
第５３回長野県陸上競技春季大会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森　茂幸
兼第５６回東海陸上競技選手権大会予選・第６８回国民体育大会陸上競技予選 跳躍審判長 浦野　義忠
主催：(一財)長野陸上競技協会 投擲審判長 伊藤　利博
【開催日】 平成25年4月26日(金)～27日(土) 記録主任： 竹内　秀樹
【主催団体】 長野陸上競技協会 決勝記録一覧表
(GR:大会新,KR GR:県新) 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
 4/27 女子  -0.3鈴木 千穂(3) 12.68 林 美朱(3) 12.79 西村 佳菜子(3) 12.85 加藤 恭香(2) 12.95 森本 知隼(2) 13.00 小澤 詩歩(2) 13.01 木村 凌(2) 13.16 田中 美沙(3) 13.36

100m 長野吉田高 上田染谷丘高 信明中 上田東高 塩尻中 松本県ヶ丘高 豊科北中 中京大
 4/26  +0.1鈴木 千穂(3) 25.89 田中 美沙(3) 26.27 ディアスタイナ(3) 26.67 西村 佳菜子(3) 26.89 加藤 恭香(2) 26.98 望月 絵美(1) 27.12 清水 未来 27.35 唐澤 美玲(2) 27.48

200m 長野吉田高 中京大 松商学園高 信明中 上田東高 至学館大 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ 長野日大高
 4/27 内山 成実(3) 59.04 山﨑 菜月(3) 59.94 長村 紋(1) 1:01.08 上條 麻奈(2) 1:01.90 原田 麻亜(3) 1:02.92 北田 芽衣(3) 1:03.33 舟島 春香(3) 1:03.79

400m 長野吉田高 上田高 松本大 松本深志高 東海大三高 長野日大高 木曽青峰高
 4/26 山﨑 菜月(3) 2:15.88 小合 沙季(2) 2:18.45 塩崎 葵(1) 2:18.67 村上 りさ子(3) 2:20.02 上條 麻奈(2) 2:21.67 北田 芽衣(3) 2:23.74 弓田 玲(2) 2:25.15 白坂 舞(3) 2:28.81

800m 上田高 丸子修学館高 長野東高 長野吉田高 松本深志高 長野日大高 長野東高 松商学園高
 4/27 河西 いづみ(3) 4:41.05 川上 綾香(2) 4:42.51 塩崎 葵(1) 4:43.98 中村 智美(1) 4:45.83 小林 真帆(3) 4:48.90 岩波 香奈(3) 4:50.11 千野 恵実(3) 4:52.33 弓田 玲(2) 4:54.62

1500m 東海大三高 長野東高 長野東高 長野東高 長野高 小諸高 戸倉上山田中 長野東高
 4/26 小口 雪音(2) 9:46.44 北林 由里(3) 9:54.26 玉城 かんな(2) 9:56.41 竹内 優花(3) 10:13.80 岩波 香奈(3) 10:20.87 小林 希良莉(1) 10:22.25 千野 恵実(3) 10:25.24 甘利 祐子(1) 10:31.05

3000m 長野東高 長野東高 長野東高 戸倉上山田中 小諸高 長野東高 戸倉上山田中 佐久長聖高
 4/26 岩波 香奈(3) 18:19.08

5000m 小諸高
 4/27  +0.6宮澤 七夕子(3) 15.34 小山 綾菜(2) 15.58 市岡 奈月(3) 15.82 和田 美彩子(3) 15.98 大日方 紗愛(1) 16.34 奥島 美空(3) 16.86 風間 春香(3) 17.04 征矢 希(3) 17.28

100mH(0.838m) 信州大 長野吉田高 松本蟻ヶ崎高 信州大 中京大 松商学園高 市立長野高 伊那西高
 4/27  -1.0吉村 彩加(1) 16.82 中山 寛香(3) 17.61 池田 好(3) 17.62 小口 ゆり(3) 18.05 安田 若菜(1) 18.41 加納 南菜子(3) 19.07 後藤 彩衣(2) 19.57

100mYH(0.762+8 長野高 櫻ヶ岡中 長峰中 浅間中 木曽青峰高 芦原中 塩尻広陵中
 4/26 瀧澤 彩(1) 1:00.12 内山 成実(3) 1:01.78 佐藤 静香(1) 1:03.87 和田 美彩子(3) 1:05.26 小山 綾菜(2) 1:07.27 風間 春香(3) 1:07.74 高野 雅子(3) 1:10.26 古川 葉月(3) 1:12.99

400mH(0.762m) 慶應大 GR 長野吉田高 GR 新潟医療福祉大 信州大 長野吉田高 市立長野高 大町高 飯山北高
 4/26 大和 千秋 24:36.70 吉田 英里子(3) 25:46.59 中島 和華(2) 28:01.22 牛山 杏香(2) 29:58.81 渡邉 幸穂(3) 32:26.23

5000m競歩 飯田病院 東海大三高 上田染谷丘高 松川高 伊那西高
 4/26 有賀 楓子(2) 1.60 小野 美紗(2) 篠ﾉ井高 1.55 山我 杏寿実(2) 1.55 間嶋 美優(3) 1.50 新井 咲(1) 1.45 水庫 郁実(3) 長野西高 1.40

走高跳 新潟医療福祉大 今村 久美子(M) 福大院 野沢北高 佐久長聖高 松商学園高 中村 繭子(3) 木曽青峰高
中村 芽以(3) 松本美須々ｹ高

 4/27 高原 乃友莉(3) 3.20 原 奈津美(3) 3.00 田中 優奈(3) 2.70 両角 果穂(3) 2.60 長谷部 万葉(3) 更北中 2.40 小林 奏(2) 2.20 金屋 千奈帆(2) 2.00
棒高跳 篠ﾉ井高 上伊那農業高 諏訪清陵高 諏訪二葉高 加賀見 麻里(3) 永明中 丸子北中 上田第五中

 4/27 三澤 涼子 5.62(-0.2) 田中 美沙(3) 5.48(-1.4) 市岡 奈月(3) 5.34(-1.1) 青木 ありさ(1)5.25(+0.9) 小澤 詩歩(2) 5.21(+0.6) 中村 芽以(3) 5.08(+0.8) 深沢 たまき(3)5.06(-0.6) 中曽根沙耶(3)4.96(+0.1)
走幅跳 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ 中京大 松本蟻ヶ崎高 新潟医療福祉大 松本県ヶ丘高 松本美須々ｹ高 松代高 長野日大高

 4/26 三澤 涼子 12.86(+3.8) 西澤 香 10.85(+3.4) 大日方紗愛(1)10.59(+3.4) 花岡 美憂(3)10.32(+1.4) 栗空亜沙美(1)9.63(+2.9)
三段跳 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 中京大 上田東高 木曽青峰高

 4/27 山口 萌々(3) 10.84 佐藤 芹香(1) 10.73 黒岩 志帆(3) 10.53 巣山 夏歩(3) 10.46 中川 希(2) 9.85 柄澤 真野(3) 9.70 井上 悦子(3) 9.59 佐藤 ゆきの(2) 9.12
砲丸投 豊科高 佐久長聖高 須坂園芸高 丸子修学館高 松商学園高 長野西高 櫻ヶ岡中 松商学園高

 4/26 山口 萌々(3) 34.39 柄澤 真野(3) 33.71 志知 鈴菜(3) 32.45 重田 佐友里(3) 31.66 依田 菜月(3) 31.04 出口 真奈美(3) 28.78 巣山 夏歩(3) 28.73 吉澤 涼夏(2) 27.50
円盤投 豊科高 長野西高 梓川高 梓川高 文化学園長野高 塩尻志学館高 丸子修学館高 篠ﾉ井高

 4/27 中島 未歩(3) 54.54 黒岩 美怜(2) 36.99 江嶋 優(4) 36.49 依田 菜月(3) 35.67
ﾊﾝﾏｰ投 中京大 KR GR 長野高 信州大 文化学園長野高

 4/27 塩島 絵未 45.29 井口 華穂(3) 42.87 濵 麗(3) 38.82 羽鳥 萌子(2) 36.17 竹内 恵(2) 35.60 新津 まり菜(2) 35.51 中村 繭子(3) 32.87 伊藤 彩佳(3) 30.81
やり投 北安曇郡陸協 市立長野高 豊科高 長野東高 長野日大高 野沢南高 木曽青峰高 明科高

 4/26 松商学園高       49.68 長野吉田高       49.96 長野日大高(A)      50.26 飯田風越高       50.89 大町高       52.04 文化学園長野高      52.11 信州大       52.62 市立長野高       58.45
4×100m 中村 泉紀(3) 黒岩 夏都妃(2) 戸田 麻由(2) 小澤 未菜(2) 澁谷 麻友(2) 下岡 夕奈(3) 中山 結美子(4) 井口 華穂(3)

モラード 華(2) 小山 綾菜(2) 外谷 理緒奈(3) 三石 奈穂(2) 藤澤 紗也(3) 信太 ひなの(2) 宮澤 七夕子(3) 高島 美咲(2)
奥島 美空(3) 高山 桃佳(3) 山口 晏奈(1) 清水 真希(3) 高野 雅子(3) 依田 菜月(3) 和田 美彩子(3) 村松 広捺(3)
ディアスタイナ(3) 鈴木 千穂(3) 唐澤 美玲(2) 柴田 佳歩(3) 降旗 菜津美(1) 清水 香那(2) 榊原 南実(1) 風間 春香(3)

 4/27 長野吉田高     3:59.90 長野日大高(A)    4:11.25 飯田風越高     4:13.30 長野高     4:13.43 木曽青峰高     4:15.25 篠ﾉ井高     4:15.56 丸子修学館高    4:16.47 松本蟻ヶ崎高    4:16.54
4×400m 小山 綾菜(2) GR 戸田 麻由(2) 三石 奈穂(2) 川村 吉乃(2) 小谷 彩乃(3) 髙橋 梓(2) 佐藤 くるみ(3) 山村 彩花(2)

内山 成実(3) 北田 芽衣(3) 清水 真希(3) 中村 夏生(3) 沢井 千花(3) 高原 乃友莉(3) 菅沼 真衣(2) 折橋 真生(3)
鈴木 千穂(3) 外谷 理緒奈(3) 菅沼 真洸(1) 小林 真帆(3) 征矢 望(2) 武村 結香(1) 片桐 穂花(1) 赤羽 美柚(1)
村上 りさ子(3) 山口 晏奈(1) 柴田 佳歩(3) 和田 聖奈(2) 舟島 春香(3) 小野 美紗(2) 小合 沙季(2) 市岡 奈月(3)

 4/27 ｵｰﾌﾟﾝ女子 信州大     4:12.66
4×400m 中山 結美子(4)

出口 和佳奈(2)
金子 芽衣(3)
和田 美彩子(3)



予選 4月27日  9:00
準決勝 4月27日 13:40
決勝 4月27日 15:20

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)                    12.00 山内　範子                   体育センター     1981        

[ 1組] 風速 -5.1 [ 2組] 風速 -2.7

 1 林 美朱(3)     13.48 Q  1 高橋 美凪(2)     13.33 Q
ﾊﾔｼ ﾐｱｶ 上田染谷丘高 ﾀｶﾊｼ ﾆﾅｷﾞ 諏訪清陵高

 2 臼井 美紅(2)     13.94  2 山田 愛(2)     13.55 
ｳｽｲ ﾐｸ 豊科北中 ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 豊科高

 3 宮武 志帆(3)     14.46  3 黒岩 夏都妃(2)     13.64 
ﾐﾔﾀｹ ｼﾎ 長野西高 ｸﾛｲﾜ ﾅﾂｷ 長野吉田高

 4 青木 美桜那(3)     14.93  4 中井 遙菜(2)     13.72 
ｱｵｷ ﾐｵﾅ 菅野中 ﾅｶｲ ﾊﾙﾅ 豊科北中

 5 大沼 葉月(2)     15.15  5 榊原 南実(1)     13.84 
ｵｵﾇﾏ ﾊﾂﾞｷ 田川高 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾐﾅﾐ 信州大

 6 清水 千亜紀(2)     16.04  6 宮本 菜央(3)     14.57 
ｼﾐｽﾞ ﾁｱｷ 望月AC ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ 長峰中

 7 桜井 菜緒(3)     16.26  7 渡邉 美南(2)     15.14 
ｻｸﾗｲ ﾅｵ ｲｲﾀﾞｼｭAC ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾐ 芦原中

 8 小山 舞(2)     16.55  8 船坂 望(3)     15.86 
ｺﾔﾏ ﾏｲ 長野商業高 ﾌﾅｻｶ ﾉｿﾞﾐ 菅野中

[ 3組] 風速 -3.0 [ 4組] 風速 -2.9

 1 森本 知隼(2)     13.25 Q  1 加藤 恭香(2)     13.08 Q
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 塩尻中 ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東高

 2 戸田 麻由(2)     13.45 q  2 菅沼 美風(2)     13.32 q
ﾄﾀﾞ ﾏﾕ 長野日大高 ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 松川JAC

 3 石井 芽衣(3)     13.83  3 御子柴 優花(2)     13.63 
ｲｼｲ ﾒｲ 長野商業高 ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 鉢盛中

 4 下島 彩夢(2)     13.98  4 武村 結香(1)     14.06 
ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ 伊那北高 ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ 篠ﾉ井高

 5 遊橋 里佳子(3)     14.58  5 出口 真奈美(3)     14.30 
ﾕｳﾊｼ ﾘｶｺ 明科高 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ 塩尻志学館高

 6 中島 萌々香(2)     14.70  6 赤塩 朋(3)     15.19 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾓﾓｶ 菅野中 ｱｶｼｵ ﾄﾓ 裾花中

 7 池田 好(3)     14.76  7 廣瀬 由梨奈(3)     15.41 
ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ 長峰中 ﾋﾛｾ ﾕﾘﾅ 塩尻広陵中

 8 名澤 幸香(2)     14.98 
ﾅｻﾞﾜ ﾕｷｶ 更級農業高

 9 諏訪 春乃(2)     17.42 
ｽﾜ ﾊﾙﾉ 上諏訪中

[ 5組] 風速 +0.7 [ 6組] 風速 -1.6

 1 加納 茉弥(1)     13.27 Q  1 外谷 理緒奈(3)     13.37 Q
ｶﾉｳ ﾏﾔ 長野西高 ﾄﾔ ﾘｵﾅ 長野日大高

 2 清水 未来     13.34 q  2 清水 真希(3)     13.42 q
ｼﾐｽﾞ ﾐｸ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ ｼﾐｽﾞ ﾏｷ 飯田風越高

 3 畑 瑠衣菜(2)     13.68  3 山田 花菜(3)     13.86 
ﾊﾀ ﾙｲﾅ 穂高商業高 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 岡谷東部中

 4 原田 結希(3)     13.85  4 前澤 朱音(1)     14.04 
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷ 塩尻志学館高 ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 創造学園高

 5 小林 珠菜(2)     14.02  5 小林 みずほ(2)     14.35 
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀﾏﾅ 長野東部中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞﾎ 上諏訪中

 6 長谷川 流奈     14.63  6 勝野 美希(2)     14.43 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾙﾅ 上諏訪陸上ｸﾗﾌﾞ ｶﾂﾉ ﾐｷ 穂高商業高

 7 中村 葵(2)     14.78  7 氣賀澤 柚希(2)     15.01 
ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 芦原中 ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ 赤穂中

 8 高見沢 菜央(2)     15.64  8 荒井 祐里奈(3)     15.26 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾅｵ 上田第五中 ｱﾗｲ ﾕﾘﾅ 浅間中

 9 三澤 結(3)     16.12 
ﾐｻﾜ ﾕｲ 塩尻中
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[ 7組] 風速 -1.4 [ 8組] 風速 -1.9

 1 西村 佳菜子(3)     12.94 Q  1 鈴木 千穂(3)     12.91 Q
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 信明中 ｽｽﾞｷ ﾁﾎ 長野吉田高

 2 山崎 萌々子(1)     13.62  2 高橋 梓(2)     13.53 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 中野平中 ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ 篠ﾉ井高

