
第37回中信高等学校新人体育大会 陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森　茂幸
主催：中信高等学校体育連盟･長野陸上競技協会 跳躍審判長 下川　泰秀

投擲審判長 下川　泰秀
【開催日】 平成25年9月13日(金)～9月15日(日) 混成審判長 中原　信一
【主催団体】 中信高等学校体育連盟･長野陸上競技協会 決勝記録一覧表 記録主任： 林　嘉久夫
(GR:大会新) 女  子 【競技場】長野県松本平広域公園

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 9/14 女子  +2.7モラード 華(2) 12.21 降旗 菜津美(1) 12.34 小澤 詩歩(2) 12.54 畑 瑠衣菜(2) 12.76 山田 愛(2) 12.99 征矢 望(2) 13.06 前澤 朱音(1) 13.13 澁谷 麻友(2) 13.20

100m 松商学園 大町 松本県ヶ丘 穂高商 豊科 木曽青峰 創造学園 大町
 9/15  -0.7モラード 華(2) 25.84 降旗 菜津美(1) 26.14 堀 朱里(2) 26.31 征矢 望(2) 27.54 上條 渓(1) 27.64 飯島 南(2) 27.65 畑 瑠衣菜(2) 28.28 澁谷 麻友(2) 28.86

200m 松商学園 大町 豊科 木曽青峰 創造学園 豊科 穂高商 大町
 9/13 堀 朱里(2) 59.04 上條 麻奈(2) 59.73 モラード 華(2) 1:00.31 征矢 望(2) 1:00.79 田中 美菜(1) 1:01.59 中西 保乃花(1) 1:02.69 山村 彩花(2) 1:03.53 中島 涼香(2) 1:03.83

400m 豊科 松本深志 松商学園 木曽青峰 木曽青峰 大町 松本蟻ヶ崎 松本美須々ヶ丘
 9/15 上條 麻奈(2) 2:18.57 赤羽 美柚(1) 2:22.68 蛭田 凜(2) 2:28.24 胡桃澤 佑衣(1) 2:31.43 土屋 帆南(1) 2:35.97 岩垂 瞳(2) 2:38.23 酒井 優梨愛(1) 2:41.44 三田村 優来(2) 2:51.33

800m 松本深志 GR 松本蟻ヶ崎 松本美須々ヶ丘 木曽青峰 松本蟻ヶ崎 松本美須々ヶ丘 塩尻志学館 松本県ヶ丘
 9/13 小林 千紗(1) 4:43.54 赤羽 美柚(1) 4:57.91 安田 佳織(2) 5:04.12 三村 静香(1) 5:07.26 塚田 美穂(2) 5:08.19 胡桃澤 佑衣(1) 5:12.78 西澤 萌香(2) 5:16.30 宗田 夏季(1) 5:20.76

1500m 松本県ヶ丘 松本蟻ヶ崎 松本深志 塩尻志学館 松本美須々ヶ丘 木曽青峰 大町 松商学園
 9/15 小林 千紗(1) 10:03.65 安田 佳織(2) 10:52.51 胡桃澤 佑衣(1) 11:02.32 三村 静香(1) 11:03.45 塚田 美穂(2) 11:06.48 宗田 夏季(1) 11:25.32 酒井 優梨愛(1) 11:26.72 西澤 萌香(2) 11:32.39

3000m 松本県ヶ丘 松本深志 木曽青峰 塩尻志学館 松本美須々ヶ丘 松商学園 塩尻志学館 大町
 9/13  -0.4安田 若菜(1) 16.04 加藤 優美(1) 16.11 新井 咲(1) 16.33 栗空 亜沙美(1) 17.14 桐井 彩実(2) 17.33 小澤 美紀(1) 17.76

100mH(0.838m) 木曽青峰 松商学園 松商学園 木曽青峰 松本深志 松本蟻ヶ崎
 9/14 加藤 優美(1) 1:07.65 田中 美菜(1) 1:08.92 中西 保乃花(1) 1:12.19 中島 涼香(2) 1:12.89 安田 若菜(1) 1:15.28 小口 朱音(1) 1:17.82 池井 陽子(2) 1:19.69 宮坂 季恵(1) 1:23.24

400mH(0.762m) 松商学園 木曽青峰 大町 松本美須々ヶ丘 木曽青峰 松本美須々ヶ丘 木曽青峰 塩尻志学館
 9/15 鳥羽 美空(2) 1.49 桑原 杏菜(2) 1.46 小林 沙彩(2) 1.40 溝尾 彩夏(2) 1.40 鈴木 花音(1) 1.35 永原 瑞稀(2) 1.30

走高跳 穂高商 木曽青峰 松商学園 塩尻志学館 松本県ヶ丘 梓川
 9/13 山田 愛(2) 5.45(+2.1) 小澤 詩歩(2) 5.27(+2.7) 栗空 亜沙美(1)5.04(+0.6) 百瀬 亜希帆(2)4.96(+1.0) 安田 若菜(1) 4.91(+2.3) 小坂 奈桜(2) 4.85(+1.9) 畑 瑠衣菜(2) 4.82(+0.2) 飯島 南(2) 4.80(+0.7)

走幅跳 豊科 松本県ヶ丘 木曽青峰 松本県ヶ丘 木曽青峰 松本県ヶ丘 穂高商 豊科
 9/14 中川 希(2) 10.41 佐藤 ゆきの(2) 9.22 下村 芽生(1) 8.18 宇原 萌々香(1) 7.85 新井 咲(1) 7.49 宮崎 里奈(2) 7.02 島田 明奈(1) 6.20 中畑 未来(2) 6.19

砲丸投 松商学園 松商学園 木曽青峰 田川 松商学園 都市大塩尻 松本蟻ヶ崎 木曽青峰
 9/15 中川 希(2) 27.32 勝山 理沙(1) 25.29 下村 芽生(1) 24.92 北澤 志穂(2) 23.19 佐藤 ゆきの(2) 23.10 宮澤 瑠衣(1) 21.17 安喰 春瑠(1) 20.16 藤原 美月(2) 19.22

円盤投 松商学園 梓川 木曽青峰 塩尻志学館 松商学園 梓川 松商学園 松本美須々ヶ丘
 9/13 下村 芽生(1) 32.22 良波 美恵(2) 30.51 永原 瑞稀(2) 29.80 山田 あんな(1) 28.87 安喰 春瑠(1) 26.73 桑原 杏菜(2) 24.98 井口 七海(1) 24.38 長﨑 彩(2) 23.67

