
大会コード 14200008 

第６７回 長野県陸上競技選手権大会 
記録集 

期 日： 平成２６年８月３０日（土）、３１日（日） 
会 場： 長野県松本平広域公園陸上競技場（201020） 
主 催： (一財)長野陸上競技協会・(公財)長野県体育協会 

 長野県高等学校体育連盟・長野県中学校体育連盟 
  信濃毎日新聞社・長野市教育委員会 

後 援： 長野県教育委員会 
主 管： (一財)長野陸上競技協会 
審 判 長： トラック／藤森 茂幸  跳躍／富松 健夫  投てき／伊藤 利博 

  招集所／中條延太郎  スタート／桐山 勝次 
記 録 主 任： 竹内 秀樹 

■この大会で樹立された記録

■グラウンドコンディション
平成 26年 8月 30日（土） 平成 26年 8月 31日（日）
時刻 天候 風向 風速 m/s 気温℃ 湿度% 時刻 天候 風向 風速 m/s 気温℃ 湿度% 

9:00 曇り 南西 1.0 24.0 64 9:00 曇り 西 1.5 22.5 78 
10:00 曇り 北 0.8 24.5 64 10:00 曇り 北北東 1.0 22.5 74 
11:00 曇り 北北西 0.8 25.0 61 11:00 曇り 西南西 1.7 24.5 64 
12:00 曇り 西 1.5 25.0 57 12:00 曇り 南西 0.4 26.0 62 
13:00 曇り 西 0.5 25.5 54 13:00 曇り 西 1.2 28.0 51 
14:00 曇り 北西 1.1 26.5 49 14:00 曇り 東 2.9 27.0 56 
15:00 曇り 北 0.4 26.5 52 15:00 曇り 北北東 1.8 26.0 62 

月日 種目 ラウンド 記録 氏名 男女 所属 従来の記録 備考 

8/30 5000m 決勝 16分24秒67 玉城かんな(3) 女 長野東高 16分 29秒 16 大会新 
8/30 棒高跳 決勝 5m05 小山 範晃(3) 男 中京大 5m00 大会新 

8/30 ４×100ｍR 決勝 48秒 23 
関  里華(3) 
高橋 奈弓(3) 
加藤 恭香(3) 
田村有利奈(1) 

女 
上田東高 
上田東高 
上田東高 
上田東高 

48秒 62 大会新 

8/30 ４×100ｍR 決勝 48秒 41 
湯本 珠実(3) 
木村  凌(3) 
齊藤 静花(3) 
臼井 美紅(3) 

女 
豊科北中 
豊科北中 
豊科北中 
豊科北中 

48秒 62 大会新 

8/31 走幅跳 決勝 5m74(+0.6) 森本 知隼(3) 女 塩尻中 5m73 県中学新 
8/31 ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg) 決勝 47m28 黒岩 美怜(1) 女 筑波大 40m65 大会新 



第67回長野県陸上競技選手権大会（14200008) ﾄﾗｯｸ審判長 藤森　茂幸
主催：一般財団法人長野陸上競技協会、公益財団法人長野県体育協会、長野県高等学校体育連盟 跳躍審判長 富松　建夫
　　　 長野県中学校体育連盟、信濃毎日新聞社・長野市教育委員会 投擲審判長 伊藤　利博
【開催日】 平成26年8月30日(土)31日(日) 記録主任： 竹内　秀樹
【主催団体】 一般財団法人長野陸上競技協会 決勝記録一覧表
(GR:大会新,CR:県中学新) 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
 8/31 女子  +0.5 ﾓﾗｰﾄﾞ 華(3) 12.10 金田 華実(2) 12.31 加藤 恭香(3) 12.33 菅沼 美風(3) 12.37 髙橋 奈弓(3) 12.38 降旗 菜津美(2) 12.39 臼井 美紅(3) 12.79

100m 松商学園高 野沢北高 上田東高 豊丘中 上田東高 大町高 豊科北中
 8/30  +0.8瀧澤 祐未(3) 24.95 金田 華実(2) 25.22 ﾓﾗｰﾄﾞ 華(3) 25.25 臼井 美紅(3) 25.72 加藤 恭香(3) 25.78 長村 紋(2) 25.81 加藤 詩萌(3) 26.21 木村 凌(3) 26.80

200m 松本大 野沢北高 松商学園高 豊科北中 上田東高 松本大 裾花中 豊科北中
 8/31 瀧澤 祐未(3) 58.17 長村 紋(2) 59.22 関島 友里佳(2) 59.28 岸田 藍(2) 1:00.39 森本 紀乃(2) 1:00.53 田中 美菜(2) 1:01.27 伯耆原 由花(2) 1:02.21

400m 松本大 松本大 飯田風越高 上田染谷丘高 諏訪二葉高 木曽青峰高 伊那西高
 8/30 小合 沙季(3) 2:17.39 塩入 瑛美(3) 2:17.44 樺澤 春香(2) 2:21.95 赤羽 純美玲(1) 2:22.76 高木 更紗(1) 2:24.42 赤羽 美柚(2) 2:24.52 臼田 彩花(2) 2:26.13

800m 丸子修学館高 日体大 文化学園長野高 松商学園高 上田第五中 松本蟻ヶ崎高 下諏訪中
 8/31 小合 沙季(3) 4:36.86 中村 智美(2) 4:37.21 塩入 瑛美(3) 4:37.88 竹内 優花(1) 4:38.00 岡村 未歩(1) 4:44.31 前島 玲美(2) 4:46.08 今井 萌(1) 4:47.25 吉田 夏子(2) 4:50.13

1500m 丸子修学館高 長野東高 日体大 東海大三高 長野東高 長野高 長野東高 玉川大
 8/30 玉城 かんな(3) 16:24.67 塩崎 葵(2) 16:42.31 久保田 里菜(2) 17:02.69 清水 彩音(1) 17:11.17 笹沢 今日子(3) 17:36.36 甘利 祐子(2) 17:54.48 新原 徳子(2) 17:55.46 井尻 茉莉香(2) 18:03.13

5000m 長野東高 GR 長野東高 長野東高 長野東高 長野東高 佐久長聖高 長野東高 諏訪二葉高
 8/31  -0.5安田 若菜(2) 15.56 中澤 久美(2) 15.68 田畑 真琴(2) 16.16 田中 祐里(1) 16.19 新井 咲(2) 16.47 前田 花奈(1) 16.48 関 真優(4) 16.58 向山 ひより(2) 16.83

100mH(0.838m) 木曽青峰高 松本大 塩尻志学館高 上田西高 松商学園高 伊那弥生ヶ丘高 松本大 上伊那農高
 8/30 小山 綾菜(3) 1:02.81 岸田 藍(2) 1:04.43 森本 紀乃(2) 1:05.80 武村 結香(2) 1:06.52 田中 美菜(2) 1:06.79 安田 若菜(2) 1:07.92 田中 祐里(1) 1:09.68 久保村 玲衣(2) 1:10.42

400mH(0.762m) 長野吉田高 上田染谷丘高 諏訪二葉高 篠ﾉ井高 木曽青峰高 木曽青峰高 上田西高 伊那弥生ヶ丘高
 8/31 大和 千秋 24:26.02 村松 莉緒(2) 28:49.84

5000m競歩 飯田病院 長野高
 8/31 戸谷 真理子 1.72 小野 美紗(3) 1.66 岩崎 ちひろ(2) 1.63 荒井 利奈(1) 1.55 島田 明奈(2) 1.50 宮坂 奈緒(1) 1.50 塩原 美里(2) 高瀬中 1.45