 3 湯本 珠実(2)     13.78  3 菊原 麻由奈(2)     13.59 
ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 豊科北中 ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ 佐久長聖高

 4 菅沼 真洸(1)     13.82  4 澁谷 麻友(2)     13.69 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 飯田風越高 ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕ 大町高

 5 栁澤 光季子(3)     14.44  5 西澤 羽純(3)     14.19 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐｷｺ 浅間中 ﾆｼｻﾞﾜ  ﾊｽﾐ 豊科北中

 6 小島 萌(2)     14.55  6 高見 李那(3)     14.48 
ｺｼﾞﾏ ﾓｴ 木曽青峰高 ﾀｶﾐ ﾘﾅ 長峰中

 7 大平 有紀奈(3)     14.62  7 田邉 美森(3)     14.94 
ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｷﾅ 下伊那農業高 ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾓﾘ 上諏訪中

 8 塚田 知香(3)     15.75  8 築島 由理恵(2)     15.10 
ﾂｶﾀﾞ ﾁｶ 菅野中 ﾂｷｼﾏ ﾕﾘｴ 松川JAC

 9 三井 咲良(2)     16.08 
ﾐﾂｲ ｻｸﾗ 上諏訪中

[ 9組] 風速 -2.2 [ 10組] 風速 -3.3

 1 齊藤 静花(2)     13.34 Q  1 木村 凌(2)     13.31 Q
ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ 豊科北中 ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 豊科北中

 2 モラード 華(2)     13.47 q  2 中村 泉紀(3)     13.42 q
ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園高 ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 松商学園高

 3 関  遥(2)     14.14  3 阿部 真里香(2)     13.81 
ｾｷ  ﾊﾙｶ 上田西高 ｱﾍﾞ ﾏﾘｶ 佐久長聖高

 4 土屋 かなめ(2)     14.42  4 倉沢 果歩(3)     14.15 
ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 望月AC ｸﾗｻﾜ ｶﾎ 鉢盛中

 5 中島 史穗(3)     15.46  5 小松 紗菜(2)     14.41 
ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾎ 菅野中 ｺﾏﾂ  ｻﾅ 長野東部中

 6 溝尾 彩夏(2)     15.50  6 小林 侑生(2)     14.67 
ﾐｿﾞｵ ｱﾔｶ 塩尻志学館高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 菅野中

 7 池井 陽子(2)     14.68 
ｲｹｲ ﾖｳｺ 木曽青峰高

 8 清水 晶絵(1)     15.10 
ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ 小諸高

 9 岩佐 眞歩(3)     15.46 
ｲﾜｻ ﾏﾅﾎ 岡谷東高

[ 11組] 風速 -2.5 [ 12組] 風速 -3.1

 1 降旗 菜津美(1)     13.37 Q  1 髙橋 奈弓(2)     13.18 Q
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町高 ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東高

 2 八釼 夏帆(3)     13.58  2 小澤 詩歩(2)     13.43 q
ﾔﾂﾙｷﾞ ｶﾎ 松本県ヶ丘高 ｵｻﾞﾜ ｼﾎ 松本県ヶ丘高

 3 征矢 望(2)     13.84  3 樋口 香苗(2)     14.04 
ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 木曽青峰高 ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ 茅野北部中

 4 依田 恵(3)     14.31  4 常盤 みのり(2)     14.37 
ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 櫻ヶ岡中 ﾄｷﾜ ﾐﾉﾘ 松代高

 5 江崎 奈美(3)     14.44  5 西 絢音(3)     15.41 
ｴｻﾞｷ ﾅﾐ 赤穂中 ﾆｼ ｱﾔﾈ 中野平中

 6 白倉 李緒(2)     15.13  6 塩島 有紗(3)     15.69 
ｼﾗｸﾗ ﾘｵ 信明中 ｼｵｼﾞﾏ ｱﾘｻ 菅野中

 7 酒井 彩花(2)     15.23  7 山室 萌々菜(2)     15.80 
ｻｶｲ ｻﾔｶ 篠ﾉ井西中 ﾔﾏﾑﾛ ﾓﾓﾅ 飯山城北中
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[ 13組] 風速 +0.5 [ 14組] 風速 -0.8

 1 望月 絵美(1)     13.26 Q  1 田中 美沙(3)     12.89 Q
ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ 至学館大 ﾀﾅｶ ﾐｻ 中京大

 2 宮下 彩奈(3)     13.89  2 安田 三奈美(2)     13.92 
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾅ 丸子北中 ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 鉢盛中

 3 丸山 優佳(2)     14.30  3 上條 渓(1)     14.09 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｶ 豊科北中 ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ 創造学園高

 4 大澤 亜紀(3)     14.31  4 小澤 未菜(2)     14.25 
ｵｵｻﾜ ｱｷ 穂高商業高 ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ 飯田風越高

 5 籏町 佳代(3)     14.38  5 柳澤 莉子(3)     14.54 
ﾊﾀﾏﾁ ｶﾖ 鉢盛中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｺ 浅間中

 6 長谷川 聖奈(2)     14.60  6 米山 みく(2)     14.84 
ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾅ 上諏訪中 ﾖﾈﾔﾏ ﾐｸ 菅野中

 7 大工原 香峰(3)     14.83  7 山本 早苗(3)     15.13 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ ｶﾎ 中野平中 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾅｴ 大町第一中

 8 大井 富貴(3)     15.00  8 北見 舞夏(1)     15.14 
ｵｵｲ ﾌｷ 芦原中 ｷﾀﾐ  ﾏｲｶ 松川高

 9 小林 未稀(3)     15.08 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 浅間中

[ 15組] 風速 -1.0 [ 16組] 風速 -0.6

 1 川村 吉乃(2)     13.41 Q  1 唐澤 美玲(2)     13.30 Q
ｶﾜﾑﾗ  ﾖｼﾉ 長野高 ｶﾗｻﾜ ﾐﾚｲ 長野日大高

 2 加藤 詩萌(2)     13.42 q  2 征矢 希(3)     13.64 
ｶﾄｳ ｼﾎ 裾花中 ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 伊那西高

 3 高島 美咲(2)     13.84  3 牧元 美沙(3)     14.03 
ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ 市立長野高 ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 大町第一中

 4 川井 海帆(2)     14.99  4 小林 千夏(3)     14.04 
ｶﾜｲ ｶﾎ 鉢盛中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ 浅間中

 5 久保田 菜月(3)     15.64  5 柴田 友菜(3)     14.20 
ｸﾎﾞﾀ ﾅﾂｷ 大町第一中 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ 菅野中

 6 小林 茉由(2)     14.48 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ 長野西高

 7 朝日 りおん(2)     14.78 
ｱｻﾋ ﾘｵﾝ 赤穂中

[ 17組] 風速 -0.7 [ 18組] 風速 -2.5

 1 藤澤 紗也(3)     13.17 Q  1 土屋 美咲(3)     13.41 Q
ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔ 大町高 ﾂﾁﾔ ﾐｻｷ 篠ﾉ井西中

 2 小林 奈央(1)     13.51 q  2 加納 采弥(3)     13.74 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 飯山北高 ｶﾉｳ ｻﾔ 櫻ヶ岡中

 3 伯耆原 由花(1)     13.81  3 川上 由華(2)     14.23 
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 伊那西高 ｶﾜｶﾐ ﾕｶ 諏訪中

 4 松澤 怜央(3)     13.88  4 塩原 由夏(3)     14.36 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾚｵ 更級農業高 ｼｵﾊﾗ ﾕｶ 鉢盛中

 5 伊能 史織(2)     13.96  5 笠原 茉里(2)     14.42 
ｲﾉｳ  ｼｵﾘ 長野東部中 ｶｻﾊﾗ ﾏﾘ 裾花中

 6 北原 寧々(2)     14.00  6 児玉 奈美(3)     14.49 
ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ 赤穂中 ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 明科中

 7 座間 美咲(3)     14.90  7 北原 由梨(3)     14.83 
ｻﾞﾏ ﾐｻｷ 菅野中 ｷﾀﾊﾗ ﾕﾘ 長峰中

 8 今井 巴絵(3)     15.83  8 栁瀬 舞(1)     15.06 
ｲﾏｲ ﾄﾓｴ 塩尻広陵中 ﾔﾅｾ ﾏｲ 創造学園高
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[ 1組] 風速 -1.5 [ 2組] 風速 -1.5

 1 西村 佳菜子(3)     12.88 Q  1 田中 美沙(3)     12.88 Q
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 信明中 ﾀﾅｶ ﾐｻ 中京大

 2 加藤 恭香(2)     13.09 Q  2 林 美朱(3)     12.89 Q
ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東高 ﾊﾔｼ ﾐｱｶ 上田染谷丘高

 3 唐澤 美玲(2)     13.30  3 森本 知隼(2)     13.10 q
ｶﾗｻﾜ ﾐﾚｲ 長野日大高 ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 塩尻中

 4 降旗 菜津美(1)     13.44  4 小澤 詩歩(2)     13.13 q
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町高 ｵｻﾞﾜ ｼﾎ 松本県ヶ丘高

 5 土屋 美咲(3)     13.46  5 齊藤 静花(2)     13.28 
ﾂﾁﾔ ﾐｻｷ 篠ﾉ井西中 ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ 豊科北中

 6 加納 茉弥(1)     13.48  6 菅沼 美風(2)     13.35 
ｶﾉｳ ﾏﾔ 長野西高 ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 松川JAC

 7 清水 真希(3)     13.55  7 高橋 美凪(2)     13.43 
ｼﾐｽﾞ ﾏｷ 飯田風越高 ﾀｶﾊｼ ﾆﾅｷﾞ 諏訪清陵高

 8 小林 奈央(1)     13.64  8 戸田 麻由(2)     13.59 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 飯山北高 ﾄﾀﾞ ﾏﾕ 長野日大高
中村 泉紀(3) 髙橋 奈弓(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 松商学園高 ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東高

[ 3組] 風速 -1.5

 1 鈴木 千穂(3)     12.73 Q
ｽｽﾞｷ ﾁﾎ 長野吉田高

 2 木村 凌(2)     13.03 Q
ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 豊科北中

 3 藤澤 紗也(3)     13.20 
ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔ 大町高

 4 望月 絵美(1)     13.26 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ 至学館大

 5 川村 吉乃(2)     13.31 
ｶﾜﾑﾗ  ﾖｼﾉ 長野高

 6 モラード 華(2)     13.32 
ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園高

 7 外谷 理緒奈(3)     13.34 
ﾄﾔ ﾘｵﾅ 長野日大高

 8 加藤 詩萌(2)     13.48 
ｶﾄｳ ｼﾎ 裾花中

 9 清水 未来     13.56 
ｼﾐｽﾞ ﾐｸ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ

風速 -0.3

 1 鈴木 千穂(3)     12.68 
ｽｽﾞｷ ﾁﾎ 長野吉田高

 2 林 美朱(3)     12.79 
ﾊﾔｼ ﾐｱｶ 上田染谷丘高

 3 西村 佳菜子(3)     12.85 
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 信明中

 4 加藤 恭香(2)     12.95 
ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東高

 5 森本 知隼(2)     13.00 
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 塩尻中

 6 小澤 詩歩(2)     13.01 
ｵｻﾞﾜ ｼﾎ 松本県ヶ丘高

 7 木村 凌(2)     13.16 
ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 豊科北中

 8 田中 美沙(3)     13.36 
ﾀﾅｶ ﾐｻ 中京大
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予選 4月26日 10:30
決勝 4月26日 16:10

長野県記録(KR)                  24.49 山内　範子                   中京大           1980/10/05  
大会記録(GR)                    25.0  山内　範子                   体育センター     1981        

[ 1組] 風速 -1.5 [ 2組] 風速 -2.7

 1 鈴木 千穂(3)     26.15 q  1 ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ(3)     27.44 q
ｽｽﾞｷ ﾁﾎ 長野吉田高 ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ 松商学園高

 2 唐澤 美玲(2)     27.37 q  2 八釼 夏帆(3)     27.79 
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

 3 菅沼 真洸(1)     27.94  3 阿部 恵里香(2)     28.65 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 飯田風越高 ｱﾍﾞ ｴﾘｶ 佐久長聖高

 4 土屋 光那(2)     28.02  4 飯島 南(2)     28.91 
ﾂﾁﾔ ﾐﾅ 須坂高 ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 豊科高

 5 阿部 真里香(2)     28.34  5 丹羽 朱里(2)     29.02 
ｱﾍﾞ ﾏﾘｶ 佐久長聖高 ﾆﾜ ｱｶﾘ 諏訪二葉高

 6 有井 歩(3)     29.40  6 池井 陽子(2)     30.03 
ｱﾘｲ ｱﾕﾐ 野沢南高 ｲｹｲ ﾖｳｺ 木曽青峰高

 7 中西 保乃花(1)     29.88  7 岩崎 若葉(2)     30.29 
ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ 大町高 ｲﾜｻｷ ﾜｶﾊﾞ 小諸高

 8 小澤 由衣(2)     31.50  8 山川 りお(2)     30.99 
ｵｻﾞﾜ ﾕｲ 信明中 ﾔﾏｶﾜ ﾘｵ ｲｲﾀﾞｼｭAC

 9 桜井 菜緒(3)     32.33 
ｻｸﾗｲ ﾅｵ ｲｲﾀﾞｼｭAC

[ 3組] 風速 -1.5 [ 4組] 風速 -3.8

 1 望月 絵美(1)     27.15 q  1 藤澤 紗也(3)     28.22 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ 至学館大 ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔ 大町高

 2 土屋 美咲(3)     27.97  2 信太 ひなの(2)     28.31 
ﾂﾁﾔ ﾐｻｷ 篠ﾉ井西中 ﾉﾌﾞﾀ ﾋﾅﾉ 文化学園長野高

 3 柴田 佳歩(3)     28.07  3 山田 愛(2)     29.18 
ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ 飯田風越高 ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 豊科高

 4 征矢 望(2)     28.30  4 佐藤 くるみ(3)     29.42 
ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 木曽青峰高 ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館高

 5 伊能 史織(2)     28.88  5 武田奈々美(2)     30.18 
ｲﾉｳ  ｼｵﾘ 長野東部中 ﾀｹﾀﾞ  ﾅﾅﾐ 長野東部中

 6 関  遥(2)     29.33  6 児玉 奈美(3)     30.36 
ｾｷ  ﾊﾙｶ 上田西高 ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 明科中

 7 小笠原 綾(3)     29.58  7 富岡 沙都子(3)     31.03 
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾔ 田川高 ﾄﾐｵｶ ｻﾄｺ 裾花中

 8 良波 美恵(2)     29.99  8 小林 未稀(3)     31.97 
ﾖｼﾅﾐ ﾐｴ 塩尻志学館高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 浅間中

[ 5組] 風速 -3.0 [ 6組] 風速 -3.5

 1 田中 美沙(3)     27.10 q  1 原田 麻亜(3)     28.18 
ﾀﾅｶ ﾐｻ 中京大 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ 東海大三高

 2 山口 晏奈(1)     28.06  2 宮武 志帆(3)     29.01 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ 長野日大高 ﾐﾔﾀｹ ｼﾎ 長野西高

 3 高島 美咲(2)     28.87  3 松澤 怜央(3)     29.34 
ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ 市立長野高 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾚｵ 更級農業高

 4 中村 綾恵(2)     29.29  4 宮坂 苑実(2)     29.44 
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｴ 長野西高 ﾐﾔｻｶ ｿﾉﾐ 市立長野高

 5 清水 亮子(3)     30.84  5 小島 萌(2)     31.05 
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｺ 長野商業高 ｺｼﾞﾏ ﾓｴ 木曽青峰高

 6 中原 理沙(2)     31.58  6 柳澤 莉子(3)     31.61 
ﾅｶﾊﾗ ﾘｻ 松本美須々ｹ高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｺ 浅間中

 7 畑 美織(1)     32.08  7 榊山 莉帆(3)     31.92 
ﾊﾀ ﾐｵﾘ 木曽青峰高 ｻｶｷﾔﾏ ﾘﾎ ｲｲﾀﾞｼｭAC

 8 鈴木 朋香(3)     32.51  8 渡邉 希(1)     32.21 
ｽｽﾞｷ  ﾄﾓｶ 長野東部中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 小諸高
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[ 7組] 風速 -3.6 [ 8組] 風速 -3.2