やり投 木曽青峰 塩尻志学館 梓川 松本深志 松商学園 木曽青峰 梓川 松商学園
 9/14 豊科       50.44 松商学園       50.71 木曽青峰       51.83 松本県ヶ丘       52.19 松本蟻ヶ崎       53.15 創造学園       53.42 松本深志       54.27 松本美須々ヶ丘      55.28

4×100m 内山 怜奈(2) 新井 咲(1) 小島 萌(2) 鈴木 花音(1) 村山 奈菜(1) 栁瀬 舞(1) 蓮沼 礼子(1) 小口 朱音(1)
山田 愛(2) 加藤 優美(1) 安田 若菜(1) 小澤 詩歩(2) 丸山 千花(1) 上條 渓(1) 桐井 彩実(2) 中原 理沙(2)
堀 朱里(2) 奥島 彩葉(1) 畑 美織(1) 百瀬 亜希帆(2) 小澤 美紀(1) 前澤 朱音(1) 河西 優衣(1) 岩垂 瞳(2)
飯島 南(2) モラード 華(2) 征矢 望(2) 小坂 奈桜(2) 山村 彩花(2) 村山 陽菜(1) 上條 麻奈(2) 中島 涼香(2)

 9/15 木曽青峰     4:11.30 松本県ヶ丘     4:12.71 松商学園     4:14.70 大町     4:17.02 松本深志     4:17.10 松本蟻ヶ崎     4:18.36 松本美須々ヶ丘    4:19.41 塩尻志学館     4:25.46
4×400m 池井 陽子(2) 小坂 奈桜(2) 新井 咲(1) 降旗 菜津美(1) 桐井 彩実(2) 丸山 千花(1) 小口 朱音(1) 良波 美恵(2)

田中 美菜(1) 小林 千紗(1) モラード 華(2) 西澤 萌香(2) 安田 佳織(2) 赤羽 美柚(1) 岩垂 瞳(2) 北澤 志穂(2)
安田 若菜(1) 百瀬 亜希帆(2) 奥島 彩葉(1) 澁谷 麻友(2) 蓮沼 礼子(1) 土屋 帆南(1) 中島 涼香(2) 酒井 優梨愛(1)
征矢 望(2) 小澤 詩歩(2) 加藤 優美(1) 中西 保乃花(1) 上條 麻奈(2) 山村 彩花(2) 蛭田 凜(2) 三村 静香(1)

 9/15 新井 咲(1) 3474 栗空 亜沙美(1) 3421 永原 瑞稀(2) 2854 小林 沙彩(2) 2365
七種競技 松商学園 木曽青峰 梓川 松商学園

 9/14 ｵｰﾌﾟﾝ女子 宇原 萌々香(1) 2.10
棒高跳 田川

 9/13 ｵｰﾌﾟﾝ女子 藤原 美月(2) 20.23
ﾊﾝﾏｰ投 松本美須々ヶ丘



P. 2学校別得点表(女子)

合計 順位 合計 順位 合計 順位 人数 順位

木曽青峰 3 5 9 5 3 6 13 13 6 8 71 1 7 10 7 6 11 41 2 7 7 2 119 1 3 2
松商学園 8 8 6 1 3 13 8 7 6 60 2 6 19 14 5 44 1 13 13 1 117 2 6 1
松本県ヶ丘 6 1 8 8 5 7 35 4 4 15 19 4 54 3 2 4
松本深志 7 8 6 7 4 2 4 38 3 5 5 8 43 4 1 5
豊科 4 9 8 8 29 7 9 9 7 38 5 3 3
大町 8 8 3 2 1 6 5 33 5 33 6
塩尻志学館 2 5 7 1 1 16 9 5 5 7 17 5 33 7
松本蟻ヶ崎 2 11 7 3 4 3 30 6 2 2 11 32 8
松本美須々ヶ丘 1 9 4 4 8 1 2 29 8 1 1 12 30 9
梓川 3 10 8 21 3 6 6 3 27 10
穂高商 5 2 7 11 8 2 10 6 17 11 1 6
創造学園 2 4 3 9 10 9 12
田川 5 5 8 5 13
都市大塩尻 3 3 10 3 14
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予選 9月14日 10:00
準決勝 9月14日 12:20
決勝 9月14日 13:50

[ 1組] 風速 +1.5 [ 2組] 風速 +1.5

 1 モラード 華(2)     12.37 Q  1 山田 愛(2)     12.90 Q
ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園 ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 豊科

 2 澁谷 麻友(2)     13.07 Q  2 征矢 望(2)     13.20 Q
ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕ 大町 ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 木曽青峰

 3 飯島 南(2)     13.36 Q  3 良波 美恵(2)     13.80 Q
ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 豊科 ﾖｼﾅﾐ ﾐｴ 塩尻志学館

 4 栁瀬 舞(1)     14.03  4 麻沼 優紀(1)     13.82 q
ﾔﾅｾ ﾏｲ 創造学園 ｱｻﾇﾏ ﾕｷ 松本秀峰

 5 小島 萌(2)     14.07  5 奥島 彩葉(1)     14.06 
ｺｼﾞﾏ ﾓｴ 木曽青峰 ｵｸｼﾏ ｻﾖ 松商学園

 6 蓮沼 礼子(1)     14.34  6 大沼  葉月(2)     14.31 
ﾊｽﾇﾏ ﾚｲｺ 松本深志 ｵｵﾇﾏ ﾊﾂﾞｷ 田川

 7 青沼 郁絵(1)     14.93  7 小口 朱音(1)     14.46 
ｱｵﾇﾏ ｲｸｴ 塩尻志学館 ｵｸﾞﾁ ｱｶﾈ 松本美須々ヶ丘

 8 星野 美音(1)     14.99  8 佐藤 加奈(2)     14.52 
ﾎｼﾉ ﾐｵﾝ 松本蟻ヶ崎 ｻﾄｳ ｶﾅ 大町北

[ 3組] 風速 +0.8 [ 4組] 風速 +3.4

 1 降旗 菜津美(1)     12.54 Q  1 小澤 詩歩(2)     12.50 Q
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町 ｵｻﾞﾜ ｼﾎ 松本県ヶ丘

 2 前澤 朱音(1)     13.29 Q  2 畑 瑠衣菜(2)     12.82 Q
ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 創造学園 ﾊﾀ ﾙｲﾅ 穂高商

 3 桐井 彩実(2)     13.68 Q  3 上條 渓(1)     13.34 Q
ｷﾘｲ ｱﾔﾐ 松本深志 ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ 創造学園

 4 村山 奈菜(1)     13.70 q  4 畑 美織(1)     13.57 q
ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅ 松本蟻ヶ崎 ﾊﾀ ﾐｵﾘ 木曽青峰

