁ ﾐｶ 広徳中   +0.4    +0.4
清水 佑己奈(1) 中学   2.28    O    X    2.28 
ｼﾐｽﾞ ﾕｷﾅ 広徳中    0.0     0.0
矢島 なつみ(1) 中学    X    X    X
ﾔｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ 裾花中
高草木 真珠(1) 中学 欠場
ﾀｶｸｻｷﾞ ﾏｱｼﾞｭ 柳町中
橋本 真理子(1) 中学 欠場
ﾊｼﾓﾄ ﾏﾘｺ 櫻ヶ岡中

50  4981

29  5240

9  4915

47 2  5534

48 3  5532

45 4  5303

46 1  5299

43 12  4345

44 20  4483

41 5  5307

42 11  4247

39 15  5470

40 28  4493

37 14  5110
-5-

38 10  4250
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中学女子
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決勝 8月19日  9:00

県中新              13.49
大会新              11.17

井上 悦子(2) 中学 大会新
ｲﾉｳｴ ｴﾂｺ 櫻ヶ岡中
小山 彩綺(2) 中学
ｺﾔﾏ ｻｷ 相森中
桑原 絵里華(2) 中学
ｸﾜﾊﾗ ｴﾘｶ 栄中
小林 瑠(3) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾙｲ 栄中
飯森 加奈(2) 中学
ｲｲﾓﾘ ｶﾅ 長野北部中
大原 有彩(1) 中学
ｵｵﾊﾗ ｱﾘｻ 中野平中
狩野 咲希(2) 中学
ｶﾉｳ ｻｷ 川中島中
内川 さえ(1) 中学
ｳﾁｶﾜ ｻｴ 川中島中
青木 佑奈(2) 中学
ｱｵｷ ﾕｳﾅ 裾花中
林 真咲(1) 中学
ﾊﾔｼ ﾏｻｷ 櫻ヶ岡中
白石 友佳(1) 中学
ｼﾗｲｼ ﾕｶ 更北中
小林 誌歩(1) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾎ 信濃中
大庭 明莉(2) 中学
ｵｵﾊﾞ ｱｶﾘ 栄中
小林 真衣佳(1) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 犀陵中
吉田 桃子(2) 中学
ﾖｼﾀﾞ ﾓﾓｺ 裾花中
宮島 亜夕加(2) 中学
ﾐﾔｼﾞﾏ ｱﾕｶ 附属長野中
堀内 加菜(1) 中学
ﾎﾘｳﾁ ｶﾅ 東北中
安藤 友子(2) 中学
ｱﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｺ 広徳中
中岡 舞(1) 中学
ﾅｶｵｶ ﾏｲ 更北中
海沼 咲華(1) 中学
ｶｲﾇﾏ ｼｮｳｶ 東北中
清水 芙希(2) 中学
ｼﾐｽﾞ ﾌｷ 南宮中
宮原 真(1) 中学
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾏｺﾄ 犀陵中
峰村 采花(1) 中学
ﾐﾈﾑﾗ ｱﾔｶ 広徳中
足立 瑠莉子(1) 中学
ｱﾀﾞﾁ ﾙﾘｺ 飯山城北中
山田 紗弥子(2) 中学
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔｺ 裾花中
平塚 栞(1) 中学
ﾋﾗﾂｶ ｼｵﾘ 信濃中
山口 未来(1) 中学
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾗｲ 長野北部中
安藤 秋恵(1) 中学
ｱﾝﾄﾞｳ ｱｷｴ 信濃中
高橋 栞(1) 中学 欠場
ﾀｶﾊｼ ｼｵﾘ 川中島中