走高跳 飯田市陸協 篠ﾉ井高 長野吉田高 須坂高 松本蟻ヶ崎高 長野日大高 鈴木 みのり(1) 伊那北高
胡桃 沙紀(3) 穂高西中

 8/30 小林 奏(3) 2.90 宇原 萌々香(2) 2.80 井口 結花(2) 2.70 両角 茜音(2) 2.60 田中 莉佳子(2) 2.40 宮崎 希(2) 2.40 小林 和可奈(2) 2.20 荒井 菜々風(2) 2.20
棒高跳 丸子北中 田川高 飯田高 諏訪清陵高 長野工業高 伊那弥生ヶ丘高 須坂東高 原中

 8/31 森本 知隼(3) 5.74(+0.6) 三澤 涼子 5.52(+0.9) 西村 千明(2) 5.51(+1.1) 田村有利奈(1)5.43(+1.3) 加藤 恭香(3) 5.40(+1.2) 市岡 奈月(1) 5.34(+0.7) 堀田 莉紗(3) 5.19(+1.6) 安田 弘江 5.05(+0.9)
走幅跳 塩尻中 CR ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 伊那北高 上田東高 上田東高 東学大 信濃中 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 8/30 三澤 涼子 11.95(+1.4) 西澤 香 10.69(+0.3)
三段跳 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 8/31 稲森 渚(3) 11.61 佐藤 芹香(2) 10.95 永井 琴美(2) 10.36 細井 友香(1) 9.50 下村 芽生(2) 9.07 小山 彩綺(1) 9.00 土屋 花梨(3) 8.79 中野 美智恵(2) 8.66
砲丸投 須坂園芸高 佐久長聖高 上田東高 伊那西高 木曽青峰高 市立長野高 丸子北中 松本蟻ヶ崎高

 8/30 稲森 渚(3) 37.04 佐藤 芹香(2) 33.14 竹入 愛彩美(2) 32.94 永井 琴美(2) 28.63 勝山 理沙(2) 27.36 平松 美音(2) 26.78 霜村 明里(2) 26.35 小山 彩綺(1) 25.80
円盤投 須坂園芸高 佐久長聖高 上伊那農高 上田東高 梓川高 文化学園長野高 長野西高 市立長野高

 8/31 黒岩 美怜(1) 47.28 平松 美音(2) 33.00 佐藤 芹香(2) 31.19
ﾊﾝﾏｰ投 筑波大 GR 文化学園長野高 佐久長聖高

 8/30 塩島 絵未 50.81 下村 芽生(2) 35.06 有賀 渚(2) 34.79 栗空 亜沙美(2) 33.62 宮﨑 綾奈(2) 33.25 横田 彩夏(2) 33.11 大日方 あやね(3) 30.75 井口 七海(2) 30.40
やり投 北安曇郡陸協 木曽青峰高 岡谷東高 木曽青峰高 長野高専 長野商高 松代高 梓川高

 8/30 上田東高       48.23 豊科北中       48.41 松本大       49.02 野沢北高       49.64 波田中       50.81 伊那弥生ヶ丘高      51.04 松商学園高       51.06 飯田風越高       51.09
4×100m 関 里華(3) GR 湯本 珠実(3) GR 長村 紋(2) 関 沙紀穂(2) 中沢 楓香(2) 久保村 玲衣(2) 倉沢 果歩(1) 稲垣 汐里(2)

髙橋 奈弓(3) 木村 凌(3) 瀧澤 祐未(3) 金田 華実(2) 斉藤 楓花(2) 中山 美奈(2) 西村 佳菜子(1) 関島 友里佳(2)
加藤 恭香(3) 齊藤 静花(3) 水澤 志保子(3) 土屋 なつみ(2) 三田 尚果(2) 樋口 由葵(2) 児玉 奈美(1) 菅沼 真洸(2)
田村 有利奈(1) 臼井 美紅(3) 関 真優(4) 酒井 菜月(2) 樋口 虹夏(1) 前田 花奈(1) 小林 彩七(1) 上澤 美波(2)

 8/31 松本大     3:59.07 木曽青峰高     4:08.82 鉢盛中     4:08.87 飯田風越高     4:10.04 野沢北高     4:10.55 上伊那農高     4:12.99 上田染谷丘高    4:16.84 文化学園長野高    4:18.24
4×400m 長村 紋(2) 畑 美織(2) 上條 のあ(2) 吉川 夏鈴(2) 酒井 菜月(2) 菅沼 菜摘(2) 金井 梨里(2) 仲條 芽映(2)

中澤 久美(2) 胡桃澤 佑衣(2) 中村 朱里(2) 菅沼 真洸(2) 土屋 なつみ(2) 向山 ひより(2) 岸田 藍(2) 樺澤 春香(2)
水澤 志保子(3) 安田 若菜(2) 安田 三奈美(3) 稲垣 汐里(2) 住友 佐耶佳(1) 酒井 珠良(2) 田川 綺菜(2) 戸谷 涼乃(1)
瀧澤 祐未(3) 田中 美菜(2) 高安 結衣(2) 関島 友里佳(2) 金田 華実(2) 高梨 美岐(3) 堀内 槙乃(2) 由井 薫(2)



予選 8月31日  9:40
準決勝 8月31日 11:50
決勝 8月31日 13:10

長野県記録(KR)                  11.86 宮澤　有紀                   富山大           2014        
大会記録(GR)                    12.07 

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速 -0.5

 1 菅沼 美風(3)     12.51 Q  1 髙橋 奈弓(3)     12.60 Q
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 豊丘中 ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東高

 2 降旗 菜津美(2)     12.55 Q  2 金田 華実(2)     12.67 Q
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町高 ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 野沢北高

 3 加藤 恭香(3)     12.68 Q  3 森本 知隼(3)     12.87 Q
ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東高 ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 塩尻中

 4 西村 佳菜子(1)     12.96 Q  4 木村 凌(3)     12.88 Q
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 松商学園高 ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 豊科北中

 5 齊藤 静花(3)     13.17  5 土屋 かなめ(3)     12.94 q
ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ 豊科北中 ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 望月AC

 6 酒井 菜月(2)     13.24  6 加藤 詩萌(3)     13.02 q
ｻｶｲ ﾅﾂｷ 野沢北高 ｶﾄｳ ｼﾎ 裾花中

 7 徳竹 美友(2)     13.33  7 熊谷 香織     13.07 q
ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ 下諏訪中 ｸﾏｶﾞｲ ｶｵﾘ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 8 今井 希生(2)     13.33 中井 遥菜(3)
ｲﾏｲ ｷｷ 辰野中 ﾅｶｲ ﾊﾙﾅ 豊科北中

[ 3組] 風速  0.0

 1 ﾓﾗｰﾄﾞ 華(3)     12.46 Q
ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園高

 2 臼井 美紅(3)     12.68 Q
ｳｽｲ ﾐｸ 豊科北中

 3 田村 有利奈(1)     12.81 Q
ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 上田東高

 4 倉科 紗夏(2)     13.08 Q
ｸﾗﾅｼ ｽｽﾞｶ 長野東高

 4 御子柴 優花(3)     13.08 Q
ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 鉢盛中

 6 小林 叶音(2)     13.13 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 豊科北中

 7 永原 朱夏(2)     13.15 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ 信濃中

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 +0.4

 1 ﾓﾗｰﾄﾞ 華(3)     12.18 Q  1 加藤 恭香(3)     12.44 Q
ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園高 ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東高

 2 金田 華実(2)     12.42 Q  2 菅沼 美風(3)     12.45 Q
ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 野沢北高 ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 豊丘中

 3 降旗 菜津美(2)     12.42 Q  3 髙橋 奈弓(3)     12.51 Q
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町高 ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東高

 4 森本 知隼(3)     12.62 q  4 臼井 美紅(3)     12.74 q
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 塩尻中 ｳｽｲ ﾐｸ 豊科北中

