
第133回北信高等学校陸上競技対校選手権大会                                       
　期日：平成26年9月12日（金）-14日（日）                                        

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 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
09/13 女子  +0.9加納 茉弥(2) 12.85 加納 采弥(1) 12.86 倉科 紗夏(2) 13.01 南澤 明音(2) 13.26 小林 奈央(2) 13.28 原田 希央梨(2) 13.34 渡辺 ゆきの(2) 13.43 駒村 梨奈(2) 13.57

100m 長野西 長野日大 長野東 更級農業 飯山北･飯山 飯山北･飯山 長野 篠ﾉ井
09/14  +0.2加納 茉弥(2) 26.10 倉科 紗夏(2) 26.55 相澤 ななみ(2) 26.86 武村 結香(2) 27.27 田川 茜(2) 27.42 小林 咲季(2) 27.54 南澤 明音(2) 27.71 小林 奈央(2) 27.77

200m 長野西 長野東 市立長野 篠ﾉ井 長野西 長野吉田 更級農業 飯山北･飯山
09/12 樺澤 春香(2) 1,00.06 武村 結香(2) 1,01.30 中村 理彩(1) 1,01.56 田川 茜(2) 1,01.90 相澤 ななみ(2) 1,02.39 倉科 紗夏(2) 1,03.24 由井 薫(2) 1,03.46 木田 沙耶(1) 1,03.83

400m 文化学園長野 篠ﾉ井 篠ﾉ井 長野西 市立長野 長野東 文化学園長野 松代
09/14 樺澤 春香(2) 2,18.26 中村 智美(2) 2,18.91 岡村 未歩(1) 2,19.52 村上 愛華(1) 2,19.55 前島 玲美(2) 2,24.41 西本 梨花(1) 2,24.48 由井 薫(2) 2,24.86 宮川 瑞穂(1) 2,26.18

800m 文化学園長野 長野東 長野東 長野東 長野 長野日大 文化学園長野 長野吉田
09/12 中村 智美(2) 4,37.24 岡村 未歩(1) 4,39.69 今井 萌(1) 4,44.83 前島 玲美(2) 4,47.21 宮入 唯(2) 4,54.37 毛涯 莉歩(1) 4,56.28 西本 梨花(1) 4,56.90 望月 楓子(2) 4,59.48

1500m 長野東 長野東 長野東 長野 長野日大 長野吉田 長野日大 中野立志舘
09/14 久保田 里菜(2) 9,41.26 塩崎 葵(2) 9,41.97 清水 彩音(1) 9,46.07 前島 玲美(2) 10,16.76 宮入 唯(2) 10,26.07 望月 楓子(2) 10,45.68 臼井 夏海(1) 10,58.57 丸山 瑠璃(2) 11,04.03

3000m 長野東 長野東 長野東 長野 長野日大 中野立志舘 中野立志舘 中野立志舘
09/12  +2.2吉村 彩加(2) 16.21 荒井 里奈(2) 17.57 坂本 かなた(1) 17.75 南澤 明音(2) 17.94 仲條 芽映(2) 17.95 岡澤 希(2) 18.36 中山 寛香(1) 18.44 宮﨑 綾奈(2) 18.48

100mH(0.840) 長野 市立長野 長野西 更級農業 文化学園長野 長野商業 長野東 長野高専
09/13 武村 結香(2) 1,07.00 大井 愛香(2) 1,16.64 小林 奈々美(1) 1,17.56 中山 寛香(1) 1,19.07

400mH(0.762) 篠ﾉ井 須坂東 長野商業 長野東
09/12 溝口 友己歩(2) 23,53.40 村松 莉緒(2) 27,52.82 川原 泰葉(1) 30,06.19 市川 綾華(2) 30,53.55 矢島 風香(1) 33,56.32 富岡 沙都子(1) 36,30.51

5000mW 長野東 GR 長野 長野 長野商業 長野東 更級農業
09/14 岩崎 ちひろ(2) 1.60 荒井 利奈(1) 1.55 井原 夏見(2) 1.45 西村 美希(1) 1.45 岡澤 希(2) 1.40 高松 聖(1) 1.40 宮坂 奈緒(1) 1.40 盛田 このみ(1) 1.35

走高跳 長野吉田 須坂 長野 北部 長野商業 長野西 長野日大 市立長野
北村 晶(2)
長野商業

09/13 田中 莉佳子(2) 2.70
棒高跳(ｵｰﾌﾟﾝ) 長野工業

09/12 小林 咲季(2) 5.20(+0.2) 駒村 梨奈(2) 5.10(-2.3) 原田 希央梨(2)4.97(+1.3) 吉村 彩加(2) 4.96(+0.7) 伊藤 萌花(1) 4.69(+0.3) 荒井 利奈(1) 4.65(+0.1) 山岸 明紀穂(1)4.57(+0.7) 水田 晴南(2) 4.51(+0.3)
走幅跳 長野吉田 篠ﾉ井 飯山北･飯山 長野 長野吉田 須坂 長野 長野商業

09/13 小山 彩綺(1) 9.03 小池 友里恵(2) 8.55 上倉 由緒子(2) 8.00 松本 瑞穂(2) 7.64 霜村 明里(2) 6.80 増尾 小春(2) 6.77 竹村 美涼(1) 6.55 矢口 聖佳(2) 6.13
砲丸投(4.0kg) 市立長野 篠ﾉ井 飯山北･飯山 長野東 長野西 飯山北･飯山 長野西 長野吉田

09/14 小山 彩綺(1) 30.48 平松 美音(2) 29.11 霜村 明里(2) 27.72 小池 友里恵(2) 25.37 竹村 美涼(1) 24.65 小橋 桜子(2) 24.57 荻野 夏帆(2) 21.84 増尾 小春(2) 21.61
円盤投(1.0kg) 市立長野 文化学園長野 長野西 篠ﾉ井 長野西 中野西 文化学園長野 飯山北･飯山

09/12 横田 彩夏(2) 32.76 宮﨑 綾奈(2) 32.75 平松 美音(2) 28.46 松本 瑞穂(2) 27.46 竹村 美涼(1) 27.43 長田 明日香(1) 27.23 盛田 このみ(1) 26.48 霜村 明里(2) 26.36
やり投(600g) 長野商業 長野高専 文化学園長野 長野東 長野西 長野高専 市立長野 長野西

09/13 長野西       51.52 篠ﾉ井       51.59 文化学園長野      52.66 長野       52.69 長野日大       53.09 飯山北･飯山      53.61 長野吉田       53.80 長野商業       55.51
4×100mR 依田 恵(1) 井出 さくら(2) 平松 美音(2) 山岸 明紀穂(1) 春原 綾乃(2) 増尾 小春(2) 伊藤 萌花(1) 小野 菜摘(1)

加納 茉弥(2) 武村 結香(2) 樺澤 春香(2) 吉村 彩加(2) 加納 采弥(1) 原田 希央梨(2) 小林 咲季(2) 北村 晶(2)
風間 ほのか(2) 中村 理彩(1) 仲條 芽映(2) 渡辺 ゆきの(2) 宮坂 奈緒(1) 小林 奈央(2) 岩崎 ちひろ(2) 水田 晴南(2)
田川 茜(2) 駒村 梨奈(2) 由井 薫(2) 井原 夏見(2) 山岸 南(2) 西 絢音(1) 福田 晴香(1) 岡澤 希(2)

09/14 文化学園長野    4,12.72 長野東     4,14.15 長野西     4,15.94 長野吉田     4,19.74 長野     4,20.22 篠ﾉ井     4,20.67 更級農業     5,00.54
4×400mR 仲條 芽映(2) 中村 智美(2) 依田 恵(1) 伊藤 萌花(1) 大峽 莉奈(1) 井出 さくら(2) 南澤 明音(2)

樺澤 春香(2) 倉科 紗夏(2) 山本 楓(2) 宮川 瑞穂(1) 前島 玲美(2) 竹内 美翔(1) 富岡 沙都子(1)
戸谷 涼乃(1) 岡村 未歩(1) 加納 茉弥(2) 毛涯 莉歩(1) 井原 夏見(2) 駒村 梨奈(2) 内山 沙彩(2)
由井 薫(2) 村上 愛華(1) 田川 茜(2) 小林 咲季(2) 渡辺 ゆきの(2) 武村 結香(2) 大島 美弥花(1)

09/14 宮坂 奈緒(1) 2979 風間 ほのか(2) 2950 坂本 かなた(1) 2440 高松 聖(1) 2319 酒井 佳菜子(1) 2167 大井 遥(1) 1713
七種競技 長野日大 長野西 長野西 長野西 文化学園長野 文化学園長野