  4.54 

2  6167

  4.59 

28 11  4593
 3.61  4.54  4.23

  4.98 

27 1  5174
 4.53  4.59  4.58

  5.37 

26 9  4599
 4.98  4.95  4.76

  5.44 

25 17  5250
 5.37  4.42  4.59

  5.80 

24 4  4898
 5.44  5.30  5.12

  5.80 

23 14  5524
 5.40  5.80  4.83

  5.83 

22 7  5275
 5.25  5.42  5.80

  5.88 

21 12  4428
 5.63  5.52  5.83

  5.98 

20 6  5122
 5.88  5.73  5.77

  6.06 

19 18  5469
 5.84  5.98  5.25

  6.06 

18 21  5521
 5.61  6.06  5.42

  6.08 

17 10  5121
 6.02  6.06  5.74

  6.09 

16 5  5618
 5.99  5.87  6.08

  6.10 

15 8  5253
 5.17  5.83  6.09

  6.18 

14 15  5260
 5.74  5.73  6.10

  6.25 

13 20  4792
 6.18  5.67  6.13

  6.56 

12 13  4594
 5.83  6.25  5.89

  6.58 

11 19  5477
 6.56  6.32  6.55

  6.64 

10 29  4985
 6.58  5.70  5.86

 6.48  6.48  5.60   6.86 

9 22  5252
 6.64  6.05  6.23

 7.03  7.25  6.65   7.34 

8 3  6168
 6.86  5.67  5.87

 7.35  7.59  7.16   7.59 

7 23  5455
 7.34  6.85  7.12

 6.70  6.52  7.64   7.64 

6 16  4479
 7.35  7.14  6.94

 8.06  7.45  7.35   8.36 

5 24  5156
 6.68  6.03  6.41

 8.63  8.96  8.95   8.96 

4 25  4790
 8.36  7.37  8.14

  X  8.99  9.45   9.72 

3 26  4793
 7.61  8.65  8.71

10.85 11.21 11.01  11.66 

2 27  4256
 9.26  9.72  9.28

1 28  4970
10.44 11.66 10.92

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



決勝 8月18日 15:00

県中新              43.37
大会新              41.77

横田 彩夏(3) 中学
ﾖｺﾀ ｱﾔｶ 犀陵中
平間 莉沙(3) 中学
ﾋﾗﾏ ﾘｻ 三陽中
小林 音羽(1) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ｵﾄﾊ 東北中
太田 杏優(1) 中学
ｵｵﾀ ｱﾕ 東北中
越渓 純(2) 中学
ｺｼﾀﾆ ｼﾞｭﾝ 三陽中
清水 梨花(2) 中学
ｼﾐｽﾞ ﾘｶ 更北中
上倉 由緒子(3) 中学
ｶﾐｸﾗ ﾕﾕｺ 栄中
井上 悦子(2) 中学
ｲﾉｳｴ ｴﾂｺ 櫻ヶ岡中
田中 美穂(2) 中学
ﾀﾅｶ ﾐﾎ 三陽中
北村 夏実(3) 中学
ｷﾀﾑﾗ ﾅﾂﾐ 犀陵中
森田 なつき(2) 中学
ﾓﾘﾀ ﾅﾂｷ 南宮中
萬年 愛葉(2) 中学
ﾏﾝﾈﾝ ﾔｽﾊ 中野平中
小林 千夏(1) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ 長野東部中
関澤 みゆ(1) 中学
ｾｷｻﾞﾜ ﾐﾕ 長野東部中
小林 珠菜(1) 中学 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾏﾅ 長野東部中

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 15  5259

  O   O 34.19   O   O   O  34.19 

2 12  5102
  O 31.90   O   O   O   O  31.90 

3 6  5120
  O 30.39   O   O   O   -  30.39 

4 14  5129
  O 22.77   O   O 30.13   -  30.13 

5 9  5087
  O   O 28.29   O   O   O  28.29 

6 11  5502
  O 24.68   O   O 26.70   O  26.70 

7 10  4799
24.20   O   O   -   -   -  24.20 

8 16  4970
  O 24.15   O   -   O   O  24.15 

9 7  5079
  O 20.71   O  20.71 

10 13  5262
  X 20.59   O  20.59 

11 2  4429
  O   O 19.57  19.57 

12 8  4469
  O 14.53   O  14.53 

13 5  5010
  O   O 10.93  10.93 

14 4  5019
  X   O 10.18

3  5015

 10.18 



決勝 8月18日 15:00

県中新              43.37
大会新              41.77

宮澤 真優(3) 中学 県中新
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾕ 上田五中

ｵｰﾌﾟﾝ中学女子

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

 43.39 
1 1  4262

  O 43.39   O
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