 1 加藤 恭香(2)     27.48 q  1 相澤 はるか(1)     28.59 
ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東高 ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 中京大

 2 清水 未来     27.73 q  2 中山 結美子(4)     28.64 
ｼﾐｽﾞ ﾐｸ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ ﾅｶﾔﾏ ﾕﾐｺ 信大

 3 村松 広捺(3)     28.30  3 安倍 史恵(3)     30.24 
ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ 市立長野高 ｱﾍﾞ ﾌﾐｴ 屋代高

 4 伯耆原 由花(1)     29.29  4 坂本 かなた(3)     30.45 
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 伊那西高 ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 篠ﾉ井西中

 5 片桐 穂花(1)     29.57  5 荒井 祐里奈(3)     32.69 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 丸子修学館高 ｱﾗｲ ﾕﾘﾅ 浅間中

 6 澁谷 麻友(2)     29.88  6 山田 紗弥子(3)     32.94 
ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕ 大町高 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔｺ 裾花中

 7 髙島 衣織(2)     31.52 
ﾀｶｼﾏ ｲｵﾘ 裾花中

[ 9組] 風速 -3.8

 1 西村 佳菜子(3)     27.60 q
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 信明中

 2 ﾓﾗｰﾄﾞ 華(2)     28.37 
ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園高

 3 石井 芽衣(3)     28.87 
ｲｼｲ ﾒｲ 長野商業高

 4 高橋 梓(2)     29.15 
ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ 篠ﾉ井高

 5 輿 初菜(3)     30.52 
ｺｼ ｳｲﾅ 松本蟻ヶ崎高

 6 野口 那奈美(2)     30.86 
ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 諏訪清陵高

 7 北見 舞夏(1)     33.53 
ｷﾀﾐ  ﾏｲｶ 松川高

風速 +0.1

 1 鈴木 千穂(3)     25.89 
ｽｽﾞｷ ﾁﾎ 長野吉田高

 2 田中 美沙(3)     26.27 
ﾀﾅｶ ﾐｻ 中京大

 3 ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ(3)     26.67 
ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ 松商学園高

 4 西村 佳菜子(3)     26.89 
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 信明中

 5 加藤 恭香(2)     26.98 
ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東高

 6 望月 絵美(1)     27.12 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ 至学館大

 7 清水 未来     27.35 
ｼﾐｽﾞ ﾐｸ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ

 8 唐澤 美玲(2)     27.48 
ｶﾗｻﾜ ﾐﾚｲ 長野日大高
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予選 4月27日 11:20
決勝 4月27日 15:10

長野県記録(KR)                  54.56 竹内　昌子                   福島大           2003/05/05  
大会記録(GR)                    56.84 山本 瑞                      小諸高           2011        

[ 1組] [ 2組]

 1 上條 麻奈(2)   1:01.62 q  1 関  遥(2)   1:04.76 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 松本深志高 ｾｷ  ﾊﾙｶ 上田西高

 2 今井 美月(3)   1:03.28  2 沢井 千花(3)   1:05.01 
ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ 東海大三高 ｻﾜｲ ﾁﾊﾅ 木曽青峰高

 3 柴田 佳歩(3)   1:04.77  3 中島 涼香(2)   1:06.13 
ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ 飯田風越高 ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 松本美須々ｹ高

 4 小林 奏(2)   1:07.08  4 前田 璃奈(2)   1:07.58 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 丸子北中 ﾏｴﾀﾞ ﾘﾅ 長野高

 5 宮坂 苑実(2)   1:07.22  5 河原 里紗(3)   1:08.13 
ﾐﾔｻｶ ｿﾉﾐ 市立長野高 ｶﾜﾊﾗ ﾘｻ 上諏訪中

 6 金井 亜美(3)   1:07.55  6 宮下 彩奈(3)   1:08.75 
ｶﾅｲ ｱﾐ 明科高 ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾅ 丸子北中

 7 岩垂 瞳(2)   1:11.94 
ｲﾜﾀﾞﾚ ﾋﾄﾐ 松本美須々ｹ高

 8 長谷川 聖奈(2)   1:17.23 
ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾅ 上諏訪中

[ 3組] [ 4組]

 1 山村 彩花(2)   1:04.60  1 山﨑 菜月(3)   1:00.93 q
ﾔﾏﾑﾗ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎高 ﾔﾏｻﾞｷ  ﾅﾂｷ 上田高

 2 北原 志保(3)   1:05.97  2 高梨 美岐(2)   1:04.86 
ｷﾀﾊﾗ ｼﾎ 佐久長聖高 ﾀｶﾅｼ ﾐｷ 上伊那農業高

 3 田中 美菜(1)   1:07.46  3 高橋 美凪(2)   1:05.60 
ﾀﾅｶ ﾐﾅ 木曽青峰高 ﾀｶﾊｼ ﾆﾅｷﾞ 諏訪清陵高

 4 長﨑 彩(2)   1:13.65  4 小林 紗也加(3)   1:05.87 
ﾅｶﾞｻｷ ｱﾔ 松商学園高 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 市立長野高

 5 小林 みずほ(2)   1:18.60  5 後藤 亜由美(3)   1:06.02 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞﾎ 上諏訪中 ｺﾞﾄｳ ｱﾕﾐ 松代高

 6 北澤 志穂(2)   1:07.00 
ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾎ 塩尻志学館高

 7 中島 鈴華(2)   1:08.35 
ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 北佐久農業高

 8 樋口 智子(3)   1:10.43 
ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 田川高

 9 湯浅 恋(2)   1:10.47 
ﾕｱｻ ﾚﾝ 芦原中

[ 5組] [ 6組]

 1 長村 紋(1)   1:01.29 q  1 内山 成実(3)     59.12 q
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 松本大 ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 長野吉田高

 2 舟島 春香(3)   1:02.68 q  2 村松 広捺(3)   1:02.82 q
ﾌﾈｼﾏ ﾊﾙｶ 木曽青峰高 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ 市立長野高

 3 信太 ひなの(2)   1:03.33  3 和田 聖奈(2)   1:03.92 
ﾉﾌﾞﾀ ﾋﾅﾉ 文化学園長野高 ﾜﾀﾞ ｾｲﾅ 長野高

 4 阿部 恵里香(2)   1:03.99  4 原山 美優(3)   1:05.48 
ｱﾍﾞ ｴﾘｶ 佐久長聖高 ﾊﾗﾔﾏ ﾐﾕｳ 文化学園長野高

 5 前島 奈々(2)   1:05.38  5 鈴木 麻衣(3)   1:06.10 
ﾏｴｼﾏ ﾅﾅ 諏訪実業高 ｽｽﾞｷ ﾏｲ 野沢南高

 6 土屋 みなみ(3)   1:05.44  6 傳田 雪香(2)   1:06.34 
ﾂﾁﾔ ﾐﾅﾐ 上田染谷丘高 ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｷｶ 長野日大高

 7 大野 奈都美(2)   1:09.29  7 半田 愛(3)   1:07.17 
ｵｵﾉ ﾅﾂﾐ 更北中 ﾊﾝﾀﾞ ｱｲ 松代高

 8 田邉 美森(3)   1:17.28  8 諏訪 春乃(2)   1:23.95 
ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾓﾘ 上諏訪中 ｽﾜ ﾊﾙﾉ 上諏訪中
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[ 7組]

 1 北田 芽衣(3)   1:01.36 q
ｷﾀﾀﾞ ﾒｲ 長野日大高

 2 原田 麻亜(3)   1:01.47 q
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ 東海大三高

 3 中山 結美子(4)   1:03.26 
ﾅｶﾔﾏ ﾕﾐｺ 信州大

 4 梶谷 みさき(3)   1:04.59 
ｶｼﾞﾀﾆ ﾐｻｷ 諏訪清陵高

 5 岡山 未来(2)   1:05.51 
ｵｶﾔﾏ ﾐｷ 下伊那農業高

 6 清水 亮子(3)   1:08.13 
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｺ 長野商業高

 7 奥島 彩葉(1)   1:08.91 
ｵｸｼﾏ ｻﾖ 松商学園高

 1 内山 成実(3)     59.04 
ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 長野吉田高

 2 山﨑 菜月(3)     59.94 
ﾔﾏｻﾞｷ  ﾅﾂｷ 上田高

 3 長村 紋(1)   1:01.08 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 松本大

 4 上條 麻奈(2)   1:01.90 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 松本深志高

 5 原田 麻亜(3)   1:02.92 
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ 東海大三高

 6 北田 芽衣(3)   1:03.33 
ｷﾀﾀﾞ ﾒｲ 長野日大高

 7 舟島 春香(3)   1:03.79 
ﾌﾈｼﾏ ﾊﾙｶ 木曽青峰高
村松 広捺(3)
ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ 市立長野高
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予選 4月26日 13:10
決勝 4月26日 16:20

長野県記録(KR)                2:05.78 山本 瑞                      小諸高           2011/10/29  
大会記録(GR)                  2:15.33 木田　真美子                 長野吉田高       2012        

[ 1組] [ 2組]

 1 山﨑 菜月(3)   2:20.38 q  1 小合 沙季(2)   2:21.37 q
ﾔﾏｻﾞｷ  ﾅﾂｷ 上田高 ｵｺﾞｳ ｻｷ 丸子修学館高

 2 舟島 春香(3)   2:27.46  2 川上 綾香(2)   2:26.05 
ｻﾜｲ ﾊﾙｶ 木曽青峰高 ｶﾜｶﾐ ｱﾔｶ 長野東高

 3 大野 晴香(2)   2:28.26  3 傳田 雪香(2)   2:27.35 
ｵｵﾉ ﾊﾙｶ 長野吉田高 ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｷｶ 長野日大高

 4 清水 真衣(3)   2:34.80  4 鈴木 麻衣(3)   2:36.43 
ｼﾐｽﾞ ﾏｲ 飯山北高 ｽｽﾞｷ ﾏｲ 野沢南高

 5 中島 鈴華(2)   2:36.61  5 大井  遥(3)   2:49.40 
ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 北佐久農業高 ｵｵｲ  ﾊﾙｶ 長野東部中

 6 水上 爽香(3)   2:41.93  6 座光寺 未来(2)   2:51.98 
ﾐｽﾞｶﾐ ｻﾔｶ 松商学園高 ｻﾞｺｳｼﾞ ﾐｸ 松川JAC

 7 長澤 茜(3)   2:44.74  7 宮 坂 季 恵(1)   2:57.49 
ﾅｶﾞｻﾜ ｱｶﾈ 諏訪清陵高 ﾐﾔｻｶ ｷｴ 塩尻志学館高

 8 塩原 美月(3)   2:54.71  8 桃澤 あかり(2)   3:17.38 
ｼｵﾊﾗ ﾐﾂｷ 塩尻中 ﾓﾓｻﾞﾜ ｱｶﾘ 伊那西高

 9 今井 優花(3)   2:57.47 
ｲﾏｲ ﾕｳｶ 裾花中

[ 3組] [ 4組]

 1 北田 芽衣(3)   2:22.78 q  1 村上 りさ子(3)   2:21.88 q
ｷﾀﾀﾞ ﾒｲ 長野日大高 ﾑﾗｶﾐ ﾘｻｺ 長野吉田高

 2 久保田 里菜(1)   2:26.55  2 中村 智美(1)   2:25.13 
ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ 長野東高 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ 長野東高

 3 山岸 鈴加(3)   2:32.70  3 蛭田 凜(2)   2:35.28 
ﾔﾏｷﾞｼ ｽｽﾞｶ 松川JAC ﾋﾙﾀ ﾘﾝ 松本美須々ｹ高

 4 田中 美菜(1)   2:39.07  4 原山 美優(3)   2:36.04 
ﾀﾅｶ ﾐﾅ 木曽青峰高 ﾊﾗﾔﾏ ﾐﾕｳ 文化学園長野高

 5 金川 都づ美(3)   2:40.44  5 金井 亜美(3)   2:37.07 
ｶﾅｶﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ 長野商業高 ｶﾅｲ ｱﾐ 明科高

 6 甘利 美怜(3)   2:55.16  6 丸橋 由紀子(1)   2:38.25 
ｱﾏﾘ ﾐﾚｲ 裾花中 ﾏﾙﾊｼ ﾕｷｺ 小諸高

 7 田中 日奈子(3)   2:48.90 
ﾀﾅｶ ﾋﾅｺ 信明中

 8 橋本 環(3)   2:51.46 
ﾊｼﾓﾄ ﾀﾏｷ ｲｲﾀﾞｼｭAC

[ 5組] [ 6組]

 1 塩崎 葵(1)   2:20.64 q  1 弓田 玲(2)   2:23.01 q
ｼｵｻﾞｷ ｱｵｲ 長野東高 ﾕﾐﾀ ﾚｲ 長野東高

 2 上條 麻奈(2)   2:21.70 q  2 白坂 舞(3)   2:23.78 q
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 松本深志高 ｼﾗｻｶ ﾏｲ 松商学園高

 3 沢井 千花(3)   2:31.21  3 今井 美月(3)   2:27.05 
ｻﾜｲ ﾁﾊﾅ 木曽青峰高 ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ 東海大三高

 4 一之瀬 令菜(3)   2:42.05  4 小宮山 悠(2)   2:27.66 
ｲﾁﾉｾ ﾚﾅ 松本蟻ヶ崎高 ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ 野沢北高

 5 酒 井 優梨愛(1)   2:42.27  5 山崎 夏穂(2)   2:33.90 
ｻｶｲ ﾕﾘｱ 塩尻志学館高 ﾔﾏｻﾞｷ  ｶﾎ 長野東部中

 6 宮澤 沙織(2)   2:45.65  6 小松 千紗(2)   2:36.24 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｵﾘ 赤穂高 ｺﾏﾂ ﾁｻ 長野西高

 7 胡桃澤 佑衣(1)   2:37.45 
ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾕｲ 木曽青峰高

 8 南澤 泉希(2)   2:58.58 
ﾐﾅﾐｻﾜ ﾐｽﾞｷ 裾花中
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



 1 山﨑 菜月(3)   2:15.88 
ﾔﾏｻﾞｷ  ﾅﾂｷ 上田高

 2 小合 沙季(2)   2:18.45 
ｵｺﾞｳ ｻｷ 丸子修学館高

 3 塩崎 葵(1)   2:18.67 
ｼｵｻﾞｷ ｱｵｲ 長野東高

 4 村上 りさ子(3)   2:20.02 
ﾑﾗｶﾐ ﾘｻｺ 長野吉田高

 5 上條 麻奈(2)   2:21.67 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 松本深志高

 6 北田 芽衣(3)   2:23.74 
ｷﾀﾀﾞ ﾒｲ 長野日大高

 7 弓田 玲(2)   2:25.15 
ﾕﾐﾀ ﾚｲ 長野東高

 8 白坂 舞(3)   2:28.81 
ｼﾗｻｶ ﾏｲ 松商学園高

3   873

2  1936

4  1783

9   965

5   878

8   767

7  1422

6  1381

女子

800m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 4月27日 10:20
決勝 4月27日 15:30

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)                  4:39.20 箱山　侑香                   丸子修学館高     2007        

[ 1組] [ 2組]

 1 川上 綾香(2)    4:50.8 Q  1 河西 いづみ(3)    4:49.7 Q
ｶﾜｶﾐ ｱﾔｶ 長野東高 ｶｻｲ ｲﾂﾞﾐ 東海大三高

 2 千野 恵実(3)    4:52.1 Q  2 久保田 里菜(1)    4:51.8 Q
ﾁﾉ ﾒｸﾞﾐ 戸倉上山田中 ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ 長野東高

 3 小林 希良莉(1)    4:56.9 q  3 弓田 玲(2)    4:53.8 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾘ 長野東高 ﾕﾐﾀ ﾚｲ 長野東高

 4 甘利 祐子(1)    4:58.8 q  4 宮川 瑞穂(3)    4:59.5 q
ｱﾏﾘ ﾕｳｺ 佐久長聖高 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ 墨坂中

 5 山﨑 千夏(3)    4:59.8  5 菅沼 真衣(2)    4:59.9 
ﾔﾏｻﾞｷ  ﾁﾅﾂ 上田高 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏｲ 丸子修学館高