長野東 112 長野西 87 文化学園長野 60 長野 59 篠ノ井 56 市立長野 35.5 長野吉田 35 長野日大 35
女子総合



予選 9月12日 15:20
準決勝 9月13日 11:15
決勝 9月13日 12:30

大会記録(GR )       12.56

[ 1組] 風速 +2.2 [ 2組] 風速 +1.7

 1 小林 奈央(2) 高校     12.95 Q  1 加納 茉弥(2) 高校     12.80 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 飯山北･飯山 ｶﾉｳ ﾏﾔ 長野西

 2 南澤 明音(2) 高校     13.05 Q  2 原田 希央梨(2) 高校     13.13 Q
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 更級農業 ﾊﾗﾀﾞ ｷｵﾘ 飯山北･飯山

 3 駒村 梨奈(2) 高校     13.26 Q  3 小林 咲季(2) 高校     13.36 Q
ｺﾏﾑﾗ ﾘﾅ 篠ﾉ井 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ 長野吉田

 4 木田 沙耶(1) 高校     13.78 q  4 山岸 明紀穂(1) 高校     13.84 q
ｷﾀﾞ ｻﾔ 松代 ﾔﾏｷﾞｼ ｱｷﾎ 長野

 5 伊藤 萌花(1) 高校     13.85 q  5 湯本 紗弓(2) 高校     14.12 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 長野吉田 ﾕﾓﾄ ｻﾕﾐ 須坂園芸

 6 坂本 かなた(1) 高校     14.15  6 水田 晴南(2) 高校     14.26 
ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 長野西 ﾐｽﾞﾀ ﾊﾙﾅ 長野商業

 7 青木 芽依(1) 高校     14.93  7 田中 莉佳子(2) 高校     14.37 
ｱｵｷ ﾒｲ 須坂商業 ﾀﾅｶ  ﾘｶｺ 長野工業

 8 荒井 里奈(2) 高校     14.98  8 熊倉 望(1) 高校     14.71 
ｱﾗｲ ﾘﾅ 市立長野 ｸﾏｸﾗ ﾉｿﾞﾐ 松代

 9 髙橋 奈々恵(1) 高校     15.23 山口 麻衣(1) 高校
ﾀｶﾊｼ ﾅﾅｴ 文化学園長野 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｲ 須坂商業

[ 3組] 風速 +1.6 [ 4組] 風速 +2.6

 1 倉科 紗夏(2) 高校     12.91 Q  1 加納 采弥(1) 高校     12.69 Q
ｸﾗｼﾅ ｽｽﾞｶ 長野東 ｶﾉｳ ｻﾔ 長野日大

 2 仲條 芽映(2) 高校     13.75 Q  2 中村 理彩(1) 高校     13.31 Q
ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ 文化学園長野 ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ 篠ﾉ井

 3 春原 綾乃(2) 高校     13.91 Q  3 依田 恵(1) 高校     13.44 Q
ｽﾉﾊﾗ ｱﾔﾉ 長野日大 ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 長野西

 4 井出 さくら(2) 高校     14.05  4 渡辺 ゆきの(2) 高校     13.58 q
ｲﾃﾞ ｻｸﾗ 篠ﾉ井 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ 長野

 5 寺島 美香子(1) 高校     14.16  5 中山 寛香(1) 高校     14.00 
ﾃﾗｼﾏ ﾐｶｺ 須坂東 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｶ 長野東

 6 北村 晶(2) 高校     14.32  6 小野 菜摘(1) 高校     14.04 
ｷﾀﾑﾗ ｱｷ 長野商業 ｵﾉ ﾅﾂﾐ 長野商業

 7 福田 晴香(1) 高校     14.64  7 小林 和可奈(2) 高校     14.66 
ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙｶ 長野吉田 ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ 須坂東

 8 髙橋 亜衣奈(2) 高校     14.75  8 北村 咲衣(1) 高校     14.70 
ﾀｶﾊｼ ｱｲﾅ 長野高専 ｷﾀﾑﾗ ｻｲ 長野清泉

 9 佐鳥 真菜(2) 高校     14.78  9 西 絢音(1) 高校     15.08 
ｻﾄﾘ ﾏﾅ 屋代 ﾆｼ ｱﾔﾈ 飯山北･飯山

[ 1組] 風速 -1.0 [ 2組] 風速  0.0

 1 加納 茉弥(2) 高校     12.97 Q  1 加納 采弥(1) 高校     12.90 Q
ｶﾉｳ ﾏﾔ 長野西 ｶﾉｳ ｻﾔ 長野日大

 2 倉科 紗夏(2) 高校     13.21 Q  2 南澤 明音(2) 高校     13.20 Q
ｸﾗｼﾅ ｽｽﾞｶ 長野東 ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 更級農業

 3 原田 希央梨(2) 高校     13.39 Q  3 小林 奈央(2) 高校     13.29 Q
ﾊﾗﾀﾞ ｷｵﾘ 飯山北･飯山 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 飯山北･飯山

 4 中村 理彩(1) 高校     13.61  4 渡辺 ゆきの(2) 高校     13.30 q
ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ 篠ﾉ井 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ 長野

 5 小林 咲季(2) 高校     13.89  5 駒村 梨奈(2) 高校     13.59 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ 長野吉田 ｺﾏﾑﾗ ﾘﾅ 篠ﾉ井

 6 山岸 明紀穂(1) 高校     14.12  6 依田 恵(1) 高校     13.73 
ﾔﾏｷﾞｼ ｱｷﾎ 長野 ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 長野西

 7 春原 綾乃(2) 高校     14.16  7 伊藤 萌花(1) 高校     14.06 
ｽﾉﾊﾗ ｱﾔﾉ 長野日大 ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 長野吉田

 8 木田 沙耶(1) 高校     14.16  8 仲條 芽映(2) 高校     14.09 
ｷﾀﾞ ｻﾔ 松代 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ 文化学園長野

女子

100m                

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   593 5   776

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5  1073 6   770

9  2146 1   595

1   772 3  2217

8  1124 8   819

3   701 7   858

4   779 4   841

  703
欠場

7   921 9  1125

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6   995 2

8   883 6   951
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  2155 2   781

2   984 7  1076

3   718 3   890

9  1075 8  2189

4   768 9   713

1   842 4   843

5  1155 5   599

6  3508 1  1024

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

7   883 5  2146

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   776 7   951

4  1076 3  2189

5   595 6   593

2   819 8   781

9   770 9  1073

3  1124 4   984

8  2155 2   772



風速 +0.9

 1 加納 茉弥(2) 高校     12.85 
ｶﾉｳ ﾏﾔ 長野西

 2 加納 采弥(1) 高校     12.86 
ｶﾉｳ ｻﾔ 長野日大

 3 倉科 紗夏(2) 高校     13.01 
ｸﾗｼﾅ ｽｽﾞｶ 長野東

 4 南澤 明音(2) 高校     13.26 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 更級農業

 5 小林 奈央(2) 高校     13.28 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 飯山北･飯山

 6 原田 希央梨(2) 高校     13.34 
ﾊﾗﾀﾞ ｷｵﾘ 飯山北･飯山

 7 渡辺 ゆきの(2) 高校     13.43 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ 長野

 8 駒村 梨奈(2) 高校     13.57 
ｺﾏﾑﾗ ﾘﾅ 篠ﾉ井

女子

100m                
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5   883

6  2146

記録／備考
4   776

7   951

3  2189

2  1073

9   593

8   595



予選 9月14日  9:30
準決勝 9月14日 10:50
決勝 9月14日 12:20

大会記録(GR )       25.51

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 +0.5

 1 小林 咲季(2) 高校     28.35 Q  1 小林 奈央(2) 高校     28.32 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ 長野吉田 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 飯山北･飯山

 2 加納 茉弥(2) 高校     28.48 Q  2 仲條 芽映(2) 高校     28.86 Q
ｶﾉｳ ﾏﾔ 長野西 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ 文化学園長野

 3 中村 理彩(1) 高校     29.22 Q  3 井出 さくら(2) 高校     29.47 Q
ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ 篠ﾉ井 ｲﾃﾞ ｻｸﾗ 篠ﾉ井

 4 寺島 美香子(1) 高校     29.95  4 大井 愛香(2) 高校     29.54 q
ﾃﾗｼﾏ ﾐｶｺ 須坂東 ｵｵｲ ｱｲｶ 須坂東

 5 宮﨑 綾奈(2) 高校     30.36  5 髙橋 亜衣奈(2) 高校     31.13 
ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾔﾅ 長野高専 ﾀｶﾊｼ ｱｲﾅ 長野高専

 6 田中 莉佳子(2) 高校     30.72  6 山岸 良美(2) 高校     33.90 
ﾀﾅｶ  ﾘｶｺ 長野工業 ﾔﾏｷﾞｼ ﾖｼﾐ 中野立志舘
加納 愛子(1) 高校 加納 采弥(1) 高校
ｶﾉｳ ｱｲｺ 長野 ｶﾉｳ ｻﾔ 長野日大

