
決勝 10月7日 11:10

日本記録             8.08
県記録        
大会記録      

風速 +1.7

 1 青木 江里(3)      8.98 
ｱｵｷｴﾘ 佐久市

 2 中嶋 佳子(3)     10.01 
ﾅｶｼﾞﾏｹｲｺ 佐久市

決勝 10月7日 11:10

日本記録             7.99
県記録               8.56
大会記録             8.58

風速 +1.7

 1 中村智子(4)      8.47 
ﾅｶﾑﾗﾄﾓｺ 長野市

決勝 10月7日 11:10

日本記録             7.98
県記録               9.11
大会記録      

風速 +1.7

 1 安田 弘江(4)      8.54 
ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛｴ 木曽町
大澤 志織(4)
ｵｵｻﾜ ｼｵﾘ 富山県

決勝 10月7日 11:10

日本記録             8.90
県記録               8.90
大会記録             8.90

風速 +1.7

 1 井尻 けさ代(6)      9.50 
ｲｼﾞﾘｹｻﾖ 千曲市

決勝 10月7日 11:10

日本記録             9.80
県記録              11.45
大会記録            11.91

風速 +1.7

 1 鶴見 文子(7)     12.11 
ﾂﾙﾐ ﾌﾐｺ 安曇野市

女子W35

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   622

3   755

女子W40

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   709

県新・大会新

女子W45

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   532

県新
5     7

欠場

女子W60

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   148

女子W70

60m                 

決勝

8   284
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月7日  9:50

日本記録            12.51
県記録              14.60
大会記録            14.75

風速 -0.5

 1 青木 江里(3)     14.88 
ｱｵｷｴﾘ 佐久市

 2 大坪 裕(3)     15.17 
ｵｵﾂﾎﾞ ﾕﾀｶ 飯田市

 3 中嶋 佳子(3)     16.55 
ﾅｶｼﾞﾏｹｲｺ 佐久市

決勝 10月7日  9:50

日本記録            12.76
県記録              13.53
大会記録            14.41

風速 -0.5

 1 西澤 香(4)     14.26 
ﾆｼｻﾞﾜｶｵﾘ 長野市
大澤 志織(4)
ｵｵｻﾜ ｼｵﾘ 富山県

決勝 10月7日  9:50

日本記録            14.41
県記録              14.83
大会記録            14.83

風速 -0.5

 1 井尻 けさ代(6)     15.59 
ｲｼﾞﾘｹｻﾖ 千曲市

決勝 10月7日  9:50

日本記録            15.78
県記録              18.78
大会記録            19.05

風速 -0.5

 1 鶴見 文子(7)     20.84 
ﾂﾙﾐ ﾌﾐｺ 安曇野市

8   284
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7   148

女子W70

100m

決勝

女子W60

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   518
大会新

6     7
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   755

女子W45

100m

決勝

2   622

3   407

女子W35

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月7日 13:55

日本記録            26.52
県記録              26.52
大会記録      

風速 +0.3

 1 曽我 志保子(2)     33.94 
ｿｶﾞ ｼﾎｺ 岐阜県

決勝 10月7日 13:55

日本記録            29.92
県記録              30.44
大会記録            31.30

風速 +0.3

 1 井尻 けさ代(6)     32.59 
ｲｼﾞﾘｹｻﾖ 千曲市

女子SW25

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3     6

女子W60

200m

決勝

4   148
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月7日  9:30

日本記録          2,26.02
県記録        
大会記録      

 1 曽我 志保子(2)   2,58.70 
ｿｶﾞ ｼﾎｺ 岐阜県

決勝 10月7日  9:30

日本記録          2,33.47
県記録            2,59.10
大会記録          3,03.58

 1 友野 優子(5)   3,09.17 
ﾄﾓﾉ ﾏｻｺ 伊那市

女子SW25

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2     6

女子W55

800m                

決勝

3   272
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月7日 14:15