 6 植松 優季子(3)    5:12.4  6 渡邉 かりん(3)    5:03.2 
ｳｴﾏﾂ ﾕｷｺ 諏訪二葉高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 長野日大高

 7 伊藤 玲美優(3)    5:16.2  7 白坂 舞(3)    5:04.7 
ｲﾄｳ ﾚﾋﾞﾕ 松商学園高 ｼﾗｻｶ ﾏｲ 松商学園高

 8 篠塚 香里(2)    5:17.0  8 矢島 風香(3)    5:07.7 
ｼﾉﾂﾞｶ ｶｵﾘ 須坂東中 ﾔｼﾞﾏ ﾌｳｶ 菅野中

 9 清水 美来(2)    5:17.6  9 小嶋 沙季(2)    5:08.5 
ｼﾐｽﾞ ﾐｸ 更北中 ｺｼﾞﾏ ｻｷ 長野高

10 倉科 真子(3)    5:20.7 10 中塚 千和(3)    5:19.1 
ｸﾗｼﾅ ﾏｺ 松商学園高 ﾅｶﾂｶ ﾁﾖﾘ 飯田高

11 土本 和香奈(2)    5:23.8 11 小林 鈴華(3)    5:28.6 
ﾂﾁﾓﾄ ﾜｶﾅ 須坂高 ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞｶ 菅野中

12 山川 桃佳(3)    5:28.6 12 西澤 萌香(2)    5:30.4 
ﾔﾏｶﾜ ﾓﾓｶ 鉢盛中 ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｶ 大町高

13 鈴木 紗穏楓(3)    5:29.8 13 三井 咲良(2)    5:33.3 
ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ 鉢盛中 ﾐﾂｲ ｻｸﾗ 上諏訪中

14 下平 綾子(2)    5:32.3 14 原 明香里(1)    5:34.0 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾔｺ 赤穂中 ﾊﾗ  ｱｶﾘ 松川高

15 池田 優子(3)    5:34.9 15 大野 珠輝(3)    5:35.0 
ｲｹﾀﾞ ﾕｳｺ 丸子修学館高 ｵｵﾉ ﾀﾏｷ 中野平中

16 小林 菜々夏(2)    5:35.1 16 小泉 愛花(2)    5:35.2 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅｶ 丸子中 ｺｲｽﾞﾐ ｱｲｶ 野沢南高

17 湯本 愛菜(3)    5:41.4 17 後沢 絢香(3)    5:36.8 
ﾕﾓﾄ ｱｲﾅ 諏訪二葉高 ｺﾞｻﾞﾜ ｱﾔｶ 飯田高

18 鈴木 明日香(3)    5:42.8 18 山岸 咲菜(2)    5:53.6 
ｽｽﾞｷ ｱｽｶ 飯山北高 ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾅ 更北中

19 萬年 愛葉(3)    5:51.2 19 滝澤 茜(2)    6:40.8 
ﾏﾝﾈﾝ ﾔｽﾊ 中野平中 ﾀｷｻﾞﾜ ｱｶﾈ 飯山城北中

20 宮原 杏莉(2)    5:56.9 
ﾐﾔﾊﾗ ｱﾝﾘ 松本県ヶ丘高

21 岩垂 瀬夏(2)    6:01.5 
ｲﾜﾀﾞﾚ ｾﾅ 菅野中

22 深井 梨央(3)    6:10.0 
ﾌｶｲ ﾘｵ 長峰中
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[ 3組] [ 4組]

 1 岩波 香奈(3)    4:55.7 Q  1 荒木 瑞葉(2)    4:54.9 Q
ｲﾜﾅﾐ ｶﾅ 小諸高 ｱﾗｷ ﾐｽﾞﾊ 諏訪二葉高

 2 赤羽 純美玲(3)    4:59.0 Q  2 笹沢 今日子(2)    4:59.4 Q
ｱｶﾊﾈ ｽﾐﾚ 開成中 ｻｻｻﾞﾜ ｷｮｳｺ 長野東高

 3 松澤 綾音(2)    4:59.9  3 田中 杏子(3)    5:02.0 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 松川JAC ﾀﾅｶ ｷｮｳｺ 永明中

 4 寺沢 月花(3)    5:06.4  4 安田 佳織(2)    5:03.2 
ﾃﾗｻﾜ ﾂｷｶ 須坂高 ﾔｽﾀﾞ ｶｵﾘ 松本深志高

 5 小宮山 悠(2)    5:06.6  5 八木 菜生子(3)    5:04.5 
ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ 野沢北高 ﾔｷﾞ ﾅｵｺ 長野日大高

 6 一ﾉ瀬 菜月(3)    5:06.8  6 出口 栞里(2)    5:08.0 
ｲﾁﾉｾ ﾅﾂｷ 附属松本中 ﾃﾞｸﾞﾁ  ｼｵﾘ 上田高

 7 岡村 未歩(3)    5:06.9  7 高橋 未来(3)    5:08.4 
ｵｶﾑﾗ ﾐﾎ 更北中 ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 赤穂中

 8 吉江 美季(3)    5:10.4  8 伊藤 千夏(2)    5:11.5 
ﾖｼｴ ﾐｷ 豊科北中 ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 長野日大高

 9 松尾 智美(2)    5:11.7  9 成田 愛理(3)    5:13.5 
ﾏﾂｵ ﾄﾓﾐ 飯田高 ﾅﾘﾀ ｱｲﾘ 松商学園高

10 下村 伊代(4)    5:13.2 10 赤羽 ゆり華(2)    5:13.6 
ｼﾓﾑﾗ ｲﾖ 信州大 ｱｶﾊﾈ ﾕﾘｶ 菅野中

11 清水 真衣(3)    5:14.2 11 河原 里紗(3)    5:18.5 
ｼﾐｽﾞ ﾏｲ 飯山北高 ｶﾜﾊﾗ ﾘｻ 上諏訪中

12 真柳 日南(2)    5:16.1 12 中澤 紫音(2)    5:22.6 
ﾏﾔﾅｷﾞ ﾋﾅ 戸倉上山田中 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｵﾝ 豊科北中

13 岩波 宏佳(3)    5:17.0 13 胡桃澤 佑衣(1)    5:22.7 
ｲﾜﾅﾐ ﾋﾛｶ 諏訪清陵高 ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾕｲ 木曽青峰高

14 荒井 香穂(3)    5:32.1 14 塩野 佳代子    5:30.3 
ｱﾗｲ ｶﾎ 更北中 ｼｵﾉ  ｶﾖｺ TAC

15 白鳥 花純(2)    5:40.7 15 重倉 このみ(3)    6:05.4 
ｼﾗﾄﾘ ｶｽﾐ 中野平中 ｼｹﾞｸﾗ ｺﾉﾐ 中野平中

16 中澤 夢乃(2)    5:50.6 16 小平 紗矢香(2)    6:17.1 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕﾒﾉ 豊科北中 ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾔｶ 辰野中

17 水上 茉優(2)    5:55.2 
ﾐｽﾞｶﾐ ﾏﾕ 赤穂中

18 芳賀 美保(2)    6:01.2 
ﾊｶﾞ ﾐﾎ 上田第五中

19 六川 光彩(2)    6:08.4 
ﾛｸｶﾞﾜ ﾋｲﾛ 上田第五中
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[ 5組]

 1 小林 真帆(3)    4:49.1 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾎ 長野高

 2 塩崎 葵(1)    4:49.2 Q
ｼｵｻﾞｷ ｱｵｲ 長野東高

 3 中村 智美(1)    4:50.5 q
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ 長野東高

 4 清水 彩音(3)    4:55.6 q
ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾈ 南箕輪中

 5 田中 ｼﾞｪｼｶ(2)    5:02.8 
ﾀﾅｶ ｼﾞｪｼｶ 上田第一中

 6 内田 梨湖(2)    5:08.8 
ｳﾁﾀﾞ ﾘｺ 上田第四中

 7 曽根 ほの翔(2)    5:09.6 
ｿﾈ ﾎﾉｶ 菅野中

 8 竹村 瑞香(3)    5:11.8 
ﾀｹﾑﾗ ﾐｽﾞｶ 赤穂中

 9 小松 彩乃(3)    5:15.7 
ｺﾏﾂ ｱﾔﾉ 松本蟻ヶ崎高

10 中村 鈴(2)    5:17.4 
ﾅｶﾑﾗ ｽｽﾞ 戸倉上山田中

11 山崎 夏穂(2)    5:20.9 
ﾔﾏｻﾞｷ  ｶﾎ 長野東部中

12 柴田 紗来(2)    5:21.3 
ｼﾊﾞﾀ ｻﾗ 菅野中

13 松村 彩乃(3)    5:21.4 
ﾏﾂﾑﾗ ｱﾔﾉ 松川JAC

14 西永 梨恵(2)    5:22.3 
ﾆｼﾅｶﾞ ﾘｴ 飯田風越高

15 矢野口 弘乃(3)    5:38.3 
ﾔﾉｸﾁ ﾋﾛﾉ 豊科北中

16 中島 和華(2)    5:45.1 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾜｶ 上田染谷丘高

17 長澤 茜(3)    5:50.6 
ﾅｶﾞｻﾜ ｱｶﾈ 諏訪清陵高

18 角田 希(3)    5:52.3 
ｶｸﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 中野平中

19 塩原 真悠(3)    5:55.9 
ｼｵﾊﾗ ﾏﾕ 菅野中

20 酒井 美優(3)    6:03.1 
ｻｶｲ ﾐﾕ 辰野中

21 茂澄 穂乃夏(3)    6:06.4 
ﾓｽﾞﾐ ﾎﾉｶ 菅野中

氏  名 所属名 記録／備考
12  2182

14   878

女子

1500m
順 No.

11  5232

24  5322

10   881

9  4567

13  5318

7  5276

8  5314

20  4763

15  1896

17  8012

5   449

21  4566

4  1451

22  2053

19  5140

3  5191

2  4658

1  5250

23  5193



 1 河西 いづみ(3)   4:41.05 
ｶｻｲ ｲﾂﾞﾐ 東海大三高

 2 川上 綾香(2)   4:42.51 
ｶﾜｶﾐ ｱﾔｶ 長野東高

 3 塩崎 葵(1)   4:43.98 
ｼｵｻﾞｷ ｱｵｲ 長野東高

 4 中村 智美(1)   4:45.83 
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ 長野東高

 5 小林 真帆(3)   4:48.90 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾎ 長野高

 6 岩波 香奈(3)   4:50.11 
ｲﾜﾅﾐ ｶﾅ 小諸高

 7 千野 恵実(3)   4:52.33 
ﾁﾉ ﾒｸﾞﾐ 戸倉上山田中

 8 弓田 玲(2)   4:54.62 
ﾕﾐﾀ ﾚｲ 長野東高

 9 笹沢 今日子(2)   4:55.77 
ｻｻｻﾞﾜ ｷｮｳｺ 長野東高

10 赤羽 純美玲(3)   4:56.44 
ｱｶﾊﾈ ｽﾐﾚ 開成中

11 小林 希良莉(1)   4:56.77 
ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾘ 長野東高

12 甘利 祐子(1)   4:57.86 
ｱﾏﾘ ﾕｳｺ 佐久長聖高

13 久保田 里菜(1)   4:58.95 
ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ 長野東高
荒木 瑞葉(2)
ｱﾗｷ ﾐｽﾞﾊ 諏訪二葉高
宮川 瑞穂(3)
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ 墨坂中
清水 彩音(3)
ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾈ 南箕輪中

No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    30

15   870

女子

1500m
決勝

順

9   881

5  2182

7   878
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13   873

2  1333

4  5329

1   877

3   871

14   876

10    92

8  1306

16  5232
棄権

棄権
11  5204

棄権



決勝 4月26日 15:00

長野県記録(KR)                9:16.29 石原　さつき                 諏訪実高         1991/10/14  
大会記録(GR)                  9:35.00 湯澤 ほのか                  長野東高         2012        

 1 小口 雪音(2)   9:46.44 
ｵｸﾞﾁ ﾕｷﾈ 長野東高

 2 北林 由里(3)   9:54.26 
ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾕﾘ 長野東高

 3 玉城 かんな(2)   9:56.41 
ﾀﾏｷ ｶﾝﾅ 長野東高

 4 竹内 優花(3)  10:13.80 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｶ 戸倉上山田中

 5 岩波 香奈(3)  10:20.87 
ｲﾜﾅﾐ ｶﾅ 小諸高

 6 小林 希良莉(1)  10:22.25 
ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾘ 長野東高

 7 千野 恵実(3)  10:25.24 
ﾁﾉ ﾒｸﾞﾐ 戸倉上山田中

 8 甘利 祐子(1)  10:31.05 
ｱﾏﾘ ﾕｳｺ 佐久長聖高

 9 菅沼 真衣(2)  10:34.93 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏｲ 丸子修学館高

10 山﨑 千夏(3)  10:36.27 
ﾔﾏｻﾞｷ  ﾁﾅﾂ 上田高

11 渡邉 かりん(3)  10:38.75 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 長野日大高

12 伊藤 千夏(2)  10:46.12 
ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 長野日大高

13 八木 菜生子(3)  10:47.58 
ﾔｷﾞ ﾅｵｺ 長野日大高

14 出口 栞里(2)  10:52.27 
ﾃﾞｸﾞﾁ  ｼｵﾘ 上田高

15 赤井 麗佳(2)  10:56.43 
ｱｶｲ ﾚｲｶ 長野東高

16 安田 佳織(2)  11:02.78 
ﾔｽﾀﾞ ｶｵﾘ 松本深志高

17 伊藤 玲美優(3)  11:08.60 
ｲﾄｳ ﾚﾋﾞﾕ 松商学園高

18 成田 愛理(3)  11:14.33 
ﾅﾘﾀ ｱｲﾘ 松商学園高

19 倉科 真子(3)  11:18.90 
ｸﾗｼﾅ ﾏｺ 松商学園高

20 岩波 宏佳(3)  11:30.15 
ｲﾜﾅﾐ ﾋﾛｶ 諏訪清陵高

21 塚田 美穂(2)  11:36.29 
ﾂｶﾀﾞ ﾐﾎ 松本美須々ｹ高

22 池田 優子(3)  11:48.26 
ｲｹﾀﾞ ﾕｳｺ 丸子修学館高

23 三 村 静 香(1)  11:50.12 
ﾐﾑﾗ ｼｽﾞｶ 塩尻志学館高

24 有賀 美和(2)  11:53.73 
ｱﾙｶﾞ ﾐﾜ 長野高専

25 西澤 萌香(2)  12:00.02 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｶ 大町高

26 鈴木 明日香(3)  12:16.65 
ｽｽﾞｷ ｱｽｶ 飯山北高
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6  1937

25   868

29  1781

8   960

26  1416
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12  1306
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13   877
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21  4349

15   869

17   874

女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 4月26日 11:10

長野県記録(KR)               15:52.08 湯澤 ほのか                  長野東高         2012/10/13  
大会記録(GR)                 16:36.59 小田切亜希                   長野東高         2007        

 1 岩波 香奈(3)  18:19.08 
ｲﾜﾅﾐ ｶﾅ 小諸高

所属名 記録／備考
1  1333

女子

5000m

決勝

順 No. 氏  名



予選 4月26日 12:55
決勝 4月26日 16:35

長野県記録(KR)                  58.27 瀧澤 彩                      長野高           2012        
大会記録(GR)                  1:02.07 春原 夕子                    東京女子体育大   1994        

[ 1組] [ 2組]

 1 瀧澤 彩(1)   1:02.70 Q  1 内山 成実(3)   1:03.95 Q
ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ 慶應大 ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 長野吉田高

 2 小山 綾菜(2)   1:07.30 Q  2 和田 美彩子(3)   1:05.78 Q
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 長野吉田高 ﾜﾀﾞ ﾐｻｺ 信大

 3 高野 雅子(3)   1:07.62 q  3 風間 春香(3)   1:08.39 q
ﾀｶﾉ ﾏｻｺ 大町高 ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｶ 市立長野高

