
第52回長野県中学校総合体育大会夏季大会陸上競技の部(13203002) ﾄﾗｯｸ審判長 藤森　茂幸
主催：長野県中学校体育連盟、長野県教育委員会 跳躍審判長 富松　建夫
　　　　(一財)長野陸上競技協会、長野県市町村教育委員会連絡協議会委員会 投擲審判長 中條　延太郎
【開催日】 平成25年6月29,30日 混成審判長 藤森　茂幸
【主催団体】 長野県中学校体育連盟 決勝記録一覧表 記録主任： 木村　雅樹
(CR GR:県中学新,GR:大会新) 女  子 【競技場】松本平広域公園陸上競技場

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
 6/30 女子1年  +1.5徳竹 美友(1) 13.27 齋藤 陽向(1) 13.50 永原 朱夏(1) 13.58 熊谷 汐乃(1) 13.67 深澤 由惟(1) 13.67 清水 思(1) 13.68 臼井 緑彩(1) 13.91 今井 希生(1) 13.92

100m 下諏訪 立科 信濃 下條 豊科北 真田 穂高東 辰野
 6/30 栗空 実穂(1) 4.60(+2.8) 宮澤 歩(1) 4.44(+1.3) 溝口 智子(1) 4.30(+2.1) 栁澤 唯月(1) 4.28(+1.5) 土屋 さくら(1)4.25(+1.5) 湯本 真優(1) 4.17(+1.5) 北野緋菜(1) 4.17(+1.6) 中村 朱里(1) 4.15(+1.5)

走幅跳 王滝 箕輪 丸子北 岡谷東部 小諸東 飯綱 阿南第一 鉢盛
 6/30 女子2年  +2.3菅沼 美風(2) 12.54 木村 凌(2) 12.60 森本 知隼(2) 12.63 宮川 恵衣(2) 13.08 太田 杏優(2) 13.12 中村 芽生(2) 13.13 御子柴 優花(2) 13.25 伊能史織(2) 13.34

100m 豊丘 豊科北 塩尻 附属松本 東北 波田 鉢盛 長野東部
 6/30 女子3年  -1.1田村 有利奈(3) 12.61 加納 采弥(3) 12.74 土屋 美咲(3) 12.81 吉田 那緒(3) 13.13 山田 彩加(3) 13.17 廣瀬 澄玲(3) 13.37 上原 千夏(3) 13.44 太田 もも(3) 13.50

100m 坂城 櫻ヶ岡 篠ﾉ井西 長谷 岡谷東部 茅野東部 高森 清水
 6/30 女子2,3年 宮下 あかね(3)5.24(+1.3) 矢島 芽依(3) 5.19(-1.5) 堀田 莉紗(2) 5.08(+3.0) 河西由利香(3)4.87(+2.1) 小野 菜摘(3) 4.83(+2.5) 武江 真歩(2) 4.77(+0.9) 藤井 遥(2) 4.75(+4.0) 堀井満里奈(3)4.75(+1.1)

走幅跳 坂城 旭町 信濃 佐久東 櫻ヶ岡 穂高西 櫻ヶ岡 宮田
 6/30 女子共通  +2.8臼井 美紅(2) 25.32 酒井 菜月(3) 25.33 齊藤 静花(2) 25.35 加藤 詩萌(2) 25.91 両角 若菜(3) 26.85 倉沢 果歩(3) 27.02 安田 三奈美(2) 27.43 小林 結衣子(2) 27.46

200m 豊科北 御代田 豊科北 裾花 諏訪南 鉢盛 鉢盛 御代田
 6/30 赤羽 純美玲(3) 2:17.02 永山 実来(3) 2:18.63 千野 恵実(3) 2:19.18 宮川 瑞穂(3) 2:22.37 竹村 瑞香(3) 2:22.82 佐藤 真由(2) 2:23.41 堀内 智加(3) 2:23.60 鳥羽 美宇(3) 2:25.86

800m 開成 緑ヶ丘 戸倉上山田 墨坂 赤穂 小諸東 駒ヶ根東 明科
 6/30 和田 有菜(2) 4:36.70 竹内 優花(3) 4:38.90 清水 彩音(3) 4:43.43 松澤 綾音(2) 4:45.58 滝沢 菜絵(2) 4:46.11 田中ジェシカ(2) 4:51.75 木村 莉歩(3) 4:53.39 岡村 未歩(3) 4:54.38

1500m 川中島 戸倉上山田 南箕輪 喬木 川中島 上田第一 広徳 更北
 6/30  +1.7田中 祐里(3) 15.45 牛丸 亜美(3) 15.91 松田 華歩(2) 15.97 山崎 萌々子(1) 15.97 荻原 明日香(2) 16.01 坂本 かなた(3) 16.02 高橋 うらら(2) 16.10 土屋 みやび(1) 16.26

100mH(0.762m) 坂城 波田 御代田 中野平 東御東部 篠ﾉ井西 軽井沢 軽井沢
 6/29 鈴木 みのり(3) 1.54 齋藤 汐音(2) 1.48 荒井 利奈(3) 1.48 胡桃 沙紀(2) 穂高西 1.45 西村 美希(3) 1.45 塩原 美里(1) 1.45 高松 聖(3) 1.40

走高跳 伊那東部 丸ﾉ内 小布施 村松 明日見(3) 飯田高陵 長野北部 高瀬 南宮
上沼 瑞季(2)
附属松本
樋口 朋果(3)
富士見

 6/29 小林 奏(2) 2.80 長谷部 万葉(3) 2.60 加賀見 麻里(3) 2.50 田中 真彩(3) 2.40 菊池 菜帆(3) 2.40 木下 野乃花(3) 2.20 三澤 野乃香(3) 2.10 室賀 絢水(2) 2.10
棒高跳 丸子北 更北 永明 伊那東部 原 原 伊那東部 更北

 6/30 井上 悦子(3) 11.89 細井 友香(3) 11.60 小山 彩綺(3) 11.15 小林 朝花(3) 10.94 村松 佐恵(3) 10.35 二村 紋名(3) 10.20 町田 早耶香(3) 9.95 堀内 瑞季(3) 9.78
砲丸投 櫻ヶ岡 春富 相森 小布施 春富 三郷 高綱 丸子北

 6/30 豊科北       48.50 篠ﾉ井西       50.59 岡谷東部       50.80 波田       50.90 御代田       50.93 鉢盛       51.35 櫻ヶ岡       51.61 坂城       52.23
4×100m 臼井 美紅(2) CR GR 丸田 かおり(3) 宮坂 桃夏(2) 三田 有紗(2) 松田 華歩(2) 籏町 佳代(3) 小野 菜摘(3) 鈴木 賀子(1)

木村 凌(2) 土屋 美咲(3) 山田 彩加(3) 中村 芽生(2) 酒井 菜月(3) 御子柴 優花(2) 加納 采弥(3) 宮下 あかね(3)
齊藤 静花(2) 坂本 かなた(3) 山田 花菜(3) 牛丸 亜美(3) 小林 結衣子(2) 倉沢 果歩(3) 中山 寛香(3) 田中 祐里(3)
西澤 羽純(3) 中村  理彩(3) 中島 夏美(2) 高波 舞(3) 内堀 瑠音(3) 安田 三奈美(2) 依田 恵(3) 田村 有利奈(3)

 6/30 前田 花奈(3) 2370 三澤 葵(3) 2225 宮坂 奈緒(3) 2168 宮之尾 久美(3) 2138 鰍澤 さやか(3) 2060 小林 奈々美(3) 1950 矢澤 瑠佳(2) 1857 住友 佐耶佳(3) 1853
四種競技 伊那東部 飯田高陵 櫻ヶ岡 柳町 駒ヶ根東 信濃 軽井沢 小諸東

 6/30 女子1,2年 豊科北       52.52 波田       53.32 箕輪       54.34 軽井沢       54.43 南箕輪       54.61 小諸東       54.99 御代田       55.56 長野北部       58.34
4×100m 齊藤 雅(1) GR 中沢 楓香(1) 佐々木 望美(2) 土屋 みやび(1) 瀬戸 由乃(1) 加部 菜花(1) 小林 葉月(1) 春日 佑月(1)

中井 遥菜(2) 中塚 真子(2) 宮澤 歩(1) 矢澤 瑠佳(2) 金森 佑奈(1) 山浦 恵梨(2) 高橋 実夕(2) 熊井 美桜(2)
丸山 優佳(2) 斉藤 楓花(1) 久保田 梨奈(1) 紫 美海(1) 藤野 百花(2) 酒井 夢実(1) 梅村 菜々子(1) 田口 璃乃佳(1)
深澤 由惟(1) 百瀬 そよか(2) 山口 はづき(2) 高橋 うらら(2) 吉田 みさき(2) 野澤 沙綺(2) 新田 美月(2) 伊藤 寧音(2)



予選 6月29日 11:50
決勝 6月30日 11:40

長野県中学記録(CR)              12.29 中野　麻由美                 御代田           1978/11/04  
大会記録(GR)                    12.74 

[ 1組] 風速 -3.2 [ 2組] 風速 -3.3

 1 清水 思(1)     14.06 q  1 永原 朱夏(1)     13.84 q
ｼﾐｽﾞ ｺﾄ 真田 ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ 信濃

 2 深澤 由惟(1)     14.09 q  2 堀 詩音(1)     14.38 
ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ 豊科北 ﾎﾘ ｼｵﾝ 城南

 3 今井 希生(1)     14.16 q  3 上條 のあ(1)     14.51 
ｲﾏｲ ｷｷ 辰野 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 鉢盛

 4 目黒 真悠(1)     14.25  4 牧野 明日香(1)     14.64 
ﾒｸﾞﾛ ﾏﾕ 須坂東 ﾏｷﾉ ｱｽｶ 高森

 5 佐藤 茜(1)     14.40  5 滝沢 和加奈(1)     14.64 
ｻﾄｳ ｱｶﾈ 春富 ﾀｷｻﾞﾜ ﾜｶﾅ 依田窪南部

 6 遠藤 由菜(1)     14.49  6 矢野 和(1)     14.80 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾅ 穂高東 ﾔﾉ ﾉﾄﾞｶ 飯綱

 7 宮﨑 星来(1)     14.56  7 竹節 愛莉(1)     14.87 
ﾐﾔｻﾞｷ  ｾｲﾗ 中川 ﾀｹﾌｼ ｱｲﾘ 裾花

 8 中村 優里(1)     14.60  8 吉澤 杏花(1)     14.90 
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ 高綱 ﾖｼｻﾞﾜ ｷｮｳｶ 南牧

[ 3組] 風速 -1.6

 1 徳竹 美友(1)     13.58 q
ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ 下諏訪

 2 齋藤 陽向(1)     13.68 q
ｻｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 立科

 3 熊谷 汐乃(1)     14.05 q
ｸﾏｶﾞｲ ｼｵﾉ 下条

 4 臼井 緑彩(1)     14.16 q
ｳｽｲ ﾂｶｻ 穂高東

 5 井出 彩月(1)     14.19 
ｲﾃﾞ ｻﾂｷ 野沢

 6 小島 すずか(1)     14.24 
ｺｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 櫻ヶ岡

 7 土屋 朋未(1)     14.45 
ﾂﾁﾔ ﾄﾓﾐ 東御東部

 8 中沢 楓香(1)     14.55 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾌｳｶ 波田

