
第109回長野市内高等学校陸上競技大会                                             
　期日：平成26年10月18日（土）                                                  

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】201010  長野市営陸上競技場

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
10/18 女子  +0.6 加納 茉弥(2) 12.82 倉科 紗夏(2) 12.86 南澤 明音(2) 12.98 加納 采弥(1) 13.07 田川 茜(2) 13.34 駒村 梨奈(2) 13.52 依田 恵(1) 13.74 伊藤 萌花(1) 13.90

100m 長野西 長野東 更級農業 長野日大 長野西 篠ﾉ井 長野西 長野吉田
10/18  -0.1 加納 茉弥(2) 26.42 倉科 紗夏(2) 26.54 加納 采弥(1) 26.97 相澤 ななみ(2) 27.43 中村 理彩(1) 27.55 井出 さくら(2) 28.91 春原 綾乃(2) 28.99

200m 長野西 長野東 長野日大 市立長野 篠ﾉ井 篠ﾉ井 長野日大
10/18 武村 結香(2) 1,01.10 中村 理彩(1) 1,01.66 田川 茜(2) 1,02.84 依田 恵(1) 1,04.59 木田 沙耶(1) 1,04.83 竹内 美翔(1) 1,07.45 風間 ほのか(2) 1,07.81

400m 篠ﾉ井 篠ﾉ井 長野西 長野西 松代 篠ﾉ井 長野西
10/18 樺澤 春香(2) 2,20.38 毛涯 莉歩(1) 2,22.75 木田 沙耶(1) 2,25.14 宮川 瑞穂(1) 2,25.25 由井 薫(2) 2,25.29 西本 梨花(1) 2,28.18 竹内 美翔(1) 2,34.26 今井 聡美(1) 2,41.35

800m 文化学園長野 長野吉田 松代 長野吉田 文化学園長野 長野日大 篠ﾉ井 篠ﾉ井
10/18 前島 玲美(2) 4,49.40 西本 梨花(1) 4,49.54 毛涯 莉歩(1) 4,50.81 宮入 唯(2) 5,01.39 宮川 瑞穂(1) 5,10.97 今井 聡美(1) 5,24.32

1500m 長野 長野日大 長野吉田 長野日大 長野吉田 篠ﾉ井
10/18 山本 楓(2) 11,06.44 宍戸 萌百伽(1) 11,10.63 和田 恵(2) 11,45.26

3000m 長野西 文化学園長野 長野
10/18  -1.9 吉村 彩加(2) 16.61 南澤 明音(2) 17.30 坂本 かなた(1) 17.40 荒井 里奈(2) 17.73 宮坂 奈緒(1) 17.98 岡澤 希(2) 18.00 中山 寛香(1) 18.23 仲條 芽映(2) 18.60

100mH(0.838m) 長野 更級農業 長野西 市立長野 長野日大 長野商業 長野東 文化学園長野
10/18  -2.3 武村 結香(2) 1,06.70 小林 奈々美(1) 1,18.19 中山 寛香(1) 1,22.99

400mH(0.762m) 篠ﾉ井 長野商業 長野東
10/18 村松 莉緒(2) 28,28.87 川原 泰葉(1) 29,02.00 市川 綾華(2) 29,25.78 富岡 沙都子(1) 36,29.89 大島 美弥花(1) 41,37.64

5000mW 長野 長野 長野商業 更級農業 更級農業
10/18 小野 美紗(3) 1.55 高松 聖(1) 1.45 宮坂 奈緒(1) 1.45 岡澤 希(2) 長野商業 1.35 佐々木 はな実(1) 1.35

走高跳 篠ﾉ井 長野西 長野日大 井原 夏見(2) 長野 長野清泉
10/18 田中 莉佳子(2) 2.70

棒高跳 長野工業
10/18 小林 咲季(2) 5.03(+0.6) 駒村 梨奈(2) 4.85(-0.6) 伊藤 萌花(1) 4.52(0.0) 山岸 明紀穂(1) 4.39(0.0) 水上  凛(1) 4.28(-1.9) 風間 ほのか(2)4.28(-0.3) 坂本 かなた(1)4.22(-1.0) 高松 聖(1) 4.17(-0.6)

走幅跳 長野吉田 篠ﾉ井 長野吉田 長野 長野清泉 長野西 長野西 長野西
10/18 小山 彩綺(1) 10.40 竹内 恵(3) 9.13 松本 瑞穂(2) 8.06 小池 友里恵(2) 7.18 高山 莉加(1) 5.94 矢口 聖佳(2) 5.82 大井 遥(1) 5.35 北島 未来(2) 5.15

砲丸投(4.000kg) 市立長野 長野日大 長野東 篠ﾉ井 文化学園長野 長野吉田 文化学園長野 文化学園長野
10/18 平松 美音(2) 27.89 小山 彩綺(1) 27.16 霜村 明里(2) 26.87 荻野 夏帆(2) 22.17 竹村 美涼(1) 22.05 小池 友里恵(2) 21.48 北島 未来(2) 17.68 矢口 聖佳(2) 14.79