 5 内山 怜奈(2)     13.79 q  5 河西 優衣(1)     14.74 
ｳﾁﾔﾏ ﾚｲﾅ 豊科 ｶｻｲ ﾕｲ 松本深志

 6 鈴木 花音(1)     13.95  6 溝尾 彩夏(2)     15.12 
ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ 松本県ヶ丘 ﾐｿﾞｵ ｱﾔｶ 塩尻志学館

 7 中原 理沙(2)     14.59 井口 七海(1)
ﾅｶﾊﾗ ﾘｻ 松本美須々ヶ丘 ｲｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 梓川

 8 佐原 麻友(1)     15.44 
ｻﾊﾗ ﾏﾕ 梓川

[ 1組] 風速 -1.8 [ 2組] 風速 -1.4

 1 降旗 菜津美(1)     12.76 Q  1 モラード 華(2)     12.66 Q
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町 ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園

 2 小澤 詩歩(2)     12.85 Q  2 畑 瑠衣菜(2)     13.02 Q
ｵｻﾞﾜ ｼﾎ 松本県ヶ丘 ﾊﾀ ﾙｲﾅ 穂高商

 3 征矢 望(2)     13.38 Q  3 山田 愛(2)     13.17 Q
ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 木曽青峰 ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 豊科

 4 前澤 朱音(1)     13.50 q  4 澁谷 麻友(2)     13.19 q
ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 創造学園 ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕ 大町

 5 飯島 南(2)     13.53  5 上條 渓(1)     13.55 
ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 豊科 ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ 創造学園

 6 内山 怜奈(2)     13.93  6 畑 美織(1)     13.71 
ｳﾁﾔﾏ ﾚｲﾅ 豊科 ﾊﾀ ﾐｵﾘ 木曽青峰

 7 村山 奈菜(1)     13.94  7 麻沼 優紀(1)     14.16 
ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅ 松本蟻ヶ崎 ｱｻﾇﾏ ﾕｷ 松本秀峰

 8 桐井 彩実(2)     13.96  8 良波 美恵(2)     14.30 
ｷﾘｲ ｱﾔﾐ 松本深志 ﾖｼﾅﾐ ﾐｴ 塩尻志学館

風速 +2.7

 1 モラード 華(2)     12.21 
ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園

 2 降旗 菜津美(1)     12.34 
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町

 3 小澤 詩歩(2)     12.54 
ｵｻﾞﾜ ｼﾎ 松本県ヶ丘

 4 畑 瑠衣菜(2)     12.76 
ﾊﾀ ﾙｲﾅ 穂高商

 5 山田 愛(2)     12.99 
ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 豊科

 6 征矢 望(2)     13.06 
ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 木曽青峰

 7 前澤 朱音(1)     13.13 
ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 創造学園

 8 澁谷 麻友(2)     13.20 
ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕ 大町

順 No. 氏  名 所属名

女子

100m
予選 通過基準  4組  3着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

 2005

 1983

記録／備考
 1943

大会新
 1689  1583

 1608

 1863

 1581

 1785

所属名 記録／備考
 2007

順 No. 氏  名

 1919

 2458

 1609

 2081

所属名 記録／備考

 1855

 1650

 1690

 1982

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

 1805

 1782

 1864

 1717

 1981

 1847

順 No. 氏  名
 1796

 2008

 1601

 1738
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予選 9月15日  9:30
準決勝 9月15日 10:50
決勝 9月15日 12:10

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +0.7

 1 モラード 華(2)     27.76 Q  1 降旗 菜津美(1)     26.42 Q
ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園 ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町

 2 畑 瑠衣菜(2)     27.98 Q  2 百瀬 亜希帆(2)     28.40 Q
ﾊﾀ ﾙｲﾅ 穂高商 ﾓﾓｾ ｱｷﾎ 松本県ヶ丘

 3 征矢 望(2)     28.13 Q  3 良波 美恵(2)     29.18 Q
ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 木曽青峰 ﾖｼﾅﾐ ﾐｴ 塩尻志学館

 4 小坂 奈桜(2)     29.12 q  4 小澤 美紀(1)     29.23 
ｺｻｶ ﾅｵ 松本県ヶ丘 ｵｻﾞﾜ ﾐｷ 松本蟻ヶ崎

 5 中原 理沙(2)     30.69  5 小島 萌(2)     29.57 
ﾅｶﾊﾗ ﾘｻ 松本美須々ヶ丘 ｺｼﾞﾏ ﾓｴ 木曽青峰

 6 宮坂 季恵(1)     31.87  6 村山 陽菜(1)     30.44 
ﾐﾔｻｶ ｷｴ 塩尻志学館 ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ 創造学園
蓮沼 礼子(1) 山田 愛(2)
ﾊｽﾇﾏ ﾚｲｺ 松本深志 ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 豊科

[ 3組] 風速 +1.0 [ 4組] 風速 +0.3

 1 堀 朱里(2)     26.61 Q  1 飯島 南(2)     27.63 Q
ﾎﾘ ｱｶﾘ 豊科 ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 豊科

 2 前澤 朱音(1)     28.27 Q  2 上條 渓(1)     27.91 Q
ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 創造学園 ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ 創造学園

 3 桐井 彩実(2)     28.63 Q  3 澁谷 麻友(2)     28.14 Q
ｷﾘｲ ｱﾔﾐ 松本深志 ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕ 大町

 4 山村 彩花(2)     28.83 q  4 中島 涼香(2)     28.45 q
ﾔﾏﾑﾗ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎 ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 松本美須々ヶ丘

 5 麻沼 優紀(1)     29.17  5 畑 美織(1)     28.57 q
ｱｻﾇﾏ ﾕｷ 松本秀峰 ﾊﾀ ﾐｵﾘ 木曽青峰

 6 小口 朱音(1)     30.23  6 丸山 千花(1)     30.08 
ｵｸﾞﾁ ｱｶﾈ 松本美須々ヶ丘 ﾏﾙﾔﾏ ﾁｶ 松本蟻ヶ崎
田畑 真琴(1)
ﾀﾊﾞﾀ ﾏｺﾄ 塩尻志学館

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 +0.6

 1 降旗 菜津美(1)     27.12 Q  1 堀 朱里(2)     26.73 Q
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町 ﾎﾘ ｱｶﾘ 豊科

 2 モラード 華(2)     27.29 Q  2 上條 渓(1)     27.64 Q
ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園 ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ 創造学園

 3 征矢 望(2)     27.38 Q  3 澁谷 麻友(2)     27.93 Q
ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 木曽青峰 ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕ 大町

 4 飯島 南(2)     27.59 q  4 畑 瑠衣菜(2)     28.01 q
ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 豊科 ﾊﾀ ﾙｲﾅ 穂高商