風速 +1.5

 1 徳竹 美友(1)     13.27 
ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ 下諏訪

 2 齋藤 陽向(1)     13.50 
ｻｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 立科

 3 永原 朱夏(1)     13.58 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ 信濃

 4 熊谷 汐乃(1)     13.67 
ｸﾏｶﾞｲ ｼｵﾉ 下条

 5 深澤 由惟(1)     13.67 
ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ 豊科北

 6 清水 思(1)     13.68 
ｼﾐｽﾞ ｺﾄ 真田

 7 臼井 緑彩(1)     13.91 
ｳｽｲ ﾂｶｻ 穂高東

 8 今井 希生(1)     13.92 
ｲﾏｲ ｷｷ 辰野

3  3441

2  1538

8  3493

9   620

6  4599

4  2156

記録／備考
5  1160

7   513

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

7   584

4  3259

5   191

6  4989

8  2156

3  3441

9  1160

2   513

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  5239

5    47

7   721

2  4551

4  6101

6  2025

記録／備考
3  4599

9  4819

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2  1915

4  5907

8  1732

9  3433

7  1538

6  4310

記録／備考
5   620

3  3493

女子1年

100m

予選 通過基準  3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



予選 6月29日 12:05
決勝 6月30日 11:50

長野県中学記録(CR)              12.29 中野　麻由美                 御代田           1978/11/04  
大会記録(GR)                    12.46 

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 -2.2

 1 森本 知隼(2)     12.69 q  1 木村 凌(2)     12.91 q
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 塩尻 ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 豊科北

 2 宮川 恵衣(2)     13.23 q  2 小林 舞音(2)     13.41 
ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ 附属松本 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲﾈ 附属長野

 3 太田 杏優(2)     13.28 q  3 風間 麗海(2)     13.59 
ｵｵﾀ ｱﾕ 東北 ｶｻﾞﾏ ｳﾙﾐ 川中島

 4 伊能史織(2)     13.32 q  4 清水 美好(2)     13.75 
ｲﾉｳｼｵﾘ 長野東部 ｼﾐｽﾞ ﾐﾖｼ 附属松本

 5 土屋 かなめ(2)     13.46  5 小林珠菜(2)     13.76 
ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 望月 ｺﾊﾞﾔｼﾀﾏﾅ 長野東部

 6 川上 由華(2)     13.82  6 樋口 香苗(2)     13.88 
ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 諏訪 ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ 茅野北部

 7 萩原 美空(2)     13.94  7 新保 菜那子(2)     14.00 
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｸ 駒ヶ根東 ｼﾝﾎﾞ ﾅﾅｺ 東御東部

 8 荻原 花奈(2)     14.20  8 高橋 実夕(2)     14.33 
ｵｷﾞﾜﾗ ｶﾅ 東御東部 ﾀｶﾊｼ ﾐﾕ 御代田

[ 3組] 風速 -1.9

 1 菅沼 美風(2)     12.90 q
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 豊丘

 2 御子柴 優花(2)     13.34 q
ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 鉢盛

 3 中村 芽生(2)     13.36 q
ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 波田

 4 北原 寧々(2)     13.68 
ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ 赤穂

 5 宮澤 風香(2)     13.70 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 高森

 6 新田 美月(2)     13.93 
ﾆｯﾀ ﾐﾂﾞｷ 御代田

 7 鶴田 結衣(2)     13.99 
ﾂﾙﾀ ﾕｲ 信濃

 8 白石 舞(2)     14.06 
ｼﾗｲｼ ﾏｲ 上田第四

風速 +2.3

 1 菅沼 美風(2)     12.54 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 豊丘

 2 木村 凌(2)     12.60 
ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 豊科北

 3 森本 知隼(2)     12.63 
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 塩尻

 4 宮川 恵衣(2)     13.08 
ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ 附属松本

 5 太田 杏優(2)     13.12 
ｵｵﾀ ｱﾕ 東北

 6 中村 芽生(2)     13.13 
ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 波田

 7 御子柴 優花(2)     13.25 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 鉢盛

 8 伊能史織(2)     13.34 
ｲﾉｳｼｵﾘ 長野東部

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

女子2年

100m

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

8  6124

所属名 記録／備考
5  3126

4  5129

3  5006

7  1231

2  1839

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

9   585

6   484

4  6290

所属名 記録／備考
8  3505

9  5015

6  6171

5  6114

3   335

2  1352

7   586

所属名 記録／備考
6  2348

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

9  3255

3  1782

5  6090

8   339

7  4580

2  2024

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

4   931

7  3505

所属名 記録／備考
4  2348

8  5129

5  3126

6  6124

9  5006

2  3255

3  6090



予選 6月29日 12:20
決勝 6月30日 12:00

長野県中学記録(CR)              12.29 中野　麻由美                 御代田           1978/11/04  
大会記録(GR)                    12.31 

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 -1.1

 1 田村 有利奈(3)     12.55 q  1 加納 采弥(3)     12.92 q
ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 坂城 ｶﾉｳ ｻﾔ 櫻ヶ岡

 2 土屋 美咲(3)     12.79 q  2 吉田 那緒(3)     13.12 q
ﾂﾁﾔ ﾐｻｷ 篠ﾉ井西 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ 長谷

 3 廣瀬 澄玲(3)     13.33 q  3 西澤 羽純(3)     13.50 
ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ 茅野東部 ﾆｼｻﾞﾜ ﾊｽﾐ 豊科北

 4 山田 花菜(3)     13.46  4 白石 ひかり(3)     13.55 
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 岡谷東部 ｼﾗｲｼ ﾋｶﾘ 三郷

 5 江崎 奈美(3)     13.53  5 小林 千夏(3)     13.61 
ｴｻﾞｷ ﾅﾐ 赤穂 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ 浅間

 5 牧元 美沙(3)     13.53  6 増田 眞琴(3)     13.89 
ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 大町第一 ﾏｽﾀﾞ ﾏｺﾄ 東御東部

 7 依田 恵(3)     13.98  7 青木 美桜那(3)     13.90 
ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 櫻ヶ岡 ｱｵｷ ﾐｵﾅ 菅野
鈴木 美咲(3)  8 加納 愛子(3)     14.00 
ｽｽﾞｷ ﾐｻｷ 東御東部 ｶﾉｳ ｱｲｺ 長野西部

[ 3組] 風速 -1.1

 1 山田 彩加(3)     13.09 q
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 岡谷東部

 2 上原 千夏(3)     13.36 q
ｳｴﾊﾗ ﾁﾅﾂ 高森

 3 太田 もも(3)     13.40 q
ｵｵﾀ ﾓﾓ 清水

 4 宮下 彩奈(3)     13.44 
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾅ 丸子北

 5 児玉　奈美(3)     13.84 
ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 明科

 6 山口 麻衣(3)     13.92 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｲ 東北

 7 小平 佳乃(3)     14.00 
ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾉ 野沢

 8 柳沢 華歩(3)     14.46 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾎ 立科

風速 -1.1

 1 田村 有利奈(3)     12.61 
ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 坂城

 2 加納 采弥(3)     12.74 
ｶﾉｳ ｻﾔ 櫻ヶ岡

 3 土屋 美咲(3)     12.81 
ﾂﾁﾔ ﾐｻｷ 篠ﾉ井西

 4 吉田 那緒(3)     13.13 
ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ 長谷

 5 山田 彩加(3)     13.17 
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 岡谷東部

 6 廣瀬 澄玲(3)     13.37 
ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ 茅野東部

 7 上原 千夏(3)     13.44 
ｳｴﾊﾗ ﾁﾅﾂ 高森

 8 太田 もも(3)     13.50 
ｵｵﾀ ﾓﾓ 清水

3  2023

2  5680

7  1111

9  1428

4  5321

8  1917

記録／備考
5  4029

6  4969

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

7   182

9   512

5  3280

2  5108

6  5680

8   695
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3  2023

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  5955

8  5048

9   257

7   581

5  3503

4  3577

記録／備考
2  4969

3  1917

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

8  4972

2   580

3  1800

7  3911

5  1428

4  1114

記録／備考
6  4029

9  5321

女子3年

100m

予選 通過基準  3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



予選 6月29日 11:20
決勝 6月30日 11:00

長野県中学記録(CR)              25.16 宮澤　有紀                   更埴西           2005/09/04  
大会記録(GR)                    25.84 新井  美貴子                 裾花             2009        

[ 1組] 風速 +3.1 [ 2組] 風速 +0.2

 1 酒井 菜月(3)     25.77 q  1 臼井 美紅(2)     26.13 q
ｻｶｲ ﾅﾂｷ 御代田 ｳｽｲ ﾐｸ 豊科北

 2 倉沢 果歩(3)     27.42 q  2 両角 若菜(3)     26.93 q
ｸﾗｻﾜ ｶﾎ 鉢盛 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾜｶﾅ 諏訪南

 3 三田 有紗(2)     28.05  3 小林 結衣子(2)     27.63 q
ﾐﾀ ｱﾘｻ 波田 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲｺ 御代田

 4 河野 恵理子(3)     28.25  4 辰口 和(2)     27.85 
ｺｳﾉ ｴﾘｺ 箕輪 ﾀﾂｸﾞﾁ ﾏﾄﾞｶ 穂高東

 5 小野 寛奈(3)     28.32  5 長谷川 未来(3)     28.13 
ｵﾉ ﾋﾛﾅ 野沢 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 春富

 6 小澤 春那(3)     28.42  6 富岡 沙都子(3)     28.38 
ｵｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ 辰野 ﾄﾐｵｶ ｻﾄｺ 裾花

 7 丸田 映莉香(3)     28.71  7 伊藤 寧音(2)     28.44 
ﾏﾙﾀ ｴﾘｶ 川中島 ｲﾄｳ ﾈﾈ 長野北部

 8 小林 未稀(3)     29.19  8 柳澤 真衣(3)     28.64 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 浅間 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏｲ 野沢

[ 3組] 風速 +4.1

 1 齊藤 静花(2)     25.89 q
ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ 豊科北

 2 加藤 詩萌(2)     26.37 q
ｶﾄｳ  ｼﾎ 裾花

 3 安田 三奈美(2)     27.65 q
ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 鉢盛

 4 中村  理彩(3)     27.69 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ 篠ﾉ井西

 5 山村 未悠(2)     28.71 
ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾕ 長峰

 6 橋本 真理子(2)     28.81 
ﾊｼﾓﾄ ﾏﾘｺ 櫻ヶ岡

 7 佐藤 紫穂里(3)     28.93 
ｻﾄｳ ｼﾎﾘ 東御東部

 8 唐澤 季里(3)     29.45 
ｶﾗｻﾜ ｷﾘ 富士見

風速 +2.8

 1 臼井 美紅(2)     25.32 
ｳｽｲ ﾐｸ 豊科北

 2 酒井 菜月(3)     25.33 
ｻｶｲ ﾅﾂｷ 御代田

 3 齊藤 静花(2)     25.35 
ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ 豊科北

 4 加藤 詩萌(2)     25.91 
ｶﾄｳ  ｼﾎ 裾花

 5 両角 若菜(3)     26.85 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾜｶﾅ 諏訪南

 6 倉沢 果歩(3)     27.02 
ｸﾗｻﾜ ｶﾎ 鉢盛

 7 安田 三奈美(2)     27.43 
ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 鉢盛

 8 小林 結衣子(2)     27.46 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲｺ 御代田
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女子共通
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予選 通過基準  3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