円盤投(1.000kg) 文化学園長野 市立長野 長野西 文化学園長野 長野西 篠ﾉ井 文化学園長野 長野吉田
10/18 平松 美音(2) 33.41 戸谷 涼乃(1) 10.18

ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg) 文化学園長野 文化学園長野
10/18 竹内 恵(3) 37.32 戸谷 涼乃(1) 32.33 横田 彩夏(2) 31.87 霜村 明里(2) 29.91 大日方 あやね(3 29.42 松本 瑞穂(2) 28.27 西澤 葉月(2) 27.96 盛田 このみ(1) 25.86

やり投(0.600kg) 長野日大 文化学園長野 長野商業 長野西 松代 長野東 長野清泉 市立長野
10/18 長野西       51.77 長野日大       52.01 篠ﾉ井       52.31 文化学園長野      52.47 松代       55.36

4×100mR 依田 恵(1) 春原 綾乃(2) 井出 さくら(2) 平松 美音(2) 常磐 みのり(3)
加納 茉弥(2) 加納 采弥(1) 武村 結香(2) 樺澤 春香(2) 木田 沙耶(1)
風間 ほのか(2) 宮坂 奈緒(1) 中村 理彩(1) 仲條 芽映(2) 大日方 あやね(3)
田川 茜(2) 戸田 麻由(3) 駒村 梨奈(2) 由井 薫(2) 熊倉 望(1)

10/18 長野日大     4,11.58 文化学園長野    4,14.56 長野西     4,19.93 篠ﾉ井     4,20.24 長野吉田     4,20.55 長野     4,22.22
4×400mR 加納 采弥(1) 仲條 芽映(2) 依田 恵(1) 竹内 美翔(1) 伊藤 萌花(1) 吉村 彩加(2)

戸田 麻由(3) 樺澤 春香(2) 山本 楓(2) 中村 理彩(1) 宮川 瑞穂(1) 前島 玲美(2)
西本 梨花(1) 戸谷 涼乃(1) 加納 茉弥(2) 駒村 梨奈(2) 毛涯 莉歩(1) 和田 恵(2)
山口 晏奈(3) 由井 薫(2) 田川 茜(2) 武村 結香(2) 福田 晴香(1) 井原 夏見(2)

10/18 長 野 西 56点 学園長野 48点 篠 ノ 井 45点 長野日大 44点 長　　野 33.5点 長野吉田 27点 長 野 東 19点 市立長野 17点
女子総合



予選 10月18日  9:50
決勝 10月18日 11:10

大会記録            12.44

[ 1組] 風速 -1.6 [ 2組] 風速 -1.0

 1 加納 茉弥(2)     13.16 Q  1 倉科 紗夏(2)     13.10 Q
ｶﾉｳ ﾏﾔ 長野西 ｸﾗｼﾅ ｽｽﾞｶ 長野東

 2 加納 采弥(1)     13.34 Q  2 南澤 明音(2)     13.12 Q
ｶﾉｳ ｻﾔ 長野日大 ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 更級農業

 3 駒村 梨奈(2)     13.79 q  3 田川 茜(2)     13.73 q
ｺﾏﾑﾗ ﾘﾅ 篠ﾉ井 ﾀｶﾞﾜ ｱｶﾈ 長野西

 4 依田 恵(1)     13.98 q  4 伊藤 萌花(1)     14.01 q
ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 長野西 ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 長野吉田

 5 山岸 明紀穂(1)     14.40  5 井出 さくら(2)     14.13 
ﾔﾏｷﾞｼ ｱｷﾎ 長野 ｲﾃﾞ ｻｸﾗ 篠ﾉ井

 6 酒井 佳菜子(1)     14.67  6 春原 綾乃(2)     14.29 
ｻｶｲ ｶﾅｺ 文化学園長野 ｽﾉﾊﾗ ｱﾔﾉ 長野日大

 7 水上  凛(1)     14.91  7 熊倉 望(1)     14.87 
ﾐｽﾞｶﾐ ﾘﾝ 長野清泉 ｸﾏｸﾗ ﾉｿﾞﾐ 松代
小野 菜摘(1) 佐々木 はな実(1)  8 北村 咲衣(1)     15.17 
ｵﾉ ﾅﾂﾐ 長野商業 ｷﾀﾑﾗ ｻｲ 長野清泉
常磐 みのり(3) 渡辺 ゆきの(2)
ﾄｷﾜ ﾐﾉﾘ 松代 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ 長野

4.39(0.0)

風速 +0.6

 1 加納 茉弥(2)     12.82 
ｶﾉｳ ﾏﾔ 長野西

 2 倉科 紗夏(2) 大日方 あやね(3)     12.86 
ｸﾗｼﾅ ｽｽﾞｶ 長野東

 3 南澤 明音(2)     12.98 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 更級農業

 4 加納 采弥(1)     13.07 
ｶﾉｳ ｻﾔ 長野日大

 5 田川 茜(2)     13.34 
ﾀｶﾞﾜ ｱｶﾈ 長野西

 6 駒村 梨奈(2)     13.52 
ｺﾏﾑﾗ ﾘﾅ 篠ﾉ井

 7 依田 恵(1)     13.74 
ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 長野西

 8 伊藤 萌花(1)     13.90 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 長野吉田

決勝 10月18日 10:00

風速 +0.4

 1 小林 奈央(2)     13.43 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 飯山北･飯山