 5 田村 有利奈(1)     12.76  5 木村 凌(3)     12.78 
ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 上田東高 ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 豊科北中

 6 熊谷 香織     12.94  6 西村 佳菜子(1)     12.82 
ｸﾏｶﾞｲ ｶｵﾘ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 松商学園高

 7 倉科 紗夏(2)     12.96  7 加藤 詩萌(3)     12.84 
ｸﾗﾅｼ ｽｽﾞｶ 長野東高 ｶﾄｳ ｼﾎ 裾花中

 8 小林 叶音(2)     13.00  8 土屋 かなめ(3)     12.87 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 豊科北中 ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 望月AC

 9 御子柴 優花(3)     13.03 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 鉢盛中

風速 +0.5

 1 ﾓﾗｰﾄﾞ 華(3)     12.10 
ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園高

 2 金田 華実(2)     12.31 
ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 野沢北高

 3 加藤 恭香(3)     12.33 
ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東高

 4 菅沼 美風(3)     12.37 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 豊丘中

 5 髙橋 奈弓(3)     12.38 
ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東高

 6 降旗 菜津美(2)     12.39 
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町高

 7 臼井 美紅(3)     12.79 
ｳｽｲ ﾐｸ 豊科北中
森本 知隼(3)
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 塩尻中 棄権

2  6635

3  6390

8  1443

9  1690

6  1445

7  8540

記録／備考
4  1943

5  1227

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2  9018

9  7421

8  1923

3  5710

7  6635

9  6636

5  8540

4  1443

記録／備考
6  1445

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名順

2  6641

1  9002

3   883

5  1450

4  1690

8  6390

6  1943

7  1227

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  5244

準決勝 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

6  7421

3  6641

8  1450

2   883

4  1943

7  6635

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

9  9002

3  6638

7  9018

2  5710

8  6390

5  6636

記録／備考
4  1443

6  1227

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

7  7671

3  7965

8  6637

9  1232

2  1445

5  1923

記録／備考
4  8540

6  1690

女子

100m

予選 通過基準  3組  4着 + 4 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 8月30日 10:40
決勝 8月30日 15:00

長野県記録(KR)                  24.49 山内　範子                   中京大           1980/10/05  
大会記録(GR)                    24.87 

[ 1組] 風速 +1.4 [ 2組] 風速 +0.6

 1 瀧澤 祐未(3)     25.43 Q  1 ﾓﾗｰﾄﾞ 華(3)     25.35 Q
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松本大 ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園高

 2 臼井 美紅(3)     25.81 Q  2 金田 華実(2)     25.64 Q
ｳｽｲ ﾐｸ 豊科北中 ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 野沢北高

 3 木村 凌(3)     26.23 q  3 加藤 恭香(3)     25.74 q
ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 豊科北中 ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東高

 4 田村 有利奈(1)     26.24  4 樋口 虹夏(1)     26.41 
ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 上田東高 ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ 波田中

 5 関島 友里佳(2)     26.32  5 小林 叶音(2)     26.69 
ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ 飯田風越高 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 豊科北中

 6 西村 佳菜子(1)     26.61  6 中井 遥菜(3)     27.23 
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 松商学園高 ﾅｶｲ ﾊﾙﾅ 豊科北中

 7 田村 純菜(1)     27.08  7 御子柴 優花(3)     27.43 
ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 坂城中 ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 鉢盛中
降旗 菜津美(2)
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町高

[ 3組] 風速 +1.3

 1 長村 紋(2)     26.17 Q
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 松本大

 2 加藤 詩萌(3)     26.40 Q
ｶﾄｳ ｼﾎ 裾花中

 3 加納 茉弥(2)     26.50 
ｶﾉｳ ﾏﾔ 長野西高

 4 齊藤 静花(3)     26.86 
ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ 豊科北中

 5 湯本 珠実(3)     27.33 
ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 豊科北中

 6 安田 三奈美(3)     27.45 
ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 鉢盛中
髙橋 奈弓(3)
ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東高

風速 +0.8

 1 瀧澤 祐未(3)     24.95 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松本大

 2 金田 華実(2)     25.22 
ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 野沢北高

 3 ﾓﾗｰﾄﾞ 華(3)     25.25 
ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園高

 4 臼井 美紅(3)     25.72 
ｳｽｲ ﾐｸ 豊科北中

 5 加藤 恭香(3)     25.78 
ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東高

 6 長村 紋(2)     25.81 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 松本大

 7 加藤 詩萌(3)     26.21 
ｶﾄｳ ｼﾎ 裾花中

 8 木村 凌(3)     26.80 
ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 豊科北中

8  5710

3  6636

2  1445

4  9011

5  1943

9  6635

記録／備考
6  9009

7  1227

5  1443
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

8  6630

3  7427

7   776
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2  9011

4  5710

3  7421

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  6641

2  6638

6  1445

7  7388

4  1943

5  1227

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

9   462

欠場

8  1923

6  4728

3  6636

2  1450

記録／備考
4  9009

5  6635

女子

200m

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 8月31日 11:10
決勝 8月31日 13:30

長野県記録(KR)                  54.56 竹内　昌子                   福島大           2003/05/05  
大会記録(GR)                    56.17 

[ 1組] [ 2組]

 1 瀧澤 祐未(3)     58.75 Q  1 長村 紋(2)     59.49 Q
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松本大 ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 松本大

 2 岸田 藍(2)   1:00.66 Q  2 森本 紀乃(2)     59.93 Q
ｷｼﾀﾞ ｱｲ 上田染谷丘高 ﾓﾘﾓﾄ ｷﾉ 諏訪二葉高

 3 伯耆原 由花(2)   1:01.20 q  3 梅垣 琴音(2)   1:01.71 
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 伊那西高 ｳﾒｶﾞｷ ｺﾄﾈ 諏訪清陵高

 4 田中 美菜(2)   1:01.23 q  4 相澤 ななみ(2)   1:02.75 
ﾀﾅｶ ﾐﾅ 木曽青峰高 ｱｲｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 市立長野高

 5 酒井 菜月(2)   1:02.31  5 菅沼 真洸(2)   1:03.76 
ｻｶｲ ﾅﾂｷ 野沢北高 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 飯田風越高

 6 樺澤 春香(2)   1:03.10  6 高梨 美岐(3)   1:04.12 
ｶﾊﾞｻﾜ ﾊﾙｶ 文化学園長野高 ﾀｶﾅｼ ﾐｷ 上伊那農高

 7 武井 優奈(2)   1:04.15 金森 佑奈(2)
ﾀｹｲ ﾕｳﾅ 伊那北高 ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 南箕輪中

[ 3組]

 1 関島 友里佳(2)     59.50 Q
ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ 飯田風越高

 2 畑 美織(2)   1:01.42 Q
ﾊﾀ ﾐｵﾘ 木曽青峰高

 3 武村 結香(2)   1:01.56 
ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ 篠ﾉ井高

 4 中西 保乃花(2)   1:02.72 
ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ 大町高

 5 水澤 志保子(3)   1:05.41 
ﾐｽﾞｻﾜ ｼﾎｺ 松本大
加納 茉弥(2)
ｶﾉｳ ﾏﾔ 長野西高
由井 薫(2)
ﾕｲ ｶｵﾙ 文化学園長野高

 1 瀧澤 祐未(3)     58.17 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松本大

 2 長村 紋(2)     59.22 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 松本大

 3 関島 友里佳(2)     59.28 
ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ 飯田風越高

 4 岸田 藍(2)   1:00.39 
ｷｼﾀﾞ ｱｲ 上田染谷丘高

 5 森本 紀乃(2)   1:00.53 
ﾓﾘﾓﾄ ｷﾉ 諏訪二葉高

 6 田中 美菜(2)   1:01.27 
ﾀﾅｶ ﾐﾅ 木曽青峰高

 7 伯耆原 由花(2)   1:02.21 
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 伊那西高
畑 美織(2)
ﾊﾀ ﾐｵﾘ 木曽青峰高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

女子

400m

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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所属名 記録／備考
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8  1232

7   330
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6   985

3   271

順 ﾚｰﾝ No.

