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記録・情報主任： 葛城 光一 

 
■この大会で樹立された記録 

月日 種目 予・決 記録 氏名 男女 所属 従来の記録 備考 

4/25 5000mW 決勝 20分 26秒 12 青木 学 男子 長野市陸協 21分 31秒 3 (手) 大会新 
4/25 走高跳 決勝 1m72 戸谷 真理子 女子 長野吉田 AC 1m70 大会新 
4/25 200m 決勝 24秒 81 今井 沙緒里 女子 飯田病院 25秒 0 (手) 大会新 
4/25 走幅跳 決勝 7m75 深沢 宏之 男子 日大 7m53 大会新 
4/26 やり投 決勝 50m18 塩島 絵未 女子 北安曇郡陸協 49m92 大会新 
4/26 三段跳 決勝 16m05 石川 和義 男子 長野吉田 AC 15m86 大会新 
4/26 棒高跳 決勝 5m10 小山 範晃 男子 中京大 5m00 大会新 

         

■グラウンドコンディション 
4月 25日（土） 4月 26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% 

10:00 曇り 北 1.1 17.5 43.0  9:00 晴れ 北東 2.5 17.0 61.0 
11:00 晴れ 南南東 1.0 21.0 34.0 10:00 晴れ 南南東 2.1 19.5 42.0 
12:00 晴れ 南南西 0.4 21.0 34.0 11:00 晴れ 南 2.6 21.0 34.0 
13:00 晴れ 東南東 2.2 21.0 34.0 12:00 晴れ 南東 1.8 23.0 38.0 
14:00 晴れ 南西 1.7 21.5 34.0 13:00 晴れ 南東 2.0 23.0 38.0 
15:00 晴れ 南東 2.4 21.0 34.0 14:00 晴れ 南東 1.7 24.0 39.0 
16:00 晴れ 東 1.5 21.0 32.0 15:00 晴れ 東 2.9 24.0 39.0 

 



第55回長野県陸上競技春季大会　兼第58回東海陸上競技選手権大会予選 ﾄﾗｯｸ審判長 玉城良二、藤森茂幸
東日本大震災復興支援第70回国民体育大会陸上競技長野県予選会 跳躍審判長 遠山　正洋
主催：一般財団法人長野陸上競技協会 投擲審判長 上原　羊二
【開催日】 平成27年４月25日（土）26日（日） 記録主任： 葛城　光一
【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) 女  子 【競技場】県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
 4/26 女子  +1.1今井 沙緒里 12.26 金田 華実(3) 12.32 瀧澤 祐未(4) 12.46 田村 有利奈(2) 12.51 降旗 菜津美(3) 12.52 菅沼 美風(1) 12.77 小林 叶音(3) 12.82 倉科 紗夏(3) 12.93

100m 飯田病院 野沢北高 松本大 上田東高 大町高 東海大三高 豊科北中 長野東高
 4/25  -0.1今井 沙緒里 24.81 瀧澤 祐未(4) 25.22 佐藤 静香(3) 25.23 金田 華実(3) 25.86 降旗 菜津美(3) 26.24 臼井 美紅(1) 26.37 関島 友里佳(3) 26.45 樋口 虹夏(2) 26.71

200m 飯田病院 GR 松本大 新潟医福大 野沢北高 大町高 東海大三高 飯田風越高 波田中
 4/26 佐藤 静香(3) 57.06 長村 紋(3) 59.05 関島 友里佳(3) 59.40 望月 絵美(3) 59.53 村松 広捺(2) 1:00.41 相澤 はるか 1:00.78 田中 美菜(3) 1:01.38 岸田 藍(3) 1:01.53

400m 新潟医福大 松本大 飯田風越高 至学館大 松本大 中京大 木曽青峰高 上田染谷丘高
 4/25 小合 沙季(1) 2:21.45 村上愛華(2) 2:21.64 那須野 綺音(2) 2:22.09 高安 結衣(3) 2:22.81 鈴木 賀子(3) 2:25.22 赤羽 美柚(3) 2:26.05 宮川 瑞穂(2) 2:27.35

800m 新潟医福大 長野東高 大町高 鉢盛中 坂城中 松本蟻ヶ崎高 長野吉田高
 4/26 和田有菜(1) 4:39.16 久保田里菜(3) 4:39.47 前島 玲美(3) 4:40.88 清水彩音(2) 4:41.26 中村智美(3) 4:44.67 和田 真菜(2) 4:47.54 小原 茉莉(2) 4:47.72 村上愛華(2) 4:48.29

1500m 長野東高 長野東高 長野高 長野東高 長野東高 川中島中 赤穂中 長野東高
 4/25 前島 玲美(3) 10:09.03 高根 楓(3) 10:09.65 竹内 優花(2) 10:15.00 高松 いずみ(2) 10:38.60 望月楓子(3) 10:39.18 原 明香里(3) 10:39.22 伊藤 美咲(2) 10:40.28 臼井夏海(2) 10:41.35

3000m 長野高 浅科中 東海大三高 開田中 中野立志館高 松川高 伊那西高 中野立志館高
 4/26 岩波 香奈(2) 18:29.46 小林希良莉(3) 18:31.06 金曽 愛美(3) 19:55.01 佐々木 佑起(1) 20:20.30 小林 鈴華(2) 20:20.56

5000m 東女体大 長野東高 信大 松本大 塩尻志学館高
 4/26  +1.3大日方 紗愛 14.89 中澤 久美(3) 15.22 細田 真央(3) 15.25 吉村 彩加(3) 15.31 前田 花奈(2) 15.64 新井 咲(3) 16.39 田畑 真琴(3) 16.49

100mH(0.838m) 中京大 松本大 上田染谷丘高 長野高 伊那弥生ヶ丘高 松商学園高 塩尻志学館高
 4/25 細田 真央(3) 1:05.07 高橋 美由紀(4) 1:05.15 岸田 藍(3) 1:07.01 田中 美菜(3) 1:08.24 武村 結香(3) 1:08.71 田中 祐里(2) 1:10.18 高瀬 智理(2) 1:10.29 前田 花奈(2) 1:11.44

400mH(0.762m) 上田染谷丘高 東海大北海道 上田染谷丘高 木曽青峰高 篠ﾉ井高 上田西高 信大 伊那弥生ヶ丘高
 4/25 溝口友己歩(2) 24:48.60 村松 莉緒(3) 27:49.09 矢島風香(2) 28:35.04 川原 泰葉(2) 29:15.76 伊奈川 紗映(3) 31:23.90 市川 綾華(3) 31:38.62 片桐 さくら(2) 32:17.29

5000m競歩 長野東高 長野高 長野東高 長野高 飯田女子高 長野商高 飯田女子高
 4/25 戸谷 真理子 1.72 岩﨑 ちひろ(3) 1.66 小野 美紗(1) 1.63 有賀 楓子(4) 1.60 関原 ひなた(1) 1.55 島田 明奈(3) 1.55 鈴木 みのり(2) 1.55 鈴木 花音(3) 1.50

走高跳 長野吉田AC GR 長野吉田高 日女体大 新潟医福大 軽井沢A&AC 松本蟻ヶ崎高 伊那北高 松本県ヶ丘高
荒井 利奈(2)
須坂高

 4/26 江原 成美(3) 3.30 原 裕美佳(1) 2.90 宇原 萌々香(3) 田川高 2.80 郷津 樹(3) 新潟医福大 2.70 両角 茜音(3) 2.40 宮崎 希(3) 2.40
棒高跳 上田東高 清和大 加賀見 麻里(2) 下諏訪向陽高 井口 結花(3) 飯田高 諏訪清陵高 伊那弥生ヶ丘高

 4/26 市岡 奈月(2) 5.76(+2.6) 青木 亜里沙(3)5.73(+2.1) 西村 千明(3) 5.63(+1.2) 田村 有利奈(2)5.59(+2.9) 小山 綾菜(2) 5.36(+3.1) 吉村 彩加(3) 5.31(+1.4) 大日方 紗愛 5.17(+2.4) 清水 晶絵(3) 5.10(+2.8)
走幅跳 東学大 新潟医福大 伊那北高 上田東高 日女体大 長野高 中京大 小諸高

 4/25 三澤 涼子 12.33(+0.6) 栗空亜沙美(3)11.05(+1.6) 西澤 香 10.57(+2.0) 酒井 珠良(3) 9.92(+1.6) 伊藤 絵夢(3) 9.80(+0.5) 奥島 彩葉(3) 9.58(+0.9)
三段跳 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 木曽青峰高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 上伊那農高 長峰中 松商学園高

 4/26 佐藤 芹香(3) 11.53 永井 琴美(3) 10.86 細井 友香(2) 10.25 巾 こと美(3) 10.24 小山 彩綺(2) 9.61 下村 芽生(3) 9.31 藤本 優佳(3) 9.12 岩下 早紀(2) 8.92
砲丸投 佐久長聖高 上田東高 伊那西高 王滝中 市立長野高 木曽青峰高 王滝中 松商学園高

 4/25 竹入 愛彩美(3) 36.76 新津 まり菜(1) 33.06 柄澤 真野(2) 32.36 平松 美音(3) 31.04 小山 彩綺(2) 30.32 永井 琴美(3) 29.35 細井 友香(2) 28.27 宮下 彩奈(2) 27.47
円盤投 上伊那農高 信大 信大 文化学園長野高 市立長野高 上田東高 伊那西高 東御清翔高

 4/25 黒岩 美怜(2) 44.33 佐藤 芹香(3) 35.33 平松 美音(3) 33.67 北原 遥香(2) 30.53
ﾊﾝﾏｰ投 筑波大 佐久長聖高 文化学園長野高 上伊那農高

 4/26 塩島 絵未 50.18 井口 華穂(2) 49.15 濱 麗(2) 41.10 佐藤 芹香(3) 37.01 佐伯 悠里香(2) 36.95 下村 芽生(3) 36.40 宮﨑 綾奈(3) 33.66 横田 彩夏(3) 32.36
やり投 北安曇郡陸協 GR 新潟医福大 東女体大 佐久長聖高 信大 木曽青峰高 長野高専 長野商高

 4/25 松本大       49.83 野沢北高       50.40 伊那弥生ヶ丘高      50.66 松商学園高       50.74 豊科北中       50.86 木曽青峰高       51.67 飯田風越高       51.84 長野西高       51.94
4×100m 長村 紋(3) 関 沙紀穂(3) 久保村 玲衣(3) 湯本 珠実(1) 下里 あかり(3) 木田村 美央(1) 稲垣 汐里(3) 依田 恵(2)

瀧澤 祐未(4) 金田 華実(3) 橋爪 郁未(3) 西村 佳菜子(2) 深澤 由惟(3) 安田 若菜(3) 関島 友里佳(3) 加納 茉弥(3)
村松 広捺(2) 土屋 なつみ(3) 樋口 由葵(3) 小林 彩七(2) 齊藤 雅(3) 畑 美織(3) 菅沼 真洸(3) 風間 ほのか(3)
中澤 久美(3) 酒井 菜月(2) 中山 美奈(3) 児玉 奈美(2) 小林 叶音(3) 田中 美菜(3) 上澤 美波(3) 田川 茜(3)

 4/26 松本大     4:00.09 飯田風越高     4:06.64 伊那弥生ヶ丘高    4:07.82 文化学園長野高    4:12.61 鉢盛中     4:14.08 木曽青峰高     4:14.55 上田染谷丘高    4:15.73 篠ﾉ井高     4:17.42
4×400m 長村 紋(3) 吉川 夏鈴(3) 橋爪 郁未(3) 仲條 芽映(3) 倉沢 真奈(2) 畑 美織(3) 田川 綺菜(3) 竹内 美翔(2)

中澤 久美(3) 菅沼 真洸(3) 久保村 玲衣(3) 樺澤 春香(3) 中村 朱里(3) 胡桃澤 佑衣(3) 岸田 藍(3) 武村 結香(3)
村松 広捺(2) 稲垣 汐里(3) 樋口 由葵(3) 戸谷 涼乃(2) 上條 のあ(3) 木田村 美央(1) 宮下 あかね(2) 井出 さくら(3)
瀧澤 祐未(4) 関島 友里佳(3) 中山 美奈(3) 由井 薫(3) 高安 結衣(3) 田中 美菜(3) 堀内 槙乃(3) 中村 理彩(2)



予選 4月26日  9:45
準決勝 4月26日 12:55
決勝 4月26日 15:05

大会記録(GR)                    11.86 宮澤　有紀                   富山大           2014        

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 +2.6

 1 南澤 明音(3)     13.00 Q  1 今井 沙緒里     12.12 Q
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 更級農高 ｲﾏｲ  ｻｵﾘ 飯田病院