 2 湯本 紗弓(2)     14.31 
ﾕﾓﾄ ｻﾕﾐ 須坂園芸

 3 佐鳥 真菜(2)     14.53 
ｻﾄﾘ ﾏﾅ 屋代

 4 寺島 美香子(1)     14.55 
ﾃﾗｼﾏ ﾐｶｺ 須坂東

 5 小平 典歩(1)     14.58 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾉﾘﾎ 長野西

 6 中村 菜美(1)     14.89 
ﾅｶﾑﾗ ﾅﾙﾐ 長野西

 7 小林 和可奈(2)     15.21 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ 須坂東

 8 西 絢音(1)     15.28 
ﾆｼ ｱﾔﾈ 飯山北･飯山

3   713

9   599

4   783

8   784

5  1155

7   718

6   593

2  2217

女子オープン

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

女子

100m100m

予選予選予選 通過基準  2組  2着 + 4通過基準  2組  2着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
99   776  776

77   951  951

55  1073 1073

33   781  781

11   819  819

66   998  998

44  1021 1021

22   843  843
欠場欠場

88  1122 1122
欠場欠場

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
66   883  883

22  2146 2146

33   778  778

11   772  772

55  1075 1075

88  2155 2155

44  1125 1125

77  1024 1024

99  2189 2189
欠場欠場

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
55   776  776

66   883  883

77  2146 2146

44   951  951

88   778  778

99  1073 1073

33   781  781

22   772  772



予選 10月18日 12:45
決勝 10月18日 14:30

大会記録            25.71

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +0.9

 1 倉科 紗夏(2)     27.16 Q  1 相澤 ななみ(2)     27.93 Q
ｸﾗｼﾅ ｽｽﾞｶ 長野東 ｱｲｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 市立長野

 2 加納 采弥(1)     27.21 Q  2 加納 茉弥(2)     28.56 Q
ｶﾉｳ ｻﾔ 長野日大 ｶﾉｳ ﾏﾔ 長野西

 3 中村 理彩(1)     27.79 q  3 春原 綾乃(2)     28.89 q
ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ 篠ﾉ井 ｽﾉﾊﾗ ｱﾔﾉ 長野日大

 4 大日方 あやね(3)     29.57 q  4 井出 さくら(2)     29.30 q
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱﾔﾈ 松代 ｲﾃﾞ ｻｸﾗ 篠ﾉ井

 5 大峽 莉奈(1)     29.80  5 髙橋 奈々恵(1)     30.41 
ｵｵﾊﾞ ﾘﾅ 長野 ﾀｶﾊｼ ﾅﾅｴ 文化学園長野

 6 酒井 佳菜子(1)     29.92 渡辺 ゆきの(2)
ｻｶｲ ｶﾅｺ 文化学園長野 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ 長野

 8 山岸 南(2)     31.72 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾐﾅﾐ 長野日大

佐々木 はな実(1)

風速 -0.1 4.39(0.0)

 1 加納 茉弥(2)     26.42 
ｶﾉｳ ﾏﾔ 長野西

 2 倉科 紗夏(2)     26.54 
ｸﾗｼﾅ ｽｽﾞｶ 長野東

 3 加納 采弥(1)     26.97 
ｶﾉｳ ｻﾔ 長野日大

 4 相澤 ななみ(2) 大日方 あやね(3)     27.43 
ｱｲｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 市立長野

 5 中村 理彩(1)     27.55 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ 篠ﾉ井

 6 井出 さくら(2)     28.91 
ｲﾃﾞ ｻｸﾗ 篠ﾉ井

 7 春原 綾乃(2)     28.99 
ｽﾉﾊﾗ ｱﾔﾉ 長野日大
大日方 あやね(3)
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱﾔﾈ 松代

決勝 10月18日 12:46

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +0.9

 1 大井 愛香(2)     30.23  1 寺島 美香子(1)     30.36 
ｵｵｲ ｱｲｶ 須坂東 ﾃﾗｼﾏ ﾐｶｺ 須坂東

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
9   709 8   718

女子オープン

200m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

8  2155

欠場
2  1121

9  1076

3  1075

7   951

4   919

記録／備考
5   776

6   883

6  2189
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3  1075

2   995

7   776

5  2155

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   919

8  2153

順 ﾚｰﾝ

5  2187

3   998

7  1076

4  1121

記録／備考
2   883

6   951

女子

200m

予選 通過基準  2組  2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



決勝 10月18日 10:45

大会記録            56.62

 1 武村 結香(2)   1,01.10 
ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ 篠ﾉ井

 2 中村 理彩(1)   1,01.66 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ 篠ﾉ井

 3 田川 茜(2)   1,02.84 
ﾀｶﾞﾜ ｱｶﾈ 長野西

 4 依田 恵(1)   1,04.59 
ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 長野西

 5 木田 沙耶(1)   1,04.83 
ｷﾀﾞ ｻﾔ 松代

 6 竹内 美翔(1)   1,07.45 
ﾀｹｳﾁ ﾐｳ 篠ﾉ井

 7 風間 ほのか(2)   1,07.81 
ｶｻﾞﾏ ﾎﾉｶ 長野西

 9 山岸 南(2)   1,13.36 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾐﾅﾐ 長野 佐々木 はな