6    80

2   460

3    93

氏  名 所属名 記録／備考
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7   232

4   919

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   462

3  1588

欠場
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5  9007
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欠場

決勝

2   776
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

8   994

7  9011

所属名 記録／備考
6  9009

4    93

5   462

8  1453

9  1588
欠場

3  1586

2   330



予選 8月30日  9:50
決勝 8月30日 14:40

長野県記録(KR)                2:05.78 山本 瑞                      小諸高           2011/10/29  
大会記録(GR)                  2:12.50 

[ 1組] [ 2組]

 1 小合 沙季(3)   2:23.85 Q  1 塩入 瑛美(3)   2:20.51 Q
ｵｺﾞｳ ｻｷ 丸子修学館高 ｼｵｲﾘ ｴﾐ 日体大

 2 高安 結衣(2)   2:23.93 Q  2 高木 更紗(1)   2:21.59 Q
ﾀｶﾔｽ ﾕｲ 鉢盛中 ﾀｶｷﾞ ｻﾗｻ 上田第五中

 3 赤羽 純美玲(1)   2:24.71 Q  3 樺澤 春香(2)   2:21.81 Q
ｱｶﾊﾈ ｽﾐﾚ 松商学園高 ｶﾊﾞｻﾜ ﾊﾙｶ 文化学園長野高

 4 鈴木 賀子(2)   2:24.84  4 赤羽 美柚(2)   2:22.87 q
ｽｽﾞｷ ｶｺ 坂城中 ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ 松本蟻ヶ崎高

 5 宮川 瑞穂(1)   2:26.60  5 臼田 彩花(2)   2:24.69 q
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ 長野吉田高 ｳｽﾀﾞ ｻﾔｶ 下諏訪中

 6 永山 実来(1)   2:28.72  6 中村 朱里(2)   2:25.96 
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｸ 飯田高 ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 鉢盛中

 7 蛭田 杏(2)   2:28.82  7 胡桃澤 佑衣(2)   2:27.29 
ﾋﾙﾀ ｱﾝ 鉢盛中 ｸﾘﾐｻﾞﾜ ﾕｲ 木曽青峰高

 8 西本 梨花(1)   2:29.42  8 武井 優奈(2)   2:29.78 
ﾆｼﾓﾄ ﾘｶ 長野日大高 ﾀｹｲ ﾕｳﾅ 伊那北高
由井 薫(2) 竹村 瑞香(1)
ﾕｲ ｶｵﾙ 文化学園長野高 ﾀｹﾑﾗ ﾐｽﾞｶ 東海大三高

 1 小合 沙季(3)   2:17.39 
ｵｺﾞｳ ｻｷ 丸子修学館高

 2 塩入 瑛美(3)   2:17.44 
ｼｵｲﾘ ｴﾐ 日体大

 3 樺澤 春香(2)   2:21.95 
ｶﾊﾞｻﾜ ﾊﾙｶ 文化学園長野高

 4 赤羽 純美玲(1)   2:22.76 
ｱｶﾊﾈ ｽﾐﾚ 松商学園高

 5 高木 更紗(1)   2:24.42 
ﾀｶｷﾞ ｻﾗｻ 上田第五中

 6 赤羽 美柚(2)   2:24.52 
ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ 松本蟻ヶ崎高

 7 臼田 彩花(2)   2:26.13 
ｳｽﾀﾞ ｻﾔｶ 下諏訪中
高安 結衣(2)
ﾀｶﾔｽ ﾕｲ 鉢盛中 棄権

2  7670

4  7430

5  4680

3  1861

8   985

9  1928

記録／備考
6  1381

7  9015

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

1   271

5    27
欠場

6  7429

9  1587

2  1861

3  7670

7  4680

8   985

記録／備考
4  9015

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

9   994
欠場

順
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6   416

1  7431

2   771
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3  4720

記録／備考
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女子

800m

予選 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



決勝 8月31日 12:20

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)                  4:33.88 

 1 小合 沙季(3)   4:36.86 
ｵｺﾞｳ ｻｷ 丸子修学館高

 2 中村 智美(2)   4:37.21 
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ 長野東高

 3 塩入 瑛美(3)   4:37.88 
ｼｵｲﾘ ｴﾐ 日体大

 4 竹内 優花(1)   4:38.00 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｶ 東海大三高

 5 岡村 未歩(1)   4:44.31 
ｵｶﾑﾗ ﾐﾎ 長野東高

 6 前島 玲美(2)   4:46.08 
ﾏｴｼﾞﾏ ﾚﾐ 長野高

 7 今井 萌(1)   4:47.25 
ｲﾏｲ ﾓｴ 長野東高

 8 吉田 夏子(2)   4:50.13 
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｺ 玉川大

 9 村上 愛華(1)   4:50.14 
ﾑﾗｶﾐ ｱｲｶ 長野東高

10 臼田 彩花(2)   4:52.65 
ｳｽﾀﾞ ｻﾔｶ 下諏訪中

11 宮入 唯(2)   4:54.42 
ﾐﾔｲﾘ ﾕｲ 長野日大高

12 弓田 玲(3)   4:56.79 
ﾕﾐﾀ ﾚｲ 長野東高

13 菅沼 真衣(3)   4:58.66 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏｲ 丸子修学館高
高木 更紗(1)
ﾀｶｷﾞ ｻﾗｻ 上田第五中
竹村 瑞香(1)
ﾀｹﾑﾗ ﾐｽﾞｶ 東海大三高
小林 千紗(2)
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾁｻ 松本県ヶ丘高
川上 綾香(3)
ｶﾜｶﾐ ｱﾔｶ 長野東高
高安 結衣(2)
ﾀｶﾔｽ ﾕｲ 鉢盛中

決勝 8月30日 13:00

長野県記録(KR)               15:44.17 湯澤 ほのか                  長野東高         2012/10/13  
大会記録(GR)                 16:29.16 

 1 玉城 かんな(3)  16:24.67 
ﾀﾏｷ ｶﾝﾅ 長野東高

 2 塩崎 葵(2)  16:42.31 
ｼｵｻﾞｷ ｱｵｲ 長野東高

 3 久保田 里菜(2)  17:02.69 
ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ 長野東高

 4 清水 彩音(1)  17:11.17 
ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾈ 長野東高

 5 笹沢 今日子(3)  17:36.36 
ｻｻｻﾞﾜ ｷｮｳｺ 長野東高

 6 甘利 祐子(2)  17:54.48 
ｱﾏﾘ ﾕｳｺ 佐久長聖高

 7 新原 徳子(2)  17:55.46 
ｼﾝﾊﾞﾗ ﾄｸｺ 長野東高

 8 井尻 茉莉香(2)  18:03.13 
ｲｼﾞﾘﾏﾘｶ 諏訪二葉高

 9 小林 希良莉(2)  18:22.81 
ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾘ 長野東高

10 菅沼 真衣(3)  18:32.60 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏｲ 丸子修学館高

11 赤井 麗佳(3)  19:13.64 
ｱｶｲ ﾚｲｶ 長野東高
高木 実穂(2)
ﾀｶｷﾞ ﾐﾎ 長野東高
小口 雪音(3)
ｵｸﾞﾁ ﾕｷﾈ 長野東高

No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   872

大会新
7   878

女子

5000m
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順
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1   871
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13   868