 2 北澤 奈々美(3)     13.15 Q  2 永原 朱夏(3)     12.96 Q
ｷﾀｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 新潟医福大 ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ 信濃中

 3 樋口 由葵(3)     13.24 Q  3 前澤 朱音(3)     13.03 Q
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 伊那弥生ヶ丘高 ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 創造学園高

 4 中西 保乃花(3)     13.25  4 伯耆原 由花(3)     13.09 
ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ 大町高 ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 伊那西高

 5 内川 未久(2)     13.26  5 宮澤 歩(3)     13.10 
ｳﾁｶﾜ ﾐｸ 小谷中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 箕輪中

 6 斉藤 静花(1)     13.55  6 久保村 玲衣(3)     13.17 
ｻｲﾄｳｼｽﾞｶ 松本蟻ヶ崎高 ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ 伊那弥生ヶ丘高

 7 榊原 南実(3)     13.55  7 駒村 梨奈(3)     13.37 
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ 信大 ｺﾏﾑﾗ ﾘﾅ 篠ﾉ井高

 8 梅垣 琴音(3)     13.59  8 安田 三奈美(1)     13.85 
ｳﾒｶﾞｷ ｺﾄﾈ 諏訪清陵高 ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 豊科高
小林 奈央(3)  9 萩原 楓(1)     14.08 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 飯山北･飯山高 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｴﾃﾞ 松本大

[ 3組] 風速 +1.9 [ 4組] 風速 +2.4

 1 菅沼 美風(1)     12.54 Q  1 倉科 紗夏(3)     12.71 Q
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 東海大三高 ｸﾗｼﾅ ｽｽﾞｶ 長野東高

 2 柳沢 華歩(2)     12.80 Q  2 熊谷 香織     12.75 Q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾎ 上田西高 ｸﾏｶﾞｲ ｶｵﾘ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 3 德武 瑠夏(2)     13.15 Q  3 西村 千明(3)     12.82 Q
ﾄｸﾀｹ ﾙﾅ 堀金中 ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 伊那北高

 3 中山 美奈(3)     13.15 Q  4 上條 渓(3)     13.22 
ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ 伊那弥生ヶ丘高 ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ 創造学園高

 5 御子柴 優花(1)     13.16  5 仲條 芽映(3)     13.36 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 豊科高 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ 文化学園長野高

 6 廣瀬 澄玲(2)     13.21  6 中村 晴香(3)     13.46 
ﾋﾛｾｽﾐﾚ 諏訪二葉高 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ 東北中

 7 小林 葉月(3)     13.51  7 原田 希央梨(3)     13.55 
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾊﾂﾞｷ 御代田中 ﾊﾗﾀﾞ ｷｵﾘ 飯山北･飯山高

 8 土屋 かなめ(1)     14.46  8 湯本 珠実(1)     13.56 
ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 岩村田高 ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 松商学園高
山田 花菜(2)
ﾀﾏﾀﾞ ｶﾅ 諏訪清陵高

[ 5組] 風速 +1.9 [ 6組] 風速 +1.3

 1 田村 有利奈(2)     12.54 Q  1 降旗 菜津美(3)     12.56 Q
ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 上田東高 ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町高

 2 樋口 虹夏(2)     12.75 Q  2 小林 叶音(3)     12.77 Q
ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ 波田中 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 豊科北中

 3 木村 凌(1)     13.12 Q  3 唐澤 花実(2)     12.90 Q
ｷﾑﾗﾘｮｳ 松本蟻ヶ崎高 ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 赤穂中

 4 深澤 由惟(3)     13.22  4 橋爪 郁未(3)     13.06 
ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ 豊科北中 ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ 伊那弥生ヶ丘高

 5 友田 有紀(2)     13.38  5 家苗  蒔(3)     13.18 
ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 伊那東部中 ｶﾅｴ  ﾏｷ 松川高

 6 牧元 美沙(2)     13.48  6 斉藤 楓花(3)     13.42 
ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 豊科高 ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ 波田中

 7 渡辺 ゆきの(3)     13.82  7 山崎 萌々子(3)     13.53 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ 長野高 ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 中野平中
齊藤 陽向(3)  8 今井 希生(3)     13.64 
ｻｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 望月AC ｲﾏｲ ｷｷ 辰野中
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



[ 7組] 風速 +2.0 [ 8組] 風速 +1.2

 1 瀧澤 祐未(4)     12.59 Q  1 金田 華実(3)     12.46 Q
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松本大 ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 野沢北高

 2 加納 采弥(2)     12.94 Q  2 西村 佳菜子(2)     13.15 Q
ｶﾉｳ ｻﾔ 長野日大高 ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 松商学園高

 3 田村 純菜(2)     13.16 Q  3 齊藤 雅(3)     13.22 Q
ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 坂城中 ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 豊科北中

 4 一由 恵利佳(3)     13.26  4 徳竹 美友(3)     13.26 
ｲﾁﾖｼ ｴﾘｶ 裾花中 ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ 下諏訪中

 5 児玉 奈美(2)     13.62  5 金井 梨里(3)     13.31 
ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 松商学園高 ｶﾅｲ ﾘﾘ 上田染谷丘高

 6 青柳 里央(1)     13.64  6 木田村 美央(1)     13.41 
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ 豊科高 ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ 木曽青峰高

 7 白石 舞(1)     13.83  7 酒井 夢実(3)     13.57 
ｼﾗｲｼ  ﾏｲ 上田西高 ｻｶｲ ﾕﾒﾐ 小諸東中
加納 茉弥(3)  8 金森 佑奈(3)     13.60 
ｶﾉｳ ﾏﾔ 長野西高 ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 南箕輪中

[ 1組] 風速 +1.9 [ 2組] 風速 +0.3

 1 田村 有利奈(2)     12.34 Q  1 金田 華実(3)     12.32 Q
ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 上田東高 ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 野沢北高

 2 菅沼 美風(1)     12.48 Q  2 降旗 菜津美(3)     12.50 Q
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 東海大三高 ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町高

 3 熊谷 香織     12.71  3 小林 叶音(3)     12.70 q
ｸﾏｶﾞｲ ｶｵﾘ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 豊科北中

 4 樋口 虹夏(2)     12.74  4 西村 千明(3)     12.81 
ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ 波田中 ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 伊那北高

 5 北澤 奈々美(3)     12.97  5 南澤 明音(3)     12.99 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 新潟医福大 ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 更級農高

 6 西村 佳菜子(2)     12.97  6 永原 朱夏(3)     13.09 
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 松商学園高 ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ 信濃中

 7 德武 瑠夏(2)     13.03  7 田村 純菜(2)     13.18 
ﾄｸﾀｹ ﾙﾅ 堀金中 ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 坂城中

 8 中山 美奈(3)     13.16  8 木村 凌(1)     13.29 
ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ 伊那弥生ヶ丘高 ｷﾑﾗﾘｮｳ 松本蟻ヶ崎高

[ 3組] 風速 +1.4

 1 今井 沙緒里     12.13 Q
ｲﾏｲ  ｻｵﾘ 飯田病院

 2 瀧澤 祐未(4)     12.33 Q
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松本大

 3 倉科 紗夏(3)     12.68 q
ｸﾗｼﾅ ｽｽﾞｶ 長野東高

 4 加納 采弥(2)     12.79 
ｶﾉｳ ｻﾔ 長野日大高

 5 柳沢 華歩(2)     12.85 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾎ 上田西高

 6 唐澤 花実(2)     12.87 
ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 赤穂中

 7 前澤 朱音(3)     12.98 
ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 創造学園高

 8 齊藤 雅(3)     13.10 
ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 豊科北中

 9 樋口 由葵(3)     13.10 
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 伊那弥生ヶ丘高
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女子

100m



風速 +1.1

 1 今井 沙緒里     12.26 
ｲﾏｲ  ｻｵﾘ 飯田病院

 2 金田 華実(3)     12.32 
ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 野沢北高

 3 瀧澤 祐未(4)     12.46 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松本大

 4 田村 有利奈(2)     12.51 
ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 上田東高

 5 降旗 菜津美(3)     12.52 
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町高

 6 菅沼 美風(1)     12.77 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 東海大三高

 7 小林 叶音(3)     12.82 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 豊科北中

 8 倉科 紗夏(3)     12.93 
ｸﾗｼﾅ ｽｽﾞｶ 長野東高
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女子

100m
決勝



予選 4月25日 11:20
決勝 4月25日 15:05

大会記録(GR)                    25.00 山内　範子                   体育センター     1981        

[ 1組] 風速 -1.3 [ 2組] 風速 +0.4

 1 臼井 美紅(1)     26.29 Q  1 佐藤 静香(3)     25.27 Q
ｳｽｲ ﾐｸ 東海大三高 ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 新潟医福大

 2 加納 茉弥(3)     26.61  2 樋口 虹夏(2)     26.24 q
ｶﾉｳ ﾏﾔ 長野西高 ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ 波田中

 3 唐澤 花実(2)     26.90  3 長村 紋(3)     26.33 
ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 赤穂中 ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 松本大

 4 倉科 紗夏(3)     27.46  4 中村 理彩(2)     27.54 
ｸﾗｼﾅ ｽｽﾞｶ 長野東高 ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ 篠ﾉ井高

 5 金森 佑奈(3)     27.68  5 樋口 由葵(3)     27.64 
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 南箕輪中 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 伊那弥生ヶ丘高

 6 伯耆原 由花(3)     27.68  6 高橋 うらら(1)     28.14 
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 伊那西高 ﾀｶﾊｼ ｳﾗﾗ 上田西高

 7 橋爪 郁未(3)     27.78  7 木村 凌(1)     28.49 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ 伊那弥生ヶ丘高 ｷﾑﾗﾘｮｳ 松本蟻ヶ崎高

 8 相澤 ななみ(3)     28.14 榊原 南実(3)
ｱｲｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 市立長野高 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ 信大

[ 3組] 風速 +1.1 [ 4組] 風速 +2.4

 1 瀧澤 祐未(4)     26.04 Q  1 金田 華実(3)     25.88 Q
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松本大 ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 野沢北高

 2 降旗 菜津美(3)     26.32 q  2 小山 綾菜(2)     27.30 
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町高 ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 日女体大

 3 永原 朱夏(3)     27.23  3 菅沼 真洸(3)     27.40 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ 信濃中 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 飯田風越高

 4 中山 美奈(3)     27.24  4 田村 純菜(2)     27.44 
ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ 伊那弥生ヶ丘高 ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 坂城中

 5 柳沢 華歩(2)     27.40  5 関 日菜子(3)     27.86 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾎ 上田西高 ｾｷ ﾋﾅｺ 更北中

 6 前澤 朱音(3)     28.00  6 小林 葉月(3)     28.45 
ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 創造学園高 ｺﾊﾞﾔｼ  ﾊﾂﾞｷ 御代田中

 7 金井 梨里(3)     28.42  7 土屋 かなめ(1)     30.80 
ｶﾅｲ ﾘﾘ 上田染谷丘高 ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 岩村田高

 8 安田 三奈美(1)     29.03 小林 奈央(3)
ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 豊科高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 飯山北･飯山高

[ 5組] 風速 +1.8 [ 6組] 風速 +1.1

 1 今井 沙緒里     25.03 Q  1 関島 友里佳(3)     26.38 Q
ｲﾏｲ  ｻｵﾘ 飯田病院 ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ 飯田風越高

 2 酒井 菜月(2)     27.09  2 望月 絵美(3)     26.44 
ｻｶｲ ﾅﾂｷ 野沢北高 ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ 至学館大

 3 家苗  蒔(3)     27.51  3 田村 有利奈(2)     26.47 
ｶﾅｴ  ﾏｷ 松川高 ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 上田東高

 4 西村 佳菜子(2)     27.53  4 田川 茜(3)     27.20 
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 松商学園高 ﾀｶﾞﾜ ｱｶﾈ 長野西高

 5 斉藤 静花(1)     27.96  5 上原 千夏(2)     27.75 
ｻｲﾄｳｼｽﾞｶ 松本蟻ヶ崎高 ｳｴﾊﾗ  ﾁﾅﾂ 松川高

 6 畑 美織(3)     28.07  6 牧元 美沙(2)     27.93 
ﾊﾀ ﾐｵﾘ 木曽青峰高 ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 豊科高

 7 御子柴 優花(1)     29.70  7 山崎 萌々子(3)     28.03 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 豊科高 ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 中野平中
齊藤 陽向(3)  8 齋藤 由佳(3)     28.25 
ｻｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 望月AC ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高陵中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
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風速 -0.1

 1 今井 沙緒里     24.81 
ｲﾏｲ  ｻｵﾘ 飯田病院

 2 瀧澤 祐未(4)     25.22 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松本大

 3 佐藤 静香(3)     25.23 
ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 新潟医福大

