
第４２回 NAGANOスポーツフェスティバル 
 

大会コード 15200727   

公 式 記 録 集 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

期   日： 平成２７年１０月１８日（日） 

会   場： 長野市営陸上競技場（201010） 

主   催： NAGANOスポーツフェスティバル実行委員会  

主   管： 長野市陸上競技協会 

審 判 長： 浦野 義忠 

記録・情報主任： 岡村 哲郎 

 
■この大会で樹立された記録 
 なし 
 
■グラウンドコンディション 
10 月 18日（日） 

時刻 天候 風向 風速 m/s 気温℃ 湿度% 

 9:30 曇 南南東 1.1 17.5 72.0 
10:00 晴 南南東 0.7 19.0 66.0 
11:00 晴 東 0.5 18.0 60.0 
12:00 晴 南東 1.8 19.5 60.0 
13:00 晴 北 1.0 21.5 60.0 
14:00 晴 21.5 2.0 21.5 56.0 

 



第42回NAGANOｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ小中学生陸上競技大会                                   
期日：平成27年10月18日（日）                                                    

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 女子小学3年  +0.1倉嶋 凛音(3) 16.56 山岸 音葉(3) 16.61 丸山 姫來(3) 16.79 伊藤 優希(3) 17.31 西村 未来(3) 17.41 半田 悠花(3) 17.42 相場 奈都(3) 17.43 山部 咲(3) 17.52

100m 松代小 通明小 城山小 長野市陸上教室 篠ﾉ井東小 城山小 吉田小 裾花小
10/18 女子小学4年  -0.3春原 菜々子(4) 16.41 滝澤 美桜(4) 芹田小 16.79 斎藤 優衣(4) 17.04 牛澤 りか(4) 17.17 矢島 由唯(4) 17.20 吉澤 紗良(4) 17.34 山田 花帆(4) 17.39

100m 篠ﾉ井西小 高木 花(4) 若穂RCｼﾞｭﾆｱ 城山小 寺尾小 裾花小 裾花小 長野市陸上教室
10/18 田中 聖(4) 4,24.72 阿部 恭花(4) 4,50.21

1000m ｽﾎﾟｺﾐ東北 裾花小
10/18 堀 愛美(4) 3.37(+1.7)

走幅跳 長野市陸上教室
10/18 女子小学5年  +1.0西沢 萌栞(5) 15.10 竹下 都和子(5) 15.11 北澤 姫羅理(5) 15.40 松山 実希(5) 16.32 久田 あいか(5) 16.52 油科 琴音(5) 16.89 小林 礼佳(5) 城山小 17.26

100m 長野小 長野市陸上教室 城山小 長野市陸上教室 城山小 城山小 平瀬 容子(5) 裾花小
10/18 駒木 希美(5) 3,57.79

1000m 昭和小
10/18 中村 明日歌(5)3.21(+2.2)

走幅跳 長野市陸上教室
10/18 女子小学6年  -0.2宮岡 万優莉(6) 13.67 内藤 理木(6) 13.84 牛澤 莉乃(6) 14.22 上垣外 奈緒(6) 14.48 小松 鼓(6) 15.05 竹村 萌恵(6) 15.30 碓井 姫乃(6) 15.35 高藤 世那(6) 15.39

100m 長野市陸上教室 長野市陸上教室 長野市陸上教室 長野市陸上教室 城山小 長野小 長野市陸上教室 ｽﾎﾟｺﾐ東北
10/18 福岡 美優(6) 3,46.22 髙森 唯花(6) 3,53.76 及川 葵(6) 3,58.96 平林 真奈(6) 3,59.86 松澤 怜美(6) 4,11.87 塩入 みみ(6) 4,19.54 竹中 杏実(6) 4,39.27

1000m 長野小 長野市陸上教室 城山小 裾花小 裾花小 裾花小 裾花小
10/18 伊豫田 実優(6)3.42(+2.7)

走幅跳 松代小
10/18 女子中学1年  +0.3中津 晴葉(1) 13.95 川原 素代果(1) 13.98 外谷 奈南里(1) 14.13 福野 莉紗(1) 14.26 松田 七海(1) 14.29 柳澤 志帆(1) 14.33 川原 穂乃果(1) 14.39 山本 満里奈(1) 14.49

100m 更北中 長野北部中 裾花中 信大附属長野中 信大附属長野中 柳町中 長野北部中 裾花中
10/18  +2.6南澤 胡桃(1) 28.32 宮下 優希菜(1) 29.06 高橋 知夏(1) 29.88 坂田 栞菜(1) 30.00 森 奈乃佳(1) 30.28 久田 あおい(1) 30.53 木村 渚月(1) 31.19 加藤 智花(1) 31.38