 5 小坂 奈桜(2)     29.16  5 桐井 彩実(2)     28.48 
ｺｻｶ ﾅｵ 松本県ヶ丘 ｷﾘｲ ｱﾔﾐ 松本深志
中島 涼香(2)  6 山村 彩花(2)     28.90 
ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 松本美須々ヶ丘 ﾔﾏﾑﾗ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎
前澤 朱音(1) 畑 美織(1)
ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 創造学園 ﾊﾀ ﾐｵﾘ 木曽青峰
良波 美恵(2) 百瀬 亜希帆(2)
ﾖｼﾅﾐ ﾐｴ 塩尻志学館 ﾓﾓｾ ｱｷﾎ 松本県ヶ丘

風速 -0.7

 1 モラード 華(2)     25.84 
ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園

 2 降旗 菜津美(1)     26.14 
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町

 3 堀 朱里(2)     26.31 
ﾎﾘ ｱｶﾘ 豊科

 4 征矢 望(2)     27.54 
ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 木曽青峰

 5 上條 渓(1)     27.64 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ 創造学園

 6 飯島 南(2)     27.65 
ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 豊科

 7 畑 瑠衣菜(2)     28.28 
ﾊﾀ ﾙｲﾅ 穂高商

 8 澁谷 麻友(2)     28.86 
ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕ 大町
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予選 9月13日 11:15
決勝 9月13日 14:20

[ 1組] [ 2組]

 1 上條 麻奈(2)   1:00.10 Q  1 堀 朱里(2)   1:01.55 Q
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 松本深志 ﾎﾘ ｱｶﾘ 豊科

 2 モラード 華(2)   1:01.62 Q  2 田中 美菜(1)   1:02.36 Q
ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園 ﾀﾅｶ ﾐﾅ 木曽青峰

 3 山村 彩花(2)   1:03.10 q  3 北澤 志穂(2)   1:05.00 
ﾔﾏﾑﾗ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎 ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾎ 塩尻志学館

 4 中島 涼香(2)   1:03.71 q  4 土屋 帆南(1)   1:07.10 
ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 松本美須々ヶ丘 ﾂﾁﾔ ﾎﾅﾐ 松本蟻ヶ崎

 5 上條 渓(1)   1:04.78  5 岩垂 瞳(2)   1:08.20 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ 創造学園 ｲﾜﾀﾞﾚ ﾋﾄﾐ 松本美須々ヶ丘

 6 池井 陽子(2)   1:07.71  6 奥島 彩葉(1)   1:09.35 
ｲｹｲ ﾖｳｺ 木曽青峰 ｵｸｼﾏ ｻﾖ 松商学園

 7 大沼  葉月(2)   1:10.48  7 栁瀬 舞(1)   1:12.83 
ｵｵﾇﾏ ﾊﾂﾞｷ 田川 ﾔﾅｾ ﾏｲ 創造学園

[ 3組]

 1 中西 保乃花(1)   1:02.93 Q
ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ 大町

 2 征矢 望(2)   1:03.61 Q
ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 木曽青峰  1 堀 朱里(2)     59.04 

 3 蛭田 凜(2)   1:05.18 ﾎﾘ ｱｶﾘ 豊科
ﾋﾙﾀ ﾘﾝ 松本美須々ヶ丘  2 上條 麻奈(2)     59.73 

 4 丸山 千花(1)   1:06.93 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 松本深志
ﾏﾙﾔﾏ ﾁｶ 松本蟻ヶ崎  3 モラード 華(2)   1:00.31 

 5 村山 陽菜(1)   1:10.98 ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園
ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ 創造学園  4 征矢 望(2)   1:00.79 

 6 宮坂 季恵(1)   1:13.29 ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 木曽青峰
ﾐﾔｻｶ ｷｴ 塩尻志学館  5 田中 美菜(1)   1:01.59 

ﾀﾅｶ ﾐﾅ 木曽青峰
 6 中西 保乃花(1)   1:02.69 

ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ 大町
 7 山村 彩花(2)   1:03.53 

ﾔﾏﾑﾗ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎
 8 中島 涼香(2)   1:03.83 

ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 松本美須々ヶ丘

予選 9月14日 12:00
決勝 9月15日 11:55

[ 1組] [ 2組]

 1 上條 麻奈(2)   2:17.84 Q  1 赤羽 美柚(1)   2:23.30 Q
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 松本深志 ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ 松本蟻ヶ崎

 2 岩垂 瞳(2)   2:32.77 Q  2 蛭田 凜(2)   2:29.78 Q
ｲﾜﾀﾞﾚ ﾋﾄﾐ 松本美須々ヶ丘 ﾋﾙﾀ ﾘﾝ 松本美須々ヶ丘

 3 酒井 優梨愛(1)   2:33.22 Q  3 胡桃澤 佑衣(1)   2:31.19 Q
ｻｶｲ ﾕﾘｱ 塩尻志学館 ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾕｲ 木曽青峰

 4 土屋 帆南(1)   2:33.58 q  4 三田村 優来(2)   2:51.73 q
ﾂﾁﾔ ﾎﾅﾐ 松本蟻ヶ崎 ﾐﾀﾑﾗ ﾕｳﾅ 松本県ヶ丘

 5 和田 真実(2)   3:00.82 小林 晴佳(1)
ﾜﾀﾞ ﾏﾅﾐ 松商学園 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 松本深志
安田 佳織(2) 三村 静香(1)
ﾔｽﾀﾞ ｶｵﾘ 松本深志 ﾐﾑﾗ ｼｽﾞｶ 塩尻志学館

 1 上條 麻奈(2)   2:18.57 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 松本深志

 2 赤羽 美柚(1)   2:22.68 
ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ 松本蟻ヶ崎

 3 蛭田 凜(2)   2:28.24 
ﾋﾙﾀ ﾘﾝ 松本美須々ヶ丘

 4 胡桃澤 佑衣(1)   2:31.43 
ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾕｲ 木曽青峰

 5 土屋 帆南(1)   2:35.97 
ﾂﾁﾔ ﾎﾅﾐ 松本蟻ヶ崎

 6 岩垂 瞳(2)   2:38.23 
ｲﾜﾀﾞﾚ ﾋﾄﾐ 松本美須々ヶ丘

 7 酒井 優梨愛(1)   2:41.44 
ｻｶｲ ﾕﾘｱ 塩尻志学館

 8 三田村 優来(2)   2:51.33 
ﾐﾀﾑﾗ ﾕｳﾅ 松本県ヶ丘
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決勝 9月13日 13:40

 1 小林 千紗(1)   4:43.54 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｻ 松本県ヶ丘

 2 赤羽 美柚(1)   4:57.91 
ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ 松本蟻ヶ崎