5   877

9   869
欠場

3   880
欠場

女子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

12  9015

10  1381

9   881

15   817

6    28

7   888

17   889

13   886

8  9005

3   873

5  7670

16   963

欠場
2    27

欠場

18  1382

1  4680

欠場
14  7430

欠場

4  1804
欠場

11   870



予選 8月31日 10:30
決勝 8月31日 12:40

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)                    14.30 

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -0.1

 1 中澤 久美(2)     16.01 Q  1 安田 若菜(2)     15.77 Q
ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ 松本大 ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 木曽青峰高

 2 向山 ひより(2)     16.80 Q  2 田畑 真琴(2)     16.50 Q
ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 上伊那農高 ﾀﾊﾞﾀ ﾏｺﾄ 塩尻志学館高

 3 新井 咲(2)     16.83 Q  3 関 真優(4)     16.79 Q
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園高 ｾｷ ﾏﾕ 松本大

 4 前田 花奈(1)     16.87 q  4 田中 祐里(1)     16.98 q
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那弥生ヶ丘高 ﾀﾅｶ  ﾕｳﾘ 上田西高

 5 清水 未来     17.02  5 清水 晶絵(2)     17.68 
ｼﾐｽﾞ ﾐｸ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ 小諸高

 6 新實 るり(1)     17.11  6 荒井 里奈(2)     18.44 
ﾆｲﾉﾐ ﾙﾘ 信大医学部 ｱﾗｲ ﾘﾅ 市立長野高

 7 中村 日菜子(2)     17.47 細田 真央(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅｺ 諏訪清陵高 ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘高

 8 渡邉 希(2)     18.09 加藤 優美(2)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 小諸高 ｶﾄｳ ﾕｳﾐ 松商学園高
吉村 彩加(2)
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野高

風速 -0.5

 1 安田 若菜(2)     15.56 
ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 木曽青峰高

 2 中澤 久美(2)     15.68 
ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ 松本大

 3 田畑 真琴(2)     16.16 
ﾀﾊﾞﾀ ﾏｺﾄ 塩尻志学館高

 4 田中 祐里(1)     16.19 
ﾀﾅｶ  ﾕｳﾘ 上田西高

 5 新井 咲(2)     16.47 
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園高

 6 前田 花奈(1)     16.48 
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那弥生ヶ丘高

 7 関 真優(4)     16.58 
ｾｷ ﾏﾕ 松本大

 8 向山 ひより(2)     16.83 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 上伊那農高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

女子

100mH(0.838m)

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

6   236

所属名 記録／備考
5  9010

7  9004

3  1916

2   296

順

8  1342

9  9012

1    78

記録／備考
7  1589

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5  1537

8  1605

4  9006

6  1455
欠場

3  1350

2   921

欠場

決勝

4  2190
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

9  1918

5  9010

所属名 記録／備考
6  1589

9  1916

7  1605

2  1537

4   236

3   296

8  9006



予選 8月30日  9:00
決勝 8月30日 14:10

長野県記録(KR)                  58.27 瀧澤 彩                      長野高           2012        
大会記録(GR)                  1:00.42 

[ 1組] [ 2組]

 1 小山 綾菜(3)   1:03.93 Q  1 武村 結香(2)   1:07.99 Q
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 長野吉田高 ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ 篠ﾉ井高

 2 岸田 藍(2)   1:05.88 Q  2 安田 若菜(2)   1:08.05 Q
ｷｼﾀﾞ ｱｲ 上田染谷丘高 ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 木曽青峰高

 3 森本 紀乃(2)   1:07.49 Q  3 田中 祐里(1)   1:10.99 Q
ﾓﾘﾓﾄ ｷﾉ 諏訪二葉高 ﾀﾅｶ  ﾕｳﾘ 上田西高

 4 田中 美菜(2)   1:07.73 q  4 中西 保乃花(2)   1:12.17 
ﾀﾅｶ ﾐﾅ 木曽青峰高 ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ 大町高

 5 久保村 玲衣(2)   1:10.49 q  5 渡邉 希(2)   1:13.92 
ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ 伊那弥生ヶ丘高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 小諸高

 6 三浦 遙果(2)   1:12.80 細田 真央(2)
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田高 ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘高

 1 小山 綾菜(3)   1:02.81 
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 長野吉田高

 2 岸田 藍(2)   1:04.43 
ｷｼﾀﾞ ｱｲ 上田染谷丘高

 3 森本 紀乃(2)   1:05.80 
ﾓﾘﾓﾄ ｷﾉ 諏訪二葉高

 4 武村 結香(2)   1:06.52 
ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ 篠ﾉ井高

 5 田中 美菜(2)   1:06.79 
ﾀﾅｶ ﾐﾅ 木曽青峰高

 6 安田 若菜(2)   1:07.92 
ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 木曽青峰高

 7 田中 祐里(1)   1:09.68 
ﾀﾅｶ  ﾕｳﾘ 上田西高

 8 久保村 玲衣(2)   1:10.42 
ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ 伊那弥生ヶ丘高

決勝 8月31日 13:50

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)                 23:25.84 

 1 大和 千秋  24:26.02 
ﾔﾏﾄ  ﾁｱｷ 飯田病院

 2 村松 莉緒(2)  28:49.84 
ﾑﾗﾏﾂ ﾘｵ 長野高
溝口 友己歩(2)
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｷﾎ 長野東高
黒岩 真由(2)
ｸﾛｲﾜ ﾏﾕ 須坂高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

女子

400mH(0.762m)

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

5  1453

所属名 記録／備考
3   751

4    93

6  1586

No. 氏  名 所属名

2   409

順

7   310

2  1589

7  1537

記録／備考
5  1071

ﾚｰﾝ

3  1342

4  1455

6  1691

欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8    93

4   751

7  1453

6  1589

5  1071

2  1586

No. 氏  名 所属名 記録／備考

9  1537

3   310

16  9017

15   816

女子

5000m競歩

決勝

順

17   735
欠場

14   882
欠場



予選 8月30日 12:10
決勝 8月30日 15:30

長野県記録(KR)                  47.82 長野吉田高                   長野吉田高       2013/06/14  
（黒岩　夏都妃・小山　綾菜・内山　成実・鈴木　千穂）

大会記録(GR)                    48.62 

[ 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 上田東高  1449 関 里華(3)     48.90 Q  1   4 豊科北中  6630 湯本 珠実(3)     48.84 Q

ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼｺｳ ｾｷ ﾘｶ ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ
 1443 髙橋 奈弓(3)  6636 木村 凌(3)

ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ ｷﾑﾗ ﾘｮｳ
 1445 加藤 恭香(3)  6637 齊藤 静花(3)

ｶﾄｳ ｷｮｳｶ ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ
 1450 田村 有利奈(1)  6635 臼井 美紅(3)

ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ ｳｽｲ ﾐｸ
 2   2 松本大  9011 長村 紋(2)     49.28 Q  2   5 野沢北高  1228 関 沙紀穂(2)     50.07 Q

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｵｻﾑﾗ ｱﾔ ﾉｻﾞﾜｷﾀ ｾｷ ｻｷﾎ
 9009 瀧澤 祐未(3)  1227 金田 華実(2)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ
 9007 水澤 志保子(3)  1229 土屋 なつみ(2)

ﾐｽﾞｻﾜ ｼﾎｺ ﾂﾁﾔ ﾅﾂﾐ
 9006 関 真優(4)  1232 酒井 菜月(2)

ｾｷ ﾏﾕ ｻｶｲ ﾅﾂｷ
 3   6 波田中  7384 中沢 楓香(2)     51.29 Q  3   2 飯田風越高   461 稲垣 汐里(2)     51.36 Q

ﾊﾀﾁｭｳ ﾅｶｻﾞﾜ ﾌｳｶ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｲﾅｶﾞｷ ｼｵﾘ
 7385 斉藤 楓花(2)   462 関島 友里佳(2)

ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ
 7386 三田 尚果(2)   460 菅沼 真洸(2)