[ 3組] 風速 -0.2 [ 4組] 風速 +1.6

 1 田川 茜(2) 高校     27.72 Q  1 武村 結香(2) 高校     27.48 Q
ﾀｶﾞﾜ ｱｶﾈ 長野西 ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ 篠ﾉ井

 2 倉科 紗夏(2) 高校     27.97 Q  2 相澤 ななみ(2) 高校     27.84 Q
ｸﾗｼﾅ ｽｽﾞｶ 長野東 ｱｲｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 市立長野

 3 南澤 明音(2) 高校     28.43 Q  3 依田 恵(1) 高校     28.42 Q
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 更級農業 ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 長野西

 4 山岸 南(2) 高校     29.21 q  4 春原 綾乃(2) 高校     28.75 q
ﾔﾏｷﾞｼ ﾐﾅﾐ 長野日大 ｽﾉﾊﾗ ｱﾔﾉ 長野日大

 5 伊藤 萌花(1) 高校     29.24 q  5 佐鳥 真菜(2) 高校     31.26 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 長野吉田 ｻﾄﾘ ﾏﾅ 屋代

 6 酒井 佳菜子(1) 高校     30.06  6 髙橋 奈々恵(1) 高校     31.28 
ｻｶｲ ｶﾅｺ 文化学園長野 ﾀｶﾊｼ ﾅﾅｴ 文化学園長野

 7 小林 和可奈(2) 高校     31.71 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ 須坂東

[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速 +0.3

 1 加納 茉弥(2) 高校     26.72 Q  1 武村 結香(2) 高校     27.20 Q
ｶﾉｳ ﾏﾔ 長野西 ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ 篠ﾉ井

 2 南澤 明音(2) 高校     27.15 Q  2 相澤 ななみ(2) 高校     27.24 Q
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 更級農業 ｱｲｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 市立長野

 3 倉科 紗夏(2) 高校     27.18 Q  3 小林 咲季(2) 高校     27.86 Q
ｸﾗｼﾅ ｽｽﾞｶ 長野東 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ 長野吉田

 4 田川 茜(2) 高校     27.36 q  4 依田 恵(1) 高校     28.34 
ﾀｶﾞﾜ ｱｶﾈ 長野西 ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 長野西

 5 小林 奈央(2) 高校     27.54 q  5 仲條 芽映(2) 高校     28.66 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 飯山北･飯山 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ 文化学園長野

 6 伊藤 萌花(1) 高校     28.88  6 春原 綾乃(2) 高校     28.73 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 長野吉田 ｽﾉﾊﾗ ｱﾔﾉ 長野日大

 7 山岸 南(2) 高校     29.13  7 井出 さくら(2) 高校     29.47 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾐﾅﾐ 長野日大 ｲﾃﾞ ｻｸﾗ 篠ﾉ井
中村 理彩(1) 高校  8 大井 愛香(2) 高校     29.56 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ 篠ﾉ井 ｵｵｲ ｱｲｶ 須坂東

女子

200m                

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   770 3   593

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2  1076 2  1075

7   776 4   984

5  3509 8  3508

6   718 5   709

  951
欠場 欠場

4   858 6   657

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3   811 7

3   778 3  1071
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  2146 5   781

8   883 4   919

6   772 6  1155

4  2153 7  2155

2   713

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

7   998 2   995

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

9  2146 6   919

6   776 7  1071

4   778 9   781

7   883 4   770

2   772 2  2155

5   593 5   984

8  1076 3   709
欠場

3  2153 8  1075



風速 +0.2

 1 加納 茉弥(2) 高校     26.10 
ｶﾉｳ ﾏﾔ 長野西

 2 倉科 紗夏(2) 高校     26.55 
ｸﾗｼﾅ ｽｽﾞｶ 長野東

 3 相澤 ななみ(2) 高校     26.86 
ｱｲｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 市立長野

 4 武村 結香(2) 高校     27.27 
ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ 篠ﾉ井

 5 田川 茜(2) 高校     27.42 
ﾀｶﾞﾜ ｱｶﾈ 長野西

 6 小林 咲季(2) 高校     27.54 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ 長野吉田

 7 南澤 明音(2) 高校     27.71 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 更級農業

 8 小林 奈央(2) 高校     27.77 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 飯山北･飯山

女子

200m                
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   919

7  1071

4   776

8   883

6  2146

3   593

2   778

9   770



予選 9月12日 11:45
決勝 9月12日 14:50

大会記録(GR )       56.77

[ 1組] [ 2組]

 1 武村 結香(2) 高校   1,01.61 Q  1 樺澤 春香(2) 高校   1,01.36 Q
ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ 篠ﾉ井 ｶﾊﾞｻﾜ ﾊﾙｶ 文化学園長野

 2 田川 茜(2) 高校   1,02.06 Q  2 中村 理彩(1) 高校   1,01.37 Q
ﾀｶﾞﾜ ｱｶﾈ 長野西 ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ 篠ﾉ井

 3 由井 薫(2) 高校   1,03.85 q  3 相澤 ななみ(2) 高校   1,02.74 q
ﾕｲ ｶｵﾙ 文化学園長野 ｱｲｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 市立長野

 4 木田 沙耶(1) 高校   1,03.97 q  4 倉科 紗夏(2) 高校   1,03.75 q
ｷﾀﾞ ｻﾔ 松代 ｸﾗｼﾅ ｽｽﾞｶ 長野東

 5 渡辺 ゆきの(2) 高校   1,03.99  5 依田 恵(1) 高校   1,05.01 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ 長野 ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 長野西

 6 宮川 瑞穂(1) 高校   1,05.03  6 大峽 莉奈(1) 高校   1,06.23 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ 長野吉田 ｵｵﾊﾞ ﾘﾅ 長野

 7 大井 愛香(2) 高校   1,08.43  7 寺島 美香子(1) 高校   1,08.43 
ｵｵｲ ｱｲｶ 須坂東 ﾃﾗｼﾏ ﾐｶｺ 須坂東

 8 今井 聡美(1) 高校   1,09.05  8 山岸 南(2) 高校   1,11.96 
ｲﾏｲ ｻﾄﾐ 篠ﾉ井 ﾔﾏｷﾞｼ ﾐﾅﾐ 長野日大

 1 樺澤 春香(2) 高校   1,00.06 
ｶﾊﾞｻﾜ ﾊﾙｶ 文化学園長野

 2 武村 結香(2) 高校   1,01.30 
ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ 篠ﾉ井

 3 中村 理彩(1) 高校   1,01.56 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ 篠ﾉ井

 4 田川 茜(2) 高校   1,01.90 
ﾀｶﾞﾜ ｱｶﾈ 長野西

 5 相澤 ななみ(2) 高校   1,02.39 
ｱｲｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 市立長野

 6 倉科 紗夏(2) 高校   1,03.24 
ｸﾗｼﾅ ｽｽﾞｶ 長野東

 7 由井 薫(2) 高校   1,03.46 
ﾕｲ ｶｵﾙ 文化学園長野

 8 木田 沙耶(1) 高校   1,03.83 
ｷﾀﾞ ｻﾔ 松代

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

女子

400m                

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

記録／備考
4  1071 8   985

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

8   778 7  1076

5   994 5   919

9  1124 2   883

7  2189 9   781

6   771 3  2187

3   709 6   718

2  1078 4  2153

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 記録／備考
4   985

7  1071

所属名

5  1076

6   778

9   919

8   883

3   994

2  1124



予選 9月13日 10:30
決勝 9月14日 11:15

大会記録(GR )     2,14.37

[ 1組] [ 2組]

 1 中村 智美(2) 高校   2,21.50 Q  1 樺澤 春香(2) 高校   2,21.43 Q
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ 長野東 ｶﾊﾞｻﾜ ﾊﾙｶ 文化学園長野

 2 由井 薫(2) 高校   2,25.53 q  2 前島 玲美(2) 高校   2,21.85 q
ﾕｲ ｶｵﾙ 文化学園長野 ﾏｴｼﾞﾏ ﾚﾐ 長野

 3 竹内 美翔(1) 高校   2,26.49  3 岡村 未歩(1) 高校   2,21.89 q
ﾀｹｳﾁ ﾐｳ 篠ﾉ井 ｵｶﾑﾗ ﾐﾎ 長野東

 4 和田 恵(2) 高校   2,33.42  4 白鳥 あかり(1) 高校   2,51.61 
ﾜﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 長野 ｼﾛﾄﾘ ｱｶﾘ 飯山北･飯山