決勝 10月18日 10:46

酒井 佳菜子(1) 大日方 あやね(3)

ｻｶｲ ｶﾅｺ 文化学園長野
1   998

女子オープン

400m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7   777

5  2153

2  1124

4  1077

3   778

9   781

6  1071

8  1076

女子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月18日 14:00

大会記録          2,15.67

[ 1組] [ 2組]

 1 木田 沙耶(1)   2,25.14  1 樺澤 春香(2)   2,20.38 
ｷﾀﾞ ｻﾔ 松代 ｶﾊﾞｻﾜ ﾊﾙｶ 文化学園長野

 2 宮川 瑞穂(1)   2,25.25  2 毛涯 莉歩(1)   2,22.75 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ 長野吉田 ｹｶﾞｲ ﾘﾎ 長野吉田

 3 由井 薫(2)   2,25.29  3 竹内 美翔(1)   2,34.26 
ﾕｲ ｶｵﾙ 文化学園長野 ﾀｹｳﾁ ﾐｳ 篠ﾉ井

 4 西本 梨花(1)   2,28.18  4 富岡 沙都子(1)   2,59.41 
ﾆｼﾓﾄ ﾘｶ 長野日大 ﾄﾐｵｶ ｻﾄｺ 更級農業

 5 今井 聡美(1)   2,41.35 宮入 唯(2)
ｲﾏｲ ｻﾄﾐ 篠ﾉ井 ﾐﾔｲﾘ ﾕｲ 長野日大

 6 大島 美弥花(1)   3,05.64 
ｵｵｼﾏ ﾐﾐｶ 更級農業

佐々木 はな実(1)

   1 樺澤 春香(2) 文化学園長野     2,20.38   2   1
   2 毛涯 莉歩(1) 4.39(0.0) 長野吉田     2,22.75   2   2
   3 木田 沙耶(1) 松代     2,25.14   1   1
   4 宮川 瑞穂(1) 長野吉田     2,25.25   1   2
   5 由井 薫(2) 文化学園長野     2,25.29   1   3
   6 西本 梨花(1) 長野日大     2,28.18   1   4
   7 竹内 美翔(1) 篠ﾉ井     2,34.26   2   3
   8 今井 聡美(1) 篠ﾉ井     2,41.35   1   5
   9 富岡 沙都子(1) 更級農業     2,59.41   2   4
  10 大島 美弥花(1) 大日方 あ更級農業     3,05.64   1   6

決勝 10月18日 14:01

 1 角田  希(1)   2,43.86 
ｶｸﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 屋代

女子オープン

800m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

 2149

 1077
 1078
 2150

7  1157

組 順位
  985
  773
 1124

所属名 記録／備考

  771
  994
  960

欠場

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

5  2150

3   963

2   773

4  1077

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   985

2  1078

6  2149

3   994

7   960

4  1124

5   771

女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 10月18日  9:25

大会記録          4,43.71

 1 前島 玲美(2)   4,49.40 
ﾏｴｼﾞﾏ ﾚﾐ 長野

 2 西本 梨花(1)   4,49.54 
ﾆｼﾓﾄ ﾘｶ 長野日大

 3 毛涯 莉歩(1)   4,50.81 
ｹｶﾞｲ ﾘﾎ 長野吉田

 4 宮入 唯(2)   5,01.39 
ﾐﾔｲﾘ ﾕｲ 長野日大

 5 宮川 瑞穂(1)   5,10.97 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ 長野吉田

 6 今井 聡美(1)   5,24.32 
ｲﾏｲ ｻﾄﾐ 篠ﾉ井

決勝 10月18日  9:26

4.39(0.0)

 1 和田 聖香(2)   5,25.05 
ﾜﾀﾞ ｻｲｶ 須坂園芸

決勝 10月18日 12:30

大会記録          9,44.73

 1 山本 楓(2)  11,06.44 
ﾔﾏﾓﾄ ｶｴﾃﾞ 長野西

 2 宍戸 萌百伽(1)  11,10.63 
ｼｼﾄﾞ ﾓﾓｶ 文化学園長野

 3 和田 恵(2)  11,45.26 
ﾜﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 長野

決勝 10月18日 12:31

 1 望月 楓子(2)  10,48.72 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾌｳｺ 中野立志舘

 2 丸山 瑠璃(2)  11,42.34 
ﾏﾙﾔﾏ ﾙﾘ 中野立志舘

 3 白鳥 あかり(1)  12,17.63 
ｼﾛﾄﾘ ｱｶﾘ 飯山北･飯山

 4 宮原 日和(1)  14,05.27 
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾋﾖﾘ 長野吉田戸隠
臼井 夏海(1)
ｳｽｲ ﾅﾂﾐ 中野立志舘