予選 6月29日 13:35
決勝 6月30日 12:15

長野県中学記録(CR)            2:15.53 小林　千紗                   菅野             2012/7/14   
大会記録(GR)                  2:16.18 池田和佳子                   長野東部         1991        

[ 1組] [ 2組]

 1 堀内 智加(3)   2:20.89 q  1 赤羽 純美玲(3)   2:15.99 q
ﾎﾘｳﾁ ﾁｶ 駒ヶ根東 ｱｶﾊﾈ ｽﾐﾚ 開成

 2 千野 恵実(3)   2:20.91 q  2 永山 実来(3)   2:21.74 q
ﾁﾉ ﾒｸﾞﾐ 戸倉上山田 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｸ 緑ヶ丘

 3 宮川 瑞穂(3)   2:21.21 q  3 佐藤 真由(2)   2:24.39 q
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ 墨坂 ｻﾄｳ ﾏﾕｳ 小諸東

 4 竹村 瑞香(3)   2:23.32 q  4 今井 萌(3)   2:26.53 
ﾀｹﾑﾗ ﾐｽﾞｶ 赤穂 ｲﾏｲ ﾓｴ 岡谷東部

 5 斉藤 眞夕(3)   2:24.94  5 木田 沙耶(3)   2:28.51 
ｻｲﾄｳ ﾏﾕ 大野川 ｷﾀﾞ ｻﾔ 広徳

 6 川田 佑香(3)   2:27.05  6 所河 二千花(2)   2:29.16 
ｶﾜﾀ ﾕｶ 上田第五 ｼｮｶﾞﾜ ﾆﾁｶ 駒ヶ根東

 7 遠藤 尚(3)   2:27.38  7 村上 明日香(2)   2:37.04 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵ 佐久東 ﾑﾗｶﾐ ｱｽｶ 鉢盛

 8 一ノ瀬 菜月(3)   2:28.33  8 下平 祐梨子(3)   2:49.58 
ｲﾁﾉｾ ﾅﾂｷ 附属松本 ｼﾓﾋﾗ ﾕﾘｺ 中込

[ 3組]

 1 鳥羽 美宇(3)   2:22.07 q
ﾄﾊﾞ ﾐｳ 明科

 2 篠塚 香里(2)   2:25.23 
ｼﾉﾂﾞｶ ｶｵﾘ 須坂東

 3 山崎夏穂(2)   2:25.67 
ﾔﾏｻﾞｷｶﾎ 長野東部

 4 大塚 華れん(3)   2:29.70 
ｵｵﾂｶ ｶﾚﾝ 浅間

 5 河原 里紗(3)   2:31.34 
ｶﾜﾊﾗ ﾘｻ 上諏訪

 6 塩原 真悠(3)   2:31.56 
ｼｵﾊﾗ ﾏﾕ 菅野

 7 成澤 優(3)   2:38.49 
ﾅﾙｻﾜ ﾕｳ 丸子北
西本 梨花(3)
ﾆｼﾓﾄ ﾘｶ 川中島

 1 赤羽 純美玲(3)   2:17.02 
ｱｶﾊﾈ ｽﾐﾚ 開成

 2 永山 実来(3)   2:18.63 
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｸ 緑ヶ丘

 3 千野 恵実(3)   2:19.18 
ﾁﾉ ﾒｸﾞﾐ 戸倉上山田

 4 宮川 瑞穂(3)   2:22.37 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ 墨坂

 5 竹村 瑞香(3)   2:22.82 
ﾀｹﾑﾗ ﾐｽﾞｶ 赤穂

 6 佐藤 真由(2)   2:23.41 
ｻﾄｳ ﾏﾕｳ 小諸東

 7 堀内 智加(3)   2:23.60 
ﾎﾘｳﾁ ﾁｶ 駒ヶ根東

 8 鳥羽 美宇(3)   2:25.86 
ﾄﾊﾞ ﾐｳ 明科
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



決勝 6月30日 13:50

長野県中学記録(CR)            4:33.88 小口 雪音                    下諏訪           2010/09/05  
大会記録(GR)                  4:35.17 下村    文                   丸子             2001        

 1 和田 有菜(2)   4:36.70 
ﾜﾀﾞ ﾕﾅ 川中島

 2 竹内 優花(3)   4:38.90 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｶ 戸倉上山田

 3 清水 彩音(3)   4:43.43 
ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾈ 南箕輪

 4 松澤 綾音(2)   4:45.58 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 喬木

 5 滝沢 菜絵(2)   4:46.11 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｴ 川中島

 6 田中ジェシカ(2)   4:51.75 
ﾀﾅｶ ｼﾞｪｼｶ 上田第一

 7 木村 莉歩(3)   4:53.39 
ｷﾑﾗ ﾘﾎ 広徳

 8 岡村 未歩(3)   4:54.38 
ｵｶﾑﾗ ﾐﾎ 更北

 9 田中 杏子(3)   4:58.98 
ﾀﾅｶ ｷｮｳｺ 永明

10 吉江 美季(3)   4:59.02 
ﾖｼｴ ﾐｷ 豊科北

11 清水 美来(2)   4:59.83 
ｼﾐｽﾞ ﾐｸ 更北

12 白川 みほ(3)   5:00.08 
ｼﾗｶﾜ ﾐﾎ 駒ヶ根東

13 川上 雅子(2)   5:00.97 
ｶﾜｶﾐ ﾏｻｺ 山辺

14 伊藤 美咲(3)   5:01.65 
ｲﾄｳ ﾐｻｷ 伊那

15 内田 梨湖(2)   5:03.90 
ｳﾁﾀﾞ ﾘｺ 上田第四

16 春日 桃桜(2)   5:06.31 
ｶｽｶﾞ ﾓﾓｵ 駒ヶ根東

17 中澤 紫音(2)   5:09.66 
ﾅｶｻﾞﾜ ｼｵﾝ 豊科北

18 小林 祐華(2)   5:13.91 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 上田第四

19 矢島 風香(3)   5:17.88 
ﾔｼﾞﾏ ﾌｳｶ 菅野

20 小林 菜々夏(2)   5:18.52 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅｶ 丸子

21 小林 鈴華(3)   5:21.25 
ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞｶ 菅野

22 新村 莉音(3)   5:32.07 
ﾆｲﾑﾗ ﾘｵﾝ 菅平

23 清水 亜美(1)   5:51.69 
ｼﾐｽﾞ ｱﾐ 丸子
内山 璃沙(2)
ｳﾁﾔﾏ ﾘｻ 附属松本

女子共通

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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欠場
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24   675



予選 6月29日 10:15
決勝 6月30日 11:30

長野県中学記録(CR)              14.54 瀧澤　彩                     附属長野         2009/07/05  
大会記録(GR)                    14.54 瀧澤　　彩                   附属長野         2009        

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速 +0.4

 1 田中 祐里(3)     15.48 q  1 牛丸 亜美(3)     16.58 q
ﾀﾅｶ ﾕｳﾘ 坂城 ｳｼﾏﾙ ｱﾐ 波田

 2 坂本 かなた(3)     16.14 q  2 土屋 みやび(1)     16.78 q
ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 篠ﾉ井西 ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ 軽井沢

 3 籏町 佳代(3)     16.90  3 中山 寛香(3)     16.87 
ﾊﾀﾏﾁ ｶﾖ 鉢盛 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｶ 櫻ヶ岡

 4 宮澤 希(2)     17.09  4 塩原 由夏(3)     16.95 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 箕輪 ｼｵﾊﾗ ﾕｶ 鉢盛

 5 下村 由依(3)     17.41  5 樋屋 彩(3)     17.24 
ｼﾓﾑﾗ ﾕｲ 川中島 ﾋｵｸ ｱﾔ 駒ヶ根東

 6 福澤 彩芽(3)     18.47  6 下条 菜摘(3)     18.06 
ﾌｸｻﾞﾜ ｱﾔﾒ 春富 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾅﾂﾐ 旭町

 7 加納 南菜子(3)     18.48  7 小口 ゆり(3)     18.17 
ｶﾉｳ ﾅﾅｺ 芦原 ｵｸﾞﾁ ﾕﾘ 浅間
吉岡 綾子(2)  8 中村 あかね(3)     18.33 
ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ 岡谷東部 ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾈ 仁科台

[ 3組] 風速 +0.9

 1 山崎 萌々子(1)     16.12 q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 中野平

 2 荻原 明日香(2)     16.17 q
ｵｷﾞﾊﾗ ｱｽｶ 東御東部

 3 松田 華歩(2)     16.22 q
ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ 御代田

 4 高橋 うらら(2)     16.51 q
ﾀｶﾊｼ ｳﾗﾗ 軽井沢

 5 澤口 実侑(2)     16.83 
ｻﾜｸﾞﾁ ﾐﾕｳ 櫻ヶ岡

 6 池田 好(3)     17.52 
ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ 長峰

 7 池上 真琴(3)     18.10 
ｲｹｶﾞﾐ ﾏｺﾄ 伊那東部

 8 座間 美咲(3)     19.03 
ｻﾞﾏ ﾐｻｷ 菅野

風速 +1.7

 1 田中 祐里(3)     15.45 
ﾀﾅｶ ﾕｳﾘ 坂城

 2 牛丸 亜美(3)     15.91 
ｳｼﾏﾙ ｱﾐ 波田

 3 松田 華歩(2)     15.97 
ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ 御代田

 4 山崎 萌々子(1)     15.97 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 中野平

 5 荻原 明日香(2)     16.01 
ｵｷﾞﾊﾗ ｱｽｶ 東御東部

 6 坂本 かなた(3)     16.02 
ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 篠ﾉ井西

 7 高橋 うらら(2)     16.10 
ﾀｶﾊｼ ｳﾗﾗ 軽井沢

 8 土屋 みやび(1)     16.26 
ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ 軽井沢

9   302

3   304

5   583

7  5325

8   336

4  4478

記録／備考
6  4028

2  3250

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5  1683

9  5959

6  4984

2  1381

7   336

4   302

3  4478

8   583

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3   256

8  3938

2  1817

9  5801

7  4971

4  6085

記録／備考
6  3250

5   304

失格

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3   401

4  1120

2  5452

9  1724

6  6087

7  1573

記録／備考
5  4028

8  5325

女子共通

100mH(0.762m)

予選 通過基準  3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



予選 6月29日 14:35
決勝 6月30日 14:05

長野県中学記録(CR)              51.50 更埴西                       更埴西           2004/07/04  
（中山・石坂・杉山・宮澤）

大会記録(GR)                    52.85 

[ 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   6 軽井沢   304 土屋 みやび(1)     54.33 q  1   6 波田  3259 中沢 楓香(1)     54.22 q

ｶﾙｲｻﾞﾜ ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ ﾊﾀ ﾅｶｻﾞﾜ ﾌｳｶ
  303 矢澤 瑠佳(2)  3256 中塚 真子(2)

ﾔｻﾞﾜ ﾙｶ ﾅｶﾂｶ ﾏｺ
  306 紫 美海(1)  3257 斉藤 楓花(1)

ﾑﾗｻｷ ﾐｳ ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ
  302 高橋 うらら(2)  3254 百瀬 そよか(2)

ﾀｶﾊｼ ｳﾗﾗ ﾓﾓｾ ｿﾖｶ
 2   7 箕輪  1566 佐々木 望美(2)     54.42 q  2   3 小諸東   374 加部 菜花(1)     54.71 q