 3 安田 佳織(2)   5:04.12 
ﾔｽﾀﾞ ｶｵﾘ 松本深志

 4 三村 静香(1)   5:07.26 
ﾐﾑﾗ ｼｽﾞｶ 塩尻志学館

 5 塚田 美穂(2)   5:08.19 
ﾂｶﾀﾞ ﾐﾎ 松本美須々ヶ丘

 6 胡桃澤 佑衣(1)   5:12.78 
ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾕｲ 木曽青峰

 7 西澤 萌香(2)   5:16.30 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｶ 大町

 8 宗田 夏季(1)   5:20.76 
ｿｳﾀﾞ ﾅﾂｷ 松商学園

 9 酒井 優梨愛(1)   5:32.05 
ｻｶｲ ﾕﾘｱ 塩尻志学館

10 宮原 杏莉(2)   5:44.90 
ﾐﾔﾊﾗ ｱﾝﾘ 松本県ヶ丘

11 和田 真実(2)   6:07.32 
ﾜﾀﾞ ﾏﾅﾐ 松商学園
奥田 梨乃(2)
ｵｸﾀ ﾘﾉ 松本美須々ヶ丘

決勝 9月15日 10:25

 1 小林 千紗(1)  10:03.65 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｻ 松本県ヶ丘

 2 安田 佳織(2)  10:52.51 
ﾔｽﾀﾞ ｶｵﾘ 松本深志

 3 胡桃澤 佑衣(1)  11:02.32 
ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾕｲ 木曽青峰

 4 三村 静香(1)  11:03.45 
ﾐﾑﾗ ｼｽﾞｶ 塩尻志学館

 5 塚田 美穂(2)  11:06.48 
ﾂｶﾀﾞ ﾐﾎ 松本美須々ヶ丘

 6 宗田 夏季(1)  11:25.32 
ｿｳﾀﾞ ﾅﾂｷ 松商学園

 7 酒井 優梨愛(1)  11:26.72 
ｻｶｲ ﾕﾘｱ 塩尻志学館

 8 西澤 萌香(2)  11:32.39 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｶ 大町

 9 奥田 梨乃(2)  11:45.40 
ｵｸﾀ ﾘﾉ 松本美須々ヶ丘

10 宮原 杏莉(2)  12:48.35 
ﾐﾔﾊﾗ ｱﾝﾘ 松本県ヶ丘

11 小林 晴佳(1)  13:03.09 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 松本深志
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決勝 9月13日 11:50

風速 -0.4

 1 安田 若菜(1)     16.04 
ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 木曽青峰

 2 加藤 優美(1)     16.11 
ｶﾄｳ ﾕｳﾐ 松商学園

 3 新井 咲(1)     16.33 
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園

 4 栗空 亜沙美(1)     17.14 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰

 5 桐井 彩実(2)     17.33 
ｷﾘｲ ｱﾔﾐ 松本深志

 6 小澤 美紀(1)     17.76 
ｵｻﾞﾜ ﾐｷ 松本蟻ヶ崎
田畑 真琴(1)
ﾀﾊﾞﾀ ﾏｺﾄ 塩尻志学館

予選 9月14日 10:50
決勝 9月14日 13:00

[ 1組] [ 2組]

 1 安田 若菜(1)   1:12.20 Q  1 田中 美菜(1)   1:09.50 Q
ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 木曽青峰 ﾀﾅｶ ﾐﾅ 木曽青峰

 2 中島 涼香(2)   1:14.35 Q  2 中西 保乃花(1)   1:12.40 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 松本美須々ヶ丘 ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ 大町

 3 宮坂 季恵(1)   1:19.76 Q  3 加藤 優美(1)   1:13.18 Q
ﾐﾔｻｶ ｷｴ 塩尻志学館 ｶﾄｳ ﾕｳﾐ 松商学園

 4 池井 陽子(2)   1:20.77 q  4 小口 朱音(1)   1:18.69 q
ｲｹｲ ﾖｳｺ 木曽青峰 ｵｸﾞﾁ ｱｶﾈ 松本美須々ヶ丘

 5 宮澤 裕子(1)   1:29.78 田畑 真琴(1)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｺ 明科 ﾀﾊﾞﾀ ﾏｺﾄ 塩尻志学館
北澤 志穂(2)
ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾎ 塩尻志学館

 1 加藤 優美(1)   1:07.65 
ｶﾄｳ ﾕｳﾐ 松商学園

 2 田中 美菜(1)   1:08.92 
ﾀﾅｶ ﾐﾅ 木曽青峰

 3 中西 保乃花(1)   1:12.19 
ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ 大町

 4 中島 涼香(2)   1:12.89 
ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 松本美須々ヶ丘

 5 安田 若菜(1)   1:15.28 
ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 木曽青峰

 6 小口 朱音(1)   1:17.82 
ｵｸﾞﾁ ｱｶﾈ 松本美須々ヶ丘

 7 池井 陽子(2)   1:19.69 
ｲｹｲ ﾖｳｺ 木曽青峰

 8 宮坂 季恵(1)   1:23.24 
ﾐﾔｻｶ ｷｴ 塩尻志学館

決勝 9月15日 12:40

中畑 未来(2)
ﾅｶﾊﾀ ﾐｸ 木曽青峰
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決勝 9月14日 14:50 決勝 9月15日 13:30

順 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 豊科  2008 内山 怜奈(2)     50.44  1 木曽青峰  1580 池井 陽子(2)   4:11.30 

ﾄﾖｼﾅ ｳﾁﾔﾏ ﾚｲﾅ ｷｿｾｲﾎｳ ｲｹｲ ﾖｳｺ
 2007 山田 愛(2)  1586 田中 美菜(1)

ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ ﾀﾅｶ ﾐﾅ
 2006 堀 朱里(2)  1589 安田 若菜(1)

ﾎﾘ ｱｶﾘ ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ
 2005 飯島 南(2)  1583 征矢 望(2)

ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ
 2 松商学園  1916 新井 咲(1)     50.71  2 松本県ヶ丘  1795 小坂 奈桜(2)   4:12.71 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ｱﾗｲ ｻｷ ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ｺｻｶ ﾅｵ
 1918 加藤 優美(1)  1804 小林 千紗(1)

ｶﾄｳ ﾕｳﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｻ
 1919 奥島 彩葉(1)  1797 百瀬 亜希帆(2)

ｵｸｼﾏ ｻﾖ ﾓﾓｾ ｱｷﾎ
 1943 モラード 華(2)  1796 小澤 詩歩(2)

ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ ｵｻﾞﾜ ｼﾎ
 3 木曽青峰  1581 小島 萌(2)     51.83  3 松商学園  1916 新井 咲(1)   4:14.70 

ｷｿｾｲﾎｳ ｺｼﾞﾏ ﾓｴ ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ｱﾗｲ ｻｷ
 1589 安田 若菜(1)  1943 モラード 華(2)

ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ
 1588 畑 美織(1)  1919 奥島 彩葉(1)

ﾊﾀ ﾐｵﾘ ｵｸｼﾏ ｻﾖ
 1583 征矢 望(2)  1918 加藤 優美(1)

ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ ｶﾄｳ ﾕｳﾐ
 4 松本県ヶ丘  1805 鈴木 花音(1)     52.19  4 大町  1690 降旗 菜津美(1)   4:17.02 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ ｵｵﾏﾁ ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ
 1796 小澤 詩歩(2)  1688 西澤 萌香(2)

ｵｻﾞﾜ ｼﾎ ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｶ
 1797 百瀬 亜希帆(2)  1689 澁谷 麻友(2)

ﾓﾓｾ ｱｷﾎ ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕ
 1795 小坂 奈桜(2)  1691 中西 保乃花(1)

ｺｻｶ ﾅｵ ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ
 5 松本蟻ヶ崎  1864 村山 奈菜(1)     53.15  5 松本深志  1782 桐井 彩実(2)   4:17.10 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅ ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ｷﾘｲ ｱﾔﾐ
 1868 丸山 千花(1)  1781 安田 佳織(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾁｶ ﾔｽﾀﾞ ｶｵﾘ
 1862 小澤 美紀(1)  1785 蓮沼 礼子(1)

ｵｻﾞﾜ ﾐｷ ﾊｽﾇﾏ ﾚｲｺ
 1872 山村 彩花(2)  1783 上條 麻奈(2)

ﾔﾏﾑﾗ ｱﾔｶ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ
 6 創造学園  1983 栁瀬 舞(1)     53.42  6 松本蟻ヶ崎  1868 丸山 千花(1)   4:18.36 

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾔﾅｾ ﾏｲ ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ﾏﾙﾔﾏ ﾁｶ
 1981 上條 渓(1)  1861 赤羽 美柚(1)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ
 1982 前澤 朱音(1)  1866 土屋 帆南(1)

ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ ﾂﾁﾔ ﾎﾅﾐ
 1984 村山 陽菜(1)  1872 山村 彩花(2)

ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ ﾔﾏﾑﾗ ｱﾔｶ
 7 松本深志  1785 蓮沼 礼子(1)     54.27  7 松本美須々ヶ丘  1855 小口 朱音(1)   4:19.41 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ﾊｽﾇﾏ ﾚｲｺ ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶ ｵｸﾞﾁ ｱｶﾈ
 1782 桐井 彩実(2)  1850 岩垂 瞳(2)

ｷﾘｲ ｱﾔﾐ ｲﾜﾀﾞﾚ ﾋﾄﾐ
 1786 河西 優衣(1)  1849 中島 涼香(2)

ｶｻｲ ﾕｲ ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ
 1783 上條 麻奈(2)  1853 蛭田 凜(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ ﾋﾙﾀ ﾘﾝ
 8 松本美須々ヶ丘  1855 小口 朱音(1)     55.28  8 塩尻志学館  1609 良波 美恵(2)   4:25.46 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶ ｵｸﾞﾁ ｱｶﾈ ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ ﾖｼﾅﾐ ﾐｴ
 1847 中原 理沙(2)  1615 北澤 志穂(2)

ﾅｶﾊﾗ ﾘｻ ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾎ
 1850 岩垂 瞳(2)  1597 酒井 優梨愛(1)

ｲﾜﾀﾞﾚ ﾋﾄﾐ ｻｶｲ ﾕﾘｱ
 1849 中島 涼香(2)  1603 三村 静香(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ ﾐﾑﾗ ｼｽﾞｶ
 9 塩尻志学館  1608 青沼 郁絵(1)     55.40  9 創造学園  1984 村山 陽菜(1)   4:31.89 

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ ｱｵﾇﾏ ｲｸｴ ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ
 1609 良波 美恵(2)  1981 上條 渓(1)

ﾖｼﾅﾐ ﾐｴ ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ
 1601 溝尾 彩夏(2)  1983 栁瀬 舞(1)

ﾐｿﾞｵ ｱﾔｶ ﾔﾅｾ ﾏｲ
 1615 北澤 志穂(2)  1982 前澤 朱音(1)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾎ ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ

決勝

4×100m
女子 女子

4×400m
決勝



決勝 9月15日 10:30

鳥羽 美空(2)
ﾄﾊﾞ ﾐｿﾗ 穂高商
桑原 杏菜(2)
ｸﾜﾊﾞﾗ ｱﾝﾅ 木曽青峰
小林 沙彩(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 松商学園
溝尾 彩夏(2)
ﾐｿﾞｵ ｱﾔｶ 塩尻志学館
鈴木 花音(1)
ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ 松本県ヶ丘
永原 瑞稀(2)
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 梓川

決勝 9月13日 10:30

山田 愛(2)    x   5.26   5.10   5.27   5.30   5.45    5.45 
ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 豊科   -1.8   +0.6   +1.6   +1.5   +2.1    +2.1
小澤 詩歩(2)   5.23   5.10   5.23   5.27   5.26   5.06    5.27 
ｵｻﾞﾜ ｼﾎ 松本県ヶ丘   +2.1   -0.2   +0.6   +2.7   +0.6   +2.8    +2.7
栗空 亜沙美(1)   4.95    x   5.00   5.00   5.04    x    5.04 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰   +0.6   +1.1   +1.3   +0.6    +0.6
百瀬 亜希帆(2)   4.96   4.70    x    x   4.81    x    4.96 
ﾓﾓｾ ｱｷﾎ 松本県ヶ丘   +1.0   -0.4   +1.0    +1.0
安田 若菜(1)   4.75   4.79    x   4.91    x   4.57    4.91 
ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 木曽青峰   +1.6   -0.4   +2.3   +1.1    +2.3
小坂 奈桜(2)    x   4.66   4.78   4.67   4.65   4.85    4.85 
ｺｻｶ ﾅｵ 松本県ヶ丘   +0.6   +2.2   -0.9   +1.5   +1.9    +1.9
畑 瑠衣菜(2)   4.27   4.67   4.82    x   4.56   4.80    4.82 
ﾊﾀ ﾙｲﾅ 穂高商   -1.9   +1.0   +0.2   +1.7   +2.1    +0.2
飯島 南(2)    x   4.71   4.78   4.73   4.80    x    4.80 
ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 豊科   +1.0   -1.0   -0.2   +0.7    +0.7
畑 美織(1)   4.70   4.55   4.75    4.75 
ﾊﾀ ﾐｵﾘ 木曽青峰   +1.5   +0.3   +1.0    +1.0
奥島 彩葉(1)   4.48   4.56   4.61    4.61 
ｵｸｼﾏ ｻﾖ 松商学園   +1.6   +2.1   +2.0    +2.0
溝尾 彩夏(2)   4.42   4.42   4.13    4.42 
ﾐｿﾞｵ ｱﾔｶ 塩尻志学館   +1.8   +1.4   -0.4    +1.4
長﨑 彩(2)   4.39   4.03   4.15    4.39 
ﾅｶﾞｻｷ ｱﾔ 松商学園   -0.5   -1.0   -1.6    -0.5
星野 美音(1)   4.28    x   4.02    4.28 
ﾎｼﾉ ﾐｵﾝ 松本蟻ヶ崎   -0.1   -0.9    -0.1
村山 奈菜(1)   4.23   4.06   4.13    4.23 
ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅ 松本蟻ヶ崎   -0.2   +1.4   +0.3    -0.2
鳥羽 美空(2)   4.10   4.10   3.95    4.10 
ﾄﾊﾞ ﾐｿﾗ 穂高商   -0.9   +0.4   -2.1    -0.9
内山 怜奈(2)   3.79    x    x    3.79 
ｳﾁﾔﾏ ﾚｲﾅ 豊科   +1.0    +1.0
村山 陽菜(1)   3.09    x   3.42    3.42 
ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ 創造学園   +0.3   -0.2    -0.2
宮澤 裕子(1)   2.95   3.39   3.21    3.39 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｺ 明科   -0.9   +1.7   +1.0    +1.7
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走高跳
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