 4 奥島 美空(3)   1:12.15  4 木下 真凛(2)   1:16.76 
ｵｸｼﾏ ﾐｸ 松商学園高 ｷﾉｼﾀ ﾏﾘﾝ 野沢北高

 5 梶谷 みさき(3)   1:12.74  5 野口 那奈美(2)   1:18.29 
ｶｼﾞﾀﾆ ﾐｻｷ 諏訪清陵高 ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 諏訪清陵高

 6 堤 瑛子(3)   1:15.34  6 清水 由紀子(3)   1:18.73 
ﾂﾂﾐ ｴｺ 佐久長聖高 ｼﾐｽﾞ ﾕｷｺ 飯田高

 7 桐山 彩織(3)   1:16.47 
ｷﾘﾔﾏ ｻｵﾘ 伊那北高

 8 澁谷 希望(2)   1:18.51 
ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ 飯田高

 9 野崎 せりか(2)   1:21.16 
ﾉｻﾞｷ ｾﾘｶ 須坂高

[ 3組]

 1 佐藤 静香(1)   1:05.53 Q
ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 新潟医療福祉大

 2 古川 葉月(3)   1:12.04 Q
ﾌﾙｶﾜ ﾊﾂﾞｷ 飯山北高

 3 澤口 愛生(3)   1:13.06 
ｻﾜｸﾞﾁ ｱｲ 木曽青峰高

 4 金子 芽衣(3)   1:15.05 
ｶﾈｺ ﾒｲ 信大

 5 土屋 光那(2)   1:15.31 
ﾂﾁﾔ ﾐﾅ 須坂高

 6 小林 紗也加(3)   1:16.49 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 市立長野高

 1 瀧澤 彩(1)   1:00.12 
ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ 慶應大

 2 内山 成実(3)   1:01.78 
ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ 長野吉田高

 3 佐藤 静香(1)   1:03.87 
ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 新潟医療福祉大

 4 和田 美彩子(3)   1:05.26 
ﾜﾀﾞ ﾐｻｺ 信大

 5 小山 綾菜(2)   1:07.27 
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 長野吉田高

 6 風間 春香(3)   1:07.74 
ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｶ 市立長野高

 7 高野 雅子(3)   1:10.26 
ﾀｶﾉ ﾏｻｺ 大町高

 8 古川 葉月(3)   1:12.99 
ﾌﾙｶﾜ ﾊﾂﾞｷ 飯山北高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

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
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決勝 4月26日  8:40

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)                 23:25.6  鳥羽　詩織                   長野東高         2009        

 1 大和 千秋  24:36.70 
ﾔﾏﾄ  ﾁｱｷ 飯田病院

 2 吉田 英里子(3)  25:46.59 
ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｺ 東海大三高

 3 中島 和華(2)  28:01.22 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾜｶ 上田染谷丘高

 4 牛山 杏香(2)  29:58.81 
ｳｼﾔﾏ  ｷｮｳｶ 松川高

 5 渡邉 幸穂(3)  32:26.23 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾁﾎ 伊那西高
青沼 郁奈(3)
ｱｵﾇﾏ ﾌﾐﾅ 梓川高

11   325

1  1733
失格 W3

3  1451

8   400

6  8017

4    32

女子

5000m競歩

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 4月27日 14:15
決勝 4月27日 16:00

長野県記録(KR)                  13.81 茂木　多美江                 小諸高校教員     1978/10/15  
大会記録(GR)                    14.4  茂木多美江                   小諸高教         1979        

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 -3.4

 1 小山 綾菜(2)     16.02 Q  1 宮澤 七夕子(3)     16.00 Q
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 長野吉田高 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂｺ 信州大

 2 大日方 紗愛(1)     16.22 q  2 奥島 美空(3)     16.98 q
ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ 中京大 ｵｸｼﾏ ﾐｸ 松商学園高

 3 野口 那奈美(2)     17.70  3 征矢 希(3)     17.19 q
ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 諏訪清陵高 ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 伊那西高

 4 串原 礼(2)     17.88  4 高野 雅子(3)     17.79 
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農業高 ﾀｶﾉ ﾏｻｺ 大町高

 5 渡邉 希(1)     19.76  5 高山 桃佳(3)     18.29 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 小諸高 ﾀｶﾔﾏ ﾓﾓｶ 長野吉田高

 6 高見澤 有紗(2)     19.86  6 中村 依紅未(3)     18.77 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｱﾘｻ 市立長野高 ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾐ 穂高商業高

 7 成澤 智織(2)     22.95  7 赤羽 里香(3)     19.45 
ﾅﾙｻﾜ ﾁｵﾘ 野沢南高 ｱｶﾊﾈ ﾘｶ 岡谷東高

[ 3組] 風速 -0.5 [ 4組] 風速 +1.1

 1 市岡 奈月(3)     15.92 Q  1 和田 美彩子(3)     16.06 Q
ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 松本蟻ヶ崎高 ﾜﾀﾞ ﾐｻｺ 信州大

 2 風間 春香(3)     17.04 q  2 佐藤 くるみ(3)     17.41 
ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｶ 市立長野高 ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館高

 3 澤口 愛生(3)     17.77  3 宮坂 栞(2)     17.62 
ｻﾜｸﾞﾁ ｱｲ 木曽青峰高 ﾐﾔｻｶ ｼｵﾘ 市立長野高

 4 岩崎 若葉(2)     18.19  4 鈴木 紗綾(2)     17.96 
ｲﾜｻｷ ﾜｶﾊﾞ 小諸高 ｽｽﾞｷ ｻﾔ 長野吉田高

 5 木下 真凛(2)     19.21  5 古川 葉月(3)     18.59 
ｷﾉｼﾀ ﾏﾘﾝ 野沢北高 ﾌﾙｶﾜ ﾊﾂﾞｷ 飯山北高

 6 青木 莉奈     19.87 
ｱｵｷ ﾘﾅ 上田千曲高

 7 家塚 みのり(2)     19.98 
ｲｴﾂﾞｶ ﾐﾉﾘ 長野高

風速 +0.6

 1 宮澤 七夕子(3)     15.34 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂｺ 信州大

 2 小山 綾菜(2)     15.58 
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 長野吉田高

 3 市岡 奈月(3)     15.82 
ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 松本蟻ヶ崎高

 4 和田 美彩子(3)     15.98 
ﾜﾀﾞ ﾐｻｺ 信州大

 5 大日方 紗愛(1)     16.34 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ 中京大

 6 奥島 美空(3)     16.86 
ｵｸｼﾏ ﾐｸ 松商学園高

 7 風間 春香(3)     17.04 
ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｶ 市立長野高

 8 征矢 希(3)     17.28 
ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 伊那西高
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 4月27日 14:05
決勝 4月27日 15:55

大会記録(GR)                          

[ 1組] 風速 -1.1 [ 2組] 風速 -1.1

 1 池田 好(3)     17.88 Q  1 吉村 彩加(1)     17.02 Q
ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ 長峰中 ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野高

 2 小口 ゆり(3)     18.15 Q  2 中山 寛香(3)     17.92 Q
ｵｸﾞﾁ ﾕﾘ 浅間中 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｶ 櫻ヶ岡中

 3 安田 若菜(1)     18.49 Q  3 坂本 かなた(3)     18.17 Q
ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 木曽青峰高 ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 篠ﾉ井西中

 4 樋口 莉緒花(2)     19.93  4 加納 南菜子(3)     19.41 q
ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ 塩尻広陵中 ｶﾉｳ ﾅﾅｺ 芦原中

 5 酒井 彩花(2)     20.88  5 後藤 彩衣(2)     19.65 q
ｻｶｲ ｻﾔｶ 篠ﾉ井西中 ｺﾞﾄｳ ｻｴ 塩尻広陵中

 6 渡辺 真礼(2)     23.20  6 榊山 莉帆(3)     21.00 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｱﾔ 塩尻広陵中 ｻｶｷﾔﾏ ﾘﾎ ｲｲﾀﾞｼｭAC

風速 -1.0

 1 吉村 彩加(1)     16.82 
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野高

 2 中山 寛香(3)     17.61 
ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｶ 櫻ヶ岡中

 3 池田 好(3)     17.62 
ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ 長峰中

 4 小口 ゆり(3)     18.05 
ｵｸﾞﾁ ﾕﾘ 浅間中

 5 安田 若菜(1)     18.41 
ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 木曽青峰高

 6 加納 南菜子(3)     19.07 
ｶﾉｳ ﾅﾅｺ 芦原中

 7 後藤 彩衣(2)     19.57 
ｺﾞﾄｳ ｻｴ 塩尻広陵中
坂本 かなた(3) T7
ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 篠ﾉ井西中 失格

2  5463

9  5298

8  1589

3  5172

4  5324

6  5210

5  2190

7  5107

2  8002

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  5172

氏  名 所属名 記録／備考
4  2190

1  5463

順 ﾚｰﾝ No.

6  5298

5  5107

7  4757

1  5464

4  1589

3  5378

記録／備考
6  5324

2  5210

女子

100mYH(0.762+8.5m)

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



予選 4月26日 14:10
決勝 4月26日 16:45

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)                    48.00 県選抜                       長野県           1983        

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 松商学園高  1933 中村 泉紀(3)     50.09 q  1   4 市立長野高   926 井口 華穂(3)     51.82 q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ｲｸﾞﾁ ｶﾎ
 1943 ﾓﾗｰﾄﾞ 華(2)   914 高島 美咲(2)

ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ
 1935 奥島 美空(3)   913 村松 広捺(3)

ｵｸｼﾏ ﾐｸ ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ
 1934 ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ(3)   928 風間 春香(3)

ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｶ
 2   7 長野日大高(A)  2158 戸田 麻由(2)     51.43 q  2   7 信州大  7014 中山 結美子(4)     51.95 q

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ﾄﾀﾞ ﾏﾕ ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ ﾅｶﾔﾏ ﾕﾐｺ
  951 外谷 理緒奈(3)  7009 宮澤 七夕子(3)

ﾄﾔ ﾘｵﾅ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂｺ
  958 山口 晏奈(1)  7017 和田 美彩子(3)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ ﾜﾀﾞ ﾐｻｺ
  953 唐澤 美玲(2)  7012 榊原 南実(1)

ｶﾗｻﾜ ﾐﾚｲ ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾐﾅﾐ
 3   6 文化学園長野高   989 下岡 夕奈(3)     52.71 q  3   2 篠ﾉ井高  1103 髙橋 梓(2)     52.84 

ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉｺｳ ｼﾓｵｶ ﾕｳﾅ ｼﾉﾉｲｺｳ ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ
  991 信太 ひなの(2)  1071 武村 結香(1)

ﾉﾌﾞﾀ ﾋﾅﾉ ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ
  981 依田 菜月(3)  1100 高原 乃友莉(3)

ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ ﾀｶﾊﾗ ﾉﾕﾘ
  990 清水 香那(2)  1106 小野 美紗(2)

ｼﾐｽﾞ ｶﾅ ｵﾉ ﾐｻ
 4   9 松本美須々ｹ高  1842 藤原 佳奈(3)     54.19  4   8 長野西高   796 水庫 郁実(3)     53.13 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶｺｳ ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾅ ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ ﾐｽﾞｸﾗ ｲｸﾐ
 1845 伊藤 野々花(3)   798 宮武 志帆(3)

ｲﾄｳ ﾉﾉｶ ﾐﾔﾀｹ ｼﾎ
 1849 中島 涼香(2)   804 中村 綾恵(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｴ
 1841 中村 芽以(3)   776 加納 茉弥(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ ｶﾉｳ ﾏﾔ
 5   1 長野東部中  4766 小林  珠菜(2)     55.42  5   5 諏訪清陵高  2052 田中 優奈(3)     53.38 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀﾏﾅ ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ﾀﾅｶ ﾕﾅ
 4762 伊能  史織(2)  2050 上原 悠紀(3)

ｲﾉｳ  ｼｵﾘ ｳｴﾊﾗ ﾕｷ
 4767 土屋  友佳(2)  2054 梶谷 みさき(3)

ﾂﾁﾔ  ﾄﾓｶ ｶｼﾞﾀﾆ ﾐｻｷ
 4765 小松  紗菜    79 高橋 美凪(2)

ｺﾏﾂ  ｻﾅ ﾀｶﾊｼ ﾆﾅｷﾞ
 6   3 丸子修学館高  1386 佐々木 梨香(2)     55.52  6   3 飯田高   411 澁谷 希望(2)     56.86 

ﾏﾙｺｵｼｭｳｶﾞｸｶﾝｺｳ ｻｻｷ ﾘｶ ｲｲﾀﾞｺｳ ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ
 1388 片桐 穂花(1)   417 塩澤 華奈(3)

ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ
 1396 佐藤 くるみ(3)   416 清水 由紀子(3)

ｻﾄｳ ｸﾙﾐ ｼﾐｽﾞ ﾕｷｺ
 1398 巣山 夏歩(3)   415 宮島 志保美(3)

ｽﾔﾏ ｶﾎ ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ
 7   8 小諸高  1347 林 未加(2)     57.27 

ｺﾓﾛｺｳ ﾊﾔｼ ﾐｶ
 1331 岩崎 若葉(2)

ｲﾜｻｷ ﾜｶﾊﾞ
 1350 清水 晶絵(1)

ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ
 1349 丸橋 由紀子(1)

ﾏﾙﾊｼ ﾕｷｺ
  2 屋代高  1154 原田 彩花(2)

ﾔｼﾛｺｳ ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｶ 失格
 1151 安倍 史恵(3) R1

ｱﾍﾞ ﾌﾐｴ
 1152 宮入 春菜(3)

ﾐﾔｲﾘ ﾊﾙﾅ
 1153 宮原 千恵(3)

ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾁｴ

女子

4×100m

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



[ 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   5 長野吉田高   756 黒岩 夏都妃(2)     51.30 q  1   8 大町高  1689 澁谷 麻友(2)     51.37 q

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ｸﾛｲﾜ ﾅﾂｷ ｵｵﾏﾁｺｳ ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕ
  751 小山 綾菜(2)  1684 藤澤 紗也(3)

ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔ
  773 高山 桃佳(3)  1685 高野 雅子(3)

ﾀｶﾔﾏ ﾓﾓｶ ﾀｶﾉ ﾏｻｺ
  766 鈴木 千穂(3)  1690 降旗 菜津美(1)

ｽｽﾞｷ ﾁﾎ ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ
 2   7 飯田風越高   453 小澤 未菜(2)     51.41 q  2   5 篠ﾉ井西中  4759 丸田 かおり(3)     53.46 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳ ﾏﾙﾀ ｶｵﾘ
  452 三石 奈穂(2)  5297 土屋 美咲(3)

ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ ﾂﾁﾔ ﾐｻｷ
  455 清水 真希(3)  5298 坂本 かなた(3)

ｼﾐｽﾞ ﾏｷ ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ
  446 柴田 佳歩(3)  5296 中村 理彩(3)

ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ
 3   2 野沢南高  1245 佐藤 有生(2)     55.88  3   4 穂高商業高  1715 大澤 亜紀(3)     54.41 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ｻﾄｳ ﾕｲ ﾎﾀｶｼｮｳｷﾞｮｳｺｳ ｵｵｻﾜ ｱｷ
 1243 有井 歩(3)  1716 中村 依紅未(3)

ｱﾘｲ ｱﾕﾐ ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾐ
 1247 新津 まり菜(2)  1717 畑 瑠衣菜(2)

ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ ﾊﾀ ﾙｲﾅ
 1242 鈴木 麻衣(3)  1719 勝野 美希(2)

ｽｽﾞｷ ﾏｲ ｶﾂﾉ ﾐｷ
  6 裾花中  4602 笠原 茉里(2)  4   9 塩尻志学館高  1602 出口 真奈美(3)     55.15 

ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳ ｶｻﾊﾗ ﾏﾘ 失格 ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝｺｳ ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ
 5260 富岡 沙都子(3) R1(3-4)  1604 原田 結希(3)

ﾄﾐｵｶ ｻﾄｺ ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷ
 4603 赤塩 朋(3)  1609 良波 美恵(2)

ｱｶｼｵ ﾄﾓ ﾖｼﾅﾐ ﾐｴ
 4601 加藤 詩萌(2)  1615 北澤 志穂(2)

ｶﾄｳ ｼﾎ ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾎ
  8 浅間中(A)  5213 小林 未稀(3)  5   3 長野商業高   837 小山 舞(2)     55.93 

ｱｻﾏﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 失格 ﾅｶﾞﾉｼｮｳｷﾞｮｳ ｺﾔﾏ ﾏｲ
 5214 佐々木 はな実(3) R1(2-3)   833 石井 芽衣(3)

ｻｻｷ ﾊﾅﾐ ｲｼｲ ﾒｲ
 5217 柳澤 莉子(3)   835 清水 亮子(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｺ ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｺ
 5212 小林 茉菜美(3)   834 金川 都づ美(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ ｶﾅｶﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ
  2 木曽青峰高  1580 池井 陽子(2)

ｷｿｾｲﾎｳ ｲｹｲ ﾖｳｺ 途中棄権
 1575 小谷 彩乃(3)

ｺﾀﾆ ｱﾔﾉ
 1583 征矢 望(2)

ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ
 1579 澤口 愛生(3)

ｻﾜｸﾞﾁ ｱｲ
  7 松本県ヶ丘高  1795 小坂 奈桜(2)

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ｺｻｶ ﾅｵ 途中棄権
 1793 八釼 夏帆(3)

ﾔﾂﾙｷﾞ ｶﾎ
 1797 百瀬 亜希帆(2)

ﾓﾓｾ ｱｷﾎ
 1796 小澤 詩歩(2)

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   4 松商学園高  1933 中村 泉紀(3)     49.68 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ
 1943 ﾓﾗｰﾄﾞ 華(2)

ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ
 1935 奥島 美空(3)

ｵｸｼﾏ ﾐｸ
 1934 ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ(3)

ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ
 2   6 長野吉田高   756 黒岩 夏都妃(2)     49.96 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ｸﾛｲﾜ ﾅﾂｷ
  751 小山 綾菜(2)

ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ
  773 高山 桃佳(3)

ﾀｶﾔﾏ ﾓﾓｶ
  766 鈴木 千穂(3)

ｽｽﾞｷ ﾁﾎ
 3   8 長野日大高(A)  2158 戸田 麻由(2)     50.26 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ﾄﾀﾞ ﾏﾕ
  951 外谷 理緒奈(3)

ﾄﾔ ﾘｵﾅ
  958 山口 晏奈(1)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ
  953 唐澤 美玲(2)

ｶﾗｻﾜ ﾐﾚｲ
 4   7 飯田風越高   453 小澤 未菜(2)     50.89 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ
  452 三石 奈穂(2)

ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ
  455 清水 真希(3)

ｼﾐｽﾞ ﾏｷ
  446 柴田 佳歩(3)

ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ
 5   5 大町高  1689 澁谷 麻友(2)     52.04 

ｵｵﾏﾁｺｳ ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕ
 1684 藤澤 紗也(3)

ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔ
 1685 高野 雅子(3)

ﾀｶﾉ ﾏｻｺ
 1690 降旗 菜津美(1)

ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ
 6   3 文化学園長野高   989 下岡 夕奈(3)     52.11 

ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉｺｳ ｼﾓｵｶ ﾕｳﾅ
  991 信太 ひなの(2)

ﾉﾌﾞﾀ ﾋﾅﾉ
  981 依田 菜月(3)

ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ
  990 清水 香那(2)

ｼﾐｽﾞ ｶﾅ
 7   2 信州大  7014 中山 結美子(4)     52.62 

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ ﾅｶﾔﾏ ﾕﾐｺ
 7009 宮澤 七夕子(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂｺ
 7017 和田 美彩子(3)

ﾜﾀﾞ ﾐｻｺ
 7012 榊原 南実(1)

ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾐﾅﾐ
 8   9 市立長野高   926 井口 華穂(3)     58.45 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ｲｸﾞﾁ ｶﾎ
  914 高島 美咲(2)

ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ
  913 村松 広捺(3)

ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ
  928 風間 春香(3)

ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｶ

決勝

女子

4×100m



決勝 4月27日 16:15

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)                  4:00.98 長野高                       長野高           2012        

[ 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 篠ﾉ井高  1103 髙橋 梓(2)   4:15.56  1   5 飯田風越高   452 三石 奈穂(2)   4:13.30 

ｼﾉﾉｲｺｳ ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ
 1100 高原 乃友莉(3)   455 清水 真希(3)

ﾀｶﾊﾗ ﾉﾕﾘ ｼﾐｽﾞ ﾏｷ
 1071 武村 結香(1)   460 菅沼 真洸(1)

ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
 1106 小野 美紗(2)   446 柴田 佳歩(3)

ｵﾉ ﾐｻ ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ
 2   7 文化学園長野高   989 下岡 夕奈(3)   4:19.13  2   2 木曽青峰高  1575 小谷 彩乃(3)   4:15.25 

ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉｺｳ ｼﾓｵｶ ﾕｳﾅ ｷｿｾｲﾎｳ ｺﾀﾆ ｱﾔﾉ
  991 信太 ひなの(2)  1576 沢井 千花(3)

ﾉﾌﾞﾀ ﾋﾅﾉ ｻﾜｲ ﾁﾊﾅ
  981 依田 菜月(3)  1583 征矢 望(2)

ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ
  983 原山 美優(3)  1578 舟島 春香(3)

ﾊﾗﾔﾏ ﾐﾕｳ ﾌﾈｼﾏ ﾊﾙｶ
 3   6 櫻ヶ岡中(A)  5105 加納 采弥(3)   4:23.09  3   4 丸子修学館高  1396 佐藤 くるみ(3)   4:16.47 

ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳ ｶﾉｳ ｻﾔ ﾏﾙｺｵｼｭｳｶﾞｸｶﾝｺｳ ｻﾄｳ ｸﾙﾐ
 5108 依田 恵(3)  1382 菅沼 真衣(2)

ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ ｽｶﾞﾇﾏ ﾏｲ
 5111 小野 菜摘(3)  1388 片桐 穂花(1)

ｵﾉ ﾅﾂﾐ ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ
 5110 宮坂 奈緒(3)  1381 小合 沙季(2)

ﾐﾔｻｶ ﾅｵ ｵｺﾞｳ ｻｷ
 4   9 丸子北中  5062 宮下 彩奈(3)   4:28.91  4   7 大町高  1684 藤澤 紗也(3)   4:16.99 

ﾏﾙｺｷﾀﾁｭｳ ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾅ ｵｵﾏﾁｺｳ ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔ
 5060 成澤 優(3)  1685 高野 雅子(3)

ﾅﾙｻﾜ ﾕｳ ﾀｶﾉ ﾏｻｺ
 5485 春原 朱里(2)  1690 降旗 菜津美(1)

ｽﾉﾊﾗ ｱｶﾘ ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ
 5481 小林 奏(2)  1691 中西 保乃花(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ
 5   4 松本美須々ｹ高  1849 中島 涼香(2)   4:29.74  5   6 飯田高   415 宮島 志保美(3)   4:19.69 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶｺｳ ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ ｲｲﾀﾞｺｳ ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ
 1850 岩垂 瞳(2)   416 清水 由紀子(3)

ｲﾜﾀﾞﾚ ﾋﾄﾐ ｼﾐｽﾞ ﾕｷｺ
 1841 中村 芽以(3)   411 澁谷 希望(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ
 1853 蛭田 凜(2)   417 塩澤 華奈(3)

ﾋﾙﾀ ﾘﾝ ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ
 6   1 長野商業高   835 清水 亮子(3)   4:41.07  6   8 鉢盛中  5119 塩原 由夏(3)   4:28.74 

ﾅｶﾞﾉｼｮｳｷﾞｮｳ ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｺ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｼｵﾊﾗ ﾕｶ
  833 石井 芽衣(3)  5364 安田 三奈美(2)

ｲｼｲ ﾒｲ ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ
  837 小山 舞(2)  5121 籏町 佳代(3)

ｺﾔﾏ ﾏｲ ﾊﾀﾏﾁ ｶﾖ
  834 金川 都づ美(3)  5118 倉沢 果歩(3)

ｶﾅｶﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ ｸﾗｻﾜ ｶﾎ
 7   2 塩尻広陵中  5378 樋口 莉緒花(2)   4:54.86  7   9 松商学園高  1919 奥島 彩葉(1)   4:31.11 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｵｸｼﾏ ｻﾖ
 5156 今井 巴絵(3)  1935 奥島 美空(3)

ｲﾏｲ ﾄﾓｴ ｵｸｼﾏ ﾐｸ
 5463 後藤 彩衣(2)  1945 小林 沙彩(2)

ｺﾞﾄｳ ｻｴ ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ
 5154 廣瀬 由梨奈(3)  1934 ディアスタイナ(3)

ﾋﾛｾ ﾕﾘﾅ ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ
  3 上伊那農   1 諏訪清陵高    79 高橋 美凪(2)

ｶﾐｲﾅﾉｳ 欠場 ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ﾀｶﾊｼ ﾆﾅｷﾞ 欠場
 2053 長澤 茜(3)

ﾅｶﾞｻﾜ ｱｶﾈ
   76 野口 那奈美(2)

ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ
 2054 梶谷 みさき(3)

ｶｼﾞﾀﾆ ﾐｻｷ
  8 諏訪二葉高   3 松代高

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ 欠場 ﾏﾂｼﾛｺｳ 欠場

女子

4×400m

決勝



[ 3組]
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(2)   3:59.90 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 大会新
  765 内山 成実(3)

ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ
  766 鈴木 千穂(3)

ｽｽﾞｷ ﾁﾎ
  767 村上 りさ子(3)

ﾑﾗｶﾐ ﾘｻｺ
 2   4 長野日大高(A)  2158 戸田 麻由(2)   4:11.25 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ﾄﾀﾞ ﾏﾕ
  965 北田 芽衣(3)

ｷﾀﾀﾞ ﾒｲ
  951 外谷 理緒奈(3)

ﾄﾔ ﾘｵﾅ
  958 山口 晏奈(1)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ
 4   2 長野高   820 川村 吉乃(2)   4:13.43 

ﾅｶﾞﾉｺｳ ｶﾜﾑﾗ  ﾖｼﾉ
  812 中村 夏生(3)

ﾅｶﾑﾗ ｶｵ
 2182 小林 真帆(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾎ
 2183 和田 聖奈(2)

ﾜﾀﾞ ｾｲﾅ
 5   9 松本蟻ヶ崎高  1872 山村 彩花(2)   4:16.54 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷｺｳ ﾔﾏﾑﾗ ｱﾔｶ
 1895 折橋 真生(3)

ｵﾘﾊｼ ﾏｵ
 1861 赤羽 美柚(1)

ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ
 1894 市岡 奈月(3)

ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ
 6   1 佐久長聖高  1297 堤 瑛子(3)   4:17.20 

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ﾂﾂﾐ ｴｺ
 1303 阿部 真里香(2)

ｱﾍﾞ ﾏﾘｶ
 1300 菊原 麻由奈(2)

ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ
 1304 阿部 恵里香(2)

ｱﾍﾞ ｴﾘｶ
 7   7 市立長野高   915 宮坂 苑実(2)   4:25.12 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ﾐﾔｻｶ ｿﾉﾐ
  930 小林 紗也加(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ
  914 高島 美咲(2)

ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ
  913 村松 広捺(3)

ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ
  8 上田東高

ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼｺｳ 欠場

女子

4×400m



   1 長野吉田高   3:59.90 大会新 小山 綾菜(2) 内山 成実(3) 鈴木 千穂(3) 村上 りさ子(3)   3   1
   2 長野日大高(A)   4:11.25 戸田 麻由(2) 北田 芽衣(3) 外谷 理緒奈(3) 山口 晏奈(1)   3   2
   3 飯田風越高   4:13.30 三石 奈穂(2) 清水 真希(3) 菅沼 真洸(1) 柴田 佳歩(3)   2   1
   4 長野高   4:13.43 川村 吉乃(2) 中村 夏生(3) 小林 真帆(3) 和田 聖奈(2)   3   4
   5 木曽青峰高   4:15.25 小谷 彩乃(3) 沢井 千花(3) 征矢 望(2) 舟島 春香(3)   2   2
   6 篠ﾉ井高   4:15.56 髙橋 梓(2) 高原 乃友莉(3) 武村 結香(1) 小野 美紗(2)   1   1
   7 丸子修学館高   4:16.47 佐藤 くるみ(3) 菅沼 真衣(2) 片桐 穂花(1) 小合 沙季(2)   2   3
   8 松本蟻ヶ崎高   4:16.54 山村 彩花(2) 折橋 真生(3) 赤羽 美柚(1) 市岡 奈月(3)   3   5
   9 大町高   4:16.99 藤澤 紗也(3) 高野 雅子(3) 降旗 菜津美(1) 中西 保乃花(1)   2   4
  10 佐久長聖高   4:17.20 堤 瑛子(3) 阿部 真里香(2) 菊原 麻由奈(2) 阿部 恵里香(2)   3   6
  11 文化学園長野高   4:19.13 下岡 夕奈(3) 信太 ひなの(2) 依田 菜月(3) 原山 美優(3)   1   2
  12 飯田高   4:19.69 宮島 志保美(3) 清水 由紀子(3) 澁谷 希望(2) 塩澤 華奈(3)   2   5
  13 櫻ヶ岡中(A)   4:23.09 加納 采弥(3) 依田 恵(3) 小野 菜摘(3) 宮坂 奈緒(3)   1   3
  14 市立長野高   4:25.12 宮坂 苑実(2) 小林 紗也加(3) 高島 美咲(2) 村松 広捺(3)   3   7
  15 鉢盛中   4:28.74 塩原 由夏(3) 安田 三奈美(2) 籏町 佳代(3) 倉沢 果歩(3)   2   6
  16 丸子北中   4:28.91 宮下 彩奈(3) 成澤 優(3) 春原 朱里(2) 小林 奏(2)   1   4
  17 松本美須々ｹ高   4:29.74 中島 涼香(2) 岩垂 瞳(2) 中村 芽以(3) 蛭田 凜(2)   1   5
  18 松商学園高   4:31.11 奥島 彩葉(1) 奥島 美空(3) 小林 沙彩(2) ディアスタイナ   2   7
  19 長野商業高   4:41.07 清水 亮子(3) 石井 芽衣(3) 小山 舞(2) 金川 都づ美(3)   1   6
  20 塩尻広陵中   4:54.86 樋口 莉緒花(2) 今井 巴絵(3) 後藤 彩衣(2) 廣瀬 由梨奈(3)   1   7

決勝 4月27日 16:15

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 信州大  7014 中山 結美子(4)   4:12.66 

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ ﾅｶﾔﾏ ﾕﾐｺ
 7013 出口 和佳奈(2)/三重

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾜｶﾅ
 7010 金子 芽衣(3)

ｶﾈｺ ﾒｲ
 7017 和田 美彩子(3)

ﾜﾀﾞ ﾐｻｺ

順位 所属名 都道府県 記録

女子

4×400m
タイムレース

ｵｰﾌﾟﾝ女子

4×400m

決勝

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 4月26日 13:30

長野県記録(KR)                   1.81 屋ヶ田　直美                 中央大           1984/10/05  
大会記録(GR)                     1.70 上原久美恵                   岡谷東高         1977        

小島　昌子                   伊那弥生ヶ丘高   1977        

有賀 楓子(2)
ｱﾙｶﾞ ﾌｳｺ 新潟医療福祉大
小野 美紗(2)
ｵﾉ ﾐｻ 篠ﾉ井高
今村 久美子(M)
ｲﾏﾑﾗ ｸﾐｺ 福大院
山我 杏寿実(2)
ﾔﾏｶﾞ ｱｽﾞﾐ 野沢北高
間嶋 美優(3)
ﾏｼﾏ ﾐﾕ 佐久長聖高
新井 咲(1)
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園高
水庫 郁実(3)
ﾐｽﾞｸﾗ ｲｸﾐ 長野西高
中村 繭子(3)
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕｺ 木曽青峰高
中村 芽以(3)
ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 松本美須々ｹ高
鳥羽 美空(2)
ﾄﾊﾞ ﾐｿﾗ 穂高商業高
小林 沙彩(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 松商学園高
桑原 杏菜(2)
ｸﾜﾊﾞﾗ ｱﾝﾅ 木曽青峰高
加藤 まりな(3)
ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田風越高
溝尾 彩夏(2)
ﾐｿﾞｵ ｱﾔｶ 塩尻志学館高
今井 ちひろ(3)
ｲﾏｲ ﾁﾋﾛ 長野吉田高
唐澤 遥南(1)
ｶﾗｻﾜ ﾊﾙﾅ 伊那西高
伊東 泉朋(3)
ｲﾄｳ ﾐｽﾞﾎ 諏訪実業高
清水 香那(2)
ｼﾐｽﾞ ｶﾅ 文化学園長野高
小林 茉菜美(3) 記録なし
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 浅間中
二木 珠衣(3) 記録なし
ﾌﾀﾂｷﾞ ｼﾞｭｲ 信明中
佐々木 はな実(3) 記録なし
ｻｻｷ ﾊﾅﾐ 浅間中
林 未加(2) 記録なし
ﾊﾔｼ ﾐｶ 小諸高