1  2218

女子オープン

1500m
決勝
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決勝
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決勝 10月18日 13:30

大会記録            15.17

[ 1組] 風速 -1.9 [ 2組] 風速 -0.5

 1 吉村 彩加(2)     16.61  1 坂本 かなた(1)     17.40 
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野 ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 長野西

 2 南澤 明音(2)     17.30  2 荒井 里奈(2)     17.73 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 更級農業 ｱﾗｲ ﾘﾅ 市立長野

 3 宮坂 奈緒(1)     17.98  3 岡澤 希(2)     18.00 
ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 長野日大 ｵｶｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 長野商業

 4 中山 寛香(1)     18.23  4 仲條 芽映(2)     18.60 
ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｶ 長野東 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ 文化学園長野

 5 小平 典歩(1)     18.95 福田 晴香(1)
ｺﾀﾞｲﾗ ﾉﾘﾎ 長野西 ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙｶ 長野吉田
小林 奈々美(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 長野商業

佐々木 はな実(1)

   1 吉村 彩加(2) 長野     16.61 (-1.9)   1   1
   2 南澤 明音(2) 4.39(0.0) 更級農業     17.30 (-1.9)   1   2
   3 坂本 かなた(1) 長野西     17.40 (-0.5)   2   1
   4 荒井 里奈(2) 市立長野     17.73 (-0.5)   2   2
   5 宮坂 奈緒(1) 長野日大     17.98 (-1.9)   1   3
   6 岡澤 希(2) 長野商業     18.00 (-0.5)   2   3
   7 中山 寛香(1) 長野東     18.23 (-1.9)   1   4
   8 仲條 芽映(2) 文化学園長野     18.60 (-0.5)   2   4
   9 小平 典歩(1) 長野西     18.95 (-1.9)   1   5

大日方 あやね(3)

決勝 10月18日 13:31

風速 -0.5

 1 西 絢音(1)     22.36 
ﾆｼ ｱﾔﾈ 飯山北･飯山

決勝 10月18日  9:00

大会記録            60.97

 1 武村 結香(2)   1,06.70 
ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ 篠ﾉ井

 2 小林 奈々美(1)   1,18.19 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 長野商業

 3 中山 寛香(1)   1,22.99 
ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｶ 長野東

決勝 10月18日  9:01

 1 大井 愛香(2)   1,16.80 
ｵｵｲ ｱｲｶ 須坂東

 2 湯本 紗弓(2)   1,27.93 
ﾕﾓﾄ ｻﾕﾐ 須坂園芸
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決勝 10月18日 11:25

大会新           23,41.48

 1 村松 莉緒(2)  28,28.87 
ﾑﾗﾏﾂ ﾘｵ 長野

 2 川原 泰葉(1)  29,02.00 
ｶﾜﾊﾗ ﾔｽﾊ 長野

 3 市川 綾華(2)  29,25.78 
ｲﾁｶﾜ ｱﾔｶ 長野商業

 4 富岡 沙都子(1)  36,29.89 
ﾄﾐｵｶ ｻﾄｺ 更級農業

 5 大島 美弥花(1)  41,37.64 
ｵｵｼﾏ ﾐﾐｶ 更級農業

佐々木 はな実(1)

4.39(0.0)

大日方 あやね(3)

12  2149

11   839

14  2150

13   816

15   813

女子

5000mW              

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月18日 12:10

大会記録            49.15

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 長野西   781 依田 恵(1)     51.77 

ﾅｶﾞﾉﾆｼ ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ
  776 加納 茉弥(2)

ｶﾉｳ ﾏﾔ
  777 風間 ほのか(2)

ｶｻﾞﾏ ﾎﾉｶ
  778 田川 茜(2)

ﾀｶﾞﾜ ｱｶﾈ
 2   5 長野日大  2155 春原 綾乃(2)     52.01 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ｽﾉﾊﾗ ｱﾔﾉ
  951 加納 采弥(1)

ｶﾉｳ ｻﾔ
  955 宮坂 奈緒(1)

ﾐﾔｻｶ ﾅｵ
 2158 戸田 麻佐々木 はな実(1)

ﾄﾀﾞ ﾏﾕ
 3   2 篠ﾉ井  1075 井出 さくら(2)     52.31 

ｼﾉﾉｲ ｲﾃﾞ ｻｸﾗ
 10714 武村 結香(2)

ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ
 1076 中村 理彩(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ
 1073 駒村 梨奈(2)

ｺﾏﾑﾗ ﾘﾅ
 4   1 文化学園長野   996 平松 美音(2)     52.47 

ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉ ﾋﾗﾏﾂ ﾐｵ
  985 大日方 あやね(3)

ｶﾊﾞｻﾜ ﾊﾙｶ
  984 仲條 芽映(2)

ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ
  994 由井 薫(2)

ﾕｲ ｶｵﾙ
 5   3 松代  1122 常磐 みのり(3)     55.36 

ﾏﾂｼﾛ ﾄｷﾜ ﾐﾉﾘ
 1124 木田 沙耶(1)