 5 富岡 沙都子(1) 高校   2,53.39  5 大島 美弥花(1) 高校   2,55.08 
ﾄﾐｵｶ ｻﾄｺ 更級農業 ｵｵｼﾏ ﾐﾐｶ 更級農業

 6 小林 あかね(2) 高校   3,01.50 和田 聖香(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾈ 長野高専 ﾜﾀﾞ ｾｲｶ 須坂園芸
角田 希(1) 高校 山本 楓(2) 高校
ｶｸﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 屋代 ﾔﾏﾓﾄ ｶｴﾃﾞ 長野西

[ 3組]

 1 村上 愛華(1) 高校   2,20.71 Q
ﾑﾗｶﾐ ｱｲｶ 長野東

 2 西本 梨花(1) 高校   2,25.24 q
ﾆｼﾓﾄ ﾘｶ 長野日大

 3 宮川 瑞穂(1) 高校   2,25.64 q
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ 長野吉田

 4 木田 沙耶(1) 高校   2,31.45 
ｷﾀﾞ ｻﾔ 松代

 5 今井 聡美(1) 高校   2,38.08 
ｲﾏｲ ｻﾄﾐ 篠ﾉ井

 6 大峽 莉奈(1) 高校   2,38.97 
ｵｵﾊﾞ ﾘﾅ 長野

 7 宍戸 萌百伽(1) 高校   2,39.02 
ｼｼﾄﾞ ﾓﾓｶ 文化学園長野

 1 樺澤 春香(2) 高校   2,18.26 
ｶﾊﾞｻﾜ ﾊﾙｶ 文化学園長野

 2 中村 智美(2) 高校   2,18.91 
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ 長野東

 3 岡村 未歩(1) 高校   2,19.52 
ｵｶﾑﾗ ﾐﾎ 長野東

 4 村上 愛華(1) 高校   2,19.55 
ﾑﾗｶﾐ ｱｲｶ 長野東

 5 前島 玲美(2) 高校   2,24.41 
ﾏｴｼﾞﾏ ﾚﾐ 長野

 6 西本 梨花(1) 高校   2,24.48 
ﾆｼﾓﾄ ﾘｶ 長野日大

 7 由井 薫(2) 高校   2,24.86 
ﾕｲ ｶｵﾙ 文化学園長野

 8 宮川 瑞穂(1) 高校   2,26.18 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ 長野吉田

女子

800m                

予選 通過基準  3組  1着 + 5 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 記録／備考
6   881 5   985

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

8  1077 6   888

3   994 7   817

7  2150 8  2149

4   814 4   600

5  1157 3   809
欠場 欠場

2  3510 2  2218
欠場

7   889

6   960

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  1078

5  2187

3   771

4  1124

2   981

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

9   888

4   889

5   985

7   881

3   994

2   771

6   817

8   960



決勝 9月12日 14:10

大会記録(GR )     4,32.63

 1 中村 智美(2) 高校   4,37.24 
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ 長野東

 2 岡村 未歩(1) 高校   4,39.69 
ｵｶﾑﾗ ﾐﾎ 長野東

 3 今井 萌(1) 高校   4,44.83 
ｲﾏｲ ﾓｴ 長野東

 4 前島 玲美(2) 高校   4,47.21 
ﾏｴｼﾞﾏ ﾚﾐ 長野

 5 宮入 唯(2) 高校   4,54.37 
ﾐﾔｲﾘ ﾕｲ 長野日大

 6 毛涯 莉歩(1) 高校   4,56.28 
ｹｶﾞｲ ﾘﾎ 長野吉田

 7 西本 梨花(1) 高校   4,56.90 
ﾆｼﾓﾄ ﾘｶ 長野日大

 8 望月 楓子(2) 高校   4,59.48 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾌｳｺ 中野立志舘

 9 臼井 夏海(1) 高校   5,09.17 
ｳｽｲ ﾅﾂﾐ 中野立志舘

10 宍戸 萌百伽(1) 高校   5,12.62 
ｼｼﾄﾞ ﾓﾓｶ 文化学園長野

11 和田 恵(2) 高校   5,14.74 
ﾜﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 長野

12 丸山 瑠璃(2) 高校   5,17.72 
ﾏﾙﾔﾏ ﾙﾘ 中野立志舘

13 竹内 美翔(1) 高校   5,19.99 
ﾀｹｳﾁ ﾐｳ 篠ﾉ井

14 山本 楓(2) 高校   5,21.83 
ﾔﾏﾓﾄ ｶｴﾃﾞ 長野西

15 今井 聡美(1) 高校   5,22.87 
ｲﾏｲ ｻﾄﾐ 篠ﾉ井

16 白鳥 あかり(1) 高校   5,42.89 
ｼﾛﾄﾘ ｱｶﾘ 飯山北･飯山

17 大島 美弥花(1) 高校   6,07.00 
ｵｵｼﾏ ﾐﾐｶ 更級農業

18 小林 あかね(2) 高校   6,08.39 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾈ 長野高専

19 富岡 沙都子(1) 高校   6,27.97 
ﾄﾐｵｶ ｻﾄｺ 更級農業
和田 聖香(2) 高校
ﾜﾀﾞ ｾｲｶ 須坂園芸

女子

1500m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   881

8   888

10   886

14   817

7   963

9   773

19   960

13   656

5   659

12   981

2   814

3   658

1  1077

18   809

15  1078

17   600

欠場

20  2149

16  3510

4  2150

11  2218



決勝 9月14日 10:30

大会記録(GR )     9,33.12

 1 久保田 里菜(2) 高校   9,41.26 
ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ 長野東

 2 塩崎 葵(2) 高校   9,41.97 
ｼｵｻﾞｷ ｱｵｲ 長野東

 3 清水 彩音(1) 高校   9,46.07 
ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾈ 長野東

 4 前島 玲美(2) 高校  10,16.76 
ﾏｴｼﾞﾏ ﾚﾐ 長野

 5 宮入 唯(2) 高校  10,26.07 
ﾐﾔｲﾘ ﾕｲ 長野日大

 6 望月 楓子(2) 高校  10,45.68 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾌｳｺ 中野立志舘

 7 臼井 夏海(1) 高校  10,58.57 
ｳｽｲ ﾅﾂﾐ 中野立志舘

 8 丸山 瑠璃(2) 高校  11,04.03 
ﾏﾙﾔﾏ ﾙﾘ 中野立志舘

 9 毛涯 莉歩(1) 高校  11,13.99 
ｹｶﾞｲ ﾘﾎ 長野吉田

10 山本 楓(2) 高校  11,24.62 
ﾔﾏﾓﾄ ｶｴﾃﾞ 長野西

11 和田 恵(2) 高校  11,26.28 
ﾜﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 長野

12 村松 莉緒(2) 高校  12,18.54 
ﾑﾗﾏﾂ ﾘｵ 長野
黒岩 真由(2) 高校
ｸﾛｲﾜ ﾏﾕ 須坂
竹内 美翔(1) 高校
ﾀｹｳﾁ ﾐｳ 篠ﾉ井

女子

3000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   876

5   878

13   885

10   817

1   963

6   656

2   659

12   658

7   773

11   809

欠場

4   814

14   816

8   735
欠場

9  1077



予選 9月12日 12:00
決勝 9月12日 13:30

大会記録(GR )       14.48

[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速 +0.7

 1 吉村 彩加(2) 高校     16.34 Q  1 荒井 里奈(2) 高校     17.42 Q
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野 ｱﾗｲ ﾘﾅ 市立長野

 2 宮﨑 綾奈(2) 高校     18.38 Q  2 坂本 かなた(1) 高校     17.87 Q
ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾔﾅ 長野高専 ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 長野西

 3 中山 寛香(1) 高校     18.42 q  3 仲條 芽映(2) 高校     17.98 q
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

 4 岡澤 希(2) 高校     18.53 q  4 南澤 明音(2) 高校     18.00 q
ｵｶｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 長野商業 ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 更級農業

 5 大井 遥(1) 高校     21.01  5 髙橋 亜衣奈(2) 高校     18.86 
ｵｵｲ ﾊﾙｶ 文化学園長野 ﾀｶﾊｼ ｱｲﾅ 長野高専
西 絢音(1) 高校  6 湯本 紗弓(2) 高校     18.94 
ﾆｼ ｱﾔﾈ 飯山北･飯山 ﾕﾓﾄ ｻﾕﾐ 須坂園芸
加納 茉弥(2) 高校 小林 奈々美(1) 高校
ｶﾉｳ ﾏﾔ 長野西 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 長野商業
福田 晴香(1) 高校
ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙｶ 長野吉田

風速 +2.2

 1 吉村 彩加(2) 高校     16.21 
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野

 2 荒井 里奈(2) 高校     17.57 
ｱﾗｲ ﾘﾅ 市立長野

 3 坂本 かなた(1) 高校     17.75 
ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 長野西