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

o o

記録 備考1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60
1 24  7020

- - - xo xxx

1m63

 1.60

2 19  1106
o o - - o

- o

- xxx

2 25  7025
- - - xxx

 1.55

 1.55

4 23  1224
o - o xo xo

o xxx

xxx

5 21  1296
o xo xo

 1.55

 1.50

6 22  1916
xo xo xxo xxx

- -
7 15   796

o o - - xxx

 1.45

 1.40

7 18  1577
o o xxx

- x-
7 20  1841

o o - - xx

 1.40

 1.40

10 12  1718
o xo xxx

11 10  1945
xo xo xxx

 1.40

 1.40

12 9  1582
o xxo xxx

13 13   447
o xxx

 1.40

 1.35

13 14  1601
o xxx

13 17   768
o xxx

 1.35

 1.35

16 8   331
xo xxx

17 2    65
xxo xxx

 1.35

 1.35

17 5   990
xxo xx- - - /

- -
1  5212

x- - - - /

 1.35

4  5338
xxx

- -
6  5214

xx- - - - /

7  1347
xxx



決勝 4月27日  9:30

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)                     3.80 前田　朋子                   中京大           2001        

3m20 3m30
高原 乃友莉(3) - - - - - o o o o o
ﾀｶﾊﾗ ﾉﾕﾘ 篠ﾉ井高 o xxx
原 奈津美(3) - - - - - - o o o xxx
ﾊﾗ ﾅﾂﾐ 上伊那農業高
田中 優奈(3) - - o o o xo xxx
ﾀﾅｶ ﾕﾅ 諏訪清陵高
両角 果穂(3) - - o o o xxx
ﾓﾛｽﾞﾐ ｶﾎ 諏訪二葉高
長谷部 万葉(3) o o xo xxx
ﾊｾﾍﾞ ﾏﾖ 更北中
加賀見 麻里(3) o o xo xxx
ｶｶﾞﾐ ﾏﾘ 永明中
小林 奏(2) o o xxx
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 丸子北中
金屋 千奈帆(2) xo xxx
ｶﾅﾔ ﾁﾅﾎ 上田第五中
清水 亜美(3) xxx 記録なし
ｼﾐｽﾞ ｱﾐ 丸子北中
金子 未羽(2) xxx 記録なし
ｶﾈｺ ﾐｳ 丸子北中
原 裕美佳(2) - - xxx 記録なし
ﾊﾗ ﾕﾐｶ 高遠高
有賀 友理(3) - - - - - - xxx 記録なし
ｱﾙｶﾞ ﾕﾘ 上伊那農業高

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考
2m00 2m20 2m40 2m50 2m60 2m70 2m80 2m90

 3.20

2 13   242
 3.00

3m00 3m10

1 12  1100

4 7    89
 2.60

3 9  2052
 2.70

5 14  5328
 2.40

5 6  5123
 2.40

8 2  5490
 2.00

7 5  5481
 2.20

3  5483

1  5059

11   243

8   250



予選 (1,2組) 4月27日  9:30
決勝 4月27日 15:00

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

[ 1組]

深沢 たまき(3)   5.15    -    -   5.15 Q
ﾌｶｻﾜ ﾀﾏｷ 松代高   -3.5   -3.5
市岡 奈月(3)   5.12    -    -   5.12 Q
ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 松本蟻ヶ崎高   -2.9   -2.9
中曽根 沙耶(3)   3.15   4.98    -   4.98 Q
ﾅｶｿﾈ ｻﾔ 長野日大高   +1.4   +2.7   +2.7
高橋 知里(3)   4.64    o   4.91   4.91 Q
ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ 佐久長聖高   -1.2    0.0    0.0
中村 芽以(3)    x   4.59   4.91   4.91 Q
ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 松本美須々ｹ高   -3.0   +1.5   +1.5
青木 ありさ(1)   4.87    -    -   4.87 Q
ｱｵｷ ｱﾘｻ 新潟医療福祉大   -2.3   -2.3
栗空 亜沙美(1)   4.85    -    -   4.85 Q
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰高   -0.6   -0.6
加藤 恭香(2)    x   4.80    -   4.80 Q
ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東高   -0.2   -0.2
山田 愛(2)   4.70   4.66   4.48   4.70 
ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 豊科高   -0.4   -1.4   +4.1   -0.4
赤羽 愛葵(3)   4.01    x   4.55   4.55 
ｱｶﾊﾞﾈ ﾏﾅｷ 丸子北中   -2.8   -0.1   -0.1
宮澤 麗(2)   4.03    o   4.53   4.53 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｳﾗﾗ 長野吉田高   -2.5   -0.3   -0.3
矢島 芽依(3)    x   4.48   4.51   4.51 
ﾔｼﾞﾏ ﾒｲ 旭町中   +1.9    0.0    0.0
黒岩 夏都妃(2)   4.22   4.42   4.51   4.51 
ｸﾛｲﾜ ﾅﾂｷ 長野吉田高   +0.1   +1.4   +3.7   +3.7
三石 奈穂(2)    x   4.51    x   4.51 
ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ 飯田風越高   +0.3   +0.3
高見 李那(3)    x    x   4.47   4.47 
ﾀｶﾐ ﾘﾅ 長峰中   -1.0   -1.0
遊橋 里佳子(3)   3.21    o   4.46   4.46 
ﾕｳﾊｼ ﾘｶｺ 明科高   -1.7   +3.2   +3.2
三輪 才佳(3)   4.06    o   4.43   4.43 
ﾐﾜ ﾄｼｶ 旭町中   -1.5   +1.7   +1.7
野崎 せりか(2)   4.29    x    o   4.29 
ﾉｻﾞｷ ｾﾘｶ 須坂高   -3.3   -3.3
清水 晶絵(1)   4.27    x    o   4.27 
ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ 小諸高   +0.1   +0.1
小野 菜摘(3)   4.18    o    o   4.18 
ｵﾉ ﾅﾂﾐ 櫻ヶ岡中   -2.1   -2.1
加藤 まりな(3)   4.16    o    x   4.16 
ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田風越高   -1.9   -1.9
小澤 花梨(3)    x    x   4.12   4.12 
ｵｻﾞﾜ ｶﾘﾝ 市立長野高   -0.4   -0.4
西原 叶子(3)    x   3.96    x   3.96 
ﾆｼﾊﾗ ｶﾅｺ 浅間中    0.0    0.0
木村 楓(3)    x   3.83    o   3.83 
ｷﾑﾗ ｶｴﾃﾞ 芦原中   +0.5   +0.5
宮本 彩里(3)   3.82    o    x   3.82 
ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔﾘ 塩尻広陵中   -3.7   -3.7
名取 奈々海(2)   3.80    x    o   3.80 
ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ 永明中   -3.2   -3.2
矢島なつみ(2)    x   3.78    x   3.78 
ﾔｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ 裾花中   +1.3   +1.3
土屋 かなめ(2)   3.77    o    o   3.77 
ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 望月AC   -0.8   -0.8
松林 知里(3)    x    x   3.73   3.73 
ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾁｻﾄ 篠ﾉ井西中   +1.0   +1.0
遠藤 優華(3)   3.60    o    o   3.60 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ 北佐久農業高   -1.2   -1.2
渡邉 麗奈(2)   3.27    o    o   3.27 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾅ 上田第五中   -0.2   -0.2
土屋 友佳(2)   3.21    o    o   3.21 
ﾂﾁﾔ  ﾄﾓｶ 長野東部中   -0.7   -0.7
市橋 史佳(2)   3.20    o    o   3.20 
ｲﾁﾊｼ ﾌﾐｶ 信明中   -0.5   -0.5

記録 備考

女子

走幅跳

予選 標準記録    4.80m Q:標準記録突破者  q：その他の通過者

-1- -2- -3-

1 32  1118

所属名試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名順位

2 38  1894

3 30   955

4 37  1301

5 24  1841

6 36  7019

7 34  1585

8 31  1445

9 26  2007

10 20  5057

11 19   755

12 29  5223

13 27   756

14 21   452

15 16  5327

16 11  2021

17 13  5220

18 18   729

19 35  1350

20 8  5111

21 15   447

22 25   927

23 22  5215

24 1  5174

25 17  5155

26 33  4708

27 12  4691

28 4  8019

29 10  4758

 4676

30 2  1286

31 6  5493

32 5  4767

33 3



[ 2組]

三澤 涼子   5.43    -    -   5.43 Q
ﾐｻﾜ ﾘｮｳｺ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ   -3.0   -3.0
田中 美沙(3)    x   5.26    -   5.26 Q
ﾀﾅｶ ﾐｻ 中京大   -1.0   -1.0
小澤 詩歩(2)   5.05    -    -   5.05 Q
ｵｻﾞﾜ ｼﾎ 松本県ヶ丘高   +0.5   +0.5
橋本 紗季(3)   4.78    x   4.99   4.99 Q
ﾊｼﾓﾄ ｻｷ 赤穂高   -2.9   -1.8   -1.8
大日方 紗愛(1)    x   4.95    -   4.95 Q
ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ 中京大   -1.0   -1.0
伊藤 野々花(3)   4.75   4.47   4.94   4.94 Q
ｲﾄｳ ﾉﾉｶ 松本美須々ｹ高   +0.1   +1.3   +1.0   +1.0
百瀬 亜希帆(2)   4.81    -    -   4.81 Q
ﾓﾓｾ ｱｷﾎ 松本県ヶ丘高   -1.0   -1.0
小坂 奈桜(2)    x   4.70   4.65   4.70 
ｺｻｶ ﾅｵ 松本県ヶ丘高   +1.4   -1.9   +1.4
安田 若菜(1)    x   4.68    x   4.68 
ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 木曽青峰高   +1.0   +1.0
原田 結希(3)   4.59   4.51   4.66   4.66 
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷ 塩尻志学館高   -0.2   -0.5   +2.0   +2.0
水庫 郁実(3)   4.61   4.64    o   4.64 
ﾐｽﾞｸﾗ ｲｸﾐ 長野西高   -1.0   +1.4   +1.4
堀田 莉紗(2)    x   4.59   4.44   4.59 
ﾎｯﾀ ﾘｻ 信濃中   +1.8    0.0   +1.8
飯島 南(2)    x    x   4.59   4.59 
ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 豊科高   +1.3   +1.3
片桐 穂花(1)   4.56    o   4.51   4.56 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 丸子修学館高   -1.5   +0.6   -1.5
箕輪 遥(2)   4.37    x    o   4.37 
ﾐﾉﾜ ﾊﾙｶ 佐久長聖高   -4.0   -4.0
盛田 このみ(3)    x    x   4.31   4.31 
ﾓﾘﾀ ｺﾉﾐ 信濃中    0.0    0.0
上原 悠紀(3)   4.27    o    o   4.27 
ｳｴﾊﾗ ﾕｷ 諏訪清陵高   -2.8   -2.8
清水 千亜紀(2)   4.15    o    o   4.15 
ｼﾐｽﾞ ﾁｱｷ 望月AC   -2.1   -2.1
佐藤 有生(2)   4.09    o    o   4.09 
ｻﾄｳ ﾕｲ 野沢南高   -2.2   -2.2
佐藤 くるみ(3)    x   4.08    o   4.08 
ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館高   +0.1   +0.1
青木 七海(2)   4.00    x    x   4.00 
ｱｵｷ ﾅﾅﾐ 信明中   -0.6   -0.6
丸田 かおり(3)   3.97    o    o   3.97 
ﾏﾙﾀ ｶｵﾘ 篠ﾉ井西中   -1.7   -1.7
小松 晴菜(3)   3.87    x    o   3.87 
ｺﾏﾂ ﾊﾙﾅ 岡谷東部中   -1.6   -1.6
湯本 すずね(2)    x   3.86    x   3.86 
ﾕﾓﾄ ｽｽﾞﾈ 中野平中   +1.8   +1.8
柴田 果奈(2)   3.83    x    o   3.83 
ｼﾊﾞﾀ ｶﾅ 長野西高   -2.3   -2.3
春原 朱里(2)   3.80    o    o   3.80 
ｽﾉﾊﾗ ｱｶﾘ 丸子北中   -3.1   -3.1
萬場 ｹｲ(2)   3.80    x    o   3.80 
ﾏﾝﾊﾞ ｹｲ 飯山北高   -1.3   -1.3
倉石ほのか(2)   3.71    o    x   3.71 
ｸﾗｲｼ  ﾎﾉｶ 長野東部中   -0.8   -0.8
大井 まどか(2)   3.55    o    o   3.55 
ｵｵｲ  ﾏﾄﾞｶ 長野東部中   -0.3   -0.3
荒井 葵凪(2)   3.54    o    o   3.54 
ｱﾗｲ ｷﾅｷﾞ 塩尻広陵中   +0.2   +0.2
鈴木 結衣(2)   3.41    o    o   3.41 
ｽｽﾞｷ ﾕｲ 上田第五中   -1.7   -1.7
峯村 有紀(2)   3.40    x    o   3.40 
ﾐﾈﾑﾗ ﾕｷ 中野平中   -1.4   -1.4
小林 未稀(3)    x   3.29    x   3.29 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 浅間中   +0.2   +0.2

氏  名 所属名 -1- -2- -3- 記録 備考

1 36  8007

女子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

2 37  7024

3 32  1796

4 33   362

5 30  7022

6 34  1845

7 29  1797

8 27  1795

9 28  1589

10 24  1604

11 23   796

12 17  4581

13 15  2005

14 31  1388

15 19  1310

16 26  5274

17 22  2050

18 14  8018

19 16  1245

20 20  1396

21 21  4675

22 12  4759

23 6  5090

24 13  4624

25 11   806

26 18  5485

26 10   590

28 5  4768

29 9  4760

30 3  5377

31 1  4005

32 4  4626

33 8  5213



 ３回の
 最高記録

三澤 涼子   4.05    x   5.35    5.35   5.59   5.60   5.62    5.62 
ﾐｻﾜ ﾘｮｳｺ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ    0.0   +0.4    +0.4   +1.0   +0.2   -0.2    -0.2
田中 美沙(3)    x    -   5.43    5.43   5.48    x    x    5.48 
ﾀﾅｶ ﾐｻ 中京大    0.0     0.0   -1.4    -1.4
市岡 奈月(3)   5.34   5.07    x    5.34    x   5.19    x    5.34 
ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 松本蟻ヶ崎高   -1.1   -0.8    -1.1   -0.7    -1.1
青木 ありさ(1)   5.23   5.25   5.09    5.25   5.03    x   5.19    5.25 
ｱｵｷ ｱﾘｻ 新潟医療福祉大   -1.1   +0.9   -0.3    +0.9   +0.3   +1.0    +0.9
小澤 詩歩(2)   5.17    -   5.21    5.21   5.17   5.03   5.21    5.21 
ｵｻﾞﾜ ｼﾎ 松本県ヶ丘高   +0.6   +0.6    +0.6   -1.0   -1.5   +0.7    +0.6
中村 芽以(3)    x   5.08   4.79    5.08    x    x    -    5.08 
ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 松本美須々ｹ高   +0.8   -1.5    +0.8    +0.8
深沢 たまき(3)   5.04    x   5.06    5.06    x    x   5.06    5.06 
ﾌｶｻﾜ ﾀﾏｷ 松代高   +0.1   -0.6    -0.6   +1.0    -0.6
中曽根 沙耶(3)   4.96   4.96   4.93    4.96   3.83   4.86   4.85    4.96 
ﾅｶｿﾈ ｻﾔ 長野日大高   +0.8   +0.1   +0.6    +0.1   -0.6   -0.4   +0.8    +0.1
高橋 知里(3)   4.82   4.73   4.94    4.94    4.94 
ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ 佐久長聖高   -0.3   +0.3   -0.4    -0.4    -0.4
伊藤 野々花(3)   4.84    x   4.77    4.84    4.84 
ｲﾄｳ ﾉﾉｶ 松本美須々ｹ高   +0.8    0.0    +0.8    +0.8
百瀬 亜希帆(2)   4.46   4.78   4.70    4.78    4.78 
ﾓﾓｾ ｱｷﾎ 松本県ヶ丘高   -0.2   -0.4   +1.2    -0.4    -0.4
大日方 紗愛(1)    x   4.74   4.77    4.77    4.77 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ 中京大   -0.2   -0.3    -0.3    -0.3
橋本 紗季(3)   4.29    x   4.77    4.77    4.77 
ﾊｼﾓﾄ ｻｷ 赤穂高   +0.1   +0.6    +0.6    +0.6
栗空 亜沙美(1)    x   4.71   4.60    4.71    4.71 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰高   +1.4   +1.0    +1.4    +1.4
加藤 恭香(2)    x    -    x     x 記録なし
ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東高