ｷﾀﾞ ｻﾔ
 1121 大日方 あやね(3)

ｵﾋﾞﾅﾀ ｱﾔﾈ
 1125 熊倉 望(1)

ｸﾏｸﾗ ﾉｿﾞﾐ
  9 長野清泉  1023 西澤 葉月(2)

ﾅｶﾞﾉｾｲｾﾝ ﾆｼｻﾞﾜ ﾊﾂﾞｷ 失格
 1021 水上  凛(1)

ﾐｽﾞｶﾐ ﾘﾝ
 1024 北村 咲衣(1)

ｷﾀﾑﾗ ｻｲ
 1025 佐々木 はな実(1)

ｻｻｷ ﾊﾅﾐ
  4 長野

ﾅｶﾞﾉ 欠場

  7 長野吉田
ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ 欠場

  8 長野商業
ﾅｶﾞﾉｼｮｳｷﾞｮｳ 欠場

女子

4×100mR

決勝



決勝 10月18日 15:10

大会記録          3,57.68

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 長野日大   951 加納 采弥(1)   4,11.58 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ｶﾉｳ ｻﾔ
 2158 戸田 麻由(3)

ﾄﾀﾞ ﾏﾕ
  960 西本 梨花(1)

ﾆｼﾓﾄ ﾘｶ
  958 山口 晏奈(3)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ
 2   7 文化学園長野   984 仲條 芽映(2)   4,14.56 

ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉ 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 薫佐々木 はな実(1)

ﾕｲ ｶｵﾙ
 3   5 長野西   781 依田 恵(1)   4,19.93 

ﾅｶﾞﾉﾆｼ ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ
  8094 山本 楓(2)

ﾔﾏﾓﾄ ｶｴﾃﾞ
  776 加納 茉弥(2)

ｶﾉｳ ﾏﾔ
  778 田川 茜(2)

ﾀｶﾞﾜ ｱｶﾈ
 4   2 篠ﾉ井  1077 竹内 美翔(1)   4,20.24 

ｼﾉﾉｲ ﾀｹｳﾁ ﾐｳ
 1076 大日方 あやね(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ
 1073 駒村 梨奈(2)

ｺﾏﾑﾗ ﾘﾅ
 1071 武村 結香(2)

ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ
 5   6 長野吉田   772 伊藤 萌花(1)   4,20.55 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ｲﾄｳ ﾎﾉｶ
  771 宮川 瑞穂(1)

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ
  773 毛涯 莉歩(1)

ｹｶﾞｲ ﾘﾎ
  768 福田 晴香(1)

ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙｶ
 6   4 長野  2190 吉村 彩加(2)   4,22.22 

ﾅｶﾞﾉ ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ
  817 前島 玲美(2)

ﾏｴｼﾞﾏ ﾚﾐ
  814 和田 恵(2)

ﾜﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ
 2188 井原 夏見(2)

ｲﾊﾗ ﾅﾂﾐ
  8 松代  1122 常磐 みのり(3)

ﾏﾂｼﾛ ﾄｷﾜ ﾐﾉﾘ 失格
 1124 木田 沙耶(1)

ｷﾀﾞ ｻﾔ
 1121 大日方 あやね(3)

ｵﾋﾞﾅﾀ ｱﾔﾈ
 1125 熊倉 望(1)

ｸﾏｸﾗ ﾉｿﾞﾐ

女子

4×400mR

決勝



決勝 10月18日  9:10

大会記録             1.63

小野 美紗(3)
ｵﾉ ﾐｻ 篠ﾉ井
高松 聖(1)
ﾀｶﾏﾂ ﾋｼﾞﾘ 長野西
宮坂 奈緒(1)
ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 長野日大
岡澤 希(2)
ｵｶｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 長野商業
井原 夏見(2)
ｲﾊﾗ ﾅﾂﾐ 長野
佐々木 はな実(1)
ｻｻｷ ﾊﾅﾐ 長野清泉
盛田 このみ(1) 記録なし
ﾓﾘﾀ ｺﾉﾐ 市立長野
北村 晶(2) 欠場
ｷﾀﾑﾗ ｱｷ 佐々木 はな実(1)

決勝 10月18日 10:30

大会記録             3.00

大日方 あやね(3)
順位

田中 莉佳子(2)
ﾀﾅｶ ﾘｶｺ 長野工業

決勝 10月18日 10:31

小林 和可奈(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ 須坂東

 2.50O XXO XXX
1 1   713

- XXO O
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棒高跳              
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決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 10月18日 11:20