ﾐﾀ ﾅｵｶ ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
 7388 樋口 虹夏(1)   459 上澤 美波(2)

ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ ｶﾐｻﾜ ﾐﾅﾐ
 4   4 松商学園高  1924 倉沢 果歩(1)     51.45 q  4   6 伊那弥生ヶ丘高   310 久保村 玲衣(2)     51.44 q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｸﾗｻﾜ ｶﾎ ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ
 1923 西村 佳菜子(1)   312 中山 美奈(2)

ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ
 1936 児玉 奈美(1)   311 樋口 由葵(2)

ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ
 1938 小林 彩七(1)   296 前田 花奈(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾅ ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ
 5   7 上田染谷丘高  1458 宮下 あかね(1)     52.31  5   3 鉢盛中  7440 塙 茜音(1)     51.61 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ﾊﾅﾜ ｱｶﾈ
 1454 金井 梨里(2)  7421 御子柴 優花(3)

ｶﾅｲ ﾘﾘ ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ
 1453 岸田 藍(2)  7432 上條 のあ(2)

ｷｼﾀﾞ ｱｲ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ
 1456 堀内 槙乃(2)  7427 安田 三奈美(3)

ﾎﾘｳﾁ ﾏｷﾉ ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ
 6   3 裾花中  5723 宮島 志歩(2)     55.34 

ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳ ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎ
 5718 竹節 愛莉(2)

ﾀｹﾌｼ ｱｲﾘ
 5727 一由 恵利佳(2)

ｲﾁﾖｼ ｴﾘｶ
 5720 根橋 佑奈(2)

ﾈﾊﾞｼ ﾕｳﾅ

女子

4×100m

予選 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 上田東高  1449 関 里華(3)     48.23 

ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼｺｳ ｾｷ ﾘｶ 大会新
 1443 髙橋 奈弓(3)

ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ
 1445 加藤 恭香(3)

ｶﾄｳ ｷｮｳｶ
 1450 田村 有利奈(1)

ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ
 2   6 豊科北中  6630 湯本 珠実(3)     48.41 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 大会新
 6636 木村 凌(3)

ｷﾑﾗ ﾘｮｳ
 6637 齊藤 静花(3)

ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ
 6635 臼井 美紅(3)

ｳｽｲ ﾐｸ
 3   4 松本大  9011 長村 紋(2)     49.02 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｵｻﾑﾗ ｱﾔ
 9009 瀧澤 祐未(3)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ
 9007 水澤 志保子(3)

ﾐｽﾞｻﾜ ｼﾎｺ
 9006 関 真優(4)

ｾｷ ﾏﾕ
 4   5 野沢北高  1228 関 沙紀穂(2)     49.64 

ﾉｻﾞﾜｷﾀ ｾｷ ｻｷﾎ
 1227 金田 華実(2)

ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ
 1229 土屋 なつみ(2)

ﾂﾁﾔ ﾅﾂﾐ
 1232 酒井 菜月(2)

ｻｶｲ ﾅﾂｷ
 5   8 波田中  7384 中沢 楓香(2)     50.81 

ﾊﾀﾁｭｳ ﾅｶｻﾞﾜ ﾌｳｶ
 7385 斉藤 楓花(2)

ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ
 7386 三田 尚果(2)

ﾐﾀ ﾅｵｶ
 7388 樋口 虹夏(1)

ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ
 6   3 伊那弥生ヶ丘高   310 久保村 玲衣(2)     51.04 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ
  312 中山 美奈(2)

ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ
  311 樋口 由葵(2)

ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ
  296 前田 花奈(1)

ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ
 7   2 松商学園高  1924 倉沢 果歩(1)     51.06 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｸﾗｻﾜ ｶﾎ
 1923 西村 佳菜子(1)

ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ
 1936 児玉 奈美(1)

ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ
 1938 小林 彩七(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾅ
 8   9 飯田風越高   461 稲垣 汐里(2)     51.09 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｲﾅｶﾞｷ ｼｵﾘ
  462 関島 友里佳(2)

ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ
  460 菅沼 真洸(2)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
  459 上澤 美波(2)

ｶﾐｻﾜ ﾐﾅﾐ

女子

4×100m
決勝



予選 8月31日  9:00
決勝 8月31日 15:20

長野県記録(KR)                3:46.50 長野吉田高                   長野吉田高       2013/08/03  
（小山　綾菜・内山　成実・村上　りさ子・鈴木　千穂）

大会記録(GR)                  3:57.29 

[ 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 松本大  9011 長村 紋(2)   4:07.30 Q  1   5 飯田風越高   463 吉川 夏鈴(2)   4:08.37 Q

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｵｻﾑﾗ ｱﾔ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ
 9009 瀧澤 祐未(3)   460 菅沼 真洸(2)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
 9010 中澤 久美(2)   461 稲垣 汐里(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ ｲﾅｶﾞｷ ｼｵﾘ
 9007 水澤 志保子(3)   462 関島 友里佳(2)

ﾐｽﾞｻﾜ ｼﾎｺ ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ
 2   5 木曽青峰高  1588 畑 美織(2)   4:07.75 Q  2   2 上田染谷丘高  1454 金井 梨里(2)   4:13.29 Q

ｷｿｾｲﾎｳ ﾊﾀ ﾐｵﾘ ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ｶﾅｲ ﾘﾘ
 1587 胡桃澤 佑衣(2)  1453 岸田 藍(2)

ｸﾘﾐｻﾞﾜ ﾕｲ ｷｼﾀﾞ ｱｲ
 1589 安田 若菜(2)  1456 堀内 槙乃(2)

ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ ﾎﾘｳﾁ ﾏｷﾉ
 1586 田中 美菜(2)  1457 田川 綺菜(2)

ﾀﾅｶ ﾐﾅ ﾀｶﾞﾜ ｱﾔﾅ
 3   2 野沢北高  1232 酒井 菜月(2)   4:08.71 Q  3   3 上伊那農高   235 菅沼 菜摘(2)   4:15.30 Q

ﾉｻﾞﾜｷﾀ ｻｶｲ ﾅﾂｷ ｶﾐｲﾅﾉｳｺｳ ｽｶﾞﾇﾏ ﾅﾂﾐ
 1229 土屋 なつみ(2)   242 柏原 千夏(1)

ﾂﾁﾔ ﾅﾂﾐ ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾁﾅﾂ
 1233 住友 佐耶佳(1)   238 酒井 珠良(2)

ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ
 1227 金田 華実(2)   232 高梨 美岐(3)

ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ ﾀｶﾅｼ ﾐｷ
 4   6 鉢盛中  7432 上條 のあ(2)   4:10.61 q  4   6 文化学園長野高   984 仲條 芽映(2)   4:15.88 q

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉｺｳ ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ
 7429 中村 朱里(2)   985 樺澤 春香(2)

ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ ｶﾊﾞｻﾜ ﾊﾙｶ
 7427 安田 三奈美(3)   997 戸谷 涼乃(1)

ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ ﾄﾔ ｽｽﾞﾉ
 7430 高安 結衣(2)   994 由井 薫(2)

ﾀｶﾔｽ ﾕｲ ﾕｲ ｶｵﾙ
 5   3 長野高  2187 大峽 莉奈(1)   4:21.27  5   4 篠ﾉ井高  1075 井出 さくら(2)   4:16.34 

ﾅｶﾞﾉｺｳ ｵｵﾊﾞ ﾘﾅ ｼﾉﾉｲｺｳ ｲﾃﾞ ｻｸﾗ
 2189 渡辺 ゆきの(2)  1076 中村 理彩(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ
  817 前島 玲美(2)  1077 竹内 美翔(1)

ﾏｴｼﾞﾏ ﾚﾐ ﾀｹｳﾁ ﾐｳ
 2190 吉村 彩加(2)  1071 武村 結香(2)

ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ

女子

4×400m

予選 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 松本大  9011 長村 紋(2)   3:59.07 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｵｻﾑﾗ ｱﾔ
 9010 中澤 久美(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ
 9007 水澤 志保子(3)

ﾐｽﾞｻﾜ ｼﾎｺ
 9009 瀧澤 祐未(3)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ
 2   5 木曽青峰高  1588 畑 美織(2)   4:08.82 

ｷｿｾｲﾎｳ ﾊﾀ ﾐｵﾘ
 1587 胡桃澤 佑衣(2)

ｸﾘﾐｻﾞﾜ ﾕｲ
 1589 安田 若菜(2)

ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ
 1586 田中 美菜(2)

ﾀﾅｶ ﾐﾅ
 3   2 鉢盛中  7432 上條 のあ(2)   4:08.87 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ
 7429 中村 朱里(2)

ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ
 7427 安田 三奈美(3)

ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ
 7430 高安 結衣(2)

ﾀｶﾔｽ ﾕｲ
 4   4 飯田風越高   463 吉川 夏鈴(2)   4:10.04 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ
  460 菅沼 真洸(2)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
  461 稲垣 汐里(2)

ｲﾅｶﾞｷ ｼｵﾘ
  462 関島 友里佳(2)

ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ
 5   8 野沢北高  1232 酒井 菜月(2)   4:10.55 

ﾉｻﾞﾜｷﾀ ｻｶｲ ﾅﾂｷ
 1229 土屋 なつみ(2)

ﾂﾁﾔ ﾅﾂﾐ
 1233 住友 佐耶佳(1)

ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ
 1227 金田 華実(2)

ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ
 6   9 上伊那農高   235 菅沼 菜摘(2)   4:12.99 

ｶﾐｲﾅﾉｳｺｳ ｽｶﾞﾇﾏ ﾅﾂﾐ
  236 向山 ひより(2)

ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ
  238 酒井 珠良(2)

ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ
  232 高梨 美岐(3)

ﾀｶﾅｼ ﾐｷ
 7   7 上田染谷丘高  1454 金井 梨里(2)   4:16.84 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ｶﾅｲ ﾘﾘ
 1453 岸田 藍(2)

ｷｼﾀﾞ ｱｲ
 1457 田川 綺菜(2)

ﾀｶﾞﾜ ｱﾔﾅ
 1456 堀内 槙乃(2)

ﾎﾘｳﾁ ﾏｷﾉ
 8   3 文化学園長野高   984 仲條 芽映(2)   4:18.24 

ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉｺｳ ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ
  985 樺澤 春香(2)

ｶﾊﾞｻﾜ ﾊﾙｶ
  997 戸谷 涼乃(1)

ﾄﾔ ｽｽﾞﾉ
  994 由井 薫(2)

ﾕｲ ｶｵﾙ

女子

4×400m
決勝



決勝 8月31日 13:00

長野県記録(KR)  1.81 屋ヶ田　直美  中央大  1984/10/05 
大会記録(GR)  1.74 

戸谷 真理子
ﾄﾔ ﾏﾘｺ 飯田市陸協
小野 美紗(3)
ｵﾉ ﾐｻ 篠ﾉ井高
岩崎 ちひろ(2)
ｲﾜｻｷ ﾁﾋﾛ 長野吉田高
荒井 利奈(1)
ｱﾗｲ ﾘﾅ 須坂高
島田 明奈(2)
ｼﾏﾀﾞ ｱｷﾅ 松本蟻ヶ崎高
宮坂 奈緒(1)
ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 長野日大高
塩原 美里(2)
ｼｵﾊﾗ ﾐｻﾄ 高瀬中
鈴木 みのり(1)
ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ 伊那北高
胡桃 沙紀(3)
ｸﾙﾐ ｻｷ 穂高西中
唐澤 遥南(2)
ｶﾗｻﾜ ﾊﾙﾅ 伊那西高
中井 遥菜(3)
ﾅｶｲ ﾊﾙﾅ 豊科北中
髙見沢 菜央(3)
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾅｵ 上田第五中
上澤 美波(2)
ｶﾐｻﾜ ﾐﾅﾐ 飯田風越高
井原 夏見(2)
ｲﾊﾗ ﾅﾂﾐ 長野高
鈴木 花音(2) 記録なし
ｽｽﾞｷ  ｶﾉﾝ 松本県ヶ丘高

決勝 8月30日 10:00

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)  4.00 

小林 奏(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 丸子北中
宇原 萌々香(2)
ｳﾊﾗ ﾓﾓｶ 田川高
井口 結花(2)
ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶ 飯田高
両角 茜音(2)
ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｶﾈ 諏訪清陵高
田中 莉佳子(2)
ﾀﾅｶ ﾘｶｺ 長野工業高
宮崎 希(2)
ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 伊那弥生ヶ丘高
小林 和可奈(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ 須坂東高
荒井 菜々風(2)
ｱﾗｲ ﾅﾅｶ 原中
田中 真彩(1) 欠場
ﾀﾅｶ ﾏﾔ 伊那北高

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2m20 2m40 2m60 2m70 2m80 2m90 2m90
1 9  4490

- - - - o

o o

xxx o

2 8  2459
- o o xxx x

 2.90

 2.80

3 7  406
- o o o xxx

xxx
4 6  84

- o o

 2.70

 2.60

5 4  858
- o xxx

6 5  313
- xo xxx

 2.40

 2.40

7 2  713
o xxx

8 1  7892
xo xxx

 2.20

 2.20

3  286

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m63 1m66 1m69 1m72 1m75
1 15  9016

- - - - -

xxo xxo

o o o xxo

2 14  1106
- - xo xo xxo xxx

xxx  1.72

 1.66

3 13  758
- - o o o

xxo xxx

o xxx

4 8  737
o o xo

 1.63

 1.55

5 10  1865
o o o xxx

xxx
6 7  955

o o xo

 1.50

 1.50

7 3  6757
o o xxx

7 5  287
o o xxx

 1.45

 1.45

7 11  6592
- o xxx

10 2  331
o xo xxx

 1.45

 1.45

10 6  6638
o xo xxx

12 12  4671
xxo xo xxx

 1.45

 1.45

13 1  459
o xxx

13 9  2188
o xxx

 1.40

 1.40

4  1805
xxx



決勝 8月31日 13:00

長野県記録(KR)                   6.41 湶　純江                     長野スズキ       1976/04/25  
大会記録(GR)                     5.96 
長野県中学記録(CR)               5.73 森本 知隼                     塩尻         2014