 4 金田 華実(3)     25.86 
ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 野沢北高

 5 降旗 菜津美(3)     26.24 
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町高

 6 臼井 美紅(1)     26.37 
ｳｽｲ ﾐｸ 東海大三高

 7 関島 友里佳(3)     26.45 
ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ 飯田風越高

 8 樋口 虹夏(2)     26.71 
ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ 波田中

女子

200m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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予選 4月26日 11:10
決勝 4月26日 14:30

大会記録(GR)                    56.83 佐藤　静香                   新潟医福大       2014        

[ 1組] [ 2組]

 1 関島 友里佳(3)     59.62 Q  1 長村 紋(3)     59.42 Q
ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ 飯田風越高 ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 松本大

 2 田中 美菜(3)   1:01.09 q  2 相澤 はるか   1:00.30 q
ﾀﾅｶ ﾐﾅ 木曽青峰高 ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 中京大

 3 酒井 菜月(2)   1:01.48  3 岸田 藍(3)   1:01.05 q
ｻｶｲ ﾅﾂｷ 野沢北高 ｷｼﾀﾞ ｱｲ 上田染谷丘高

 4 臼井 美紅(1)   1:01.59  4 梅垣 琴音(3)   1:01.73 
ｳｽｲ ﾐｸ 東海大三高 ｳﾒｶﾞｷ ｺﾄﾈ 諏訪清陵高

 5 木田 沙耶(2)   1:02.12  5 橋爪 郁未(3)   1:03.20 
ｷﾀﾞ ｻﾔ 松代高 ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ 伊那弥生ヶ丘高

 6 由井 薫(3)   1:03.49  6 吉川 夏鈴(3)   1:03.93 
ﾕｲ ｶｵﾙ 文化学園長野高 ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ 飯田風越高

 7 中村 理彩(2)   1:04.27  7 武井 優奈(3)   1:04.29 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ 篠ﾉ井高 ﾀｹｲ ﾕｳﾅ 伊那北高

 8 久保村 玲衣(3)   1:05.40  8 田川 茜(3)   1:05.70 
ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ 伊那弥生ヶ丘高 ﾀｶﾞﾜ ｱｶﾈ 長野西高

[ 3組] [ 4組]

 1 望月 絵美(3)     59.73 Q  1 佐藤 静香(3)     57.50 Q
ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ 至学館大 ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 新潟医福大

 2 樺澤 春香(3)   1:01.16  2 村松 広捺(2)   1:00.89 q
ｶﾊﾞｻﾜ ﾊﾙｶ 文化学園長野高 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ 松本大

 3 中山 美奈(3)   1:01.80  3 武村 結香(3)   1:01.32 
ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ 伊那弥生ヶ丘高 ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ 篠ﾉ井高

 4 上原 千夏(2)   1:02.16  4 中西 保乃花(3)   1:01.88 
ｳｴﾊﾗ  ﾁﾅﾂ 松川高 ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ 大町高

 5 伯耆原 由花(3)   1:03.94  5 金森 佑奈(3)   1:02.96 
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 伊那西高 ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 南箕輪中

 6 渡辺 恵衣(2)   1:04.33  6 髙木 聡美(3)   1:04.80 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｲ 岩村田高 ﾀｶｷﾞ ｻﾄﾐ 下諏訪向陽高

 7 菅沼 真洸(3)   1:04.57 土屋 なつみ(3)
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 飯田風越高 ﾂﾁﾔ ﾅﾂﾐ 野沢北高
倉沢 果歩(2)
ｸﾗｻﾜ ｶﾎ 松商学園高

 1 佐藤 静香(3)     57.06 
ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 新潟医福大

 2 長村 紋(3)     59.05 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 松本大

 3 関島 友里佳(3)     59.40 
ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ 飯田風越高

 4 望月 絵美(3)     59.53 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ 至学館大

 5 村松 広捺(2)   1:00.41 
ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ 松本大

 6 相澤 はるか   1:00.78 
ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 中京大

 7 田中 美菜(3)   1:01.38 
ﾀﾅｶ ﾐﾅ 木曽青峰高

 8 岸田 藍(3)   1:01.53 
ｷｼﾀﾞ ｱｲ 上田染谷丘高
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予選 4月25日 12:15
決勝 4月25日 15:15

大会記録(GR)                  2:11.25 山本 瑞                      中大             2014        

[ 1組] [ 2組]

 1 宮川 瑞穂(2)   2:21.53 Q  1 那須野 綺音(2)   2:18.07 Q
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ 長野吉田高 ﾅｽﾉ ｱﾔﾈ 大町高

 2 臼田 彩花(3)   2:23.62 q  2 村上愛華(2)   2:18.44 q
ｳｽﾀﾞ  ｻﾔｶ 下諏訪中 ﾑﾗｶﾐｱｲｶ 長野東高

 3 中村智美(3)   2:26.16  3 樺澤 春香(3)   2:24.02 
ﾅｶﾑﾗﾄﾓﾐ 長野東高 ｶﾊﾞｻﾜ ﾊﾙｶ 文化学園長野高

 4 唐澤 七瀬(3)   2:31.02  4 田川 綺菜(3)   2:25.16 
ｶﾗｻﾜ ﾅﾅｾ 箕輪中 ﾀｶﾞﾜ ｱﾔﾅ 上田染谷丘高

 5 寺島 菜穂(3)   2:33.22  5 渡辺 恵衣(2)   2:32.43 
ﾃﾗｼﾏ ﾅﾎ 諏訪清陵高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｲ 岩村田高

 6 一ﾉ瀬 菜月(2)   2:34.82  6 長谷川美波(3)   2:36.70 
ｲﾁﾉｾ ﾅﾂｷ 松本深志高 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ 飯田高

 7 竹内 美翔(2)   2:38.93  7 梅村  菜々子(3)   2:40.21 
ﾀｹｳﾁ ﾐｳ 篠ﾉ井高 ｳﾒﾑﾗ ﾅﾅｺ 御代田中
赤羽 純美玲(2) 篠塚 香里(1)
ｱｶﾊﾈ ｽﾐﾚ 松商学園高 ｼﾉﾂﾞｶ ｶｵﾘ 須坂東高

[ 3組] [ 4組]

 1 高安 結衣(3)   2:23.80 Q  1 小合 沙季(1)   2:19.79 Q
ﾀｶﾔｽ ﾕｲ 鉢盛中 ｵｺﾞｳ ｻｷ 新潟医福大

 2 宮島 志保美(2)   2:23.89  2 鈴木 賀子(3)   2:19.92 q
ﾋﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 信大 ｽｽﾞｷ ｶｺ 坂城中

 3 毛涯 莉歩(2)   2:25.32  3 赤羽 美柚(3)   2:21.96 q
ｹｶﾞｲ ﾘﾎ 長野吉田高 ｱｶﾊﾈﾐﾕ 松本蟻ヶ崎高

 4 由井 薫(3)   2:30.07  4 木田 沙耶(2)   2:26.61 
ﾕｲ ｶｵﾙ 文化学園長野高 ｷﾀﾞ ｻﾔ 松代高

 5 清水口 愛(3)   2:34.61  5 胡桃澤 佑衣(3)   2:27.73 
ｼﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱｲ 丸子修学館高 ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾕｲ 木曽青峰高

 6 小澤 真樹(3)   2:35.98  6 武井 優奈(3)   2:29.43 
ｵｻﾞﾜ ﾏｷ 堀金中 ﾀｹｲ ﾕｳﾅ 伊那北高
市沢 日菜(3)  7 小塩 早紀(3)   2:35.85 
ｲﾁｻﾞﾜ ﾋﾅ 飯田高 ｺｼｵ ｻｷ 伊那弥生ヶ丘高
岡村未歩(2)
ｵｶﾑﾗﾐﾎ 長野東高

 1 小合 沙季(1)   2:21.45 
ｵｺﾞｳ ｻｷ 新潟医福大

 2 村上愛華(2)   2:21.64 
ﾑﾗｶﾐｱｲｶ 長野東高

 3 那須野 綺音(2)   2:22.09 
ﾅｽﾉ ｱﾔﾈ 大町高

 4 高安 結衣(3)   2:22.81 
ﾀｶﾔｽ ﾕｲ 鉢盛中

 5 鈴木 賀子(3)   2:25.22 
ｽｽﾞｷ ｶｺ 坂城中

 6 赤羽 美柚(3)   2:26.05 
ｱｶﾊﾈﾐﾕ 松本蟻ヶ崎高

 7 宮川 瑞穂(2)   2:27.35 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ 長野吉田高
臼田 彩花(3)
ｳｽﾀﾞ  ｻﾔｶ 下諏訪中
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予選 4月26日 10:30
決勝 4月26日 15:20

大会記録(GR)                  4:37.60 和田　有菜                   川中島中         2014        

[ 1組] [ 2組]

 1 和田有菜(1)   4:47.62 Q  1 清水彩音(2)   4:46.84 Q
ﾜﾀﾞﾕﾅ 長野東高 ｼﾐｽﾞｱﾔﾈ 長野東高

 2 久保田里菜(3)   4:48.38 Q  2 前島 玲美(3)   4:47.22 Q
ｸﾎﾞﾀﾘﾅ 長野東高 ﾏｴｼﾞﾏ ﾚﾐ 長野高

 3 中村智美(3)   4:49.15 Q  3 村上愛華(2)   4:47.83 Q
ﾅｶﾑﾗﾄﾓﾐ 長野東高 ﾑﾗｶﾐｱｲｶ 長野東高

 4 臼田 彩花(3)   4:49.78 Q  4 宮澤 美裕(2)   4:49.74 Q
ｳｽﾀﾞ  ｻﾔｶ 下諏訪中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾕ 川中島中

 5 和田 真菜(2)   4:49.86 q  5 宮島 志保美(2)   4:52.88 q
ﾜﾀﾞ ﾏﾅ 川中島中 ﾋﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 信大

 6 赤羽 美柚(3)   4:51.39 q  6 田中 杏子(2)   5:00.71 
ｱｶﾊﾈﾐﾕ 松本蟻ヶ崎高 ﾀﾅｶｷｮｳｺ 諏訪二葉高

 7 小原 茉莉(2)   4:51.87 q  7 原 明香里(3)   5:06.94 
ｺﾊﾗ ﾏﾂﾘ 赤穂中 ﾊﾗ  ｱｶﾘ 松川高

 8 和田 帆香(2)   5:00.70  8 浦野 友里(1)   5:16.39 
ﾜﾀﾞ ﾎﾉｶ 川中島中 ｳﾗﾉ ﾕｳﾘ 伊那西高

 9 下島 梨紗(3)   5:05.87  9 小塩 早紀(3)   5:24.42 
ｼﾓｼﾞﾏ ﾘｻ 駒ヶ根東中 ｺｼｵ ｻｷ 伊那弥生ヶ丘高

10 田川 綺菜(3)   5:06.99 10 梅村  菜々子(3)   5:24.81 
ﾀｶﾞﾜ ｱﾔﾅ 上田染谷丘高 ｳﾒﾑﾗ ﾅﾅｺ 御代田中

11 神戸 麻衣(3)   5:13.29 11 小出 千夏(3)   5:39.25 
ｺﾞｳﾄﾞﾏｲ 諏訪二葉高 ｺｲﾃﾞ ﾁﾅﾂ 駒ヶ根東中

12 竹内 ほのか(2)   5:14.76 蛭田 杏(3)
ﾀｹｳﾁ ﾎﾉｶ 戸倉上山田中 ﾋﾙﾀ ｱﾝ 鉢盛中

13 清水口 愛(3)   5:28.45 塩崎葵(3)
ｼﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱｲ 丸子修学館高 ｼｵｻﾞｷｱｵｲ 長野東高

14 長見 京華(3)   5:31.48 小合 沙季(1)
ｵｻﾐ ｷｮｳｶ 駒ヶ根東中 ｵｺﾞｳ ｻｷ 新潟医福大
今井萌(2) 岡村未歩(2)
ｲﾏｲﾓｴ 長野東高 ｵｶﾑﾗﾐﾎ 長野東高
高安 結衣(3) 竹村 瑞香(2)
ﾀｶﾔｽ ﾕｲ 鉢盛中 ﾀｹﾑﾗ ﾐｽﾞｶ 東海大三高
伊藤 美咲(2) 内田 梨湖(1)
ｲﾄｳ ﾐｻｷ 伊那西高 ｳﾁﾀﾞ ﾘｺ 上田西高