200m 裾花中 東北中 柳町中 櫻ヶ岡中 篠ﾉ井西中 柳町中 川中島中 篠ﾉ井西中
10/18 安藤 悠(1) 5,34.10 東海林 咲樹(1) 5,36.53 冨岡 愛(1) 5,36.55 山田 萌生(1) 5,41.31 西原 万葉(1) 5,54.56 牧野 瑠李(1) 5,58.04 竹内 結希愛(1) 5,58.22 金井 紅羽(1) 5,58.25

1500m 若穂中 更北中 柳町中 信大附属長野中 長野東部中 東北中 東北中 東北中
10/18 粟野原 瑠々子(1 1.20 吉原 紗英(1) 1.15 佐藤 謡(1) 1.15 木葉原 桃(1) 1.10

走高跳 長野北部中 長野東部中 櫻ヶ岡中 裾花中
10/18 高橋 千笑(1) 4.38(+0.1) 大久保 由佳(1)4.11(-0.8) 上野 未来(1) 3.99(+0.2) 藤澤 文(1) 3.85(+0.6) 田中 彩野(1) 3.71(-0.4) 原 聖葵(1) 3.69(-0.2) 金子 莉彩(1) 3.65(-0.6) 小嶋 咲良(1) 3.55(-0.3)

走幅跳 柳町中 東北中 信大附属長野中 櫻ヶ岡中 裾花中 川中島中 長野北部中 柳町中
10/18 岩﨑 桃夏(1) 7.31 佐藤 亜海(1) 6.64 高橋 ほのか(1) 6.37 稲田 流羽(1) 5.74 植木 星(1) 5.33

砲丸投(2.721kg) 柳町中 川中島中 裾花中 裾花中 裾花中
10/18 女子中学2年  +1.1伊藤 綾香(2) 13.31 山﨑 あみ(2) 13.64 神津 美紅(2) 14.02 藤沢 真愛(2) 14.08 中山 未悠(2) 14.11 宮澤 由紀(2) 14.30 寺島 玲雅(2) 14.35 竹内 つむぎ(2) 14.44

100m 裾花中 長野北部中 長野北部中 長野北部中 長野北部中 東北中 長野東部中 東北中
10/18  +0.6下田 花菜(2) 26.90 竹村 咲耶(2) 28.45 相澤 こごみ(2) 28.48 内山 彩夏(2) 28.83 淀 日南子(2) 29.00 栗原 和奈(2) 29.14 碓井 実生(2) 29.85 宮入 響(2) 30.48

200m 犀陵中 篠ﾉ井西中 裾花中 櫻ヶ岡中 川中島中 更北中 柳町中 篠ﾉ井西中
10/18 井上 愛美(2) 5,24.65 名柄 香里(2) 5,31.07 盛田 美生(2) 5,31.41 河原 瑞歩(2) 5,33.50 山﨑 心優(2) 5,39.81 中澤 あゆ美(2) 5,47.05 宇崎 成美(2) 6,00.62

1500m 長野東部中 長野東部中 更北中 信大附属長野中 長野東部中 裾花中 信大附属長野中
10/18 臼井 花(2) 1.41 細尾 咲衣(2) 1.41 能瀬 麗捺(2) 1.41 池田 寛子(2) 1.38 武内 美南(2) 1.38 松橋 香乃(2) 1.30 松本 優花(2) 更北中 1.25

走高跳 犀陵中 東北中 東北中 犀陵中 長野東部中 柳町中 品澤 もも佳(2) 信大附属長野中
10/18 兼松 わか菜(2)4.40(0.0) 武田 真奈(2) 4.33(-0.2) 小池 日夏里(2)4.24(-1.2) 伊藤 綾音(2) 4.20(0.0) 松橋 祐奈(2) 4.08(0.0) 佐藤 友南(2) 3.93(+0.8) 田中 ひかる(2)3.91(-0.4) 福澤 萌夏(2) 3.91(-0.8)

走幅跳 櫻ヶ岡中 長野東部中 長野東部中 川中島中 柳町中 東北中 篠ﾉ井西中 信大附属長野中
10/18 阿部 佳乃(2) 8.19 佐藤 くるみ(2) 7.97 和田 愛奈(2) 7.42 齊藤 彩乃(2) 7.41 矢澤 明里(2) 7.37 宮本 莉奈(2) 7.06 山田 佳奈(2) 7.01 山田 真菜(2) 6.87