ﾐﾉﾜ ｻｻｷ ﾉｿﾞﾐ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ｶﾍﾞ ﾅﾉｶ
 1585 宮澤 歩(1)   365 山浦 恵梨(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ ﾔﾏｳﾗ ｴﾘ
 1584 久保田 梨奈(1)   373 酒井 夢実(1)

ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ ｻｶｲ ﾕﾒﾐ
 1574 山口 はづき(2)   368 野澤 沙綺(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾂﾞｷ ﾉｻﾞﾜ ｻｷ
 3   3 南箕輪  1595 瀬戸 由乃(1)     54.53 q  3   9 東北  5113 酒井 菜智(1)     54.72 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ｾﾄ ﾕｳﾉ ﾄｳﾎｸ ｻｶｲ ﾅﾁ
 1591 金森 佑奈(1)  5121 堀内 加菜(2)

ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ ﾎﾘｳﾁ ｶﾅ
 1600 藤野 百花(2)  5128 内堀 由菜(2)

ﾌｼﾞﾉ ﾓﾓｶ ｳﾁﾎﾞﾘ ﾕｳﾅ
 1601 吉田 みさき(2)  5116 中村 晴香(1)

ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ
 4   5 鉢盛  6099 高安 結衣(1)     54.79  4   2 飯田高陵  2044 宮下 真奈(2)     55.07 

ﾊﾁﾓﾘ ﾀｶﾔｽ ﾕｲ ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳ ﾐﾔｼﾀ ﾏﾅ
 6093 久保田 樺乃(2)  2055 齊藤 由佳(1)

ｸﾎﾞﾀ ｶﾉ ｻｲﾄｳ ﾕｶ
 6092 川井 海帆(2)  2052 牧内 麗(1)

ｶﾜｲ ｶﾎ ﾏｷｳﾁ ﾚｲ
 6101 上條 のあ(1)  2048 岩崎 芽衣(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ ｲﾜｻｷ ﾒｲ
 5   2 岡谷東部  1128 山田 ひかる(1)     55.38  5   5 長峰  1382 西澤 亜優(1)     55.30 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞ ﾔﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ ﾅｶﾞﾐﾈ ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾕ
 1124 原 歩美(2)  1394 山村 未悠(2)

ﾊﾗ ｱﾕﾐ ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾕ
 1130 栁澤 唯月(1)  1385 濵 奏美(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ　ﾕｽﾞｷ ﾊﾏ ｶﾅﾐ
 1120 吉岡 綾子(2)  1393 藤森 萌夏(2)

ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾓｴｶ
 6   8 丘  3212 中嶌 萌香(1)     55.77  6   4 櫻ヶ岡  4989 小島 すずか(1)     55.31 

ｵｶ ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴｶ ｻｸﾗｶﾞｵｶ ｺｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ
 3206 萩原 詳子(2)  4985 林 真咲(2)

ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｮｳｺ ﾊﾔｼ ﾏｻｷ
 3214 武居 楓夏(1)  4981 橋本 真理子(2)

ﾀｹｲ ﾌｳｶ ﾊｼﾓﾄ ﾏﾘｺ
 3209 古谷 菜穂(2)  4988 森 遊未(1)

ﾌﾙﾔ ﾅｵ ﾓﾘ ﾕｳﾐ
 7   9 旭ヶ丘  2561 木下 理子(1)     56.24  7   7 菅野  5942 望月 舞衣(1)     55.76 

ｱｻﾋｶﾞｵｶ ｷﾉｼﾀ ﾘｺ ｽｶﾞﾉ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｲ
 2562 戸谷 有沙(1)  5963 末木 杏華(2)

ﾄﾔ ｱﾘｻ ｽｴｷ ｷｮｳｶ
 2560 島岡 日和(1)  5961 米山 みく(2)

ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ ﾖﾈﾔﾏ ﾐｸ
 2563 松村 紫乃(1)  5936 西脇 明日香(1)

ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ ﾆｼﾜｷ ｱｽｶ
 8   4 東御東部   588 熊谷 萌(1)     56.46  8   8 墨坂  4291 中塩 紗代(1)     55.78 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ｸﾏｶﾞｲ ﾒﾊﾞｴ ｽﾐｻｶ ﾅｶｼｵ ｻﾖ
  585 荻原 花奈(2)  4282 鈴木 晴花(2)

ｵｷﾞﾜﾗ ｶﾅ ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ
  590 柳橋 みなみ(1)  4287 小林 菜奈美(1)

ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ ﾐﾅﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ
  584 土屋 朋未(1)  4285 坂井 桃菜美(2)

ﾂﾁﾔ ﾄﾓﾐ ｻｶｲ ﾐﾅﾐ

女子1,2年

4×100m

予選 通過基準  3組  0着 + 8 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 豊科北  3492 齊藤 雅(1)     52.37 q

ﾄﾖｼﾅｷﾀ ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 大会新
 3512 中井 遥菜(2)

ﾅｶｲ ﾊﾙﾅ
 3511 丸山 優佳(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｶ
 3493 深澤 由惟(1)

ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ
 2   7 御代田   343 小林 葉月(1)     54.47 q

ﾐﾖﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾂﾞｷ
  335 高橋 実夕(2)

ﾀｶﾊｼ ﾐﾕ
  344 梅村 菜々子(1)

ｳﾒﾑﾗ ﾅﾅｺ
  339 新田 美月(2)

ﾆｯﾀ ﾐﾂﾞｷ
 3   2 長野北部  5137 春日 佑月(1)     54.69 q

ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞ ｶｽｶﾞ ﾕﾂﾞｷ
 5173 熊井 美桜(2)

ｸﾏｲ ﾐｵ
 5142 田口 璃乃佳(1)

ﾀｸﾞﾁ ﾘﾉｶ
 5172 伊藤 寧音(2)

ｲﾄｳ ﾈﾈ
 4   3 穂高東  3440 石田 遥(1)     55.31 

ﾎﾀｶﾋｶﾞｼ ｲｼﾀﾞ ﾊﾙｶ
 3441 臼井 緑彩(1)

ｳｽｲ ﾂｶｻ
 3442 丸山 結衣(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲ
 3433 遠藤 由菜(1)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾅ
 5   9 芦原   406 廣川 紗良(1)     56.50 

ｱｼﾊﾗ ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ
  403 渡邉 美南(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾐ
  407 武藤 衣里加(1)

ﾑﾄｳ ｴﾘｶ
  404 中村 葵(2)

ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ
 6   5 塩田   819 樋村 依歩紀(1)     58.37 

ｼｵﾀﾞ ﾋﾑﾗ ｲﾌﾞｷ
  816 谷口 藍果(1)

ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｲｶ
  817 中村 安杏(1)

ﾅｶﾑﾗ ｱﾝｽﾞ
  815 秋山 絢音(2)

ｱｷﾔﾏ ｱﾔﾈ
  6 飯綱  4552 山田 彩美(1)

ｲｲﾂﾞﾅ ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾐ 失格
 4549 加藤 綾(2) R1(2-3)

ｶﾄｳ ｱﾔ
 4553 湯本 真優(1)

ﾕﾓﾄ ﾏﾕ
 4551 矢野 和(1)

ﾔﾉ ﾉﾄﾞｶ
  8 長野東部  5014 大井まどか(1)

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ｵｲﾏﾄﾞｶ 失格
 5012 武田奈々美(1) R1(2-3)

ﾀｹﾀﾞﾅﾅﾐ
 5041 宮川紗衣(1)

ﾐﾔｶﾞﾜｻｴ
 5045 山本美吹(1)

ﾔﾏﾓﾄｲﾌﾞｷ

女子1,2年

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
  2 長野北部  5137 春日 佑月(1)

ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞ ｶｽｶﾞ ﾕﾂﾞｷ
 5173 熊井 美桜(2)

ｸﾏｲ ﾐｵ
 5142 田口 璃乃佳(1)

ﾀｸﾞﾁ ﾘﾉｶ
 5172 伊藤 寧音(2)

ｲﾄｳ ﾈﾈ
  3 小諸東   374 加部 菜花(1)

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ｶﾍﾞ ﾅﾉｶ
  365 山浦 恵梨(2)

ﾔﾏｳﾗ ｴﾘ
  373 酒井 夢実(1)

ｻｶｲ ﾕﾒﾐ
  368 野澤 沙綺(2)

ﾉｻﾞﾜ ｻｷ
  4 豊科北  3492 齊藤 雅(1)

ﾄﾖｼﾅｷﾀ ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ
 3512 中井 遥菜(2)

ﾅｶｲ ﾊﾙﾅ
 3511 丸山 優佳(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｶ
 3493 深澤 由惟(1)

ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ
  5 箕輪  1566 佐々木 望美(2)

ﾐﾉﾜ ｻｻｷ ﾉｿﾞﾐ
 1585 宮澤 歩(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ
 1584 久保田 梨奈(1)

ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ
 1574 山口 はづき(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾂﾞｷ
  6 軽井沢   304 土屋 みやび(1)

ｶﾙｲｻﾞﾜ ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ
  303 矢澤 瑠佳(2)

ﾔｻﾞﾜ ﾙｶ
  306 紫 美海(1)

ﾑﾗｻｷ ﾐｳ
  302 高橋 うらら(2)

ﾀｶﾊｼ ｳﾗﾗ
  7 波田  3259 中沢 楓香(1)

ﾊﾀ ﾅｶｻﾞﾜ ﾌｳｶ
 3256 中塚 真子(2)

ﾅｶﾂｶ ﾏｺ
 3257 斉藤 楓花(1)

ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ
 3254 百瀬 そよか(2)

ﾓﾓｾ ｿﾖｶ
  8 南箕輪  1595 瀬戸 由乃(1)

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ｾﾄ ﾕｳﾉ
 1591 金森 佑奈(1)

ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ
 1600 藤野 百花(2)

ﾌｼﾞﾉ ﾓﾓｶ
 1601 吉田 みさき(2)

ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ
  9 御代田   343 小林 葉月(1)

ﾐﾖﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾂﾞｷ
  335 高橋 実夕(2)

ﾀｶﾊｼ ﾐﾕ
  344 梅村 菜々子(1)

ｳﾒﾑﾗ ﾅﾅｺ
  339 新田 美月(2)

ﾆｯﾀ ﾐﾂﾞｷ

決勝

女子1,2年

4×100m



予選 6月29日 15:05
決勝 6月30日 14:25

長野県中学記録(CR)              49.43 豊科北                                        2013/6/2    
（臼井・木村・齊藤・湯本）

大会記録(GR)                    49.90 附属長野                                      2009        

[ 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   7 篠ﾉ井西  5326 丸田 かおり(3)     50.47 q  1   7 波田  3253 三田 有紗(2)     51.32 q

ｼﾉﾉｲﾆｼ ﾏﾙﾀ ｶｵﾘ ﾊﾀ ﾐﾀ ｱﾘｻ
 5321 土屋 美咲(3)  3255 中村 芽生(2)

ﾂﾁﾔ ﾐｻｷ ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ
 5325 坂本 かなた(3)  3250 牛丸 亜美(3)

ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ ｳｼﾏﾙ ｱﾐ
 5318 中村  理彩(3)  3252 高波 舞(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ ﾀｶﾅﾐ ﾏｲ
 2   8 御代田   336 松田 華歩(2)     51.33 q  2   4 岡谷東部  1123 宮坂 桃夏(2)     51.35 q

ﾐﾖﾀ ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞ ﾐﾔｻｶ ﾓﾓｶ
  333 酒井 菜月(3)  1111 山田 彩加(3)