 ３回の
 最高記録

森本 知隼(3)   5.54    x   5.58    5.58    x   5.74   5.56    5.74 県中学新
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 塩尻中   +0.5   +0.3    +0.3   +0.6   -1.8    +0.6
三澤 涼子   5.25   5.41    x    5.41   5.52   5.51   5.41    5.52 
ﾐｻﾜ ﾘｮｳｺ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC   +0.8   -0.2    -0.2   +0.9   -1.1   +1.1    +0.9
西村 千明(2)   5.31   5.22   5.51    5.51    x    x   5.45    5.51 
ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 伊那北高   +0.4   -0.2   +1.1    +1.1   -1.2    +1.1
田村 有利奈(1)   4.87    x   5.16    5.16   5.21   5.21   5.43    5.43 
ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 上田東高   +1.3   +0.7    +0.7   +0.5   +0.4   +1.3    +1.3
加藤 恭香(3)   5.25   5.12   5.40    5.40   5.38   5.14   5.22    5.40 
ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東高   +2.4   -0.3   +1.2    +1.2   +1.6   +0.8   +0.5    +1.2
市岡 奈月(1)   5.25    x   5.34    5.34   4.95    x   5.27    5.34 
ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 東学大   +1.3   +0.7    +0.7   +0.6   -0.4    +0.7
堀田 莉紗(3)   5.19   4.70   5.07    5.19   4.98   5.05   5.09    5.19 
ﾎｯﾀ ﾘｻ 信濃中   +1.6   +0.3   -0.2    +1.6   +1.4   +0.7   +0.2    +1.6
安田 弘江   5.05   4.86   4.92    5.05   4.79    x    x    5.05 
ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛｴ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +0.9   +0.3   -0.2    +0.9   +0.7    +0.9
湯本 珠実(3)   4.93   4.99   4.38    4.99    4.99 
ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 豊科北中    0.0   +0.1   -0.4    +0.1    +0.1
向山 ひより(2)   4.78   4.75   4.93    4.93    4.93 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 上伊那農高   +0.7   +0.5   +0.6    +0.6    +0.6
駒村 梨奈(2)    x   4.91   4.90    4.91    4.91 
ｺﾏﾑﾗ ﾘﾅ 篠ﾉ井高   +0.2    0.0    +0.2    +0.2
酒井 珠良(2)   4.71   4.87   4.70    4.87    4.87 
ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ 上伊那農高   +0.5   -0.1   -0.5    -0.1    -0.1
安田 若菜(2)   4.87    -    x    4.87    4.87 
ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 木曽青峰高   +0.4    +0.4    +0.4
栗空 亜沙美(2)   4.73    x   4.84    4.84    4.84 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰高   +1.3   +0.9    +0.9    +0.9
片桐 穂花(2)   4.69    x   4.76    4.76    4.76 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 望月AC   +0.6   +0.5    +0.5    +0.5
新井 咲(2)   4.59   4.72   4.37    4.72    4.72 
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園高   +0.6   +0.5   -0.5    +0.5    +0.5
宮澤 歩(2)   4.69   4.45   4.48    4.69    4.69 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 箕輪中   +1.1   -0.9   -0.5    +1.1    +1.1
堀内 槙乃(2)    x   4.38   4.48    4.48    4.48 
ﾎﾘｳﾁ ﾏｷﾉ 上田染谷丘高   -0.5   -0.5    -0.5    -0.5
畑 留衣菜(3) 欠場
ﾊﾀ ﾙｲﾅ 穂高商高
宮下 あかね(1) 欠場
ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ 上田染谷丘高
髙橋 奈弓(3) 欠場
ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東高

決勝 8月30日 10:00

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)                    12.95 

 ３回の
 最高記録

三澤 涼子    x    x  11.74   11.74    x  11.95  11.79   11.95 
ﾐｻﾜ ﾘｮｳｺ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC   -1.3    -1.3   +1.4   +0.2    +1.4
西澤 香  10.69    x    x   10.69  10.50  10.59  10.49   10.69 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｵﾘ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +0.3   -0.9    +0.3   +0.3   +0.3   +1.3    +0.3

10  1458

16  1443

18 1  1456

9  1717

16 4  1916

17 3  8010

14 14  1585

15 6  9019

12 2   238

13 11  1589

10 5   236

11 8  1073

8 7  9000

9 12  6630

6 17  9014

7 13  5228

4 15  1450

5 18  1445

2 20  9003

3 19   268

1 21  6390

-3- -4- -5-氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考-6-

2 1  9001

記録

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

備考

1 2  9003

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

女子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 8月31日  9:30

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)                    13.17 

 ３回の
 最高記録

稲森 渚(3)
ｲﾅﾓﾘ ﾅｷﾞｻ 須坂園芸高
佐藤 芹香(2)
ｻﾄｳ ｾﾘｶ 佐久長聖高
永井 琴美(2)
ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ 上田東高
細井 友香(1)
ﾎｿｲ ﾕｳｶ 伊那西高
下村 芽生(2)
ｼﾀﾑﾗ ﾒｲ 木曽青峰高
小山 彩綺(1)
ｺﾔﾏ ｻｷ 市立長野高
土屋 花梨(3)
ﾂﾁﾔ ｶﾘﾝ 丸子北中
中野 美智恵(2)
ﾅｶﾉ ﾐﾁｴ 松本蟻ヶ崎高
小池 友里恵(2)
ｺｲｹ ﾕﾘｴ 篠ﾉ井高
宇原 萌々香(2) 欠場
ｳﾊﾗ ﾓﾓｶ 田川高

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

女子

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

  10.95

記録 備考

1 10  2214
 11.13  11.61  10.83   11.61

2 9  1305
 10.60  10.95  10.87  10.59    x    x  10.95 

 11.03  11.15  11.61  10.84

   9.39

   x  10.20   10.20  10.32
3 8  1448

  9.80

4 5   334
  9.08   9.37   9.39   9.40   8.91   9.50   9.50 

 10.36  10.02  10.36 

   8.67

  8.69   9.07    9.07   8.55
5 1  1590

  8.99

6 7   923
  8.09   8.67   7.54   8.04   8.99   9.00   9.00 

  8.85   9.01   9.07 

   8.66

  8.79   8.36    8.79   8.54
7 4  4491

  8.35

8 2  1873
  8.53   7.61   8.66   8.19   8.59   8.26   8.66 

  7.89   8.28   8.79 

  8.25   7.79    8.33
9 6  1072

  8.33

3  2459

  8.33 



決勝 8月30日 14:00

長野県記録(KR)                  45.73 中島　沙織                   国士舘大         2008/08/30  
大会記録(GR)                    42.53 

 ３回の
 最高記録

稲森 渚(3)
ｲﾅﾓﾘ ﾅｷﾞｻ 須坂園芸高
佐藤 芹香(2)
ｻﾄｳ ｾﾘｶ 佐久長聖高
竹入 愛彩美(2)
ﾀｹｲﾘ ｱｻﾐ 上伊那農高
永井 琴美(2)
ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ 上田東高
勝山 理沙(2)
ｶﾂﾔﾏ ﾘｻ 梓川高
平松 美音(2)
ﾋﾗﾏﾂ ﾐｵ 文化学園長野高
霜村 明里(2)
ｼﾓﾑﾗ ｱｶﾘ 長野西高
小山 彩綺(1)
ｺﾔﾏ ｻｷ 市立長野高
宮澤 瑠衣(2)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙｲ 梓川高
下村 芽生(2)
ｼﾀﾑﾗ ﾒｲ 木曽青峰高
細井 友香(1)
ﾎｿｲ ﾕｳｶ 伊那西高
小池 友里恵(2) 記録なし
ｺｲｹ ﾕﾘｴ 篠ﾉ井高

決勝 8月31日 13:00

長野県記録(KR)                  55.53 中島 美歩                    中京大           2014        
大会記録(GR)                    40.65 

 ３回の
 最高記録

黒岩 美怜(1) 大会新
ｸﾛｲﾜ ﾐﾚｲ 筑波大
平松 美音(2)
ﾋﾗﾏﾂ ﾐｵ 文化学園長野高
佐藤 芹香(2)
ｻﾄｳ ｾﾘｶ 佐久長聖高

決勝 8月30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)                    53.06 

 ３回の
 最高記録

塩島 絵未
ｼｵｼﾞﾏ ｴﾐ 北安曇郡陸協
下村 芽生(2)
ｼﾀﾑﾗ ﾒｲ 木曽青峰高
有賀 渚(2)
ｱﾙｶﾞ ﾅｷﾞｻ 岡谷東高
栗空 亜沙美(2)
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰高
宮﨑 綾奈(2)
ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾔﾅ 長野高専
横田 彩夏(2)
ﾖｺﾀ ｱﾔｶ 長野商高
大日方 あやね(3)
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱﾔﾈ 松代高
井口 七海(2)
ｲｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 梓川高
稲垣 汐里(2)
ｲﾅｶﾞｷ ｼｵﾘ 飯田風越高
平松 美音(2)
ﾋﾗﾏﾂ ﾐｵ 文化学園長野高
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