大会記録             5.44

小林 咲季(2)   4.81   4.99   4.95    X   5.03    X    5.03 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ 長野吉田   +0.9   -1.1   -1.8   +0.6    +0.6
駒村 梨奈(2)   3.65   4.71   4.85    X    -   4.69    4.85 
ｺﾏﾑﾗ ﾘﾅ 篠ﾉ井    0.0   -0.7   -0.6    0.0    -0.6
伊藤 萌花(1)   4.52    X    X   4.02   4.46    X    4.52 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 長野吉田    0.0   -0.1   +0.5     0.0
山岸 明紀穂(1)   4.39   4.09   4.36   3.17    X   4.38    4.39 
ﾔﾏｷﾞｼ ｱｷﾎ 長野    0.0   -1.2   -1.6   -0.8   +1.7     0.0
水上  凛(1)   2.72   4.28   4.23    -    -    -    4.28 
ﾐｽﾞｶﾐ ﾘﾝ 長野清泉   +0.6   -1.9   +0.3    -1.9
風間 ほのか(2)   2.32   4.18    X    X    -   4.28    4.28 
ｶｻﾞﾏ ﾎﾉｶ 長野西   +0.8   -0.7   -0.3    -0.3
坂本 かなた(1)   4.10   4.22   4.21    -    -    -    4.22 
ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 長野西    0.0   -1.0    0.0    -1.0
高松 聖(1)   4.11   4.17   4.01    -    -    -    4.17 
ﾀｶﾏﾂ ﾋｼﾞﾘ 長佐々木 はな実(   -0.3   -0.6   +0.2    -0.6
水田 晴南(2)   4.15   4.00    X    4.15 
ﾐｽﾞﾀ ﾊﾙﾅ 長野商業   +0.5   -1.6    +0.5
小野 菜摘(1)    X   4.13    X    4.13 
ｵﾉ ﾅﾂﾐ 4.39(0.長野商業   -0.9    -0.9
渡邉 里紗(1)   3.85   3.69   3.67    3.85 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻ 長野吉田   +0.2    0.0   -0.4    +0.2
大井 遥(1)    X   3.65    X    3.65 
ｵｵｲ ﾊﾙｶ 文化学園長野   +0.1    +0.1
髙橋 奈々恵(1)   3.26   3.28   3.30    3.30 
ﾀｶﾊｼ ﾅﾅｴ 文化学園長野   +0.2   -0.4   -0.6    -0.6
常磐 みのり(3) 欠場
ﾄｷﾜ ﾐﾉﾘ 大日方 松代

決勝 10月18日 11:21

小山 綾菜(3)    X   5.07   5.14   5.26   5.21    X    5.26 
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 長野吉田   -1.0   -0.9   +0.4   +1.2    +0.4

1 1   751
-3- -4- -5-所属名 -1- -2- -6- 記録 備考

女子オープン

走幅跳              
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

13 3   995

7  1122

11 2   774

12 1   993

9 9   841

10 6   843

7 8   779

8 5   782

5 4  1021

6 13   777

3 10   772

4 11   819

1 14   770
-5-

2 12  1073

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 10月18日 14:15

大会記録            11.66

小山 彩綺(1)
ｺﾔﾏ ｻｷ 市立長野
竹内 恵(3)
ﾀｹｳﾁ ﾒｸﾞﾐ 長野日大
松本 瑞穂(2)
ﾏﾂﾓﾄ ﾐｽﾞﾎ 長野東
小池 友里恵(2)
ｺｲｹ ﾕﾘｴ 篠ﾉ井
高山 莉加(1)
ﾀｶﾔﾏ ﾘｶ 文化学園長野
矢口 聖佳(2)
ﾔｸﾞﾁ ｻﾄｶ 長野吉田
大井 遥(1)
ｵｵｲ ﾊﾙｶ 文化学園長野
北島 未来(2)
ｷﾀｼﾞﾏ ﾐｸ 佐々木 はな実(1)

決勝 10月18日 14:16

上倉 由緒子(2大日方 あやね(3)

ｶﾐｸﾗ ﾕﾕｺ 飯山北･飯山
増尾 小春(2)
ﾏｽｵ ｺﾊﾙ 飯山北･飯山

  6.59 

  7.86 

2 2   596
 6.32  6.59  6.51

記録 備考
1 1   594

 7.39  7.86  7.71

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

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

  5.15  5.15  4.87  4.70

女子オープン

砲丸投(4.000kg)

  X  4.75  5.35   5.35 

8 2   987
 4.31  4.65  4.69

 5.15  5.29  5.82   5.82 

7 4   993
 4.22  4.88  4.75

 5.42  5.46  5.58   5.94 

6 6   759
 5.06  5.52  5.46

 7.10   X   X   7.18 

5 1   988
 5.73  5.91  5.94

 7.36  7.62  8.06   8.06 

4 5  1072
  X  6.97  7.18

 8.91  8.91  9.13   9.13 

3 8   884
 7.35  6.74  7.24

 9.76 10.13 10.40  10.40 

2 3  2152
  X  9.09   X

1 7   923
 9.76  9.53  9.50

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 10月18日 10:45

大会記録            39.93

平松 美音(2)
ﾋﾗﾏﾂ ﾐｵ 文化学園長野
小山 彩綺(1)
ｺﾔﾏ ｻｷ 市立長野
霜村 明里(2)
ｼﾓﾑﾗ ｱｶﾘ 長野西
荻野 夏帆(2)
ｵｷﾞﾉ ｶﾎ 文化学園長野
竹村 美涼(1)
ﾀｹﾑﾗ ﾐｽｽﾞ 長野西
小池 友里恵(2)
ｺｲｹ ﾕﾘｴ 篠ﾉ井
北島 未来(2)
ｷﾀｼﾞﾏ ﾐｸ 文化学園長野
矢口 聖佳(2)
ﾔｸﾞﾁ ｻﾄｶ 長野吉田
横田 彩夏(2) 欠場
ﾖｺﾀ ｱﾔｶ 長野商業