 4 南澤 明音(2) 高校     17.94 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 更級農業

 5 仲條 芽映(2) 高校     17.95 
ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ 文化学園長野

 6 岡澤 希(2) 高校     18.36 
ｵｶｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 長野商業

 7 中山 寛香(1) 高校     18.44 
ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｶ 長野東

 8 宮﨑 綾奈(2) 高校     18.48 
ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾔﾅ 長野高専

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

女子

100mH(0.840)        

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

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  2190 2   921

2  3509 1   779

6   890 5   984

4   838 4  2146

8   993 6  3508

途中棄権

5   599 7  2217
途中棄権

1   776 3   844
欠場

3   768
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  2190

6   921

4   779

9  2146

8   984

2   838

3   890

5  3509



決勝 9月13日 13:05

大会記録(GR )       59.74

 1 武村 結香(2) 高校   1,07.00 
ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ 篠ﾉ井

 2 大井 愛香(2) 高校   1,16.64 
ｵｵｲ ｱｲｶ 須坂東

 3 小林 奈々美(1) 高校   1,17.56 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 長野商業

 4 中山 寛香(1) 高校   1,19.07 
ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｶ 長野東

女子

400mH(0.762)        

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1071

3   709

4   844

2   890



決勝 9月12日 12:20

大会新  (GR )    24,14.46

 1 溝口 友己歩(2) 高校  23,53.40 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｷﾎ 長野東

 2 村松 莉緒(2) 高校  27,52.82 
ﾑﾗﾏﾂ ﾘｵ 長野

 3 川原 泰葉(1) 高校  30,06.19 
ｶﾜﾊﾗ ﾔｽﾊ 長野

 4 市川 綾華(2) 高校  30,53.55 
ｲﾁｶﾜ ｱﾔｶ 長野商業

 5 矢島 風香(1) 高校  33,56.32 
ﾔｼﾞﾏ ﾌｳｶ 長野東

 6 富岡 沙都子(1) 高校  36,30.51 
ﾄﾐｵｶ ｻﾄｺ 更級農業
大島 美弥花(1) 高校
ｵｵｼﾏ ﾐﾐｶ 更級農業
黒岩 真由(2) 高校
ｸﾛｲﾜ ﾏﾕ 須坂

女子

5000mW              

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   882

大会新
6   816

8   813

4   839

欠場

7   887

3  2150

1  2149
失格

2   735



決勝 9月14日 10:00

大会記録(GR )        1.65

岩崎 ちひろ(2) 高校
ｲﾜｻｷ ﾁﾋﾛ 長野吉田
荒井 利奈(1) 高校
ｱﾗｲ ﾘﾅ 須坂
井原 夏見(2) 高校
ｲﾊﾗ ﾅﾂﾐ 長野
西村 美希(1) 高校
ﾆｼﾑﾗ ﾐｷ 北部
岡澤 希(2) 高校
ｵｶｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 長野商業
高松 聖(1) 高校
ﾀｶﾏﾂ ﾋｼﾞﾘ 長野西
宮坂 奈緒(1) 高校
ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 長野日大
盛田 このみ(1) 高校
ﾓﾘﾀ ｺﾉﾐ 市立長野
北村 晶(2) 高校
ｷﾀﾑﾗ ｱｷ 長野商業
佐々木 はな実(1) 高校
ｻｻｷ ﾊﾅﾐ 長野清泉
宮之尾 久美(1) 高校 欠場
ﾐﾔﾉｵ ｸﾐ 文化学園長野

県大会出場決定戦

盛田 このみ(1) 高校
ﾓﾘﾀ ｺﾉﾐ 市立長野
北村 晶(2) 高校
ｷﾀﾑﾗ ｱｷ 長野商業

女子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m20 1m25 1m60 1m63 記録 備考
1 11   758

- - -

1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55

O XO O XXX  1.55

XXX  1.60

2 10   737
- - - - O

- - - O O XO

 1.45

 1.45

4 7   746
- - - O O

- O XO XXX
3 9  2188

- - -

  838
- - -

XXO XXX

XXX  1.40

 1.40

6 4   782
- - - XO O

O O XXX
5 5

 1.35

 1.40

8 1   924
- - O O XXX

- XXO XXX
7 8   955

- - -

  842
- - O

 1.35

 1.35

10 3  1025
- O O XO XXX

O XXX
8 2

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m40

6   999

記録 備考
1   924

O 1.40

2   842
X



決勝 9月13日 10:30

田中 莉佳子(2) 高校
ﾀﾅｶ  ﾘｶｺ 長野工業
小林 和可奈(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ 須坂東

2m70 2m80

女子

棒高跳(ｵｰﾌﾟﾝ)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 2m10 2m20

-

2m30 2m40 2m50 2m60
1 2   858

- -

記録 備考

 2.70

1   713
XXX

XO O O O XXX



決勝 9月12日 10:50

大会記録(GR )        5.65

小林 咲季(2) 高校    X   5.08   4.80    X   5.20   5.14    5.20 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ 長野吉田   +1.4    0.0   +0.2   -0.5    +0.2
駒村 梨奈(2) 高校   4.85    X   4.98   4.82    X   5.10    5.10 
ｺﾏﾑﾗ ﾘﾅ 篠ﾉ井   +0.5   +1.5   -0.6   -2.3    -2.3
原田 希央梨(2) 高校   4.84   4.97   4.93   4.77    X   4.94    4.97 
ﾊﾗﾀﾞ ｷｵﾘ 飯山北･飯山   +1.4   +1.3   +2.1   -1.3   +1.9    +1.3
吉村 彩加(2) 高校   4.96    -    -   4.78   4.92   4.90    4.96 
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野   +0.7   -1.7   +0.1   -0.6    +0.7
伊藤 萌花(1) 高校   3.39    X   4.69   4.36   4.67   4.64    4.69 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 長野吉田    0.0   +0.3   -0.2   +1.0   -0.1    +0.3
荒井 利奈(1) 高校   4.50   4.56   4.45   4.33   4.36   4.65    4.65 
ｱﾗｲ ﾘﾅ 須坂   -0.9   +0.9   +0.1   +0.6   +0.2   +0.1    +0.1
山岸 明紀穂(1) 高校   4.35   4.43   4.41   4.57   4.26   4.27    4.57 
ﾔﾏｷﾞｼ ｱｷﾎ 長野   -0.1   +1.2    0.0   +0.7   +1.1    0.0    +0.7
水田 晴南(2) 高校   4.45   4.30   4.51    X   4.23    X    4.51 
ﾐｽﾞﾀ ﾊﾙﾅ 長野商業   +0.6   +0.3   +0.3   +2.3    +0.3
井原 夏見(2) 高校   4.40   4.30   4.26    4.40 
ｲﾊﾗ ﾅﾂﾐ 長野   +0.6   +0.2   +0.4    +0.6
風間 ほのか(2) 高校   4.24    X   4.40    4.40 
ｶｻﾞﾏ ﾎﾉｶ 長野西    0.0   +0.2    +0.2
小野 菜摘(1) 高校   4.35    X   4.01    4.35 
ｵﾉ ﾅﾂﾐ 長野商業    0.0   +1.1     0.0
高松 聖(1) 高校   4.07   4.17   4.30    4.30 
ﾀｶﾏﾂ ﾋｼﾞﾘ 長野西   +0.4   -1.2   -0.1    -0.1
水上  凛(1) 高校   4.22   3.95   4.21    4.22 
ﾐｽﾞｶﾐ ﾘﾝ 長野清泉   -0.1   -0.1   +0.1    -0.1
渡邉 里紗(1) 高校   3.86   3.66   3.93    3.93 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻ 長野吉田   +1.6   +0.6   +1.0    +1.0
長田 明日香(1) 高校   3.93   3.70   3.72    3.93 
ｵｻﾀﾞ ｱｽｶ 長野高専   +2.9   -1.2   -0.1    +2.9

備考

女子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録
1 14   770

2 13  1073

3 12   595

4 15  2190

5 7   772

6 8   737

7 11   819

8 10   841

9 5  2188

10 9   777

11 4   843

12 3   782

15 1  3501

13 6  1021

14 2   774



決勝 9月13日 12:00

大会記録(GR )       11.41

小山 彩綺(1) 高校
ｺﾔﾏ ｻｷ 市立長野
小池 友里恵(2) 高校
ｺｲｹ ﾕﾘｴ 篠ﾉ井
上倉 由緒子(2) 高校
ｶﾐｸﾗ ﾕﾕｺ 飯山北･飯山
松本 瑞穂(2) 高校
ﾏﾂﾓﾄ ﾐｽﾞﾎ 長野東
霜村 明里(2) 高校
ｼﾓﾑﾗ ｱｶﾘ 長野西
増尾 小春(2) 高校
ﾏｽｵ ｺﾊﾙ 飯山北･飯山
竹村 美涼(1) 高校
ﾀｹﾑﾗ ﾐｽｽﾞ 長野西
矢口 聖佳(2) 高校
ﾔｸﾞﾁ ｻﾄｶ 長野吉田
山口 麻衣(1) 高校
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｲ 須坂商業
北島 未来(2) 高校
ｷﾀｼﾞﾏ ﾐｸ 文化学園長野
青木 芽依(1) 高校
ｱｵｷ ﾒｲ 須坂商業
宮之尾 久美(1) 高校 欠場
ﾐﾔﾉｵ ｸﾐ 文化学園長野