日本記録          4,36.34
県記録            5,01.78
大会記録          5,01.78

 1 大矢 優子(3)   5,10.46 
ｵｵﾔﾕｳｺ 長野市

決勝 10月7日 14:15

日本記録          5,09.70
県記録            6,04.40
大会記録          6,14.94

 1 友野 優子(5)   6,17.79 
ﾄﾓﾉ ﾏｻｺ 伊那市

決勝 10月7日 14:15

日本新            5,30.81
県新              6,33.71
大会新            6,33.71

 1 薩摩林 一代(6)   7,03.66 
ｻﾂﾏﾊﾞﾔｼｶｽﾞﾖ 長野市

18   672
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

17   272

女子W60

1500m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

16   680

女子W55

1500m               

決勝

女子W30

1500m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月7日 11:45

日本記録         10,09.3 
県記録           11,09.04
大会記録         12,42.00

 1 小穴 こず江(4)  13,02.38 
ｵｱﾅ ｺｽﾞｴ 松本市

決勝 10月7日 11:45

日本記録         11,07.35
県記録           13,00.71
大会記録         13,00.71

 1 友野 優子(5)  12,59.49 
ﾄﾓﾉ ﾏｻｺ 伊那市

決勝 10月7日 11:45

日本記録         11,42.5
県記録           13,25.94
大会記録         13,28.08

 1 薩摩林 一代(6)  14,13.86 
ｻﾂﾏﾊﾞﾔｼｶｽﾞﾖ 長野市

14   672
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

13   272
県新・大会新

女子W60

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

12   728

女子W55

3000m               

決勝

女子W40

3000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月7日 10:30

 1 小穴 こず江(4)  22,21.57 
ｵｱﾅ ｺｽﾞｴ 松本市

No. 氏  名 所属名 記録／備考
14   728

女子W40

5000m

決勝

順



決勝 10月7日 13:05

日本記録            11.77
県記録              13.2 
大会記録            13.32

風速 +2.0

 1 中村智子(4)     13.05 
ﾅｶﾑﾗﾄﾓｺ 長野市

決勝 10月7日 13:05

日本記録            12.81

風速 +2.0

 1 安田 弘江(4)     13.56 
ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛｴ 木曽町

3   532
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   709
県新・大会新

女子W45

80mH(0.762)

決勝

女子W40

80mH(0.762)         

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月7日 12:00

西澤 香(4)
ﾆｼｻﾞﾜｶｵﾘ 長野市 記録なし

決勝 10月7日 12:00

日本記録             1.31
県記録        

宮澤 玲子(5)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾚｲｺ 駒ヶ根市

女子W45

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m21 1m24 備考1m15 1m18 1m27 1m30
2   518

- - - - - XXX

女子W55

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m15 1m18 1m21 1m24 1m27 1m30 記録 備考
1 1   603

XO O XXO  1.21XXX



決勝 10月7日 11:00

日本記録             5.72
県記録               4.97
大会記録             4.93

大坪 裕(3)    X    X   3.99   3.87    3.99 
ｵｵﾂﾎﾞ ﾕﾀｶ 飯田市   -0.4   +0.1    -0.4

決勝 10月7日 11:00

日本記録             5.52
県記録               5.52
大会記録      

安田 弘江(4)   5.06    X   3.31   4.91    5.06 
ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛｴ 木曽町   -0.1    0.0   -0.5    -0.1
西澤 香(4)   4.87   4.61    X   5.01    5.01 
ﾆｼｻﾞﾜｶｵﾘ 長野市   -0.3   -1.7   +0.6    +0.6

決勝 10月7日 11:00

日本記録             3.99
県記録               2.99
大会記録             2.60

鶴見 文子(7)   2.55   2.61   2.69   2.53    2.69 大会新
ﾂﾙﾐ ﾌﾐｺ 安曇野市   +0.3    0.0   +1.7   +0.7    +1.7