女子

走幅跳
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- 備考

1  2007
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-4- -5- -6- 記録
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9  1588
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7  1717

8  2005

13  1863
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11  1601

12  1944

17  1984

18  2018

15  1718

16  2008



決勝 9月14日 12:30

中川 希(2)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 松商学園
佐藤 ゆきの(2)
ｻﾄｳ ﾕｷﾉ 松商学園
下村 芽生(1)
ｼﾀﾑﾗ ﾒｲ 木曽青峰
宇原 萌々香(1)
ｳﾊﾗ ﾓﾓｶ 田川
新井 咲(1)
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園
宮崎 里奈(2)
ﾐﾔｻﾞｷ ﾘﾅ 都市大塩尻
島田 明奈(1)
ｼﾏﾀﾞ ｱｷﾅ 松本蟻ヶ崎
中畑 未来(2)
ﾅｶﾊﾀ ﾐｸ 木曽青峰
大槻 沙也加(1)
ｵｵﾂｷ ｻﾔｶ 都市大塩尻
青沼 郁絵(1)
ｱｵﾇﾏ ｲｸｴ 塩尻志学館
宮澤 瑠衣(1)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙｲ 梓川
佐原 麻友(1)
ｻﾊﾗ ﾏﾕ 梓川

決勝 9月15日 11:30

中川 希(2)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 松商学園
勝山 理沙(1)
ｶﾂﾔﾏ ﾘｻ 梓川
下村 芽生(1)
ｼﾀﾑﾗ ﾒｲ 木曽青峰
北澤 志穂(2)
ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾎ 塩尻志学館
佐藤 ゆきの(2)
ｻﾄｳ ﾕｷﾉ 松商学園
宮澤 瑠衣(1)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙｲ 梓川
安喰 春瑠(1)
ｱｸﾞｲ ﾊﾙﾙ 松商学園
藤原 美月(2)
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐﾂﾞｷ 松本美須々ヶ丘
青沼 郁絵(1)
ｱｵﾇﾏ ｲｸｴ 塩尻志学館
山田 あんな(1)
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾝﾅ 松本深志
佐藤 加奈(2)
ｻﾄｳ ｶﾅ 大町北
中原 理沙(2)
ﾅｶﾊﾗ ﾘｻ 松本美須々ヶ丘

  5.14 

12  1737
  4.62   4.83   4.83   4.52

  5.29 

11  1739
  5.12   5.14    x

  5.73 

10  1608
  4.79   5.01   5.29

9  1914
  5.73   5.64   5.60

  6.20 

8  1584
  6.04   6.04   6.19   5.88   5.77   6.16   6.19 

  6.96   7.02 

7  1865
  5.99   6.20   6.03   5.95   6.14   6.06

  7.41   7.49   7.49 

6  1913
  6.72   6.55   6.87   6.95   7.02

5  1916
  6.40   6.98   6.87   7.42

  8.18 

4  2459
  7.85   7.21    -   6.66   7.84   7.51   7.85 

  9.22   9.22 

3  1590
  7.70   8.09   7.59   7.97    x   8.18

  9.89   9.84  10.41 

2  1925
  9.06   8.31   8.13   9.10   8.86

1  1942
  9.23  10.07   9.21  10.41

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

-2-

女子

砲丸投(4.000kg)
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

-5- -6-

女子

円盤投(1.000kg)
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 記録 備考

1  1942
   o    o  27.32    o

-3- -4-

   o    o  27.32 

2  1740
   o  25.29    o    o    o    o  25.29 

   o
3  1590

 24.92    x    o  24.92    x    x

 23.19
4  1615

 20.00    x

   o    x  23.10 

   o

   o

   o    x  23.19 

   o    o

   o
6  1739

   x    o

5  1925
 23.10

   o    o  20.16 

 21.17

   o

   o    o  21.17 

   x    o

   x
8  1848

   o    o

7  1921
 20.16

 18.30 

 19.22    o    x  19.22 

10  1787
   x    o

9  1608
   o

 17.45  17.45 

   o  18.30

12  1847
   o    o

11  1650
   o

 14.15  14.15

   o  16.46  16.46 



決勝 9月13日 13:30

下村 芽生(1)
ｼﾀﾑﾗ ﾒｲ 木曽青峰
良波 美恵(2)
ﾖｼﾅﾐ ﾐｴ 塩尻志学館
永原 瑞稀(2)
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 梓川
山田 あんな(1)
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾝﾅ 松本深志
安喰 春瑠(1)
ｱｸﾞｲ ﾊﾙﾙ 松商学園
桑原 杏菜(2)
ｸﾜﾊﾞﾗ ｱﾝﾅ 木曽青峰
井口 七海(1)
ｲｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 梓川
長﨑 彩(2)
ﾅｶﾞｻｷ ｱﾔ 松商学園
島田 明奈(1)
ｼﾏﾀﾞ ｱｷﾅ 松本蟻ヶ崎
三田村 優来(2)
ﾐﾀﾑﾗ ﾕｳﾅ 松本県ヶ丘
佐藤 ゆきの(2)
ｻﾄｳ ﾕｷﾉ 松商学園
大槻 沙也加(1)
ｵｵﾂｷ ｻﾔｶ 都市大塩尻
勝山 理沙(1)
ｶﾂﾔﾏ ﾘｻ 梓川
藤原 美月(2)
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐﾂﾞｷ 松本美須々ヶ丘
宮澤 裕子(1) 記録なし
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｺ 明科