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

砲丸投(4.0kg)       

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

 8.44  9.03   X   9.03 

2 11  1072
 8.21  7.61  8.41

1 12   923
 8.76   X  8.26

 8.31  8.55  8.35   8.55 

3 10   594
 7.15  7.71  7.89  8.00  6.54  7.52   8.00 

4 9   884
 7.55  7.49  7.64  7.08  7.55  5.68   7.64 

5 4   810
 6.57  6.43  6.43  6.57  6.78  6.80   6.80 

6 7   596
 6.65  6.68  6.06  6.31  6.77  6.73   6.77 

7 6   780
 2.97  5.81  6.55  6.32  6.00  6.29   6.55 

8 1   759
 5.84  6.13  5.85  5.37  5.81  5.72   6.13 

9 5   703
 5.16  5.54  5.17   5.54 

10 2   987
 3.86  4.98  5.39   5.39 

11 3   701
 4.75  4.75  5.21   5.21 

8   999



決勝 9月14日 12:20

大会記録(GR )       37.70

小山 彩綺(1) 高校
ｺﾔﾏ ｻｷ 市立長野
平松 美音(2) 高校
ﾋﾗﾏﾂ ﾐｵ 文化学園長野
霜村 明里(2) 高校
ｼﾓﾑﾗ ｱｶﾘ 長野西
小池 友里恵(2) 高校
ｺｲｹ ﾕﾘｴ 篠ﾉ井
竹村 美涼(1) 高校
ﾀｹﾑﾗ ﾐｽｽﾞ 長野西
小橋 桜子(2) 高校
ｺﾊｼ ｻｸﾗｺ 中野西
荻野 夏帆(2) 高校
ｵｷﾞﾉ ｶﾎ 文化学園長野
増尾 小春(2) 高校
ﾏｽｵ ｺﾊﾙ 飯山北･飯山
横田 彩夏(2) 高校
ﾖｺﾀ ｱﾔｶ 長野商業
上倉 由緒子(2) 高校
ｶﾐｸﾗ ﾕﾕｺ 飯山北･飯山
北島 未来(2) 高校
ｷﾀｼﾞﾏ ﾐｸ 文化学園長野
山岸 明紀穂(1) 高校
ﾔﾏｷﾞｼ ｱｷﾎ 長野
矢口 聖佳(2) 高校
ﾔｸﾞﾁ ｻﾄｶ 長野吉田

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

円盤投(1.0kg)       

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

  X   O   O  30.48 

2 11   996
  O   O 28.85

1 13   923
30.48   O   O

29.11   O   O  29.11 

3 9   810
  X   O 27.72   O   X   O  27.72 

4 12  1072
  O 25.37   O   X   X   O  25.37 

5 6   780
  O 23.54   O   O   O 24.65  24.65 

6 8   666
24.57   O   X   X   O   O  24.57 

7 5   986
  X   O 21.21   X   O 21.84  21.84 

8 10   596
  O   O 21.61   O   O   O  21.61 

9 7   840
20.55   O   O  20.55 

10 4   594
20.21   O   O  20.21 

11 3   987
  O 17.84   O  17.84 

12 2   819
  X   O 17.03

 15.39 

 17.03 

13 1   759
  O 15.39   O



決勝 9月12日 15:00

大会記録(GR )       41.28

横田 彩夏(2) 高校
ﾖｺﾀ ｱﾔｶ 長野商業
宮﨑 綾奈(2) 高校
ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾔﾅ 長野高専
平松 美音(2) 高校
ﾋﾗﾏﾂ ﾐｵ 文化学園長野
松本 瑞穂(2) 高校
ﾏﾂﾓﾄ ﾐｽﾞﾎ 長野東
竹村 美涼(1) 高校
ﾀｹﾑﾗ ﾐｽｽﾞ 長野西
長田 明日香(1) 高校
ｵｻﾀﾞ ｱｽｶ 長野高専
盛田 このみ(1) 高校
ﾓﾘﾀ ｺﾉﾐ 市立長野
霜村 明里(2) 高校
ｼﾓﾑﾗ ｱｶﾘ 長野西
戸谷 涼乃(1) 高校
ﾄﾔ ｽｽﾞﾉ 文化学園長野
西澤 葉月(2) 高校
ﾆｼｻﾞﾜ ﾊﾂﾞｷ 長野清泉
山岸 良美(2) 高校
ﾔﾏｷﾞｼ ﾖｼﾐ 中野立志舘
越溪 純(1) 高校
ｺｼﾀﾆ ｼﾞｭﾝ 文化学園長野
内藤 夕梨香(1) 高校
ﾅｲﾄｳ ﾕﾘｶ 長野清泉
熊倉 望(1) 高校 欠場
ｸﾏｸﾗ ﾉｿﾞﾐ 松代

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

やり投(600g)        

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

  O   O   O  32.76 

2 14  3509
32.75   O   O

1 12   840
  O   O 32.76

  O   O   O  32.75 

3 13   996
  O 27.57   O   O   O 28.46  28.46 

4 10   884
  O   O 27.46   O   O   O  27.46 

5 1   780
  O   O 27.43   O   O   O  27.43 

6 6  3501
25.25   O   O   O   O 27.23  27.23 

7 7   924
  O   O 25.25   O   O 26.48  26.48 

8 3   810
26.36   O   O   O   O   O  26.36 

9 11   997
25.28   O   X   O   O   O  25.28 

10 4  1023
  O 23.82   O  23.82 

11 5   657
  O 23.49   O  23.49 

12 9   983
  O   O 23.35  23.35 

13 2  1020
  O   X  8.90   8.90 

8  1125



予選 9月12日 10:10
決勝 9月13日 13:40

大会記録(GR )       49.20

[ 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   2 長野   819 山岸 明紀穂(1)     52.50 Q  1   4 篠ﾉ井  1075 井出 さくら(2)     52.02 Q

ﾅｶﾞﾉ ﾔﾏｷﾞｼ ｱｷﾎ ｼﾉﾉｲ ｲﾃﾞ ｻｸﾗ
 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
 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
 2188 井原 夏見(2)  1073 駒村 梨奈(2)

ｲﾊﾗ ﾅﾂﾐ ｺﾏﾑﾗ ﾘﾅ
 2   3 文化学園長野   996 平松 美音(2)     52.52 Q  2   3 長野西   781 依田 恵(1)     53.05 Q

ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉ ﾋﾗﾏﾂ ﾐｵ ﾅｶﾞﾉﾆｼ ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ
  985 樺澤 春香(2)   779 坂本 かなた(1)

ｶﾊﾞｻﾜ ﾊﾙｶ ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ
  984 仲條 芽映(2)   777 風間 ほのか(2)

ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ ｶｻﾞﾏ ﾎﾉｶ
  994 由井 薫(2)   778 田川 茜(2)

ﾕｲ ｶｵﾙ ﾀｶﾞﾜ ｱｶﾈ
 3   4 長野日大  2155 春原 綾乃(2)     52.67 q  3   5 長野吉田   772 伊藤 萌花(1)     53.77 q

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ｽﾉﾊﾗ ｱﾔﾉ ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ｲﾄｳ ﾎﾉｶ
  951 加納 采弥(1)   770 小林 咲季(2)

ｶﾉｳ ｻﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ
  955 宮坂 奈緒(1)   758 岩崎 ちひろ(2)

ﾐﾔｻｶ ﾅｵ ｲﾜｻｷ ﾁﾋﾛ
 2153 山岸 南(2)   768 福田 晴香(1)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾐﾅﾐ ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙｶ
 4   6 更級農業  2146 南澤 明音(2)     58.35  4   2 飯山北･飯山   596 増尾 小春(2)     53.94 q

ｻﾗｼﾅﾉｳｷﾞｮｳ ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ ｲｲﾔﾏｷﾀ･ｲｲﾔﾏ ﾏｽｵ ｺﾊﾙ
 2150 富岡 沙都子(1)   595 原田 希央梨(2)

ﾄﾐｵｶ ｻﾄｺ ﾊﾗﾀﾞ ｷｵﾘ
 2147 内山 沙彩(2)   593 小林 奈央(2)