1 1   284
-3- -4- -5-所属名 -1- -2- -6- 記録 備考

女子W70

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

記録 備考
1 3   532

2 2   518

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

1 4   407
-5-

女子W45

走幅跳

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

女子W35

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 10月7日 10:40

日本記録            11.71
県記録               8.38
大会記録             7.64

中村智子(4) 大会新
ﾅｶﾑﾗﾄﾓｺ 長野市

決勝 10月7日 10:40

日本記録            11.91
県記録               9.39
大会記録             9.31

村上 美乃(5)
ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾉ 静岡県
建部 園枝(5)
ﾀﾃﾍﾞ ｿﾉｴ 新潟県

決勝 10月7日 10:40

日本記録            10.63
県記録               8.24
大会記録             7.85

市川 節子(6) 大会新
ｲﾁｶﾜ ｾﾂｺ 安曇野市

決勝 10月7日 10:40

日本記録             9.66
県記録               7.02
大会記録             6.66

馬場 重子(7) 大会新
ﾊﾞﾊﾞｼｹﾞｺ 千曲市

女子W40

砲丸投4.0

決勝

順位 試技 -6-ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -5-

  7.76 

記録

女子W55

備考-3- -4--1- -2-

砲丸投3.0

1 5   709
 7.74  7.62  7.46  7.76

-6-

決勝

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

 8.05   X  7.92  7.96

所属名

  8.05 

2 1     8
 6.62  6.37  6.35  6.53

-6-

  6.62 

女子W65

砲丸投3.0

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 -1- -2- -3- -4- -5-

所属名

記録 備考
1 1   153

 7.53  7.70  7.89  7.88

-6-

  7.89 

女子W70

砲丸投3.0           

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

 6.01

-1- -2- -3- -4- -5-

  6.79 

記録 備考
1 1   163

 6.01  6.79  6.59



決勝 10月7日 13:40

日本記録            31.54
県記録              22.78
大会記録            25.64

村上 美乃(5)
ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾉ 静岡県

決勝 10月7日 13:40

日本記録            29.42
県記録              20.93
大会記録            23.13

市川 節子(6)
ｲﾁｶﾜ ｾﾂｺ 安曇野市

決勝 10月7日 13:40

日本記録            28.63
県記録              18.59
大会記録            14.83

馬場 重子(7)
ﾊﾞﾊﾞｼｹﾞｺ 千曲市

備考

女子W55

円盤投1.0

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

22.62   X

-3- -4--1- -2- -5- -6-

  O  22.62 

記録

女子W65

円盤投1.0           

1 4     5
  O

-6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5-

所属名

記録 備考
1 3   153

  X 19.57   O   O

-6-

 19.57 

女子W70

円盤投1.0           

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

  X

-1- -2- -3- -4- -5-

 14.61 

記録 備考
1 2   163

  X 14.61   O



決勝 10月7日  9:30

日本記録            38.74
県記録              15.95
大会記録            23.33

村上 美乃(5)
ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾉ 静岡県

女子W55

ハンマー投3.0

決勝

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

  X  23.01 
1 1     5

  O 23.01   O



決勝 10月7日 11:40

曽我 志保子(2)
ｿｶﾞ ｼﾎｺ 岐阜県

決勝 10月7日 11:40

日本記録            35.25
県記録              25.38
大会記録            22.11

建部 園枝(5)
ﾀﾃﾍﾞ ｿﾉｴ 新潟県

決勝 10月7日 11:40

日本記録            33.94
県記録              20.48
大会記録            31.32

市川 節子(6)
ｲﾁｶﾜ ｾﾂｺ 安曇野市

 18.88 

記録 備考
1 2   153

  O 18.88   X   O

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

 20.56 

女子W65

やり投0.4           

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

記録 備考
1 3     8

  O 20.56   X   X

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

やり投0.5

1 4     6
  O   O 12.77   O  12.77 

記録

女子W55

備考

女子SW25

やり投0.6

決勝

順位 試技 -6-ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -5--3- -4--1- -2-