 1 和田有菜(1)   4:39.16 
ﾜﾀﾞﾕﾅ 長野東高

 2 久保田里菜(3)   4:39.47 
ｸﾎﾞﾀﾘﾅ 長野東高

 3 前島 玲美(3)   4:40.88 
ﾏｴｼﾞﾏ ﾚﾐ 長野高

 4 清水彩音(2)   4:41.26 
ｼﾐｽﾞｱﾔﾈ 長野東高

 5 中村智美(3)   4:44.67 
ﾅｶﾑﾗﾄﾓﾐ 長野東高

 6 和田 真菜(2)   4:47.54 
ﾜﾀﾞ ﾏﾅ 川中島中

 7 小原 茉莉(2)   4:47.72 
ｺﾊﾗ ﾏﾂﾘ 赤穂中

 8 村上愛華(2)   4:48.29 
ﾑﾗｶﾐｱｲｶ 長野東高

 9 宮島 志保美(2)   4:51.53 
ﾋﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 信大

10 赤羽 美柚(3)   4:52.87 
ｱｶﾊﾈﾐﾕ 松本蟻ヶ崎高

11 臼田 彩花(3)   4:55.10 
ｳｽﾀﾞ  ｻﾔｶ 下諏訪中

12 宮澤 美裕(2)   4:57.23 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾕ 川中島中
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決勝 4月25日 12:00

大会記録(GR)                  9:35.00 湯澤 ほのか                  長野東高         2012        

 1 前島 玲美(3)  10:09.03 
ﾏｴｼﾞﾏ ﾚﾐ 長野高

 2 高根 楓(3)  10:09.65 
ﾀｶﾈ ｶｴﾃﾞ 浅科中

 3 竹内 優花(2)  10:15.00 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｶ 東海大三高

 4 高松 いずみ(2)  10:38.60 
ﾀｶﾏﾂ ｲｽﾞﾐ 開田中

 5 望月楓子(3)  10:39.18 
ﾓﾁﾂﾞｷﾌｳｺ 中野立志館高

 6 原 明香里(3)  10:39.22 
ﾊﾗ  ｱｶﾘ 松川高

 7 伊藤 美咲(2)  10:40.28 
ｲﾄｳ ﾐｻｷ 伊那西高

 8 臼井夏海(2)  10:41.35 
ｳｽｲﾅﾂﾐ 中野立志館高

 9 蛭田 杏(3)  11:11.71 
ﾋﾙﾀ ｱﾝ 鉢盛中
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決勝 4月26日 13:20

大会記録(GR)                 16:36.59 小田切亜希                   長野東高         2007        

 1 岩波 香奈(2)  18:29.46 
ｲﾜﾅﾐ  ｶﾅ 東女体大

 2 小林希良莉(3)  18:31.06 
ｺﾊﾞﾔｼｷﾗﾘ 長野東高

 3 金曽 愛美(3)  19:55.01 
ｶﾈｿ ﾒｸﾞﾐ 信大

 4 佐々木 佑起(1)  20:20.30 
ｻｻｷ ﾕｷ 松本大

 5 小林 鈴華(2)  20:20.56 
ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞｶ 塩尻志学館高
新原徳子(3)
ｼﾝﾊﾞﾗﾄｸｺ 長野東高
赤井 麗佳(1)
ｱｶｲ ﾚｲｶ 松本大

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  7090

5   877

女子

5000m

決勝

順

2  9006

7  1598

4  9015

6  9007
欠場

1   879
欠場



予選 4月26日 12:15
決勝 4月26日 14:45

大会記録(GR)                    14.40 茂木多美江                   小諸高教         1979        

[ 1組] 風速 +2.1 [ 2組] 風速 +1.2

 1 大日方 紗愛     14.81 Q  1 中澤 久美(3)     15.39 Q
ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ 中京大 ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ 松本大

 2 細田 真央(3)     14.99 Q  2 安田 若菜(3)     16.11 Q
ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘高 ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 木曽青峰高

 3 新井 咲(3)     16.10 q  3 田畑 真琴(3)     16.53 q
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園高 ﾀﾊﾞﾀ ﾏｺﾄ 塩尻志学館高

 4 田中 祐里(2)     16.62  4 向山 ひより(3)     16.63 
ﾀﾅｶ  ﾕｳﾘ 上田西高 ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 上伊那農高

 5 坂本 かなた(2)     17.12  5 松田 華歩(1)     17.05 
ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 長野西高 ﾏﾂﾀ ｶﾎ 岩村田高

 6 渡邉 希(3)     17.79  6 荒井 里奈(3)     17.53 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 小諸高 ｱﾗｲ ﾘﾅ 市立長野高

 7 中里 未央(1)     18.59  7 南澤 明音(3)     18.70 
ﾅｶｻﾞﾄ ﾐｵ 須坂高 ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 更級農高

[ 3組] 風速 +0.4

 1 吉村 彩加(3)     15.52 Q
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野高

 2 前田 花奈(2)     15.77 Q
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那弥生ヶ丘高

 3 宮澤 希(1)     16.85 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 伊那北高

 4 中村 日菜子(3)     16.88 
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅｺ 諏訪清陵高

 5 高橋 うらら(1)     17.60 
ﾀｶﾊｼ ｳﾗﾗ 上田西高

 6 清水 晶絵(3)     18.00 
ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ 小諸高
蟹澤 佑夏(3)
ｶﾆｻﾜ ﾕｶ 松本県ヶ丘高

風速 +1.3

 1 大日方 紗愛     14.89 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ 中京大

 2 中澤 久美(3)     15.22 
ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ 松本大

 3 細田 真央(3)     15.25 
ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘高

 4 吉村 彩加(3)     15.31 
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野高

 5 前田 花奈(2)     15.64 
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那弥生ヶ丘高

 6 新井 咲(3)     16.39 
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園高

 7 田畑 真琴(3)     16.49 
ﾀﾊﾞﾀ ﾏｺﾄ 塩尻志学館高
安田 若菜(3)
ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 木曽青峰高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

女子

100mH(0.838m)

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

6  1455

所属名 記録／備考
5  9034

2   779

3  1916

8  1537

2  2146

7  1342

4   738

順 ﾚｰﾝ No.

3  1605

5  1271

7  1589

氏  名 所属名 記録／備考
4  9010

8   921

6   236

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  2190

2   296

7    78

8  1535

6   273

欠場

決勝

3  1350

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

5  1803

6  9010

所属名 記録／備考
7  9034

8   296

5  1455

4  2190

9  1589
棄権

3  1916

2  1605



予選 4月25日 10:45
決勝 4月25日 14:45

大会記録(GR)                  1:00.12 瀧澤　彩                     慶應大           2013        

[ 1組] [ 2組]

 1 高橋 美由紀(4)   1:05.51 Q  1 細田 真央(3)   1:08.00 Q
ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｷ 東海大北海道 ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘高

 2 岸田 藍(3)   1:06.39 Q  2 田中 美菜(3)   1:08.19 Q
ｷｼﾀﾞ ｱｲ 上田染谷丘高 ﾀﾅｶ ﾐﾅ 木曽青峰高

 3 田中 祐里(2)   1:09.25 Q  3 武村 結香(3)   1:08.77 Q
ﾀﾅｶ  ﾕｳﾘ 上田西高 ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ 篠ﾉ井高

 4 前田 花奈(2)   1:09.33 q  4 高瀬 智理(2)   1:09.64 q
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那弥生ヶ丘高 ﾀｶｾ ﾁｻﾄ 信大

 5 中西 保乃花(3)   1:09.67  5 竹内優香   1:12.97 
ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ 大町高 ﾀｹｳﾁﾕｳｶ DreamAC

 6 長谷川 未来(2)   1:13.82  6 住友 佐耶佳(2)   1:14.51 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 赤穂高 ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ 野沢北高

 7 樋屋 彩(2)   1:15.12  7 中村 日菜子(3)   1:15.00 
ﾋｵｸ ｱﾔ 伊那北高 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅｺ 諏訪清陵高

 8 渡邉 希(3)   1:16.58 田畑 真琴(3)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 小諸高 ﾀﾊﾞﾀ ﾏｺﾄ 塩尻志学館高
森本 紀乃(3)
ﾓﾘﾓﾄｷﾉ 諏訪二葉高

 1 細田 真央(3)   1:05.07 
ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘高

 2 高橋 美由紀(4)   1:05.15 
ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｷ 東海大北海道

 3 岸田 藍(3)   1:07.01 
ｷｼﾀﾞ ｱｲ 上田染谷丘高

 4 田中 美菜(3)   1:08.24 
ﾀﾅｶ ﾐﾅ 木曽青峰高

 5 武村 結香(3)   1:08.71 
ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ 篠ﾉ井高

 6 田中 祐里(2)   1:10.18 
ﾀﾅｶ  ﾕｳﾘ 上田西高

 7 高瀬 智理(2)   1:10.29 
ﾀｶｾ ﾁｻﾄ 信大

 8 前田 花奈(2)   1:11.44 
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那弥生ヶ丘高

3  9016

2   296

8  1071

9  1537

6  1453

7  1586

4  1455

5  9036

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  1605
欠場

決勝

6    93
欠場

2  1233

3    78

7  9016

9  9000

4  1586

5  1071

記録／備考
6  1455

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名順

1  1342

8   344

2   288

7  1691

4  1537

9   296

記録／備考
5  9036

3  1453

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



決勝 4月25日 10:00

大会記録(GR)                 23:25.60 鳥羽　詩織                   長野東高         2009        

 1 溝口友己歩(2)  24:48.60 
ﾐｿﾞｸﾞﾁﾕｷﾎ 長野東高

 2 村松 莉緒(3)  27:49.09 
ﾑﾗﾏﾂ ﾘｵ 長野高

 3 矢島風香(2)  28:35.04 
ﾔｼﾞﾏﾌｳｶ 長野東高

 4 川原 泰葉(2)  29:15.76 
ｶﾜﾊﾗ ﾔｽﾊ 長野高

 5 伊奈川 紗映(3)  31:23.90 
ｲﾅｶﾞﾜ ｻｴ 飯田女子高

 6 市川 綾華(3)  31:38.62 
ｲﾁｶﾜ ｱﾔｶ 長野商高

 7 片桐 さくら(2)  32:17.29 
ｶﾀｷﾞﾘ ｻｸﾗ 飯田女子高
大和 千秋
ﾔﾏﾄ  ﾁｱｷ 飯田病院 欠場

37   436

30  9041

35   421

34   839

36   887

33   813

31   882

32   816

女子

5000m競歩

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 4月25日 13:15
決勝 4月25日 16:10

大会記録(GR)                    48.00 県選抜                       長野県           1983        

[ 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(3)     49.39 Q  1   7 松商学園高  1940 湯本 珠実(1)     50.66 Q

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｵｻﾑﾗ ｱﾔ ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ
 9009 瀧澤 祐未(4)  1923 西村 佳菜子(2)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ
 9008 村松 広捺(2)  1938 小林 彩七(2)

ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾅ
 9010 中澤 久美(3)  1936 児玉 奈美(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ
 2   5 裾花中  5718 竹節 愛莉(3)     51.98  2   5 豊科高  1993 青柳 里央(1)     52.40 

ｽｿﾊﾞﾅ ﾀｹﾌｼ ｱｲﾘ ﾄﾖｼﾅｺｳ ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ
 5710 伊藤 綾香(2)  2009 牧元 美沙(2)

ｲﾄｳ ｱﾔｶ ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ
 5720 根橋 佑奈(3)  1991 御子柴 優花(1)

ﾈﾊﾞｼ ﾕｳﾅ ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ
 5727 一由 恵利佳(3)  1992 安田 三奈美(1)

ｲﾁﾖｼ ｴﾘｶ ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ
 3   2 市立長野高   925 太田 杏優(1)     52.81  3   6 諏訪清陵高  2047 長澤  妙(2)     52.79 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ｵｵﾀ ｱﾕ ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ
  926 堀田 莉紗(1)    80 梅垣 琴音(3)

ﾎｯﾀ ﾘｻ ｳﾒｶﾞｷ ｺﾄﾈ
  921 荒井 里奈(3)  2048 唐澤 季里(2)

ｱﾗｲ ﾘﾅ ｶﾗｻﾜ ｷﾘ
  919 相澤 ななみ(3)    78 中村 日菜子(3)

ｱｲｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅｺ
 4   7 信濃中  5247 山岸 萌香(2)     53.30  4   8 大町高  1691 中西 保乃花(3)     54.08 

ｼﾅﾉﾁｭｳ ﾔﾏｷﾞｼ ﾓｴｶ ｵｵﾏﾁｺｳ ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ
 5243 加藤 依蕗(3)  1690 降旗 菜津美(3)

ｶﾄｳ ｲﾌﾞｷ ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ
 5241 吉村 萌湧(3)  1692 曽根原 可菜(2)

ﾖｼﾑﾗ ﾓﾕ ｿﾈﾊﾗ ｶﾅ
 5244 永原 朱夏(3)  1695 胡桃 沙紀(1)

ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ ｸﾙﾐ ｻｷ
 5   8 飯田高陵中  8435 小西 英瑠真(2)     55.55  5   4 飯田高   409 三浦 遥果(3)     54.37 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｺﾆｼ ｴﾙﾏ ｲｲﾀﾞｺｳ ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ
 8419 北原 沙希(3)   406 井口 結花(3)

ｷﾀﾊﾗ ｻｷ ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶ
 8420 牧内 麗(3)   415 三澤 葵(2)

ﾏｷｳﾁ ﾚｲ ﾐｻﾜ ｱｵｲ
 8429 寺澤 瞳子(2)   420 市沢 日菜(3)

ﾃﾗｻﾜ ﾄｳｺ ｲﾁｻﾞﾜ ﾋﾅ
 6   9 信明中  7010 小林 加奈(2)     57.17  6   9 小諸高  1342 渡邉 希(3)     54.67 

ｼﾝﾒｲﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ ｺﾓﾛｺｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ
 7014 山田 好恵(2)  1350 清水 晶絵(3)

ﾔﾏﾀﾞ ｺﾉｴ ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ
 7013 濱 綾華(2)  1332 小林 結衣子(1)

ﾊﾏ ｱﾔｶ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲｺ
 7009 古畑 茉緒(3)  1331 新田 美月(1)

ﾌﾙﾊﾀ ﾏｵ ﾆｯﾀ ﾐﾂﾞｷ
 7   1 旭町中  7065 藤井 若菜(2)     57.29  7   2 上田第四中  4657 南正覚 史乃(2)     56.56 

ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ ﾌｼﾞｲ ﾜｶﾅ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝﾁｭｳ ﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｸ ｼﾉ
 7055 内田 佑香(3)  4653 児玉 菜緒(2)

ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｶ ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ
 7056 川澄 茉乃(3)  4646 宮越 菜緒(3)

ｶﾜｽﾐ ﾏﾉ ﾐﾔｺｼ ﾅｵ
 7058 中田 萌(3)  4650 宮下 結菜(3)

ﾅｶﾀ ﾓｴ ﾐﾔｼﾀ ﾕｲﾅ
  3 塩尻志学館高  1610 萩原 詳子(1)  8   3 附属松本中  7461 手賀 向日葵(3)     57.09 

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝｺｳ ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｮｳｺ 失格 ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ ﾃｶﾞﾋﾏﾘ
 1611 樋口 莉緒花(1) R1(2-3)  7463 寺島 千加(3)

ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ ﾃﾗｼﾏ ﾁｶ
 1604 荒井 葵凪(1)  7488 添田 聖良(2)

ｱﾗｲ ｷﾅｷﾞ ｿｴﾀﾞ ｾｲﾗ
 1605 田畑 真琴(3)  7469 寺島 風美花(2)

ﾀﾊﾞﾀ ﾏｺﾄ ﾃﾗｼﾏ ﾌﾐｶ
  6 篠ﾉ井高  1075 井出 さくら(3)

ｼﾉﾉｲｺｳ ｲﾃﾞ ｻｸﾗ 失格
 1071 武村 結香(3) R1(3-4)

ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ
 1076 中村 理彩(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ
 1073 駒村 梨奈(3)

ｺﾏﾑﾗ ﾘﾅ

女子

4×100m

予選 通過基準  6組  1着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組] [ 4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 伊那弥生ヶ丘高   310 久保村 玲衣(3)     50.37 Q  1   4 木曽青峰高  1565 木田村 美央(1)     51.22 Q

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ ｷｿｾｲﾎｳ ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ
  314 橋爪 郁未(3)  1589 安田 若菜(3)

ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ
  311 樋口 由葵(3)  1588 畑 美織(3)

ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ ﾊﾀ ﾐｵﾘ
  312 中山 美奈(3)  1586 田中 美菜(3)

ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ ﾀﾅｶ ﾐﾅ
 2   7 飯田風越高   461 稲垣 汐里(3)     51.43 q  2   6 波田中  7384 中沢 楓香(3)     51.77 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｲﾅｶﾞｷ ｼｵﾘ ﾊﾀﾁｭｳ ﾅｶｻﾞﾜ ﾌｳｶ
  462 関島 友里佳(3)  7385 斉藤 楓花(3)

ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ
  460 菅沼 真洸(3)  7386 三田 尚果(3)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ ﾐﾀ ﾅｵｶ
  459 上澤 美波(3)  7388 樋口 虹夏(2)

ｶﾐｻﾜ ﾐﾅﾐ ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ
 3   3 松本蟻ヶ崎高  1864 村山 奈菜(3)     51.85  3   5 伊那北高   288 樋屋 彩(2)     51.94 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷｺｳ ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅ ｲﾅｷﾀｺｳ ﾋｵｸ ｱﾔ
 1877 木村 凌(1)   287 鈴木 みのり(2)

ｷﾑﾗﾘｮｳ ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ
 1876 斉藤 静花(1)   273 宮澤 希(1)

ｻｲﾄｳｼｽﾞｶ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ
 1873 中野美智恵(3)   268 西村 千明(3)

ﾅｶﾉﾐﾁｴ ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ
 4   6 長野高   819 山岸 明紀穂(2)     53.85  4   7 文化学園長野高   996 平松 美音(3)     52.35 

ﾅｶﾞﾉｺｳ ﾔﾏｷﾞｼ ｱｷﾎ ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉｺｳ ﾋﾗﾏﾂ ﾐｵ
 2189 渡辺 ゆきの(3)   985 樺澤 春香(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ ｶﾊﾞｻﾜ ﾊﾙｶ
 2188 井原 夏見(3)   984 仲條 芽映(3)

ｲﾊﾗ ﾅﾂﾐ ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ
 2190 吉村 彩加(3)   994 由井 薫(3)

ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ ﾕｲ ｶｵﾙ
 5   8 清水中  6956 宮本 真花(2)     56.20  5   2 赤穂中  8226 戸枝 星(3)     53.34 

ｼﾐｽﾞﾁｭｳ ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅｶ ｱｶﾎﾁｭｳ ﾄｴﾀﾞ ｱｶﾘ
 6949 佐々木 彩花(3)  8237 唐澤 花実(2)

ｻｻｷ ｱﾔｶ ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ
 6945 古閑 美咲(3)  8231 久保村 優衣(3)

ｺｶﾞ ﾐｻｷ ｸﾎﾞﾑﾗ ﾕｲ
 6954 麻原 優花(2)  8232 倉田 亜美(3)

ｱｻﾊﾗ ﾕｳｶ ｸﾗﾀ ｱﾐ
 6   2 丘中  6466 有田 芽生(2)     58.22  6   8 更北中  5994 倉石 夏美(3)     55.19 

ｵｶﾁｭｳ ｱﾘﾀ ﾒｲ ｺｳﾎｸﾁｭｳ ｸﾗｲｼ ﾅﾂﾐ
 6467 古田 愛美(2)  6003 栗原 和奈(2)

ﾌﾙﾀ ﾏﾅﾐ ｸﾘﾊﾗ ｶﾅ
 6463 植木 みずは(2)  5996 西澤 早紀(3)

ｳｴｷ ﾐｽﾞﾊ ﾆｼｻﾞﾜ ｻｷ
 6465 三木 彩夏(2)  5988 関 日菜子(3)

ﾐｷ ｻﾔｶ ｾｷ ﾋﾅｺ
  4 上伊那農高  7   9 須坂東高   713 小林 和可奈(3)     55.82 

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ 欠場 ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ
  718 寺島 美香子(2)

ﾃﾗｼﾏ ﾐｶｺ
  709 大井 愛香(3)

ｵｵｲ ｱｲｶ
  720 熊井 美桜(1)

ｸﾏｲ ﾐｵ
  9 伊那西高   3 鉢盛中  7431 蛭田 杏(3)

ｲﾅﾆｼｺｳ 欠場 ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ﾋﾙﾀ ｱﾝ 欠場
 7429 中村 朱里(3)

ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ
 7436 倉沢 真奈(2)

ｸﾗｻﾜﾏﾅ
 7432 上條 のあ(3)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ

女子

4×100m



[ 5組] [ 6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 豊科北中  6645 下里 あかり(3)     50.85 Q  1   5 野沢北高  1228 関 沙紀穂(3)     50.20 Q

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ｼﾓｻﾄ ｱｶﾘ ﾉｻﾞﾜｷﾀｺｳ ｾｷ ｻｷﾎ
 6643 深澤 由惟(3)  1227 金田 華実(3)

ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ
 6642 齊藤 雅(3)  1229 土屋 なつみ(3)

ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ ﾂﾁﾔ ﾅﾂﾐ
 6641 小林 叶音(3)  1232 酒井 菜月(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ ｻｶｲ ﾅﾂｷ
 2   4 上田染谷丘高  1456 堀内 槙乃(3)     52.01  2   7 長野西高   781 依田 恵(2)     51.18 q

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ﾎﾘｳﾁ ﾏｷﾉ ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ
 1454 金井 梨里(3)   776 加納 茉弥(3)

ｶﾅｲ ﾘﾘ ｶﾉｳ ﾏﾔ
 1453 岸田 藍(3)   777 風間 ほのか(3)

ｷｼﾀﾞ ｱｲ ｶｻﾞﾏ ﾎﾉｶ
 1455 細田 真央(3)   778 田川 茜(3)

ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ ﾀｶﾞﾜ ｱｶﾈ
 3   3 箕輪中  8022 加藤 ほのか(2)     53.49  3   8 創造学園高  1983 栁瀬 舞(3)     52.60 

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ｶﾄｳ ﾎﾉｶ ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾔﾅｾ ﾏｲ
 8010 宮澤 歩(3)  1981 上條 渓(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ
 8009 久保田 梨奈(3)  1982 前澤 朱音(3)

ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ
 8018 林 知世(2)  1984 村山 陽菜(3)

ﾊﾔｼ ﾁｾ ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ
 4   6 下諏訪向陽高   124 宮本 菜央(2)     54.40  4   6 小諸東中  4288 加部 菜花(3)     53.14 

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｶﾍﾞ ﾅﾉｶ
  121 髙木 聡美(3)  4287 酒井 夢実(3)

ﾀｶｷﾞ ｻﾄﾐ ｻｶｲ ﾕﾒﾐ
  122 柘植 みなみ(3)  4295 横須賀 玲奈(2)

ﾂｹ ﾞﾐﾅﾐ ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ
  123 加賀見 麻里(2)  4286 土屋 さくら(3)

ｶｶﾞﾐ ﾏﾘ ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ
 5   8 松本深志高  1788 東本 真実(2)     56.42  5   4 信大  9016 高瀬 智理(2)     53.89 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾏﾐ ｼﾝﾀﾞｲ ﾀｶｾ ﾁｻﾄ
 1790 百瀬 真梨(2)  9019 榊原 南実(3)

ﾓﾓｾ ﾏﾘ ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ
 1789 矢島 由衣(2)  9022 中曽根 沙耶(2)

ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ ﾅｶｿﾈ ｻﾔ
 1780 田中 志野(2)  9021 多田 遥(2)

ﾀﾅｶ ｼﾉ ﾀﾀﾞ ﾊﾙｶ
 6   9 塩尻広陵中  6473 小林 若菜(3)     58.42  6   2 松本県ヶ丘高  1806 山田 紋花(3)     54.06 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ
 6470 太田 聡恵(3)  1803 蟹澤 佑夏(3)

ｵｵﾀ ｻﾄｴ ｶﾆｻﾜ ﾕｶ
 6472 松尾 美羽(3)  1805 鈴木 花音(3)

ﾏﾂｵ ﾐｳ ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ
 6471 鹿崎 さくら(3)  1811 髙波 舞(2)

ｼｶｻﾞｷ ｻｸﾗ ﾀｶﾅﾐ ﾏｲ
  7 上田西高  1536 白石 舞(1)  7   9 明科高  2013 丸山 優花(1)   1:00.12 

ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ｼﾗｲｼ  ﾏｲ 失格 ｱｶｼﾅｺｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｶ
 1534 柳沢 華歩(2) R1(1-2)  2019 沖中 香澄(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾎ ｵｷﾅｶ ｶｽﾐ
 1537 田中 祐里(2)  2011 山崎 由莉奈(2)

ﾀﾅｶ  ﾕｳﾘ ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾘﾅ
 1535 高橋 うらら(1)  2018 宮澤 裕子(3)

ﾀｶﾊｼ ｳﾗﾗ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｺ
  2 飯山北･飯山高   3 浅間中  4139 荒井 奈々実(2)

ｲｲﾔﾏｷﾀ･ｲｲﾔﾏｺｳ 欠場 ｱｻﾏﾁｭｳ ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 失格
 4131 秋山 咲花(3) R1(2-3)

ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ
 4141 土屋 うらら(2)