ｳﾁﾔﾏ ｻｱﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ
 2149 大島 美弥花(1)   599 西 絢音(1)

ｵｵｼﾏ ﾐﾐｶ ﾆｼ ｱﾔﾈ
 5   5 長野清泉  1023 西澤 葉月(2)     59.45  5   6 長野商業   843 小野 菜摘(1)     55.51 q

ﾅｶﾞﾉｾｲｾﾝ ﾆｼｻﾞﾜ ﾊﾂﾞｷ ﾅｶﾞﾉｼｮｳ ｵﾉ ﾅﾂﾐ
 1021 水上  凛(1)   842 北村 晶(2)

ﾐｽﾞｶﾐ ﾘﾝ ｷﾀﾑﾗ ｱｷ
 1024 北村 咲衣(1)   841 水田 晴南(2)

ｷﾀﾑﾗ ｻｲ ﾐｽﾞﾀ ﾊﾙﾅ
 1025 佐々木 はな実(1)   838 岡澤 希(2)

ｻｻｷ ﾊﾅﾐ ｵｶｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ
 6   7 長野高専  3501 長田 明日香(1)   1,00.24 

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ｵｻﾀﾞ ｱｽｶ
 3509 宮﨑 綾奈(2)

ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾔﾅ
 3510 小林 あかね(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾈ
 3508 髙橋 亜衣奈(2)

ﾀｶﾊｼ ｱｲﾅ

女子

4×100mR            

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 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 長野西   781 依田 恵(1)     51.52 

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   4 篠ﾉ井  1075 井出 さくら(2)     51.59 

ｼﾉﾉｲ ｲﾃﾞ ｻｸﾗ
 1071 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
 3   6 文化学園長野   996 平松 美音(2)     52.66 

ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉ ﾋﾗﾏﾂ ﾐｵ
  985 樺澤 春香(2)

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
 4   7 長野   819 山岸 明紀穂(1)     52.69 

ﾅｶﾞﾉ ﾔﾏｷﾞｼ ｱｷﾎ
 2190 吉村 彩加(2)

ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ
 2189 渡辺 ゆきの(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ
 2188 井原 夏見(2)

ｲﾊﾗ ﾅﾂﾐ
 5   8 長野日大  2155 春原 綾乃(2)     53.09 

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
 2153 山岸 南(2)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾐﾅﾐ
 6   3 飯山北･飯山   596 増尾 小春(2)     53.61 

ｲｲﾔﾏｷﾀ･ｲｲﾔﾏ ﾏｽｵ ｺﾊﾙ
  595 原田 希央梨(2)

ﾊﾗﾀﾞ ｷｵﾘ
  593 小林 奈央(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ
  599 西 絢音(1)

ﾆｼ ｱﾔﾈ
 7   9 長野吉田   772 伊藤 萌花(1)     53.80 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ｲﾄｳ ﾎﾉｶ
  770 小林 咲季(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ
  758 岩崎 ちひろ(2)

ｲﾜｻｷ ﾁﾋﾛ
  768 福田 晴香(1)

ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙｶ
 8   2 長野商業   843 小野 菜摘(1)     55.51 

ﾅｶﾞﾉｼｮｳ ｵﾉ ﾅﾂﾐ
  842 北村 晶(2)

ｷﾀﾑﾗ ｱｷ
  841 水田 晴南(2)

ﾐｽﾞﾀ ﾊﾙﾅ
  838 岡澤 希(2)

ｵｶｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ

4×100mR            
決勝

女子



決勝 9月14日 13:40

大会記録(GR )     3,54.88

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 文化学園長野   984 仲條 芽映(2)   4,12.72 

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(2)

ﾕｲ ｶｵﾙ
 2   3 長野東   881 中村 智美(2)   4,14.15 

ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼ ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ
  883 倉科 紗夏(2)

ｸﾗｼﾅ ｽｽﾞｶ
  888 岡村 未歩(1)

ｵｶﾑﾗ ﾐﾎ
  889 村上 愛華(1)

ﾑﾗｶﾐ ｱｲｶ
 3   9 長野西   781 依田 恵(1)   4,15.94 

ﾅｶﾞﾉﾆｼ ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ
  809 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   5 長野吉田   772 伊藤 萌花(1)   4,19.74 

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
  770 小林 咲季(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ
 5   8 長野  2187 大峽 莉奈(1)   4,20.22 

ﾅｶﾞﾉ ｵｵﾊﾞ ﾘﾅ
  817 前島 玲美(2)

ﾏｴｼﾞﾏ ﾚﾐ
 2188 井原 夏見(2)

ｲﾊﾗ ﾅﾂﾐ
 2189 渡辺 ゆきの(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ
 6   6 篠ﾉ井  1075 井出 さくら(2)   4,20.67 

ｼﾉﾉｲ ｲﾃﾞ ｻｸﾗ
 1077 竹内 美翔(1)

ﾀｹｳﾁ ﾐｳ
 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
 7   2 更級農業  2146 南澤 明音(2)   5,00.54 

ｻﾗｼﾅﾉｳｷﾞｮｳ ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ
 2150 富岡 沙都子(1)

ﾄﾐｵｶ ｻﾄｺ
 2147 内山 沙彩(2)

ｳﾁﾔﾏ ｻｱﾔ
 2149 大島 美弥花(1)

ｵｵｼﾏ ﾐﾐｶ
  4 長野日大

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ 欠場

女子

4×400mR            

決勝



P

月 ～ 日 開始時刻

2 0

2 0 2 0 4 4

2 0 2 0 7 1

2 0 2 0 8 2

2 0 2 0 0 3

2 0 2 0 7 3

2 0 2 0 9 2

2 0 2 0 0 6

備考　　左の欄は記録、右の欄の上は得点、下は合計得点、風向・風速を必要とする種目には必ず追・向の別と風速を記録欄に記入のこと。氏名の下には選手コード番号を入れる。

+1.3 +1.3
6 DNF DNS

平均風速 +1.3 +1.5 +1.3 +1.3

順位 1 2 3 4 5

総得点 2979 2950 2440 2319 2167 1713

第二日得点計 1063 1310 826 923 941 779

2979 2950 2440 2319 2167 1713

383456
2. 46.47

501
2. 58.06

578
3. 16.81

225
2. 50.77

８００ｍ
2. 39.92

574
2. 39.53

2405 2372 2215 1863 1666 1330
16.49

224
15.08

198やり投
13.27

165
21.60

319
16.54

225
12.03

143

1720 +0.4 1442 +0.3 1132+0.3 2240 +1.0 2053 +0.5 1990 +0.5

198376 4.07 324 3.58 216 3.49走幅跳 4.07 324 4.44 413 4.29

5 6

934

順位 1 2 3 4

第一日得点計 1916 1640 1614 1396 1226

1396 +3.3 1226 +3.3 934+3.3 1916 +3.3 1640 +3.3 1614 +3.3

256452 29.17 542 30.44 452 33.69２００ｍ 28.99 555 28.71 576 30.43

1361 1064 1162 854 774 678
5.63

248
4.86

199
DNS

砲丸投
5.86

262
6.93

331
5.38

232
4.84

198

1099 733 930 656 526 479 1115

566512
1.20

312
1.10

222
1.45

走高跳
1.45

566
1.25

359
1.30

409
1.40

+0.2 549+0.2 144 +0.2 214 +0.2 257+0.2 533 +0.2 374 +0.2 521

21.15 214 20.57 257 17.43 549１００ｍH 17.58 533 19.18 374 17.69 521 22.23 144

長野西1 文化学園長野1 文化学園長野1 長野2 文化学園長野1

吉村　彩加 宮之尾久美

種 目 長野日大1 長野西2 長野西1

氏 名 宮坂　奈緒 風間ほのか 坂本かなた 高松　聖 酒井佳菜子 大井　遥

戸谷　直喜

番号 955 777 779 782 998 993 2190 999

0 1 0 1 0
記録員

審判長 大竹　義雄

記録主任 岡村　哲郎
主催団体 北信高等学校体育連盟 競技場名 長野市営陸上競技場 コード 2

2 0 2 0 0 7陸協名 長野陸上競技協会 コード 競技会名 第133回北信高等学校陸上競技対校選手権大会 コード 1 4

種 種目コード 2 0 2

38

9 13 14 終了時刻 混成競技　記録　得点表（ 男 ・ 女 ) 混　成 7

所 
属 



決勝 9月13日  9:30

県高記録            14.28

風速 +0.2

 1 吉村 彩加(2) 高校 17.43(549)
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野

 2 宮坂 奈緒(1) 高校 17.58(533)
ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 長野日大

 3 坂本 かなた(1) 高校 17.69(521)
ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 長野西