砲丸投(2.721kg) 柳町中 東北中 東北中 更北中 東北中 東北中 長野東部中 櫻ヶ岡中
10/18 女子中学3年   0.0中村 晴香(3) 14.44

100m 東北中
10/18  +0.4関 日菜子(3) 28.48 島田 弥玲(3) 30.25

200m 更北中 長野東部中
10/18 丸山 優芽(3) 5,39.30

1500m 更北中
10/18 高橋 実結(3) 9.19

砲丸投(2.721kg) 柳町中
10/18 女子中学 犀陵中       52.51 長野北部中(A)      53.08 裾花中(D)       54.07 櫻ヶ岡中(A)       54.33 東北中(B)       54.65 裾花中(C)       55.00 長野東部中(A)      55.22 東北中(A)       55.29

4×100mR 曹 るみ(2) 川原 素代果(1) 山田 はる香(2) 藤澤 文(1) 藤澤 莉子(1) 武内 さやか(1) 寺島 玲雅(2) 岡田 真奈(2)
下田 花菜(2) 神津 美紅(2) 相澤 こごみ(2) 内山 彩夏(2) 宮下 優希菜(1) 外谷 奈南里(1) 武内 美南(2) 細尾 咲衣(2)
竹元 結菜(1) 中山 未悠(2) 佐﨑 莉那(2) 山田 真菜(2) 竹内 結希愛(1) 山本 満里奈(1) 荒井 未来(2) 宮澤 由紀(2)
池田 寛子(2) 山﨑 あみ(2) 伊藤 綾香(2) 兼松 わか菜(2) 北澤 ひなの(1) 南澤 胡桃(1) 小池 日夏里(2) 竹内 つむぎ(2)



決勝 10月18日 10:05

県小記録(PR)        13.06

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 +0.5

 1 丸山 姫來(3) 小学生     16.79  1 横田 舞姫(3) 小学生     18.27 
ﾏﾙﾔﾏｷﾗ 城山小 ﾖｺﾀ ﾏｷ 長野小

 2 相場 奈都(3) 小学生     17.43  2 吉池 璃夏(3) 小学生     18.46 
ｱｲﾊﾞ ﾅﾂ 吉田小 ﾖｼｲｹ ﾘﾝｶ 長野小

 3 清水 優名(3) 小学生     18.28  3 麻生 美希(3) 小学生     19.13 
ｼﾐｽﾞ ﾕﾅ 川中島小 ｱｿｳ ﾐｷ 城山小

 4 滝澤 紗音(3) 小学生     18.36  4 谷津 あみ菜(3) 小学生     19.47 
ﾀｷｻﾞﾜ ｻﾗ 芹田小 ﾔﾂ ｱﾐﾅ 長野市陸上教室

 5 堀 愛(3) 小学生     19.15  5 黒田 凜(3) 小学生     19.47 
ﾎﾘ ｱｲ 城山小 ｸﾛﾀﾞ ﾘﾝ 長野小

 6 山﨑 心緒(3) 小学生     19.49  6 福岡 優莉(3) 小学生     20.02 
ﾔﾏｻﾞｷ ｺｺﾛ 城山小 ﾌｸｵｶ ﾕﾘ 長野小

 7 中島 藍(3) 小学生     19.77  7 中井 愛深(3) 小学生     22.13 
ﾅｶｼﾞﾏｱｲ 城山小 ﾅｶｲ ﾏﾅﾐ 城山小

 8 許斐 渚紗(3) 小学生     20.52 荒井 瑠那(3) 小学生
ｺﾉﾐ ﾅｷﾞｻ 城山小 ｱﾗｲ ﾙﾅ 長野市陸上教室

[ 3組] 風速 +0.7 [ 4組] 風速 +0.3

 1 山岸 音葉(3) 小学生     16.61  1 半田 悠花(3) 小学生     17.42 
ﾔﾏｷﾞｼ ｵﾄﾊ 通明小 ﾊﾝﾀﾞ ﾊﾙｶ 城山小

 2 伊豫田 茉愛(3) 小学生     17.58  2 山部 咲(3) 小学生     17.52 
ｲﾖﾀﾞ ﾏﾅ 松代小 ﾔﾏﾍﾞ ｻｷ 裾花小

 3 小野澤 那月(3) 小学生     17.91  3 西 真優花(3) 小学生     17.88 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 長野市陸上教室 ﾆｼ ﾏﾕｶ 長野市陸上教室

 4 渋谷 真心(3) 小学生     18.07  4 高山 柚希(3) 小学生     17.99 
ｼﾌﾞﾔ ﾏｺ 通明小 ﾀｶﾔﾏ ﾕｽﾞｷ 城山小

 5 本間 鈴菜(3) 小学生     18.56  5 水元 杏(3) 小学生     18.01 
ﾎﾝﾏｽｽﾞﾅ 城山小 ﾐｽﾞﾓﾄ ｱﾝ 長野市陸上教室

 6 木内 陽咲(3) 小学生     19.90  6 大日方 亜優(3) 小学生     18.04 
ｷｳﾁ ﾋｻｷ 裾花小 ｵﾋﾞﾅﾀ ｱﾕ 長野市陸上教室