ﾂﾁﾔ ｳﾗﾗ
 4135 鈴木 風香(3)

ｽｽﾞｷ ﾌｳｶ

女子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 松本大  9011 長村 紋(3)     49.83 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｵｻﾑﾗ ｱﾔ
 9009 瀧澤 祐未(4)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ
 9008 村松 広捺(2)

ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ
 9010 中澤 久美(3)

ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ
 2   5 野沢北高  1228 関 沙紀穂(3)     50.40 

ﾉｻﾞﾜｷﾀｺｳ ｾｷ ｻｷﾎ
 1227 金田 華実(3)

ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ
 1229 土屋 なつみ(3)

ﾂﾁﾔ ﾅﾂﾐ
 1232 酒井 菜月(2)

ｻｶｲ ﾅﾂｷ
 3   4 伊那弥生ヶ丘高   310 久保村 玲衣(3)     50.66 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ
  314 橋爪 郁未(3)

ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ
  311 樋口 由葵(3)

ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ
  312 中山 美奈(3)

ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ
 4   7 松商学園高  1940 湯本 珠実(1)     50.74 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ
 1923 西村 佳菜子(2)

ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ
 1938 小林 彩七(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾅ
 1936 児玉 奈美(2)

ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ
 5   8 豊科北中  6645 下里 あかり(3)     50.86 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ｼﾓｻﾄ ｱｶﾘ
 6643 深澤 由惟(3)

ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ
 6642 齊藤 雅(3)

ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ
 6641 小林 叶音(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ
 6   9 木曽青峰高  1565 木田村 美央(1)     51.67 

ｷｿｾｲﾎｳ ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ
 1589 安田 若菜(3)

ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ
 1588 畑 美織(3)

ﾊﾀ ﾐｵﾘ
 1586 田中 美菜(3)

ﾀﾅｶ ﾐﾅ
 7   2 飯田風越高   461 稲垣 汐里(3)     51.84 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｲﾅｶﾞｷ ｼｵﾘ
  462 関島 友里佳(3)

ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ
  460 菅沼 真洸(3)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
  459 上澤 美波(3)

ｶﾐｻﾜ ﾐﾅﾐ
 8   3 長野西高   781 依田 恵(2)     51.94 

ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ
  776 加納 茉弥(3)

ｶﾉｳ ﾏﾔ
  777 風間 ほのか(3)

ｶｻﾞﾏ ﾎﾉｶ
  778 田川 茜(3)

ﾀｶﾞﾜ ｱｶﾈ

女子

4×100m
決勝



予選 4月26日  9:00
決勝 4月26日 15:40

大会記録(GR)                  3:59.90 長野吉田高                   長野吉田高       2013        

[ 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 飯田風越高   463 吉川 夏鈴(3)   4:13.65 Q  1   7 上田染谷丘高  1457 田川 綺菜(3)   4:10.13 Q

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ﾀｶﾞﾜ ｱﾔﾅ
  460 菅沼 真洸(3)  1455 細田 真央(3)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ
  461 稲垣 汐里(3)  1458 宮下 あかね(2)

ｲﾅｶﾞｷ ｼｵﾘ ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ
  462 関島 友里佳(3)  1453 岸田 藍(3)

ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ ｷｼﾀﾞ ｱｲ
 2   6 篠ﾉ井高  1077 竹内 美翔(2)   4:19.65 Q  2   4 文化学園長野高   984 仲條 芽映(3)   4:13.51 Q

ｼﾉﾉｲｺｳ ﾀｹｳﾁ ﾐｳ 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
 1076 中村 理彩(2)   985 樺澤 春香(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ ｶﾊﾞｻﾜ ﾊﾙｶ
 1075 井出 さくら(3)   997 戸谷 涼乃(2)

ｲﾃﾞ ｻｸﾗ ﾄﾔ ｽｽﾞﾉ
 1071 武村 結香(3)   994 由井 薫(3)

ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ ﾕｲ ｶｵﾙ
 3   4 長野西高   782 高松 聖(2)   4:26.04  3   5 木曽青峰高  1588 畑 美織(3)   4:14.79 q

ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ ﾀｶﾏﾂ ﾋｼﾞﾘ ｷｿｾｲﾎｳ ﾊﾀ ﾐｵﾘ
  781 依田 恵(2)  1587 胡桃澤 佑衣(3)

ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾕｲ
  778 田川 茜(3)  1589 安田 若菜(3)

ﾀｶﾞﾜ ｱｶﾈ ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ
  809 山本 楓  1586 田中 美菜(3)

ﾔﾏﾓﾄ ｶｴﾃﾞ ﾀﾅｶ ﾐﾅ
 4   9 大町高  1691 中西 保乃花(3)   4:26.56  4   6 松本蟻ヶ崎高  1868 丸山 千花(3)   4:20.38 

ｵｵﾏﾁｺｳ ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷｺｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾁｶ
 1694 那須野 綺音(2)  1866 土屋 帆南(3)

ﾅｽﾉ ｱﾔﾈ ﾂﾁﾔﾎﾅﾐ
 1693 丸山 瑞稀(2)  1862 小澤 美紀(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾐｽﾞｷ ｵｻﾞﾜ ﾐｷ
 1692 曽根原 可菜(2)  1873 中野美智恵(3)

ｿﾈﾊﾗ ｶﾅ ﾅｶﾉﾐﾁｴ
 5   8 創造学園高  1984 村山 陽菜(3)   4:57.36  5   8 長野吉田高   771 宮川 瑞穂(2)   4:21.07 

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ
 1982 前澤 朱音(3)   773 毛涯 莉歩(2)

ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ ｹｶﾞｲ ﾘﾎ
 1985 塚田 知香(2)   772 伊藤 萌花(2)

ﾂｶﾀﾞ ﾁｶ ｲﾄｳ ﾎﾉｶ
 1987 堤 向日葵(1)   774 渡邉 理紗(2)

ﾂﾂﾐ ﾋﾏｱﾘ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻ
  2 松商学園高  6   9 下諏訪向陽高   124 宮本 菜央(2)   4:23.45 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ 欠場 ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ
  121 髙木 聡美(3)

ﾀｶｷﾞ ｻﾄﾐ
  123 加賀見 麻里(2)

ｶｶﾞﾐ ﾏﾘ
  122 柘植 みなみ(3)

ﾂｹ ﾞﾐﾅﾐ
  3 上田西高  7   2 須坂東高   718 寺島 美香子(2)   4:35.22 

ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ 欠場 ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼｺｳ ﾃﾗｼﾏ ﾐｶｺ
  709 大井 愛香(3)

ｵｵｲ ｱｲｶ
  713 小林 和可奈(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ
  720 熊井 美桜(1)

ｸﾏｲ ﾐｵ
  5 野沢北高   3 諏訪清陵高

ﾉｻﾞﾜｷﾀｺｳ 欠場 ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ 欠場

女子

4×400m

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



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 松本大  9011 長村 紋(3)   4:01.63 Q

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｵｻﾑﾗ ｱﾔ
 9010 中澤 久美(3)

ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ
 9008 村松 広捺(2)

ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ
 9009 瀧澤 祐未(4)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ
 2   5 伊那弥生ヶ丘高   314 橋爪 郁未(3)   4:05.87 Q

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ
  310 久保村 玲衣(3)

ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ
  311 樋口 由葵(3)

ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ
  312 中山 美奈(3)

ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ
 3   7 鉢盛中  7432 上條 のあ(3)   4:12.76 q

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ
 7429 中村 朱里(3)

ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ
 7431 蛭田 杏(3)

ﾋﾙﾀ ｱﾝ
 7430 高安 結衣(3)

ﾀｶﾔｽ ﾕｲ
 4   3 伊那北高   288 樋屋 彩(2)   4:21.22 

ｲﾅｷﾀｺｳ ﾋｵｸ ｱﾔ
  271 武井 優奈(3)

ﾀｹｲ ﾕｳﾅ
  272 河野 恵理子(2)

ｺｳﾉ ｴﾘｺ
  269 垣内 夕(3)

ｶｷｳﾁ ﾕｳ
 5   2 長野高  2187 大峽 莉奈(2)   4:22.57 

ﾅｶﾞﾉｺｳ ｵｵﾊﾞ ﾘﾅ
 2190 吉村 彩加(3)

ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ
  817 前島 玲美(3)

ﾏｴｼﾞﾏ ﾚﾐ
 2189 渡辺 ゆきの(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ
 6   8 飯田高   409 三浦 遥果(3)   4:24.31 

ｲｲﾀﾞｺｳ ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ
  407 長谷川美波(3)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ
  420 市沢 日菜(3)

ｲﾁｻﾞﾜ ﾋﾅ
  406 井口 結花(3)

ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶ
  6 信大

ｼﾝﾀﾞｲ 欠場

女子

4×400m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 松本大  9011 長村 紋(3)   4:00.09 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｵｻﾑﾗ ｱﾔ
 9010 中澤 久美(3)

ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ
 9008 村松 広捺(2)

ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ
 9009 瀧澤 祐未(4)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ
 2   6 飯田風越高   463 吉川 夏鈴(3)   4:06.64 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ
  460 菅沼 真洸(3)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
  461 稲垣 汐里(3)

ｲﾅｶﾞｷ ｼｵﾘ
  462 関島 友里佳(3)

ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ
 3   7 伊那弥生ヶ丘高   314 橋爪 郁未(3)   4:07.82 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ
  310 久保村 玲衣(3)

ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ
  311 樋口 由葵(3)

ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ
  312 中山 美奈(3)

ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ
 4   9 文化学園長野高   984 仲條 芽映(3)   4:12.61 

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(3)

ｶﾊﾞｻﾜ ﾊﾙｶ
  997 戸谷 涼乃(2)

ﾄﾔ ｽｽﾞﾉ
  994 由井 薫(3)

ﾕｲ ｶｵﾙ
 5   3 鉢盛中  7436 倉沢 真奈(2)   4:14.08 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｸﾗｻﾜﾏﾅ
 7429 中村 朱里(3)

ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ
 7432 上條 のあ(3)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ
 7430 高安 結衣(3)

ﾀｶﾔｽ ﾕｲ
 6   2 木曽青峰高  1588 畑 美織(3)   4:14.55 

ｷｿｾｲﾎｳ ﾊﾀ ﾐｵﾘ
 1587 胡桃澤 佑衣(3)

ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾕｲ
 1565 木田村 美央(1)

ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ
 1586 田中 美菜(3)

ﾀﾅｶ ﾐﾅ
 7   5 上田染谷丘高  1457 田川 綺菜(3)   4:15.73 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ﾀｶﾞﾜ ｱﾔﾅ
 1453 岸田 藍(3)

ｷｼﾀﾞ ｱｲ
 1458 宮下 あかね(2)

ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ
 1456 堀内 槙乃(3)

ﾎﾘｳﾁ ﾏｷﾉ
 8   8 篠ﾉ井高  1077 竹内 美翔(2)   4:17.42 

ｼﾉﾉｲｺｳ ﾀｹｳﾁ ﾐｳ
 1071 武村 結香(3)

ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ
 1075 井出 さくら(3)

ｲﾃﾞ ｻｸﾗ
 1076 中村 理彩(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ

決勝

女子

4×400m



決勝 4月25日 13:00

大会記録(GR)                     1.70 上原久美恵                   岡谷東高         1977        
小島　昌子                   伊那弥生ヶ丘高   1977        
戸谷 真理子                  飯田市陸協       2014        

戸谷 真理子 大会新
ﾄﾔ ﾏﾘｺ 長野吉田AC
岩﨑 ちひろ(3)
ｲﾜｻｷ ﾁﾋﾛ 長野吉田高
小野 美紗(1)
ｵﾉ ﾐｻ 日女体大
有賀 楓子(4)
ｱﾙｶﾞ ﾌｳｺ 新潟医福大
関原 ひなた(1)
ｾｷﾊﾗ ﾋﾅﾀ 軽井沢A&AC
島田 明奈(3)
ｼﾏﾀﾞｱｷﾅ 松本蟻ヶ崎高
鈴木 みのり(2)
ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ 伊那北高
鈴木 花音(3)
ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ 松本県ヶ丘高
荒井 利奈(2)
ｱﾗｲ ﾘﾅ 須坂高
塚本 美乃(3)
ﾂｶﾓﾄ ﾖｼﾉ 浅間中
宮坂 奈緒(2)
ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 長野日大高
塩原 美里(3)
ｼｵﾊﾗ ﾐｻﾄ 高瀬中
坂井 桃菜美(1)
ｻｶｲ ﾐﾅﾐ 須坂高
柘植 みなみ(3)
ﾂｹ ﾞﾐﾅﾐ 下諏訪向陽高
唐澤 遥南(3)
ｶﾗｻﾜ ﾊﾙﾅ 伊那西高
上澤 美波(3)
ｶﾐｻﾜ ﾐﾅﾐ 飯田風越高
井原 夏見(3)
ｲﾊﾗ ﾅﾂﾐ 長野高
新井 咲(3)
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園高
鹿崎 さくら(3) 記録なし
ｼｶｻﾞｷ ｻｸﾗ 塩尻広陵中
齋藤 由佳(3) 記録なし
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高陵中
高松 聖(2) 記録なし
ﾀｶﾏﾂ ﾋｼﾞﾘ 長野西高
谷口 真生(3) 記録なし
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｵ 信明中
細田 真央(3) 記録なし
ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘高
胡桃 沙紀(1) 記録なし
ｸﾙﾐ ｻｷ 大町高