 4 風間 ほのか(2) 高校 19.18(374)
ｶｻﾞﾏ ﾎﾉｶ 長野西

 5 大井 遥(1) 高校 20.57(257)
ｵｵｲ ﾊﾙｶ 文化学園長野

 6 酒井 佳菜子(1) 高校 21.15(214)
ｻｶｲ ｶﾅｺ 文化学園長野

 7 高松 聖(1) 高校 22.23(144)
ﾀｶﾏﾂ ﾋｼﾞﾘ 長野西
宮之尾 久美(1) 高校
ﾐﾔﾉｵ ｸﾐ 文化学園長野

9   782

2   999
欠場

4   993

6   998

3   779

7   777

8  2190

5   955

七種

100mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月13日 10:10

県高記録             1.77

宮坂 奈緒(1) 高校
ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 長野日大 (566)
吉村 彩加(2) 高校
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野 (566)
高松 聖(1) 高校
ﾀｶﾏﾂ ﾋｼﾞﾘ 長野西 (512)
坂本 かなた(1) 高校
ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 長野西 (409)
風間 ほのか(2) 高校
ｶｻﾞﾏ ﾎﾉｶ 長野西 (359)
酒井 佳菜子(1) 高校
ｻｶｲ ｶﾅｺ 文化学園長野 (312)
大井 遥(1) 高校
ｵｵｲ ﾊﾙｶ 文化学園長野 (222)
宮之尾 久美(1) 高校 欠場
ﾐﾔﾉｵ ｸﾐ 文化学園長野

 1.10

1   999

7 3   993
O O XXX

 1.20

 1.25

6 5   998
O O O XXO XXX

O O XXX
5 6   777

- - XO

O XXX  1.30

 1.40

4 2   779
- O O O XO

O O O O O XXX
3 8   782

- - O

- O - O /  1.45

XXX  1.45

2 7  2190
- - - - -

- - - - O O

1m45 1m50 記録 備考
1 4   955

- - -

1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40

七種

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m05 1m10



決勝 9月13日 13:15

県高記録            12.30

風間 ほのか(2) 高校
ｶｻﾞﾏ ﾎﾉｶ 長野西 (331)
宮坂 奈緒(1) 高校
ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 長野日大 (262)
酒井 佳菜子(1) 高校
ｻｶｲ ｶﾅｺ 文化学園長野 (248)
坂本 かなた(1) 高校
ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 長野西 (232)
大井 遥(1) 高校
ｵｵｲ ﾊﾙｶ 文化学園長野 (199)
高松 聖(1) 高校
ﾀｶﾏﾂ ﾋｼﾞﾘ 長野西 (198)
吉村 彩加(2) 高校 棄権
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野
宮之尾 久美(1) 高校 欠場
ﾐﾔﾉｵ ｸﾐ 文化学園長野

3   999

  4.84 

5  2190

  4.86 

6 4   782
 4.78   X  4.84

  5.38 

5 1   993
  X  4.53  4.86

  5.63 

4 2   779
 4.83  5.15  5.38

  5.86 

3 7   998
 5.18  5.63  5.30

  6.93 

2 8   955
 5.78  5.41  5.86

1 6   777
 6.54  6.44  6.93

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

七種

砲丸投(4.0kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月13日 14:15

県高記録            15.20

風速 +3.3

 1 風間 ほのか(2) 高校 28.71(576)
ｶｻﾞﾏ ﾎﾉｶ 長野西

 2 宮坂 奈緒(1) 高校 28.99(555)
ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 長野日大

 3 高松 聖(1) 高校 29.17(542)
ﾀｶﾏﾂ ﾋｼﾞﾘ 長野西

 4 坂本 かなた(1) 高校 30.43(452)
ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 長野西

 5 酒井 佳菜子(1) 高校 30.44(452)
ｻｶｲ ｶﾅｺ 文化学園長野

 6 大井 遥(1) 高校 33.69(256)
ｵｵｲ ﾊﾙｶ 文化学園長野
吉村 彩加(2) 高校
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野
宮之尾 久美(1) 高校
ﾐﾔﾉｵ ｸﾐ 文化学園長野

3  2190
棄権

9   999
欠場

5   998

7   993

2   782

8   779

4   777

6   955

七種

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月14日  9:30

県高記録             6.02

風間 ほのか(2) 高校   4.44   4.35   4.28    4.44 
ｶｻﾞﾏ ﾎﾉｶ 長野西   +1.0   +0.6   +0.5    +1.0 (413)
坂本 かなた(1) 高校   4.29   3.98   4.03    4.29 
ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 長野西   +0.5   -0.6   +1.3    +0.5 (376)
宮坂 奈緒(1) 高校   4.06   4.01   4.07    4.07 
ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 長野日大   -0.2   -0.1   +0.3    +0.3 (324)
高松 聖(1) 高校   4.07   3.93    -    4.07 
ﾀｶﾏﾂ ﾋｼﾞﾘ 長野西   +0.5   +0.7    +0.5 (324)
酒井 佳菜子(1) 高校   3.58    -   3.12    3.58 
ｻｶｲ ｶﾅｺ 文化学園長野   +0.4   +0.2    +0.4 (216)
大井 遥(1) 高校   3.49   3.47   3.43    3.49 
ｵｵｲ ﾊﾙｶ 文化学園長野   +0.3    0.0   +1.3    +0.3 (198)
吉村 彩加(2) 高校 欠場
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野
宮之尾 久美(1) 高校 欠場
ﾐﾔﾉｵ ｸﾐ 文化学園長野

3  2190

5   999

5 1   998

6 7   993

3 8   955

4 4   782

1 2   777

2 6   779

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

七種

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月14日 11:30

県高記録            49.44

風間 ほのか(2) 高校
ｶｻﾞﾏ ﾎﾉｶ 長野西 (319)
坂本 かなた(1) 高校
ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 長野西 (225)
酒井 佳菜子(1) 高校
ｻｶｲ ｶﾅｺ 文化学園長野 (224)
大井 遥(1) 高校
ｵｵｲ ﾊﾙｶ 文化学園長野 (198)
宮坂 奈緒(1) 高校
ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 長野日大 (165)
高松 聖(1) 高校
ﾀｶﾏﾂ ﾋｼﾞﾘ 長野西 (143)
吉村 彩加(2) 高校 欠場
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野
宮之尾 久美(1) 高校 欠場
ﾐﾔﾉｵ ｸﾐ 文化学園長野

7   999

 12.03 

1  2190

 13.27 

6 8   782
  X 12.03   X

 15.08 

5 4   955
13.27   O   X

 16.49 

4 5   993
  O   O 15.08

 16.54 

3 3   998
  O   O 16.49

 21.60 

2 6   779
  O 16.54   O

1 2   777
21.60   X   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

七種

やり投(600g)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月14日 13:15

県高記録          2,11.84

 1 風間 ほのか(2) 高校 2,39.53(578)
ｶｻﾞﾏ ﾎﾉｶ 長野西

 2 宮坂 奈緒(1) 高校 2,39.92(574)
ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 長野日大

 3 酒井 佳菜子(1) 高校 2,46.47(501)
ｻｶｲ ｶﾅｺ 文化学園長野

 4 高松 聖(1) 高校 2,50.77(456)
ﾀｶﾏﾂ ﾋｼﾞﾘ 長野西

 5 大井 遥(1) 高校 2,58.06(383)
ｵｵｲ ﾊﾙｶ 文化学園長野

 6 坂本 かなた(1) 高校 3,16.81(225)
ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 長野西

2   993

3   779

7   998

6   782

5   777

4   955

七種

800m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月12日 14:00

 1 久保田 里菜(2) 高校   4,35.36 
ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ 長野東

 2 塩崎 葵(2) 高校   4,36.02 
ｼｵｻﾞｷ ｱｵｲ 長野東

 3 清水 彩音(1) 高校   4,36.84 
ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾈ 長野東

2   885

3   876

1   878

オープン女子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月14日 10:15

 1 今井 萌(1) 高校  10,05.52 
ｲﾏｲ ﾓｴ 長野東

 2 新原 徳子(2) 高校  10,18.70 
ｼﾝﾊﾞﾗ ﾄｸｺ 長野東

 3 小林 希良莉(2) 高校  10,19.41 
ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾘ 長野東

 4 溝口 友己歩(2) 高校  11,03.19 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｷﾎ 長野東

 5 矢島 風香(1) 高校  11,04.96 
ﾔｼﾞﾏ ﾌｳｶ 長野東

 6 川原 泰葉(1) 高校  12,22.87 
ｶﾜﾊﾗ ﾔｽﾊ 長野
高木 実穂(2) 高校
ﾀｶｷﾞ ﾐﾎ 長野東

4   880
欠場

5   887

2   813

1   877

3   882

6   886

7   879

オープン女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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