ｻｶｲ ﾅﾂｷ ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ
  337 小林 結衣子(2)  1114 山田 花菜(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲｺ ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ
  332 内堀 瑠音(3)  1121 中島 夏美(2)

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾙﾈ ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ
 3   6 鉢盛  6087 籏町 佳代(3)     51.49 q  3   6 櫻ヶ岡  4979 小野 菜摘(3)     52.11 q

ﾊﾁﾓﾘ ﾊﾀﾏﾁ ｶﾖ ｻｸﾗｶﾞｵｶ ｵﾉ ﾅﾂﾐ
 6090 御子柴 優花(2)  4969 加納 采弥(3)

ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ ｶﾉｳ ｻﾔ
 6084 倉沢 果歩(3)  4971 中山 寛香(3)

ｸﾗｻﾜ ｶﾎ ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｶ
 6096 安田 三奈美(2)  4972 依田 恵(3)

ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ
 4   4 赤穂  1783 氣賀澤 柚希(2)     52.20  4   5 穂高東  3429 青柳 里央(2)     52.78 

ｱｶﾎ ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ ﾎﾀｶﾋｶﾞｼ ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ
 1800 江崎 奈美(3)  3426 辰口 和(2)

ｴｻﾞｷ ﾅﾐ ﾀﾂｸﾞﾁ ﾏﾄﾞｶ
 1781 朝日 りおん(2)  3445 藤原 舞(2)

ｱｻﾋ ﾘｵﾝ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｲ
 1782 北原 寧々(2)  3438 杏 由茉(2)

ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ ｶﾗﾓﾓ ﾕﾏ
 5   2 東御東部   581 増田 眞琴(3)     52.65  5   3 清水  5686 茅野 晶(2)     52.88 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ﾏｽﾀﾞ ﾏｺﾄ ｼﾐｽﾞ ﾁﾉ ｱｷ
  583 荻原 明日香(2)  5677 中田 佑香(3)

ｵｷﾞﾊﾗ ｱｽｶ ﾅｶﾀ ﾕｳｶ
  586 新保 菜那子(2)  5690 的場 優衣(2)

ｼﾝﾎﾞ ﾅﾅｺ ﾏﾄﾊﾞ ﾕｲ
  574 大崎 詩生(3)  5680 太田 もも(3)

ｵｵｻｷ ｼｵ ｵｵﾀ ﾓﾓ
 6   5 箕輪  1571 向山 みなみ(2)     52.84  6   9 浅間   254 荒井 祐里奈(3)     53.22 

ﾐﾉﾜ ﾑｶｲﾔﾏ ﾐﾅﾐ ｱｻﾏ ｱﾗｲ ﾕﾘﾅ
 1573 宮澤 希(2)   263 柳澤 莉子(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｺ
 1564 河野 恵理子(3)   257 小林 千夏(3)

ｺｳﾉ ｴﾘｺ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ
 1561 小田切 緑(3)   262 栁澤 光季子(3)

ｺﾀｷﾞﾘ ﾐﾄﾞﾘ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐｷｺ
 7   3 旭町  5805 高橋 茉里(3)     52.91  7   8 丸子北   691 赤羽 愛葵(3)     53.38 

ｱｻﾋﾏﾁ ﾀｶﾊｼ ﾏﾘ ﾏﾙｺｷﾀ ｱｶﾊﾞﾈ ﾏﾅｷ
 5806 矢島 芽依(3)   695 宮下 彩奈(3)

ﾔｼﾞﾏ ﾒｲ ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾅ
 5790 滋田 祐希(2)   698 春原 朱里(2)

ｼｹﾞﾀ ﾕｳｷ ｽﾉﾊﾗ ｱｶﾘ
 5801 下条 菜摘(3)   697 小林 奏(2)

ｼﾓｼﾞｮｳ ﾅﾂﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ
 8   9 辰野  1552 岩下 早紀(3)     53.82  8   2 野沢   184 齊藤 智香(3)     56.13 

ﾀﾂﾉ ｲﾜｼﾀ ｻｷ ﾉｻﾞﾜ ｻｲﾄｳ ﾄﾓｶ
 1538 今井 希生(1)   181 柳澤 真衣(3)

ｲﾏｲ ｷｷ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏｲ
 1555 石川 み咲き(3)   182 小平 佳乃(3)

ｲｼｶﾜ ﾐｻｷ ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾉ
 1550 小澤 春那(3)   185 臼田 可子(2)

ｵｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ ｳｽﾀﾞ ｶｺ

女子共通

4×100m

予選 通過基準  3組  0着 + 8 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   5 豊科北  3507 湯本 珠実(2)     49.25 q

ﾄﾖｼﾅｷﾀ ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 県中学新
 3505 木村 凌(2) 大会新

ｷﾑﾗ ﾘｮｳ
 3504 齊藤 静花(2)

ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ
 3503 西澤 羽純(3)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾊｽﾐ
 2   6 坂城  4008 鈴木 賀子(1)     52.07 q

ｻｶｷ ｽｽﾞｷ ｶｺ
 4031 宮下 あかね(3)

ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ
 4028 田中 祐里(3)

ﾀﾅｶ ﾕｳﾘ
 4029 田村 有利奈(3)

ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ
 3   9 裾花  5227 笠原 茉里(2)     52.21 

ｽｿﾊﾞﾅ ｶｻﾊﾗ ﾏﾘ
 5249 富岡 沙都子(3)

ﾄﾐｵｶ ｻﾄｺ
 5231 髙島 衣織(2)

ﾀｶｼﾏ ｲｵﾘ
 5248 加藤 詩萌(2)

ｶﾄｳ  ｼﾎ
 4   3 信濃  4580 鶴田 結衣(2)     52.39 

ｼﾅﾉ ﾂﾙﾀ ﾕｲ
 4577 小林 奈々美(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ
 4599 永原 朱夏(1)

ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ
 4588 堀田 莉紗(2)

ﾎｯﾀ ﾘｻ
 5   7 駒ヶ根東  1814 柏原 千夏(3)     52.83 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼ ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾁﾅﾂ
 1817 樋屋 彩(3)

ﾋｵｸ ｱﾔ
 1839 萩原 美空(2)

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｸ
 1819 北原 咲来(3)

ｷﾀﾊﾗ ｻﾗ
 6   4 東北  5120 小林 音羽(2)     52.89 

ﾄｳﾎｸ ｺﾊﾞﾔｼ ｵﾄﾊ
 5129 太田 杏優(2)

ｵｵﾀ ｱﾕ
 5106 保科 香奈(3)

ﾎｼﾅ ｶﾅ
 5108 山口 麻衣(3)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｲ
 7   8 飯田高陵  2042 小椋 万柚(2)     53.09 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳ ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ
 2041 村松 明日見(3)

ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ
 2037 三澤 葵(3)

ﾐｻﾜ ｱｵｲ
 2038 宮崎 真衣奈(3)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ
 8   2 小諸東   361 塩川 里咲(3)     55.11 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ｼｵｶﾜ ﾘｻ
  362 住友 佐耶佳(3)

ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ
  363 大塚 美月(3)

ｵｵﾂｶ ﾐﾂﾞｷ
  367 辻 奈緒(2)

ﾂｼﾞ ﾅｵ

女子共通

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 豊科北  3506 臼井 美紅(2)     48.50 

ﾄﾖｼﾅｷﾀ ｳｽｲ ﾐｸ 県中学新
 3505 木村 凌(2) 大会新

ｷﾑﾗ ﾘｮｳ
 3504 齊藤 静花(2)

ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ
 3503 西澤 羽純(3)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾊｽﾐ
 2   5 篠ﾉ井西  5326 丸田 かおり(3)     50.59 

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(3)

ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ
 5318 中村  理彩(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ
 3   9 岡谷東部  1123 宮坂 桃夏(2)     50.80 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞ ﾐﾔｻｶ ﾓﾓｶ
 1111 山田 彩加(3)

ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ
 1114 山田 花菜(3)

ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ
 1121 中島 夏美(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ
 4   6 波田  3253 三田 有紗(2)     50.90 

ﾊﾀ ﾐﾀ ｱﾘｻ
 3255 中村 芽生(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ
 3250 牛丸 亜美(3)

ｳｼﾏﾙ ｱﾐ
 3252 高波 舞(3)

ﾀｶﾅﾐ ﾏｲ
 5   4 御代田   336 松田 華歩(2)     50.93 

ﾐﾖﾀ ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ
  333 酒井 菜月(3)

ｻｶｲ ﾅﾂｷ
  337 小林 結衣子(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲｺ
  332 内堀 瑠音(3)

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾙﾈ
 6   8 鉢盛  6087 籏町 佳代(3)     51.35 

ﾊﾁﾓﾘ ﾊﾀﾏﾁ ｶﾖ
 6090 御子柴 優花(2)

ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ
 6084 倉沢 果歩(3)

ｸﾗｻﾜ ｶﾎ
 6096 安田 三奈美(2)

ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ
 7   2 櫻ヶ岡  4979 小野 菜摘(3)     51.61 

ｻｸﾗｶﾞｵｶ ｵﾉ ﾅﾂﾐ
 4969 加納 采弥(3)

ｶﾉｳ ｻﾔ
 4971 中山 寛香(3)

ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｶ
 4972 依田 恵(3)

ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ
 8   3 坂城  4008 鈴木 賀子(1)     52.23 

ｻｶｷ ｽｽﾞｷ ｶｺ
 4031 宮下 あかね(3)

ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ
 4028 田中 祐里(3)

ﾀﾅｶ ﾕｳﾘ
 4029 田村 有利奈(3)

ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ

決勝

女子共通

4×100m



決勝 6月29日 13:00

長野県中学記録(CR)               1.75 上原　久美恵                 上諏訪           1975/09/28  
大会記録(GR)                     1.63 丸山  千夏                   三郷             1980        

鈴木 みのり(3)
ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ 伊那東部
齋藤 汐音(2)
ｻｲﾄｳ ｼｵﾈ 丸ﾉ内
荒井 利奈(3)
ｱﾗｲ ﾘﾅ 小布施
胡桃 沙紀(2)
ｸﾙﾐ ｻｷ 穂高西
村松 明日見(3)
ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 飯田高陵
西村 美希(3)
ﾆｼﾑﾗ ﾐｷ 長野北部
塩原 美里(1)
ｼｵﾊﾗ ﾐｻﾄ 高瀬
高松 聖(3)
ﾀｶﾏﾂ ﾋｼﾞﾘ 南宮
上沼 瑞季(2)
ｳｴﾇﾏ ﾐｽﾞｷ 附属松本
樋口 朋果(3)
ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓｶ 富士見
新井 和奏(3)
ｱﾗｲ ﾜｶﾅ 南宮
高見沢 菜央(2)
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾅｵ 上田第五
久保村 沙那(2)
ｸﾎﾞﾑﾗ ｻﾅ 佐久東
二木 珠衣(3)
ﾌﾀﾂｷﾞ ｼﾞｭｲ 信明
佐々木 はな実(3)
ｻｻｷ ﾊﾅﾐ 浅間
岸田 早由里(3)
ｷｼﾀﾞ ｻﾕﾘ 城北
大崎 詩生(3)
ｵｵｻｷ ｼｵ 東御東部
野澤 沙綺(2)
ﾉｻﾞﾜ ｻｷ 小諸東
酒井 茜(3)
ｻｶｲ ｱｶﾈ 春富
山田 紗帆(3)
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾎ 諏訪西
原 嶺夏(2)
ﾊﾗ ﾚｲｶ 伊那東部
坂井 桃菜美(2)
ｻｶｲ ﾐﾅﾐ 墨坂
蓼原 彩奈(3)
ﾀﾃﾞﾊﾗ ｱﾔﾅ 清水
関原 ひなた(2) 欠場
ｾｷﾊﾗ ﾋﾅﾀ 軽井沢
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女子共通