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

xo -

記録 備考1m45 1m50 1m55 1m60 1m63 1m66
1 24  9035

- - - xo xo o xxx

1m751m69 1m72

 1.72

2 21   758
- - o o xo

xo xxo

xxo xxx

3 23  9039
- o o xxx

 1.66

 1.63

4 22  9030
- - - xxo xxx

xxx
5 20  9004

- o o

 1.60

 1.55

6 13  1865
o xxo o xxx

xxx
7 15   287

x- - xo

 1.55

 1.55

8 11  1805
o o xxx

8 18   737
o o xxx

 1.50

 1.50

10 10  4136
o xxx

10 12   955
o xxx

 1.45

 1.45

10 19  6757
o xxx

13 4   739
xo xxx

 1.45

 1.45

13 7   122
xo xx- x

13 9   331
xo xxx

 1.45

 1.45

16 6   459
xxo - xxx

16 14  2188
xxo - xxx

 1.45

 1.45

16 16  1916
xxo xxx

1  6471
xxx

 1.45

2  8423
xxx

3   782
xxx

5  7008
xxx

8  1455
xxx

17  1695
- xxx



決勝 4月26日  9:00

大会記録(GR)                     3.80 前田　朋子                   中京大           2001        

3m30 3m40
江原 成美(3) - - - - - - - - - xo
ｴﾊﾗ ﾅﾙﾐ 上田東高 xo xxx
原 裕美佳(1) - - - - xo o xo xxx
ﾊﾗ ﾕﾐｶ 清和大
宇原 萌々香(3) - xo o o o o xxx
ｳﾊﾗ ﾓﾓｶ 田川高
加賀見 麻里(2) - - - o xo o xxx
ｶｶﾞﾐ ﾏﾘ 下諏訪向陽高
郷津 樹(3) - - o o xo xxx
ｺﾞｳﾂﾞ ｲﾂｷ 新潟医福大
井口 結花(3) - - o o xo xxx
ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶ 飯田高
両角 茜音(3) - o xo xxx
ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｶﾈ 諏訪清陵高
宮崎 希(3) o xo xo xxx
ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 伊那弥生ヶ丘高
田中 莉佳子(3) - o xxo xxx
ﾀﾅｶ ﾘｶｺ 長野工高
諏訪 実乃里(2) xo o xxo xxx
ｽﾜ ﾐﾉﾘ 常盤中
室賀 絢水(1) - xo xxx
ﾑﾛｶﾞ ｱﾐ 市立長野高
荒井 菜々風(3) o xxo xxx
ｱﾗｲ ﾅﾅｶ 原中
小林 和可奈(3) - xxo xxx
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ 須坂東高
鎌倉 未有(3) xxx 記録なし
ｶﾏｸﾗ ﾐﾕ 原中
田中 真彩(2) 欠場
ﾀﾅｶ ﾏﾔ 伊那北高

1  7893

12   286

12 2  7892
 2.20

12 4   713
 2.20

10 3  4873
 2.40

11 10   927
 2.20

8 9   313
 2.40

9 7   858
 2.40

5 6   406
 2.70

7 8    84
 2.40

3 13   123
 2.80

5 5  9025
 2.70

2 14  9031
 2.90

3 11  2459
 2.80

3m10 3m20

1 15  1446
 3.30

記録 備考
2m00 2m20 2m40 2m60 2m70 2m80 2m90 3m00

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



予選 (1,2組) 4月26日  9:00
決勝 4月26日 14:00

大会記録(GR)                     6.41 湶　　純江                   長野スズキ       1976        

[ 1組]

市岡 奈月(2)   5.25    -    -   5.25 Q
ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 東学大   +1.6   +1.6
青木 亜里沙(3)   5.19    -    -   5.19 Q
ｱｵｷ ｱﾘｻ 新潟医福大   +0.4   +0.4
栗空 亜沙美(3)   5.06    -    -   5.06 Q
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰高   +1.0   +1.0
堀田 莉紗(1)   4.90    x   4.92   4.92 q
ﾎｯﾀ ﾘｻ 市立長野高   +2.2   +0.3   +0.3
新井 咲(3)    x   4.87   4.79   4.87 q
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園高   +0.7   +1.7   +0.7
髙見 李那(2)   4.78   4.63   4.76   4.78 
ﾀｶﾐﾘﾅ 諏訪二葉高   +1.9   +0.8   +0.6   +1.9
原田 希央梨(3)   4.54   4.77   4.58   4.77 
ﾊﾗﾀﾞ ｷｵﾘ 飯山北･飯山高   +2.3   +1.4   +1.7   +1.4
根橋 佑奈(3)    x   4.72   4.66   4.72 
ﾈﾊﾞｼ ﾕｳﾅ 裾花中   +0.5   +1.9   +0.5
伊藤 萌花(2)    -    x   4.70   4.70 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 長野吉田高   +1.8   +1.8
向山 ひより(3)   4.52   4.46   4.63   4.63 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 上伊那農高   +1.7   +2.7   +0.7   +0.7
萩原 千尋(3)   4.57   4.47    x   4.57 
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 野沢南高   +2.8   +1.7   +2.8
中曽根 沙耶(2)   4.56   4.54   4.49   4.56 
ﾅｶｿﾈ ｻﾔ 信大   +2.5   +1.1   +2.2   +2.5
安田 若菜(3)   4.55    x    x   4.55 
ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 木曽青峰高   +2.3   +2.3
畑 美織(3)   4.31   4.48   4.50   4.50 
ﾊﾀ ﾐｵﾘ 木曽青峰高   +1.8   +1.0   +1.0   +1.0
堀内 槙乃(3)    x   4.33   4.50   4.50 
ﾎﾘｳﾁ ﾏｷﾉ 上田染谷丘高   +0.9   +1.6   +1.6
荒井 杏奈(3)   3.05    x   4.44   4.44 
ｱﾗｲ ｱﾝﾅ 野沢中   +3.7   +1.3   +1.3
奥島 彩葉(3)   4.37   4.25   4.39   4.39 
ｵｸｼﾏ ｻﾖ 松商学園高   +3.2   +1.4   +1.9   +1.9
長澤  妙(2)    x   4.36    x   4.36 
ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ 諏訪清陵高   +0.5   +0.5
荒井 葵凪(1)   4.14   4.09   4.32   4.32 
ｱﾗｲ ｷﾅｷﾞ 塩尻志学館高   +2.3   +1.3   +2.4   +2.4
萩原 詳子(1)   4.32   3.40   3.95   4.32 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｮｳｺ 塩尻志学館高   +2.1   +0.5   +2.0   +2.1
樋口 莉緒花(1)   3.96    x    x   3.96 
ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ 塩尻志学館高   +3.3   +3.3
三澤 涼子 欠場
ﾐｻﾜ ﾘｮｳｺ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

22  9003

20 8  1610

21 5  1611

18 16  2047

19 10  1604

16 2  4072

17 3  1919

14 15  1588

15 9  1456

12 1  9022

13 17  1589

10 14   236

11 6  1250

8 12  5720

9 4   772

6 7    98

7 11   595

4 18   926

5 13  1916

2 21  9028

3 19  1585

1 20  9037

所属名試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名順位 記録 備考

女子

走幅跳

予選 標準記録    5.00m Q:標準記録突破者  q：その他の通過者

-1- -2- -3-



[ 2組]

小山 綾菜(2)   5.24    -    -   5.24 Q
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 日女体大   +0.9   +0.9
西村 千明(3)   5.19    -    -   5.19 Q
ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 伊那北高   +1.0   +1.0
大日方 紗愛   4.88   4.97   5.13   5.13 Q
ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ 中京大   +2.1   +1.7   +2.0   +2.0
田村 有利奈(2)   5.08    -    -   5.08 Q
ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 上田東高   -0.2   -0.2
吉村 彩加(3)    -   5.03    -   5.03 Q
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野高   +2.0   +2.0
清水 晶絵(3)   4.96   4.81    x   4.96 q
ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ 小諸高   +2.2   +1.0   +2.2
片桐 穂花(3)   4.79   4.48    x   4.79 q
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 望月AC   +2.6   +1.6   +2.6
駒村 梨奈(3)   4.76   4.65    -   4.76 
ｺﾏﾑﾗ ﾘﾅ 篠ﾉ井高   +1.3   +1.6   +1.3
湯本 珠実(1)   4.72   4.64   4.59   4.72 
ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 松商学園高   +1.6   +0.1   +2.5   +1.6
柳澤 優菜(3)   4.69   4.57   4.52   4.69 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾅ 坂城中   +4.3   +1.7   +1.6   +4.3
矢島 芽衣(2)   4.55    x   4.65   4.65 
ﾔｼﾞﾏ ﾒｲ 佐久長聖高   +1.7   +1.8   +1.8
酒井 珠良(3)   4.63   4.51   4.56   4.63 
ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ 上伊那農高   +2.2   +0.7   +2.7   +2.2
三浦 遥果(3)   4.54   4.51   4.62   4.62 
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田高   +2.4   +1.8   +2.1   +2.1
河西 由利香(2)    x   4.38   4.54   4.54 
ｶｻｲ ﾕﾘｶ 佐久平総合高   +1.0   +1.5   +1.5
清水 千亜紀(1)   3.72   4.53   4.35   4.53 
ｼﾐｽﾞ ﾁｱｷ 丸子修学館高   -1.7   +2.3   +2.1   +2.3
風間 ほのか(3)   4.52   4.52   4.36   4.52 
ｶｻﾞﾏ ﾎﾉｶ 長野西高   +1.9   +0.9   +2.1   +0.9
栗空 実穂(3)    x    x   4.52   4.52 
ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ 王滝中   +1.7   +1.7
宮澤 歩(3)   4.45    x    x   4.45 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 箕輪中   +2.5   +2.5
溝口 智子(3)    x    x   4.40   4.40 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 丸子北中   +0.1   +0.1
土屋 さくら(3)   4.39   3.67    x   4.39 
ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ 小諸東中   +1.8   +1.3   +1.8
辻本 采香(2) 欠場
ﾂｼﾞﾓﾄ ｱﾔｶ 松本深志高
宮下 あかね(2) 欠場
ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ 上田染谷丘高

 ３回の
 最高記録

市岡 奈月(2)    x   5.59   5.63    5.63   5.76   5.70   5.68    5.76 
ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 東学大   +0.4   +1.0    +1.0   +2.6   +2.4   +1.5    +2.6
青木 亜里沙(3)   5.73   5.53   5.62    5.73    x   5.39    x    5.73 
ｱｵｷ ｱﾘｻ 新潟医福大   +2.1   +2.5   +4.4    +2.1    0.0    +2.1
西村 千明(3)   5.63    x    x    5.63   5.44   5.47    x    5.63 
ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 伊那北高   +1.2    +1.2   +0.4   +1.4    +1.2
田村 有利奈(2)    x   5.59    -    5.59    -    x    x    5.59 
ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 上田東高   +2.9    +2.9    +2.9
小山 綾菜(2)    x   5.33   5.36    5.36   5.29   5.33   5.10    5.36 
ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ 日女体大   +2.0   +3.1    +3.1   +3.4   +3.3   +0.7    +3.1
吉村 彩加(3)    -   5.31    x    5.31    x   4.79   5.31    5.31 
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野高   +1.4    +1.4   +1.3   +2.7    +1.4
大日方 紗愛   5.14    -   5.03    5.14    x   4.73   5.17    5.17 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ 中京大   +2.7   +2.2    +2.7   +2.4   +2.4    +2.4
清水 晶絵(3)    x   4.85   5.10    5.10    x   4.94   4.93    5.10 
ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ 小諸高   -0.2   +2.8    +2.8   +1.3   +0.9    +2.8
栗空 亜沙美(3)    x   5.05   5.06    5.06    5.06 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰高   +0.7   +3.8    +3.8    +3.8
新井 咲(3)    -   4.71   4.95    4.95    4.95 
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園高   +2.5   +1.7    +1.7    +1.7
堀田 莉紗(1)   4.86    x   4.58    4.86    4.86 
ﾎｯﾀ ﾘｻ 市立長野高   +3.0   +1.2   +2.3    +3.0    +3.0
片桐 穂花(3)    x   4.68    x    4.68    4.68 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 望月AC   +2.1    +2.1    +2.1