決勝 10月18日 10:46

竹入 愛彩美(2)
ﾀｹｲﾘ ｱｻﾐ 上伊那農
増尾 小春(2)
ﾏｽｵ ｺﾊﾙ 飯山北･飯山
北原 遥香(1)
ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ 上伊那農
上倉 由緒子(2)
ｶﾐｸﾗ ﾕﾕｺ 飯山北･飯山
戸谷 涼乃(1)
ﾄﾔ ｽｽﾞﾉ 文化学園長野

女子

円盤投(1.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 9   996

  O   X 27.89   O   O   O  27.89 

2 6   923
  O   O   O   O 27.16   O  27.16 

3 7   810
  O   O   O   O 26.87   O  26.87 

4 4   986
  O   X   O 22.17   O  22.17 

5 5   780
  O   O   O   O   O 22.05  22.05 

6 8  1072
  X   X 21.48   X   O   X  21.48 

7 2   987
17.68   O   O   O   O   O  17.68 

8 1   759
  O   O 14.79   O   O   X  14.79 

3   840

女子オープン

円盤投(1.000kg)     

-6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- 記録 備考
1 4   239

  O 33.58   O  33.58 

2 3   596
  O   O 20.82  20.82 

3 2   240
  X   O 19.98  19.98 

4 1   594
  X 14.59   X

 11.91 

 14.59 

5 5   997
  X 11.91   X



決勝 10月18日  9:10

大会記録            28.47

平松 美音(2) 大会新
ﾋﾗﾏﾂ ﾐｵ 文化学園長野
戸谷 涼乃(1)
ﾄﾔ ｽｽﾞﾉ 文化学園長野

決勝 10月18日  9:11

北原 遥香(1) 佐々木 はな実(1)
ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ 上伊那農

決勝 10月18日 12:30

大会記録            44.39

大日方 あやね(3)

竹内 恵(3)
ﾀｹｳﾁ ﾒｸﾞﾐ 長野日大
戸谷 涼乃(1)
ﾄﾔ ｽｽﾞﾉ 文化学園長野
横田 彩夏(2)
ﾖｺﾀ ｱﾔｶ 長野商業
霜村 明里(2)
ｼﾓﾑﾗ ｱｶﾘ 長野西
大日方 あやね(3)
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱﾔﾈ 松代
松本 瑞穂(2)
ﾏﾂﾓﾄ ﾐｽﾞﾎ 長野東
西澤 葉月(2)
ﾆｼｻﾞﾜ ﾊﾂﾞｷ 長野清泉
盛田 このみ(1)
ﾓﾘﾀ ｺﾉﾐ 市立長野
竹村 美涼(1)
ﾀｹﾑﾗ ﾐｽｽﾞ 長野西
中村 菜美(1)
ﾅｶﾑﾗ ﾅﾙﾐ 長野西
越溪 純(1)
ｺｼﾀﾆ ｼﾞｭﾝ 文化学園長野
吉村 彩加(2)
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野
熊倉 望(1)
ｸﾏｸﾗ ﾉｿﾞﾐ 松代
内藤 夕梨香(1)
ﾅｲﾄｳ ﾕﾘｶ 長野清泉

決勝 10月18日 12:31

山岸 良美(2)
ﾔﾏｷﾞｼ ﾖｼﾐ 中野立志舘

 21.54 

記録 備考
1 1   240

21.54   X   X

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

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

 10.18   O   O   O

女子オープン

ハンマー投(4.000kg) 

33.41   O   O  33.41 

2 1   997
  X   O 10.18

1 2   996
  X   X 26.58

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

ハンマー投(4.000kg) 

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

女子

やり投(0.600kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 14  2152

  X   O 37.32   O   O   O  37.32 

2 6   997
  O   O 29.01 32.33   O   O  32.33 

3 12   840
  O 30.03   O   O 31.87   O  31.87 

4 3   810
  O   X 29.91   X   O   O  29.91 

5 13  1121
  O   O 29.42   O   O   O  29.42 

6 9   884
  X   O 28.27   O   O   X  28.27 

7 7  1023
26.48   O   X   O   O 27.96  27.96 

8 4   924
24.69   O   O   O 25.86   X  25.86 

9 11   780
  O   O 24.62  24.62 

10 5   784
23.82   X   X  23.82 

11 2   983
  O   O 23.73  23.73 

12 10  2190
23.42   O   -  23.42 

13 8  1125
19.55   O   O  19.55 

14 1  1020
 9.83   X   O   9.83 

女子オープン

やり投(0.600kg)

-6-

決勝

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

 22.54 

記録 備考
1 1   657

  O   X 22.54
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