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 6月29日 13:00

長野県中学記録(CR)               3.10 依田　遵子                   更北             2000/06/11  
田中　明莉                   更北             2001/08/28  

大会記録(GR)                     3.00 

3m00
小林 奏(2) - - - - - o xo o o xxx
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 丸子北
長谷部 万葉(3) x- - - o o o xo xxx
ﾊｾﾍﾞ ﾏﾖ 更北
加賀見 麻里(3) - - o o o o xxx
ｶｶﾞﾐ ﾏﾘ 永明
田中 真彩(3) o o o o xo xxx
ﾀﾅｶ ﾏﾔ 伊那東部
菊池 菜帆(3) o o o xo xo xxx
ｷｸﾁ ﾅﾎ 原
木下 野乃花(3) o o o xxx
ｷﾉｼﾀ ﾉﾉｶ 原
三澤 野乃香(3) o o xxx
ﾐｻﾜ ﾉﾉｶ 伊那東部
室賀 絢水(2) xo o xxx
ﾑﾛｶﾞ ｱﾐ 更北
金屋 千奈帆(2) o xo xxx
ｶﾅﾔ ﾁﾅﾎ 上田第五
高野 愛花(2) xxo xxx
ﾀｶﾉ ｱｲｶ 箕輪
清水 亜美(3) xxo xxx
ｼﾐｽﾞ ｱﾐ 丸子北
鈴木 結衣(2) 欠場
ｽｽﾞｷ ﾕｲ 上田第五

女子共通

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考
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決勝 6月30日 10:15

長野県中学記録(CR)               5.59 宮坂　楓                     岡谷東部         2008/03/23  
大会記録(GR)                     4.76 

 ３回の
 最高記録

栗空 実穂(1)    x   4.60    x    4.60    x   4.43    x    4.60 
ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ 王滝   +2.8    +2.8   +0.8    +2.8
宮澤 歩(1)    x   4.44    x    4.44   4.07   4.14   4.17    4.44 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 箕輪   +1.6   +1.3    +1.3    0.0   +2.4   -0.4    +1.3
溝口 智子(1)   4.05   3.77   4.30    4.30   3.89    x   4.04    4.30 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 丸子北   +1.4   +1.5   +2.1    +2.1   -1.4   -0.6    +2.1
栁澤 唯月(1)   4.23   4.28   4.00    4.28   3.91   4.12   4.11    4.28 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ　ﾕｽﾞｷ 岡谷東部   +1.7   +1.5   +1.0    +1.5   +0.7   +1.1   +0.2    +1.5
土屋 さくら(1)   4.25    x    x    4.25    x    x   4.12    4.25 
ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ 小諸東   +1.5    +1.5   +0.7    +1.5
湯本 真優(1)   4.17   4.00   4.07    4.17    x   3.82   4.05    4.17 
ﾕﾓﾄ ﾏﾕ 飯綱   +1.5   +1.8   +1.3    +1.5   +0.4   +1.7    +1.5
北野緋菜(1)   4.17   4.06   3.77    4.17   3.78   3.52    x    4.17 
ｷﾀﾉﾋﾅ 阿南第一   +1.6   +2.0   +1.3    +1.6   -0.1   +0.3    +1.6
中村 朱里(1)   3.76    x   4.14    4.14   4.00   3.83   4.15    4.15 
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 鉢盛   +2.6   -0.3    -0.3   +0.3   +0.6   +1.5    +1.5
宍戸 優希(1)   3.71   4.07   3.79    4.07    4.07 
ｼｼﾄﾞ ﾕｷ 開成   +0.9   +1.4   +0.1    +1.4    +1.4
大塚 咲季(1)   4.06   3.38    x    4.06    4.06 
ｵｵﾂｶ ｻｷ 坂城   +2.3    0.0    +2.3    +2.3
湯本 光海(1)   4.03   3.96   4.04    4.04    4.04 
ﾕﾓﾄ ｺｳﾐ 須坂東   +2.3   +0.5   +0.3    +0.3    +0.3
西村 恵実(1)   4.02   3.72   3.85    4.02    4.02 
ﾆｼﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ 伊那   +1.1   +1.7   +1.2    +1.1    +1.1
久保田 梨奈(1)   3.99   2.84    x    3.99    3.99 
ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ 箕輪   +2.3   +1.2    +2.3    +2.3
太田 彩水(1)   3.95   3.69   3.89    3.95    3.95 
ｵｵﾀ ｱﾔﾐ 塩尻   +1.3   +1.6   +1.6    +1.3    +1.3
根橋 佑奈(1)    x   3.89   3.80    3.89    3.89 
ﾈﾊﾞｼ ﾕｳﾅ 裾花   +0.8   +1.2    +0.8    +0.8
栁澤 梨恋(1)   2.97   3.87   3.84    3.87    3.87 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｺ 櫻ヶ岡   +1.6   +0.4   +2.3    +0.4    +0.4
宮川紗衣(1)    x    x   3.80    3.80    3.80 
ﾐﾔｶﾞﾜｻｴ 長野東部   +0.4    +0.4    +0.4
青島 まど華(1)   3.63   3.68   3.79    3.79    3.79 
ｱｵｼﾏ ﾏﾄﾞｶ 王滝   +1.6   +1.6   +2.1    +2.1    +2.1
横山 美蘭(1)   3.76    x   3.76    3.76    3.76 
ﾖｺﾔﾏ ﾐﾗﾝ 塩田   +1.5   +0.2    +0.2    +0.2
齊藤 由佳(1)   2.45   3.75   3.70    3.75    3.75 
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高陵   +1.3   +0.4   +0.7    +0.4    +0.4
佐々木 南斗(1)   3.66   3.51   3.75    3.75    3.75 
ｻｻｷ ﾐﾅﾄ 八千穂   +2.1    0.0   +2.3    +2.3    +2.3
梅田 佳奈(1)    x    x   3.66    3.66    3.66 
ｳﾒﾀﾞ ｶﾅ 浅間   +0.7    +0.7    +0.7
髙橋 はる(1)    x   3.54    x    3.54    3.54 
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙ 仁科台   +1.2    +1.2    +1.2
中村 安杏(1)   3.43   3.23   3.10    3.43    3.43 
ﾅｶﾑﾗ ｱﾝｽﾞ 塩田   +1.6   +2.3   +1.2    +1.6    +1.6

女子1年

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 24  2959

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

2 21  1585

3 14   700

4 4  1130

5 13   371

6 17  4553

7 20  2186

8 22  6098

9 8  5855

10 23  4006

11 18  4312

12 12  1651

13 6  1584

14 16  3141

15 15  5242

16 3  4992

17 7  5041

18 11  2960

19 9   818

20 10  2055

21 2    93

24 1   817

22 5   265

23 19  3962



決勝 6月30日 12:30

長野県中学記録(CR)               5.59 宮坂　楓                     岡谷東部         2008/03/23  
大会記録(GR)                     5.50 

 ３回の
 最高記録

宮下 あかね(3)   5.24   5.19   5.08    5.24    x   5.18   5.15    5.24 
ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ 坂城   +1.3   +1.0   +1.7    +1.3   +1.3   +1.5    +1.3
矢島 芽依(3)    x   5.19   5.11    5.19    x   5.06   5.14    5.19 
ﾔｼﾞﾏ ﾒｲ 旭町   -1.5   +3.0    -1.5    0.0   +0.3    -1.5
堀田 莉紗(2)   5.08   4.94    x    5.08    x   5.02   5.06    5.08 
ﾎｯﾀ ﾘｻ 信濃   +3.0   +1.2    +3.0   -0.5   +2.5    +3.0
河西 由利香(3)   4.29   4.67   4.77    4.77   4.74   4.70   4.87    4.87 
ｶｻｲ ﾕﾘｶ 佐久東   +1.3   -0.2   -0.2    -0.2   +1.6   +2.2   +2.1    +2.1
小野 菜摘(3)   4.81   4.83   4.24    4.83   4.70   4.77   4.52    4.83 
ｵﾉ ﾅﾂﾐ 櫻ヶ岡   +3.4   +2.5   -1.9    +2.5   +0.9   +2.1   +3.0    +2.5
武江 真歩(2)   4.77    x    x    4.77   4.49    x   4.58    4.77 
ﾀｹｴ ﾏﾎ 穂高西   +0.9    +0.9   -1.1   +2.3    +0.9
藤井 遥(2)    x   4.56   4.75    4.75   4.68    x   4.74    4.75 
ﾌｼﾞｲ ﾊﾙｶ 櫻ヶ岡   -1.5   +4.0    +4.0   -0.9   +1.8    +4.0
堀井 満里奈(3)   4.75   4.40   4.50    4.75   4.45   4.66    x    4.75 
ﾎﾘｲ ﾏﾘﾅ 宮田   +1.1   +2.1   +0.9    +1.1   +1.2   +2.2    +1.1
尾曽 陽菜(3)   4.62   4.67   4.74    4.74    4.74 
ｵｿ ﾊﾙﾅ 緑ヶ丘   +0.3   +2.6   +1.9    +1.9    +1.9
赤羽 愛葵(3)   4.45   4.73   4.63    4.73    4.73 
ｱｶﾊﾞﾈ ﾏﾅｷ 丸子北   -0.8   +1.1   -1.2    +1.1    +1.1
湯本 珠実(2)    x    x   4.71    4.71    4.71 
ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 豊科北   -1.3    -1.3    -1.3
三輪 才佳(3)   4.63   4.69   4.66    4.69    4.69 
ﾐﾜ ﾄｼｶ 旭町   +0.9   -1.3   +1.2    -1.3    -1.3
関 理帆(3)    x   4.59   4.66    4.66    4.66 
ｾｷ ﾘﾎ 南箕輪   +0.4   -0.3    -0.3    -0.3
萩原 詳子(2)   4.65   4.40   4.47    4.65    4.65 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｮｳｺ 丘   +0.4   +0.7   -1.5    +0.4    +0.4
山岸 明紀穂(3)   4.43    x   4.56    4.56    4.56 
ﾔﾏｷﾞｼ ｱｷﾎ 長野西部   +2.8   +0.8    +0.8    +0.8
深江 愛美(2)   4.41   4.49   4.32    4.49    4.49 
ﾌｶｴ ｱﾐ 長峰   -0.5   +0.6   +0.9    +0.6    +0.6
辻本 采香(3)   4.28   4.46   4.45    4.46    4.46 
ﾂｼﾞﾓﾄ ｱﾔｶ 附属松本   +0.6   +0.9   +2.9    +0.9    +0.9
西原 叶子(3)   4.35   4.12   4.44    4.44    4.44 
ﾆｼﾊﾗ ｶﾅｺ 浅間   -1.7   -0.6   +1.2    +1.2    +1.2
山浦 恵梨(2)   4.21   4.38   4.43    4.43    4.43 
ﾔﾏｳﾗ ｴﾘ 小諸東   +1.8   +1.4   +1.5    +1.5    +1.5
木内 麻衣子(2)   4.23   4.29   4.16    4.29    4.29 
ｷｳﾁ ﾏｲｺ 佐久東   -1.3    0.0   +1.2     0.0     0.0
横田 風音(2)   4.11   4.23   4.26    4.26    4.26 
ﾖｺﾀ ｶｻﾞﾈ 飯田高陵   -1.7   +0.6   +0.9    +0.9    +0.9
宮崎 真衣奈(3)    x    x   4.25    4.25    4.25 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田高陵   -0.4    -0.4    -0.4
春原 朱里(2)   4.10   4.13   3.60    4.13    4.13 
ｽﾉﾊﾗ ｱｶﾘ 丸子北   -2.6   -0.4   +0.5    -0.4    -0.4
湯本 すずね(2)    x   2.41   4.08    4.08    4.08 
ﾕﾓﾄ ｽｽﾞﾈ 中野平   -2.0   +3.2    +3.2    +3.2