12 10  9042

10 5  1916

11 8   926

8 7  1350

9 6  1585

6 11  2190

7 1  9034

4 12  1450

5 2  9038

2 3  9028

3 9   268

備考

1 4  9037

-4- -5- -6- 記録所属名 -1-

16  1458

決勝

-2- -3-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

20 3  4286

1  1776

18 14  8010

19 4  4494

16 5   777

17 6  6330

14 11  1286

15 8  1390

12 12   238

13 9   409

10 2  4723

11 7  1301

8 15  1073

9 18  1940

6 10  1350

7 13  9042

4 19  1450

5 17  2190

2 21   268

3 22  9034

-1- -2- -3- 記録 備考

1 20  9038

女子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 4月25日 12:30

大会記録(GR)                    12.76 三澤　涼子                   松本市陸協       2002        

 ３回の
 最高記録

三澤 涼子    -    x  12.29   12.29  12.18  12.01  12.33   12.33 
ﾐｻﾜ ﾘｮｳｺ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC   +0.5   +0.8    +0.8   +0.3   -1.1   +0.6    +0.6
栗空 亜沙美(3)  11.00  10.96  11.04   11.04  10.86  11.05  10.89   11.05 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰高   +1.1   +0.9    0.0     0.0   +0.5   +1.6   +0.5    +1.6
西澤 香  10.46  10.17   9.63   10.46  10.48  10.57    x   10.57 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｵﾘ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   -1.4   +0.7   -0.3    -1.4   +0.6   +2.0   +0.4    +2.0
酒井 珠良(3)    x   9.76   9.92    9.92   9.91   9.80    x    9.92 
ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ 上伊那農高   +0.7   -0.9   +1.6    +1.6   +1.7   +2.0   +2.2    +1.6
伊藤 絵夢(3)   9.78   9.80   9.70    9.80   9.80   9.79   9.61    9.80 
ｲﾄｳ ｴﾑ 長峰中   +1.1   +0.5   +1.1    +0.5   +1.4   +2.8   -1.1    +0.5
奥島 彩葉(3)   9.38   9.41    -    9.41   9.31   9.58   9.42    9.58 
ｵｸｼﾏ ｻﾖ 松商学園高   +1.1   -2.2    -2.2   +1.5   +0.9   -2.1    +0.9
大日方 紗愛 欠場
ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｴ 中京大

女子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 7  9003

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

2 4  1585

3 5  9002

4 3   238

5 2  7849

6 1  1919

6  9034



決勝 4月26日 14:00

大会記録(GR)                    13.12 大矢　結麻                   丸子実業高       2006        

 ３回の
 最高記録

佐藤 芹香(3)
ｻﾄｳ ｾﾘｶ 佐久長聖高
永井 琴美(3)
ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ 上田東高
細井 友香(2)
ﾎｿｲ ﾕｳｶ 伊那西高
巾 こと美(3)
ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ 王滝中
小山 彩綺(2)
ｺﾔﾏ ｻｷ 市立長野高
下村 芽生(3)
ｼﾀﾑﾗ ﾒｲ 木曽青峰高
藤本 優佳(3)
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｶ 王滝中
岩下 早紀(2)
ｲﾜｼﾀ ｻｷ 松商学園高
堀内 美佳(3)
ﾎﾘｳﾁ ﾐｶ 伊那弥生ヶ丘高
中野美智恵(3)
ﾅｶﾉﾐﾁｴ 松本蟻ヶ崎高
小池 友里恵(3)
ｺｲｹ ﾕﾘｴ 篠ﾉ井高
柴田 友菜(2)
ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ 田川高
松本 瑞穂(3)
ﾏﾂﾓﾄ ﾐｽﾞﾎ 長野東高
上倉 由緒子(3) 欠場
ｶﾐｸﾗ ﾕﾕｺ 飯山北･飯山高
竹入 愛彩美(3) 欠場
ﾀｹｲﾘ ｱｻﾐ 上伊那農高

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

  10.61

記録 備考

1 15  1305
 10.77  10.68  11.01   11.01

2 14  1448
  9.68  10.02  10.61  10.86   9.39  10.36  10.86 

 10.99    x  11.53  11.53

  10.24

  9.97   9.34   10.25   9.48
3 12   334

 10.25

4 8  6332
  9.38  10.24   7.75   9.09   8.75   9.57  10.24 

  9.43    x  10.25 

   9.31

  9.31    -    9.41   9.61
5 13   923

  9.41

6 11  1590
  9.11   9.31   8.83   8.82   8.39   8.91   9.31 

  9.09   9.12   9.61 

   8.77

  8.95   9.06    9.12   8.91
7 6  6333

  9.12

8 4  1933
  8.19   8.77   8.28   8.92   8.54   8.33   8.92 

  9.08   8.94   9.12 

   8.63

  8.45   8.64    8.64
9 3   317

  8.62

10 9  1873
  8.63   8.15   8.55   8.63 

  8.64 

   8.60

  8.57   8.60    8.60
11 7  1072

  7.68

12 5  2460
  8.29   7.97   8.60   8.60 

  8.60 

  7.38   7.18    7.38
13 1   884

  7.12   7.38 

2   594

10   239



決勝 4月25日 12:00

大会記録(GR)                    42.02 倉井　恵子                   東京女体大       1977        

 ３回の
 最高記録

竹入 愛彩美(3)
ﾀｹｲﾘ ｱｻﾐ 上伊那農高
新津 まり菜(1)
ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ 信大
柄澤 真野(2)
ｶﾗｻﾜ ﾏﾔ 信大
平松 美音(3)
ﾋﾗﾏﾂ ﾐｵ 文化学園長野高
小山 彩綺(2)
ｺﾔﾏ ｻｷ 市立長野高
永井 琴美(3)
ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ 上田東高
細井 友香(2)
ﾎｿｲ ﾕｳｶ 伊那西高
宮下 彩奈(2)
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾅ 東御清翔高
下村 芽生(3)
ｼﾀﾑﾗ ﾒｲ 木曽青峰高
太田 杏優(1)
ｵｵﾀ ｱﾕ 市立長野高
勝山 理沙(3)
ｶﾂﾔﾏ  ﾘｻ 梓川高
宮澤 瑠衣(3)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙｲ 梓川高
山口 樹々(2)
ﾔﾏｸﾞｷ ｷｷ 松商学園高
荻野 夏帆(3)
ｵｷﾞﾉ ｶﾎ 文化学園長野高
増尾 小春(3)
ﾏｽｵ ｺﾊﾙ 飯山北･飯山高
竹村 美涼(2)
ﾀｹﾑﾗ ﾐｽｽﾞ 長野西高
北原 遥香(2)
ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ 上伊那農高
藤本 優佳(3)
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｶ 王滝中
小池 友里恵(3) 記録なし
ｺｲｹ ﾕﾘｴ 篠ﾉ井高

   x    x     x
10  1072

   x

   x   15.93  15.93 

  21.78  21.78 

18 4  6333
 15.93  15.61

17 1   240
 21.78  18.99    x

 21.91   21.91  21.91 

  22.60  22.60 

16 7   780
 21.06  21.87

15 5   596
 21.46    x  22.60

 23.50   23.50  23.50 

  24.06  24.06 

14 6   986
 20.74  20.27

13 3  1935
   x  22.95  24.06

   x   24.89  24.89 

  25.76  25.76 

12 8  1739
 23.01  24.89

11 11  1740
 25.76    x  24.15

 25.96   25.96  25.96 

  26.14  26.14 

10 13   925
 25.44    x

9 12  1590
 26.11  26.14  24.86

 25.76   27.02  22.29  25.53  27.47  27.47 

  28.27  16.35  20.72    x  28.27 

8 2  1380
   x  27.02

7 9   334
   x  28.27    x

 25.51   26.72  26.59  27.22  29.35  29.35 

  28.02    x  30.32  27.77  30.32 

6 14  1448
 26.72  25.74

5 15   923
 27.20  28.02  24.09

 26.42   29.80  31.04  26.92  30.47  31.04 

  29.27  31.67  32.36  26.34  32.36 

4 17   996
 27.63  29.80

3 16  9023
 28.23    x  29.27

 33.06   33.06  32.72    x  32.73  33.06 

  35.56  35.59  36.76    -  36.76 

2 19  9020
 30.89  31.64

1 18   239
 34.96    x  35.56

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



決勝 4月25日 14:30

大会記録(GR)                    54.54 中島　未歩                   中京大           2013        

 ３回の
 最高記録

黒岩 美怜(2)
ｸﾛｲﾜ ﾐﾚｲ 筑波大
佐藤 芹香(3)
ｻﾄｳ ｾﾘｶ 佐久長聖高
平松 美音(3)
ﾋﾗﾏﾂ ﾐｵ 文化学園長野高
北原 遥香(2)
ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ 上伊那農高

   x   29.60  29.55    x  30.53  30.53 

  33.67  32.79    x    x  33.67 

4 1   240
 29.60  29.14

3 3   996
 33.37  33.67    x

 35.33   35.33    x    x    x  35.33 

  44.01  44.33  43.32  44.32  44.33 

2 2  1305
   x  32.46

1 4  9032
 42.75  44.01    x

-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-



決勝 4月26日  9:00

大会記録(GR)                    49.92 山之上ちさと                 国士大           2007        

 ３回の
 最高記録

塩島 絵未 大会新
ｼｵｼﾞﾏ ｴﾐ 北安曇郡陸協
井口 華穂(2)
ｲｸﾞﾁ ｶﾎ 新潟医福大
濱 麗(2)
ﾊﾏ  ｳﾗﾗ 東女体大
佐藤 芹香(3)
ｻﾄｳ ｾﾘｶ 佐久長聖高
佐伯 悠里香(2)
ｻｴｷ ﾕﾘｶ 信大
下村 芽生(3)
ｼﾀﾑﾗ ﾒｲ 木曽青峰高
宮﨑 綾奈(3)
ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾔﾅ 長野高専
横田 彩夏(3)
ﾖｺﾀ ｱﾔｶ 長野商高
稲垣 汐里(3)
ｲﾅｶﾞｷ ｼｵﾘ 飯田風越高
戸谷 涼乃(2)
ﾄﾔ ｽｽﾞﾉ 文化学園長野高
有賀 渚(3)
ｱﾙｶﾞ ﾅｷﾞｻ 岡谷東高
松本 瑞穂(3)
ﾏﾂﾓﾄ ﾐｽﾞﾎ 長野東高
田谷 さくら(2)
ﾀﾔ ｻｸﾗ 松本大
髙波 舞(2)
ﾀｶﾅﾐ ﾏｲ 松本県ヶ丘高
井口 七海(3)
ｲｸﾞﾁ  ﾅﾅﾐ 梓川高
栗空 亜沙美(3)
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰高
安喰 春瑠(3)
ｱｸﾞｲ ﾊﾙﾙ 松商学園高
佐々木 彩(3)
ｻｻｷ ｱﾔ 赤穂高
市川 さやか(3) 欠場
ｲﾁｶﾜ ｻﾔｶ 長野吉田高

9   769

 23.26   23.26  23.26 

  25.41  25.41 

18 2   342
   x  22.49

17 3  1921
 25.32    x  25.41

 28.56   28.84  28.84 

  29.25  29.25 

16 12  1585
 21.96  28.84

15 4  1738
 29.25  29.12  28.71

 29.73   29.73  29.73 

  29.80  29.80 

14 6  1811
   x  26.86

13 7  9012
 29.80  26.03  28.33

 29.92   29.92  29.92 

  31.17  31.17 

12 1   884
 25.84  26.91

11 11   142
 31.04  29.64  31.17

 28.76   31.25  31.25 

  31.66  31.66 

10 5   997
 31.25  30.35

9 8   461
 31.66  29.27  31.43

 32.36   32.36  23.54  29.18  30.09  32.36 

  33.66  30.14  33.09  33.17  33.66 

8 10   840
 30.91  31.89

7 13  3509
 33.66  31.92  29.02

 32.86   34.81  32.90  36.40  35.85  36.40 

  36.95  36.42  35.59  30.68  36.95 

6 16  1590
 33.47  34.81

5 15  9018
 36.95    x  34.00

 37.01   37.01  32.97  36.30  36.11  37.01 

  39.69  40.03  40.46  41.10  41.10 

4 14  1305
 32.24    x

3 17  7124
 37.15  39.39  39.69

 45.33   46.23  49.15    x  46.47  49.15 

  48.88  47.55  45.62  50.18  50.18 

2 18  9024
 45.43  46.23

1 19  9044
 47.52  48.88  48.14

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-
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