決勝 9月14日 10:00

宇原 萌々香(1)
ｳﾊﾗ ﾓﾓｶ 田川

決勝 9月13日 10:30

藤原 美月(2)
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐﾂﾞｷ 松本美須々ヶ丘

氏  名 所属名 -1- -2- -3- 備考-4- -5- -6- 記録

女子

やり投(0.600kg)
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ

 31.71    o    o  32.22
1  1570

   o    o  32.22 

2  1609
 26.48    o    o    x    o  30.51  30.51 

   o    o  29.80    o
3  1736

   o  29.49  29.80 

4  1787
   o  27.30    o    o  28.87    x  28.87 

 26.73    o    o    o
5  1921

   o    o  26.73 

6  1582
   o    x  24.98    x    x    x  24.98 

   o    o  24.38    o
7  1738

   x  23.94  24.38 

8  1944
   o  23.67    o    o    o    o  23.67 

   x
9  1865

 21.31    x  21.31 

10  1799
   o    o  20.76  20.76 

   o
11  1925

 19.36    o  19.36 

12  1914
   x    o  17.87  17.87 

13  1740
   o    o  17.75 

14  1848
   o  17.65    x

 17.75

 17.65 

 2018
   x    x    x

ｵｰﾌﾟﾝ女子

棒高跳
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 2m00 2m10 2m20
1  2459

o xxo xxx  2.10

所属名 -1- -2- -3-

記録 備考

-4- -5- -6- 記録

ｵｰﾌﾟﾝ女子

ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg)
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 備考

1  1848
   x  18.31    o    o  20.23    o  20.23 



開催日 平成25年9月13日(金)～9月15日(日) 混成競技記録表   得点表  （男子・[女子]） 女子  七種競技
陸協名 長野 [20] 第37回中信高等学校新人体育大会 陸上競技大会 ｺｰﾄﾞ  [13202006] 混成審判長  中原　信一

長野県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  林　嘉久夫

 1916  1585  1736  1945
新井 咲(1) 栗空 亜沙美(1) 永原 瑞稀(2) 小林 沙彩(2)
松商学園 木曽青峰 梓川 松商学園

100mH    17.34   559    17.73   517    19.54   341    20.43   268
   (0.0)   559    (0.0)   517    (0.0)   341    (0.0)   268

HJ     1.43   544     1.34   449     1.34   449     1.40   512
 1103   966   790   780

SP     7.71   381     6.92   330     7.38   359     5.95   268
 1484  1296  1149  1048

200m    27.77   649    29.42   523    30.44   452    29.98   483
  (-1.2)  2133   (-1.2)  1819   (-1.2)  1601   (-1.2)  1531

1日目得点  2133  1819  1601  1531
順位     1     2     3     4
LJ     4.86   522     4.97   551     4.01   310     3.67   235

  (+0.9)   522   (+0.9)   551   (+0.8)   310   (+0.7)   235
JT    16.07   216    28.38   446    29.48   467    18.44   260

  738   997   777   495
800m  2:37.38   603  2:37.25   605  2:48.77   476  3:02.84   339

 1341  1602  1253   834
2日目得点  1341  1602  1253   834
総得点  3474  3421  2854  2365
順位     1     2     3     4



決勝 9月14日  9:40

風速  0.0

 1 新井 咲(1)     17.34 
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園

 2 栗空 亜沙美(1)     17.73 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰

 3 永原 瑞稀(2)     19.54 
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 梓川

 4 小林 沙彩(2)     20.43 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 松商学園

決勝 9月14日 10:30

新井 咲(1)  1.43
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園   544
小林 沙彩(2)  1.40
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 松商学園   512
永原 瑞稀(2)  1.34
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 梓川   449
栗空 亜沙美(1)  1.34
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰   449

決勝 9月14日 14:00

新井 咲(1)   7.71 
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園    381
永原 瑞稀(2)   7.38 
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 梓川    359
栗空 亜沙美(1)   6.92 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰    330
小林 沙彩(2)   5.95 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 松商学園    268

決勝 9月14日 15:30

風速 -1.2

 1 新井 咲(1)     27.77 
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園

 2 栗空 亜沙美(1)     29.42 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰

 3 小林 沙彩(2)     29.98 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 松商学園

 4 永原 瑞稀(2)     30.44 
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 梓川

決勝 9月15日  9:30

栗空 亜沙美(1)    x   4.97    x  4.97 (+0.9)
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰   +0.9   551
新井 咲(1)   4.72   4.86   4.61  4.86 (+0.9)
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園   +0.5   +0.9   +0.8   522
永原 瑞稀(2)   3.95    x   4.01  4.01 (+0.8)
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 梓川   +0.5   +0.8   310
小林 沙彩(2)   3.65   3.62   3.67  3.67 (+0.7)
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 松商学園   +0.9   +1.3   +0.7   235

4  1945

2  1916

3  1736

備考

1  1585

氏  名 所属名 -1- -2-

 1916
559

 1585

 1945
268

517
 1736

341

七種競技

100mH(0.838m)
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

七種競技

走高跳
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m25 1m28 1m31 1m34 備考

1  1916
- - - o o

1m43 1m46

o o xxx

1m37 1m40 記録

2  1945
- - - o o xo

3  1736
o

xxx

o xo o xxx

記録

4  1585
o xo xo xxo xxx

  7.64

七種競技

砲丸投(4.000kg)
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

  6.92   6.76

2  1736
  7.38

備考

1  1916
  7.36   7.71

   x   5.70
4  1945

  5.95

  7.38   6.83

3  1585
  6.87

七種競技

200m
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

走幅跳
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ

 1916
649

 1585

-3- 記録

 1736
452

523
 1945

483

七種競技



決勝 9月15日 11:00

永原 瑞稀(2)  29.48 
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 梓川    467
栗空 亜沙美(1)  28.38 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰    446
小林 沙彩(2)  18.44 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 松商学園    260
新井 咲(1)  16.07 
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園    216

決勝 9月15日 12:30

 1 栗空 亜沙美(1)   2:37.25 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰

 2 新井 咲(1)   2:37.38 
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園

 3 永原 瑞稀(2)   2:48.77 
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 梓川

 4 小林 沙彩(2)   3:02.84 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 松商学園

   x  16.07
4  1916

   x

   x    x

3  1945
   o    o  18.44

2  1585
 28.38

記録 備考

1  1736
   o    o  29.48

七種競技

やり投(0.600kg)
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

七種競技

800m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

 1945
339

603
 1736

476

 1585
605

 1916
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