24 12  4470

22 10  2038

23 4   698

20 2   288

21 6  2046

18 1   261

19 7   365

16 5  1398

17 8  6107

14 3  3206

15 18  5051

12 9  5803

13 16  1606

10 14   691

11 19  3507

8 11  1754

9 17  2523

6 13  3469

7 21  4982

4 15   281

5 20  4979

2 22  5806

3 23  4588

記録 備考

1 24  4031

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

女子2,3年

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 6月30日 12:00

長野県中学記録(CR)              13.49 川上 松枝                    仁科台           1988/08/20  
大会記録(GR)                    13.01 

 ３回の
 最高記録

井上 悦子(3)
ｲﾉｳｴ ｴﾂｺ 櫻ヶ岡
細井 友香(3)
ﾎｿｲ ﾕｳｶ 春富
小山 彩綺(3)
ｺﾔﾏ ｻｷ 相森
小林 朝花(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｻｶ 小布施
村松 佐恵(3)
ﾑﾗﾏﾂ ｻｴ 春富
二村 紋名(3)
ﾆﾑﾗ ｱﾔﾅ 三郷
町田 早耶香(3)
ﾏﾁﾀﾞ ｻﾔｶ 高綱
堀内 瑞季(3)
ﾎﾘｳﾁ ﾐｽﾞｷ 丸子北
柴田 友菜(3)
ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ 菅野
桑原 絵里華(3)
ｸﾜﾊﾗ ｴﾘｶ 栄
土屋 花梨(2)
ﾂﾁﾔ ｶﾘﾝ 丸子北
大沼 瑠奈(3)
ｵｵﾇﾏ ﾙﾅ 鉢盛
瀬戸 玲奈(3)
ｾﾄ ﾚｲﾅ 辰野
重盛 友希(3)
ｼｹﾞﾓﾘ ﾕｷ 箕輪
小林 みか(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶ 松島
伊藤 朋伽(3)
ｲﾄｳ ﾄﾓｶ 北安松川
大庭 明莉(3)
ｵｵﾊﾞ ｱｶﾘ 栄
竹内 乃亜(2)
ﾀｹｳﾁ ﾉｱ 飯田高陵
小林 詩歩(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾎ 信濃
栁澤 光季子(3)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐｷｺ 浅間
山口 真歩(3)
ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾏﾎ 小海
斉藤 弥玖(3)
ｻｲﾄｳﾐｸ 上田第二
大塚 美月(3)
ｵｵﾂｶ ﾐﾂﾞｷ 小諸東
清水 美佳(2)
ｼﾐｽﾞ ﾐｶ 原

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

女子共通

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

  11.04

記録 備考

1 24  4970
 11.89  11.56  10.68   11.89

2 22  1728
  9.70  10.33  11.04  11.60  10.64  10.69  11.60 

 11.52  11.14  11.89  11.11

  10.51

 10.64   9.70   10.64  10.67
3 23  4256

   x

4 19  4173
 10.33  10.14  10.51  10.68  10.94  10.56  10.94 

 10.53  11.15  11.15 

  10.18

 10.19  10.01   10.19  10.35
5 18  1729

 10.01

6 20  3576
 10.18   9.75  10.11   9.54  10.20   9.64  10.20 

  9.99  10.22  10.35 

   9.78

  9.61   9.06    9.61    x
7 16  5914

   x

8 13   694
  9.47   9.56   9.78   9.69   9.46   9.75   9.78 

  9.95   9.80   9.95 

   9.48

  9.51   8.88    9.51
9 14  5964

  9.09

10 21  4793
  9.48   8.54   9.11   9.48 

  9.51 

   9.12

  9.23   9.15    9.23
11 17   699

  9.00

12 15  6082
  8.82   9.12   8.95   9.12 

  9.23 

   9.08

  8.97   9.11    9.11
13 9  1554

  8.92

14 7  1562
  9.08   8.74   8.61   9.08 

  9.11 

   9.02

  8.54   8.50    9.04
15 12  5820

  9.04

16 10  3771
  8.33   8.38   9.02   9.02 

  9.04 

   8.73

  8.07   8.63    8.76
17 6  4792

  8.76

18 11  2043
  7.75   8.73   8.13   8.73 

  8.76 

   8.54

  8.45   8.63    8.63
19 5  4587

  8.13

20 1   262
  8.54    x   7.99   8.54 

  8.63 

   8.19

  8.46   8.29    8.46
21 8    62

  8.09

22 4   875
  7.63   8.19   7.63   8.19 

  8.46 

   7.86

  7.91   7.23    7.91
23 2   363

  7.78

24 3  1453
  7.64   6.87   7.86   7.86 

  7.91 



開催日 平成25年6月29,30日 混成競技記録表   得点表  （男子・[女子]） 女子共通  四種競技

陸協名 長野 [20] 競技会名 第52回長野県中学校総合体育大会 ｺｰﾄﾞ  [13203002] 混成審判長  藤森　茂幸

競技場名 松本平広域公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  木村　雅樹

 1682  2037  4978  4911  1813  4577   303   362  3546  3513
前田 花奈(3) 三澤 葵(3) 宮坂 奈緒(3) 宮之尾 久美(3) 鰍澤 さやか(3) 小林 奈々美(3) 矢澤 瑠佳(2) 住友 佐耶佳(3) 松本 真輝(2) 山田 汐莉(2)
伊那東部 飯田高陵 櫻ヶ岡 柳町 駒ヶ根東 信濃 軽井沢 小諸東 堀金 豊科北

100mH    15.95   720    16.78   622    16.92   606    16.63   639    16.81   618    16.68   633    18.35   453    18.59   429    18.47   441    18.13   475
  (+2.0)   720   (-2.2)   622   (+1.0)   606   (+2.0)   639   (-2.2)   618   (+2.0)   633   (+1.0)   453   (+1.0)   429   (+1.0)   441   (+1.0)   475

HJ     1.41   523     1.35   460     1.50   621     1.41   523     1.35   460     1.30   409     1.38   491     1.30   409     1.30   409     1.25   359
 1243  1082  1227  1162  1078  1042   944   838   850   834

SP     9.94   526     9.22   479     7.15   345     8.19   412     7.65   377     7.35   357     6.46   301     7.06   339     7.89   392     6.16   281
 1769  1561  1572  1574  1455  1399  1245  1177  1242  1115

200m    28.38   601    27.59   664    28.45   596    28.87   564    28.33   605    29.04   551    28.24   612    27.43   676    28.75   573    28.65   581
  (+1.1)  2370   (+1.1)  2225   (+1.1)  2168   (+1.1)  2138   (+1.1)  2060   (+1.1)  1950   (+1.1)  1857   (+2.4)  1853   (+1.1)  1815   (+2.4)  1696

総得点  2370  2225  2168  2138  2060  1950  1857  1853  1815  1696
順位     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10

 3221  5758  4581  5880  1291   258  5790  2049   696  1626
樋口 莉緒花(2) 百瀬 真梨(3) 平塚 栞(2) 矢島 由衣(3) 中澤 毬乃(2) 小林 茉菜美(3) 滋田 祐希(2) 塩澤 花怜(2) 金子 未羽(2) 高橋 光(2)
塩尻広陵 丸ﾉ内 信濃 山辺 諏訪南 浅間 旭町 飯田高陵 丸子北 伊那

100mH    17.61   529    19.73   325    18.89   401    21.01   224    19.92   309    20.05   298    18.98   392    18.62   426    21.53   188    18.85   404
  (-2.2)   529   (+1.0)   325   (+2.0)   401   (-2.2)   224   (-2.2)   309   (+2.0)   298   (+1.0)   392   (-2.2)   426   (+2.0)   188   (+2.0)   404

HJ     1.30   409     1.30   409     1.20   312     1.30   409     1.25   359     1.20   312       NM     0       NM     0     1.25   359       NM     0
  938   734   713   633   668   610   392   426   547   404

SP     5.01   209     9.05   467     7.42   362     7.62   375     6.15   281     7.03   337     8.78   450     6.95   332     5.93   267     6.19   283
 1147  1201  1075  1008   949   947   842   758   814   687

200m    29.40   525    31.22   400    30.28   463    30.12   474    29.79   497    30.22   467    28.77   571    30.50   448    31.42   387    29.60   510
  (+2.4)  1672   (+2.4)  1601   (+2.4)  1538   (+2.4)  1482   (+2.4)  1446   (+2.4)  1414   (+1.7)  1413   (+1.7)  1206   (+1.7)  1201   (+1.7)  1197

総得点  1672  1601  1538  1482  1446  1414  1413  1206  1201  1197
順位    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20

 5612   282   361  5255
大峽 莉奈(3) 神津 梨乃(3) 塩川 里咲(3) 上原 有香子(3)
附属長野 佐久東 小諸東 裾花

100mH    20.45   266    19.32   361    20.75   243    19.44   350
  (+2.0)   266   (-2.2)   361   (+1.0)   243   (-2.2)   350

HJ       NM     0       NM     0       NM     0       NM     0
  266   361   243   350

SP     7.70   380     7.04   338     7.51   368     7.02   336
  646   699   611   686

200m    29.54   515    30.63   439    30.28   463    33.12   286
  (+1.7)  1161   (+1.7)  1138   (+1.7)  1074   (+1.7)   972

総得点  1161  1138  1074   972
順位    21    22    23    24



決勝 6月29日 10:00

長野県中学記録(CR)              14.54 瀧澤　彩                     附属長野         2009/07/05  
大会記録(GR)                    14.54 瀧澤　彩                     附属長野         2009/07/05  

[ 1組] 風速 +2.0 [ 2組] 風速 +1.0

前田 花奈(3)     15.95 宮坂 奈緒(3)     16.92 
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那東部 ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 櫻ヶ岡
宮之尾 久美(3)     16.63 山田 汐莉(2)     18.13 
ﾐﾔﾉｵ ｸﾐ 柳町 ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾘ 豊科北
小林 奈々美(3)     16.68 矢澤 瑠佳(2)     18.35 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 信濃 ﾔｻﾞﾜ ﾙｶ 軽井沢
高橋 光(2)     18.85 松本 真輝(2)     18.47 
ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ 伊那 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ 堀金
平塚 栞(2)     18.89 住友 佐耶佳(3)     18.59 
ﾋﾗﾂｶ ｼｵﾘ 信濃 ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ 小諸東
小林 茉菜美(3)     20.05 滋田 祐希(2)     18.98 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 浅間 ｼｹﾞﾀ ﾕｳｷ 旭町
大峽 莉奈(3)     20.45 百瀬 真梨(3)     19.73 
ｵｵﾊﾞ ﾘﾅ 附属長野 ﾓﾓｾ ﾏﾘ 丸ﾉ内
金子 未羽(2)     21.53 塩川 里咲(3)     20.75 
ｶﾈｺ ﾐｳ 丸子北 ｼｵｶﾜ ﾘｻ 小諸東

[ 3組] 風速 -2.2

三澤 葵(3)     16.78 
ﾐｻﾜ ｱｵｲ 飯田高陵
鰍澤 さやか(3)     16.81 
ｶｼﾞｶｻﾞﾜ ｻﾔｶ 駒ヶ根東
樋口 莉緒花(2)     17.61 
ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ 塩尻広陵
塩澤 花怜(2)     18.62 
ｼｵｻﾞﾜ ｶﾚﾝ 飯田高陵
神津 梨乃(3)     19.32 
ｺｳﾂﾞ ﾘﾉ 佐久東
上原 有香子(3)     19.44 
ｳｴﾊﾗ ﾕｶｺ 裾花
中澤 毬乃(2)     19.92 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾘﾉ 諏訪南
矢島 由衣(3)     21.01 
ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 山辺 224

350
8  1291

309
7  5880

426
2   282

361
5  5255

618
3  3221

529
9  2049

記録／備考
4  2037

622
6  1813

392

325
6   361

243

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

453
9  3546

441

429
7  5790

3  5758

所属名 記録／備考
2  4978

606
8  3513

475

順 ﾚｰﾝ No.