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 13  8007

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

2 8  7024

3 14  1894

4 1  7019

5 15  1796

6 3  1841

7 2  1118

8 4   955

9 7  1301

10 11  1845

11 9  1797

12 12  7022

13 10   362

14 5  1585

6  1445



決勝 4月26日  9:30

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)                    12.76 三澤　涼子                   松本市陸協       2002        

 ３回の
 最高記録

三澤 涼子  12.05  11.99  12.29   12.29  12.48  12.86  12.61   12.86 
ﾐｻﾜ ﾘｮｳｺ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ   +0.7    0.0   -0.8    -0.8   +2.9   +3.8   +4.7    +3.8
西澤 香  10.72  10.46  10.69   10.72    x    x  10.85   10.85 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｵﾘ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   -0.5   +4.0   +2.4    -0.5   +3.4    +3.4
大日方 紗愛(1)  10.46  10.23  10.59   10.59  10.44  10.38  10.35   10.59 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ 中京大   +0.6   -0.3   +3.4    +3.4   +4.8   +1.2   +3.8    +3.4
花岡 美憂(3)    x    x  10.32   10.32  10.26  10.23  10.15   10.32 
ﾊﾅｵｶ ﾐﾕｳ 上田東高   +1.4    +1.4   +3.1   +4.1   +3.6    +1.4
栗空 亜沙美(1)    x   9.45    x    9.45    x    x   9.63    9.63 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰高   -0.7    -0.7   +2.9    +2.9

女子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 5  8007

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

2 2  8005

3 4  7022

4 3  1441

5 1  1585



決勝 4月27日 10:10

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)                    13.12 大矢　結麻                   丸子実業高       2006        

 ３回の
 最高記録

山口 萌々(3)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓ 豊科高
佐藤 芹香(1)
ｻﾄｳ ｾﾘｶ 佐久長聖高
黒岩 志帆(3)
ｸﾛｲﾜ ｼﾎ 須坂園芸高
巣山 夏歩(3)
ｽﾔﾏ ｶﾎ 丸子修学館高
中川 希(2)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 松商学園高
柄澤 真野(3)
ｶﾗｻﾜ ﾏﾔ 長野西高
井上 悦子(3)
ｴﾉｳｴ ｴﾂｺ 櫻ヶ岡中
佐藤 ゆきの(2)
ｻﾄｳ ﾕｷﾉ 松商学園高
稲森 渚(2)
ｲﾅﾓﾘ ﾅｷﾞｻ 須坂園芸高
土屋 鈴花(2)
ﾂﾁﾔ ｽｽﾞｶ 上田染谷丘高
竹内 恵(2)
ﾀｹｳﾁ ﾒｸﾞﾐ 長野日大高
登内 彩香(2)
ﾄﾉｳﾁ ｱﾔｶ 伊那西高
勝又 すず佳(3)
ｶﾂﾏﾀ ｽｽﾞｶ 阿南高
笠原 美奈代(3)
ｶｻﾊﾗ ﾐﾅﾖ 諏訪清陵高
宮崎 里奈(2)
ﾐﾔｻﾞｷ ﾘﾅ 都市大塩尻高
名澤 幸香(2)
ﾅｻﾞﾜ ﾕｷｶ 更級農業高
佐々木 梨香(2)
ｻｻｷ ﾘｶ 丸子修学館高
藤 未左衣(2)
ﾌｼﾞ ﾐｻｷ 丸子修学館高
吉澤 涼夏(2)
ﾖｼｻﾞﾜ ｽｽﾞｶ 篠ﾉ井高
堀内 瑞季(3)
ﾎﾘｳﾁ ﾐｽﾞｷ 丸子北中
土屋 花梨(2)
ﾂﾁﾔ ｶﾘﾝ 丸子北中
山口 樹々(3)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｷ 豊科北中
中畑 未来(2)
ﾅｶﾊﾀ ﾐｸ 木曽青峰高

  5.27    o    o    5.27
23 3  1584

  5.27

   o    6.15   6.15 

   6.56   6.56 

22 1  5143
  6.15    o

21 4  5482
  6.56    o    o

   o    6.70   6.70 

   7.18   7.18 

20 6  5061
  6.70    o

19 7  1105
  7.01   7.18    o

   o    7.19   7.19 

   7.31   7.31 

18 14  1384
  6.78   7.19

17 15  1386
   x   7.31   7.23

  7.35    7.35   7.35 

   7.36   7.36 

16 9  2144
  6.86   7.05

15 8  1913
   x   7.36    o

  7.69    7.69   7.69 

   7.76   7.76 

14 16  2051
  7.65   7.51

13 17   553
  7.76   7.46    x

  7.87    7.92   7.92 

   8.38   8.38 

12 12   338
  7.43   7.92

11 11  2152
  8.38   8.07   8.37

  8.07    8.67   8.67 

   8.94   8.94 

10 13  1452
  8.49   8.67

9 20  2214
   x    x   8.94

  9.12    9.12   7.87   8.56   8.50   9.12 

   9.02   9.59   9.25   8.81   9.59 

8 18  1925
  7.99   9.05

7 10  5106
  9.02    x   8.97

  9.04    9.25   9.11   9.70   9.12   9.70 

   9.71   9.72   9.85   9.59   9.85 

6 21   797
  8.97   9.25

5 22  1942
  9.71   8.95   9.68

  9.88    9.89   9.61  10.46  10.00  10.46 

  10.26   9.89  10.04  10.53  10.53 

4 26  1398
  9.62   9.89

3 24   741
  9.80   9.47  10.26

 10.47   10.47  10.19  10.53  10.73  10.73 

  10.84  10.35    x  10.77  10.84 

2 23  1305
  9.80  10.20

1 25  2003
   x  10.03  10.84

-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 4月26日 12:30

長野県記録(KR)                  45.73 中島　沙織                   国士舘大         2008/08/30  
大会記録(GR)                    42.02 倉井　恵子                   東京女体大       1977        

 ３回の
 最高記録

山口 萌々(3)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓ 豊科高
柄澤 真野(3)
ｶﾗｻﾜ ﾏﾔ 長野西高
志知 鈴菜(3)
ｼﾁ ﾚｲﾅ 梓川高
重田 佐友里(3)
ｼｹﾞﾀ ｻﾕﾘ 梓川高
依田 菜月(3)
ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ 文化学園長野高
出口 真奈美(3)
ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ 塩尻志学館高
巣山 夏歩(3)
ｽﾔﾏ ｶﾎ 丸子修学館高
吉澤 涼夏(2)
ﾖｼｻﾞﾜ ｽｽﾞｶ 篠ﾉ井高
北野 未紗(3)
ｷﾀﾉ ﾐｻ 阿南高
佐藤 芹香(1)
ｻﾄｳ ｾﾘｶ 佐久長聖高
濵 麗(3)
ﾊﾏ ｳﾗﾗ 豊科高
藤 未左衣(2)
ﾌｼﾞ ﾐｻｷ 丸子修学館高
一ﾉ瀬 菜奈(3)
ｲﾁﾉｾ ﾅﾅ 辰野高
登内 彩香(2)
ﾄﾉｳﾁ ｱﾔｶ 伊那西高
中川 希(2)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 松商学園高
佐々木 梨香(2)
ｻｻｷ ﾘｶ 丸子修学館高
宮入 春菜(3)
ﾐﾔｲﾘ ﾊﾙﾅ 屋代高
佐藤 ゆきの(2)
ｻﾄｳ ﾕｷﾉ 松商学園高
中山 真緒(2)
ﾅｶﾔﾏ ﾏｵ 赤穂高
柳沢 有香(2)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸高
藤原 佳奈(3)
ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾅ 松本美須々ｹ高
北澤 志穂(2)
ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾎ 塩尻志学館高
山岸 亜由美(2)
ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾕﾐ 長野西高
渡辺 日和
ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾋﾖﾘ 上田千曲高
中村 さよ(3)
ﾅｶﾑﾗ ｻﾖ 大町高
藤原 美月(2)
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐﾂﾞｷ 松本美須々ｹ高

 15.47   15.47  15.47 

  17.54  17.54 

26 8  1848
   o    o

25 3  1686
   o    o  17.54

 18.04   18.04  18.04 

  18.47  18.47 

24 1  1495
   o    o

23 6   800
   x    x  18.47

   o   20.28  20.28 

  20.59  20.59 

22 7  1615
   o  20.28

21 2  1842
   o  20.59    o

   o   21.10  21.10 

  22.19  22.19 

20 5  1345
 21.10    x

19 4   365
   x  22.19    x

   o   22.31  22.31 

  22.63  22.63 

18 10  1925
 22.31    o

17 9  1152
   o  22.63    o

   o   23.10  23.10 

  23.57  23.57 

16 15  1386
 23.10    o

15 12  1942
   o    o  23.57

   o   23.79  23.79 

  24.25  24.25 

14 11   338
 23.79    o

13 17   203
   o  24.25    o

 26.07   26.07  26.07 

  26.95  26.95 

12 21  1384
   o    x

11 14  2004
   o  26.95    x

   o   27.19  27.19 

  27.27  27.27 

10 22  1305
 27.19    o

9 18   552
   o    o  27.27

   x   27.50    x    o    o  27.50 

  28.10    x  28.73    o  28.73 

8 13  1105
   o  27.50

7 26  1398
   o  28.10    o

 28.78   28.78    o    o    o  28.78 

  31.04    o    o    o  31.04 

6 16  1602
   o    o

5 25   981
   o  31.04    o

   o   31.31    o  31.66    o  31.66 

  31.48    o  32.45    o  32.45 

4 20  1734
   o  31.31

3 19  1735
   o  31.48    o

   x   31.54    o  33.71    x  33.71 

  34.39    o    o    o  34.39 

2 23   797
   o  31.54

1 24  2003
   x  34.39    o

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



決勝 4月27日 14:30

長野県記録(KR)                  53.57 中島 美歩                    中京大           2012        
大会記録(GR)                    47.19 中島 未歩                    中京大           2011        

 ３回の
 最高記録

中島 未歩(3) 県新
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾎ 中京大 大会新
黒岩 美怜(2)
ｸﾛｲﾜ ﾐﾚｲ 長野高
江嶋 優(4)
ｴｼﾞﾏ ﾕｳ 信州大
依田 菜月(3)
ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ 文化学園長野高

   x  32.00  35.67    o  35.67 

  35.83    x  36.49    o  36.49 

4 2   981
   x    x

3 1  7011
   o  35.83    o

 33.57   33.57    x  36.99    x  36.99 

  52.68    o  54.54    x  54.54 

2 4   818
   x    o

1 3  7023
   o    o  52.68

-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 4月27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)                    49.92 山之上ちさと                 国士大           2007        

 ３回の
 最高記録

塩島 絵未
ｼｵｼﾞﾏ ｴﾐ 北安曇郡陸協
井口 華穂(3)
ｲｸﾞﾁ ｶﾎ 市立長野高
濵 麗(3)
ﾊﾏ ｳﾗﾗ 豊科高
羽鳥 萌子(2)
ﾊﾄﾘ ﾓｴｺ 長野東高
竹内 恵(2)
ﾀｹｳﾁ ﾒｸﾞﾐ 長野日大高
新津 まり菜(2)
ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ 野沢南高
中村 繭子(3)
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕｺ 木曽青峰高
伊藤 彩佳(3)
ｲﾄｳ ｱﾔｶ 明科高
大日方 あやね(2)
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱﾔﾈ 松代高
高橋 文香(2)
ﾀｶﾊｼ ﾌﾐｶ 長野吉田高
佐々木 梨香(2)
ｻｻｷ ﾘｶ 丸子修学館高
中村 夏生(3)
ﾅｶﾑﾗ ｶｵ 長野高
小西 真奈(3)
ｺﾆｼ ﾏﾅ 明科高
良波 美恵(2)
ﾖｼﾅﾐ ﾐｴ 塩尻志学館高
大日方 美月(2)
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾐﾂﾞｷ 長野西高
有井 歩(3)
ｱﾘｲ ｱﾕﾐ 野沢南高
笠原 美奈代(3)
ｶｻﾊﾗ ﾐﾅﾖ 諏訪清陵高
藤 未左衣(2)
ﾌｼﾞ ﾐｻｷ 丸子修学館高
箕輪 遥(2)
ﾐﾉﾜ ﾊﾙｶ 佐久長聖高
岩佐 眞歩(3)
ｲﾜｻ ﾏﾅﾎ 岡谷東高
林 未加(2)
ﾊﾔｼ ﾐｶ 小諸高
柳沢 有香(2)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 小諸高
中村 さよ(3)
ﾅｶﾑﾗ ｻﾖ 大町高
入谷 慈穂(2)
ｲﾘﾀﾆ ｼﾞﾎ 信州大
原田 彩花(2)
ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｶ 屋代高
遠藤 優華(3)
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ 北佐久農業高
中山 真緒(2) 記録なし
ﾅｶﾔﾏ ﾏｵ 赤穂高

   x    x     x
6   365

   x

   o   17.53  17.53 

  19.38  19.38 

26 1  1286
 17.53    x

25 9  1154
   x  19.38    o

   o   19.93  19.93 

  22.74  22.74 

24 15  7016
 19.93    x

23 2  1686
   x  22.74    o

   o   23.32  23.32 

  24.02  24.02 

22 10  1345
 23.32    o

21 4  1347
 24.02    o    o

 24.62   24.62  24.62 

  24.84  24.84 

20 5   138
   o    o

19 12  1310
 24.84    o    o

 24.96   24.96  24.96 

  25.41  25.41 

18 8  1384
   o    o

17 11  2051
 25.41    x    o

 25.48   25.48  25.48 

  25.56  25.56 

16 20  1243
   o    o

15 3   807
 25.56    o    o

   o   25.80  25.80 

  26.22  26.22 

14 7  1609
   o  25.80

13 13  2024
   x    o  26.22

 27.04   27.04  27.04 

  27.68  27.68 

12 23   812
   x    x

11 16  1386
 27.68    o    o

   o   28.58  28.58 

  29.18  29.18 

10 19   753
   o  28.58

9 18  1121
   o    x  29.18

   o   30.81    o    o    x  30.81 

  31.56    o  32.35  32.87  32.87 

8 17  2017
   o  30.81

7 22  1577
   o    o  31.56

   o   32.99  35.30    o  35.51  35.51 

  31.83    o  35.60    o  35.60 

6 21  1247
 32.99    o

5 14  2152
 31.83    x    o

 36.17   36.17    o    o    o  36.17 

  38.57    o  38.82    o  38.82 

4 25   867
   o    x

3 27  2004
   o    o  38.57

   o   42.87    o    -    o  42.87 

  45.29    o    o    o  45.29 

2 24   926
 42.87    o

1 26  8020
   o  45.29    o

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-
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