5   303

4   362

2  5612
266

8   696
188

7  4581
401

5   258
298

4  4577
633

3  1626
404

9  1682
720

6  4911
639

女子共通4種

100mH(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



決勝 6月29日 12:00

長野県中学記録(CR)               1.75 上原　久美恵                 上諏訪           1975/09/28  
大会記録(GR)                     1.63 丸山  千夏                   三郷             1980        

1m53
宮坂 奈緒(3) - - - - - o o o o o  1.50
ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 櫻ヶ岡 xxx   621
宮之尾 久美(3) - - o o o o xxx  1.41
ﾐﾔﾉｵ ｸﾐ 柳町   523
前田 花奈(3) - - - xo o xxo xxx  1.41
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那東部   523
矢澤 瑠佳(2) o o o o o xxx  1.38
ﾔｻﾞﾜ ﾙｶ 軽井沢   491
鰍澤 さやか(3) o o xo xo xxx  1.35
ｶｼﾞｶｻﾞﾜ ｻﾔｶ 駒ヶ根東   460
三澤 葵(3) o o xxo xo xxx  1.35
ﾐｻﾜ ｱｵｲ 飯田高陵   460
住友 佐耶佳(3) o o xo xxx  1.30
ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ 小諸東   409
樋口 莉緒花(2) o o xo xxx  1.30
ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ 塩尻広陵   409
矢島 由衣(3) o xxo xo xxx  1.30
ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 山辺   409
小林 奈々美(3) o o xxo xxx  1.30
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 信濃   409
百瀬 真梨(3) o xo xxo xxx  1.30
ﾓﾓｾ ﾏﾘ 丸ﾉ内   409
松本 真輝(2) o xxo xxo xxx  1.30
ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ 堀金   409
山田 汐莉(2) o o xxx  1.25
ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾘ 豊科北   359
中澤 毬乃(2) o xo xxx  1.25
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾘﾉ 諏訪南   359
金子 未羽(2) o xo xxx  1.25
ｶﾈｺ ﾐｳ 丸子北   359
小林 茉菜美(3) xo xxx  1.20
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 浅間   312
平塚 栞(2) xxo xxx  1.20
ﾋﾗﾂｶ ｼｵﾘ 信濃   312
塩川 里咲(3) xxx
ｼｵｶﾜ ﾘｻ 小諸東     0
滋田 祐希(2) xxx
ｼｹﾞﾀ ﾕｳｷ 旭町     0
神津 梨乃(3) - - xxx
ｺｳﾂﾞ ﾘﾉ 佐久東     0
上原 有香子(3) xxx
ｳｴﾊﾗ ﾕｶｺ 裾花     0
塩澤 花怜(2) xxx
ｼｵｻﾞﾜ ｶﾚﾝ 飯田高陵     0
大峽 莉奈(3) xxx
ｵｵﾊﾞ ﾘﾅ 附属長野     0
高橋 光(2) xxx
ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ 伊那     0

17  5612

18 12  5255

18 18  1626

18 16  2049

18

18 6  5790

18 9   282

17 22  4581

18 5   361

14 23   696

16 20   258

13 7  3513

14 15  1291

11 2  5758

12 8  3546

9 14  5880

10 19  4577

7 3   362

7 10  3221

5 13  1813

6 11  2037

3 24  1682

4 4   303

1m48 1m50

1 1  4978

2 21  4911

記録 備考
1m20 1m25 1m30 1m35 1m38 1m41 1m44 1m46

女子共通4種

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 6月30日 10:00

長野県中学記録(CR)              13.49 川上 松枝                    仁科台           1988/08/20  
大会記録(GR)                    13.01 

前田 花奈(3)   9.94 
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那東部    526
三澤 葵(3)   9.22 
ﾐｻﾜ ｱｵｲ 飯田高陵    479
百瀬 真梨(3)   9.05 
ﾓﾓｾ ﾏﾘ 丸ﾉ内    467
滋田 祐希(2)   8.78 
ｼｹﾞﾀ ﾕｳｷ 旭町    450
宮之尾 久美(3)   8.19 
ﾐﾔﾉｵ ｸﾐ 柳町    412
松本 真輝(2)   7.89 
ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ 堀金    392
大峽 莉奈(3)   7.70 
ｵｵﾊﾞ ﾘﾅ 附属長野    380
鰍澤 さやか(3)   7.65 
ｶｼﾞｶｻﾞﾜ ｻﾔｶ 駒ヶ根東    377
矢島 由衣(3)   7.62 
ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 山辺    375
塩川 里咲(3)   7.51 
ｼｵｶﾜ ﾘｻ 小諸東    368
平塚 栞(2)   7.42 
ﾋﾗﾂｶ ｼｵﾘ 信濃    362
小林 奈々美(3)   7.35 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 信濃    357
宮坂 奈緒(3)   7.15 
ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 櫻ヶ岡    345
住友 佐耶佳(3)   7.06 
ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ 小諸東    339
神津 梨乃(3)   7.04 
ｺｳﾂﾞ ﾘﾉ 佐久東    338
小林 茉菜美(3)   7.03 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 浅間    337
上原 有香子(3)   7.02 
ｳｴﾊﾗ ﾕｶｺ 裾花    336
塩澤 花怜(2)   6.95 
ｼｵｻﾞﾜ ｶﾚﾝ 飯田高陵    332
矢澤 瑠佳(2)   6.46 
ﾔｻﾞﾜ ﾙｶ 軽井沢    301
高橋 光(2)   6.19 
ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ 伊那    283
山田 汐莉(2)   6.16 
ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾘ 豊科北    281
中澤 毬乃(2)   6.15 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾘﾉ 諏訪南    281
金子 未羽(2)   5.93 
ｶﾈｺ ﾐｳ 丸子北    267
樋口 莉緒花(2)   5.01 
ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ 塩尻広陵    209

所属名 -1- -2-

   x

-3- 記録

女子共通4種

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

  8.23   9.22

  8.42   9.05

備考

1 16  1682
  7.78   9.94

 5758
  8.77

 2037
   x

2 3

3 18

5 13  4911
  8.19

4 22  5790
  8.57   8.48   8.78

  7.88   7.58

  7.89    x

  7.70   7.29

6 24

7 9  5612
   x

 3546
  7.72

9 6  5880
  6.87

8 5  1813
  7.65   7.49   7.59

  7.62   6.86

  6.81   7.15

   x   7.42

10 21

11 14  4581
  6.94

  361
  7.51

13 17  4978
  6.43

12 11  4577
  7.35   6.93   6.90

  7.15   6.42

  7.06   6.56

  6.05   7.04

14 19

15 1   282
  6.49

  362
  6.78

17 4  5255
  7.02

16 12   258
  7.03   6.82   7.00

  6.09   5.70

  6.95   6.86

  5.87   6.46

18 8

19 20   303
   x

 2049
  6.29

21 23  3513
  6.16

20 10  1626
  6.19   5.16   6.06

  5.55   5.92

  5.11   6.15

  5.39   5.79

22 7

23 15   696
  5.93

 1291
  5.74

  5.00   4.85
24 2  3221

  5.01



決勝 6月30日 13:20

長野県中学記録(CR)              25.16 宮澤　有紀                   更埴西           2005/09/04  
大会記録(GR)                    25.84 新井  美貴子                 裾花             2009        

[ 1組] 風速 +1.7 [ 2組] 風速 +2.4

 1 滋田 祐希(2)     28.77  1 住友 佐耶佳(3)     27.43 
ｼｹﾞﾀ ﾕｳｷ 旭町 ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ 小諸東

 2 大峽 莉奈(3)     29.54  2 山田 汐莉(2)     28.65 
ｵｵﾊﾞ ﾘﾅ 附属長野 ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾘ 豊科北

 3 高橋 光(2)     29.60  3 樋口 莉緒花(2)     29.40 
ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ 伊那 ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ 塩尻広陵

 4 塩川 里咲(3)     30.28  4 中澤 毬乃(2)     29.79 
ｼｵｶﾜ ﾘｻ 小諸東 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾘﾉ 諏訪南

 5 塩澤 花怜(2)     30.50  5 矢島 由衣(3)     30.12 
ｼｵｻﾞﾜ ｶﾚﾝ 飯田高陵 ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 山辺

 6 神津 梨乃(3)     30.63  6 小林 茉菜美(3)     30.22 
ｺｳﾂﾞ ﾘﾉ 佐久東 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 浅間

 7 金子 未羽(2)     31.42  7 平塚 栞(2)     30.28 
ｶﾈｺ ﾐｳ 丸子北 ﾋﾗﾂｶ ｼｵﾘ 信濃

 8 上原 有香子(3)     33.12  8 百瀬 真梨(3)     31.22 
ｳｴﾊﾗ ﾕｶｺ 裾花 ﾓﾓｾ ﾏﾘ 丸ﾉ内

[ 3組] 風速 +1.1

 1 三澤 葵(3)     27.59 
ﾐｻﾜ ｱｵｲ 飯田高陵

 2 矢澤 瑠佳(2)     28.24 
ﾔｻﾞﾜ ﾙｶ 軽井沢

 3 鰍澤 さやか(3)     28.33 
ｶｼﾞｶｻﾞﾜ ｻﾔｶ 駒ヶ根東

 4 前田 花奈(3)     28.38 
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那東部

 5 宮坂 奈緒(3)     28.45 
ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 櫻ヶ岡

 6 松本 真輝(2)     28.75 
ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ 堀金

 7 宮之尾 久美(3)     28.87 
ﾐﾔﾉｵ ｸﾐ 柳町

 8 小林 奈々美(3)     29.04 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 信濃

女子共通4種

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

515
8  1626

510

4  5790
571

2  5612

448
7   282

439

3   361
463

6  2049

8  45815   696
387

9  5255

順 ﾚｰﾝ No.

6  3221

9  5880

676
7  3513

581

所属名 記録／備考
5   362

474
3   258

467

525
2  1291

497

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

463
4  5758

400286

664
2   303

612

所属名 記録／備考
7  2037

601
6  4978

596

8  1813
605

4  1682

564
9  4577

551

3  3546
573

5  4911
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