 7 町田 結奏(3) 小学生     20.60  7 花井 彩姫(3) 小学生     18.80 
ﾏﾁﾀﾞ ﾕｳﾅ 裾花小 ﾊﾅｲ ｻｷ 裾花小
北田 万結(3) 小学生  8 阿部 姫花(3) 小学生     19.50 
ｷﾀﾀﾞﾏﾕ 城山小 ｱﾍﾞ ﾋﾒｶ 裾花小

[ 5組] 風速 -0.1

 1 倉嶋 凛音(3) 小学生     16.56 
ｸﾗｼﾏ ﾘｵﾝ 松代小

 2 伊藤 優希(3) 小学生     17.31 
ｲﾄｳ ﾕｳｷ 長野市陸上教室

 3 西村 未来(3) 小学生     17.41 
ﾆｼﾑﾗ ﾐｸ 篠ノ井東小

 4 丸山 紗季(3) 小学生     17.62 
ﾏﾙﾔﾏ ｻｷ 長野市陸上教室

 5 中村 のどか(3) 小学生     17.85 
ﾅｶﾑﾗ ﾉﾄﾞｶ 長野市陸上教室

 6     18.23 

 7 戸谷 在咲(3) 小学生     18.95 
ﾄﾔ ｱﾘｻ 裾花小
大久保 佑南(3) 小学生
ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾅ 長野市陸上教室
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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女子小学3年

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 倉嶋 凛音(3) 小学生 松代小     16.56 (-0.1)   5   1
   2 山岸 音葉(3) 小学生 通明小     16.61 (+0.7)   3   1
   3 丸山 姫來(3) 小学生 城山小     16.79 (+0.1)   1   1
   4 伊藤 優希(3) 小学生 長野市陸上教室     17.31 (-0.1)   5   2
   5 西村 未来(3) 小学生 篠ノ井東小     17.41 (-0.1)   5   3
   6 半田 悠花(3) 小学生 城山小     17.42 (+0.3)   4   1
   7 相場 奈都(3) 小学生 吉田小     17.43 (+0.1)   1   2
   8 山部 咲(3) 小学生 裾花小     17.52 (+0.3)   4   2
   9 伊豫田 茉愛(3) 小学生 松代小     17.58 (+0.7)   3   2
  10 丸山 紗季(3) 小学生 長野市陸上教室     17.62 (-0.1)   5   4
  11 中村 のどか(3) 小学生 長野市陸上教室     17.85 (-0.1)   5   5
  12 西 真優花(3) 小学生 長野市陸上教室     17.88 (+0.3)   4   3
  13 小野澤 那月(3) 小学生 長野市陸上教室     17.91 (+0.7)   3   3
  14 高山 柚希(3) 小学生 城山小     17.99 (+0.3)   4   4
  15 水元 杏(3) 小学生 長野市陸上教室     18.01 (+0.3)   4   5
  16 大日方 亜優(3) 小学生 長野市陸上教室     18.04 (+0.3)   4   6
  17 渋谷 真心(3) 小学生 通明小     18.07 (+0.7)   3   4
  18     18.23 (-0.1)   5   6
  19 横田 舞姫(3) 小学生 長野小     18.27 (+0.5)   2   1
  20 清水 優名(3) 小学生 川中島小     18.28 (+0.1)   1   3
  21 滝澤 紗音(3) 小学生 芹田小     18.36 (+0.1)   1   4
  22 吉池 璃夏(3) 小学生 長野小     18.46 (+0.5)   2   2
  23 本間 鈴菜(3) 小学生 城山小     18.56 (+0.7)   3   5
  24 花井 彩姫(3) 小学生 裾花小     18.80 (+0.3)   4   7
  25 戸谷 在咲(3) 小学生 裾花小     18.95 (-0.1)   5   7
  26 麻生 美希(3) 小学生 城山小     19.13 (+0.5)   2   3
  27 堀 愛(3) 小学生 城山小     19.15 (+0.1)   1   5
  28 谷津 あみ菜(3) 小学生 長野市陸上教室     19.47 (+0.5)   2   4
  28 黒田 凜(3) 小学生 長野小     19.47 (+0.5)   2   5
  30 山﨑 心緒(3) 小学生 城山小     19.49 (+0.1)   1   6
  31 阿部 姫花(3) 小学生 裾花小     19.50 (+0.3)   4   8
  32 中島 藍(3) 小学生 城山小     19.77 (+0.1)   1   7
  33 木内 陽咲(3) 小学生 裾花小     19.90 (+0.7)   3   6
  34 福岡 優莉(3) 小学生 長野小     20.02 (+0.5)   2   6
  35 許斐 渚紗(3) 小学生 城山小     20.52 (+0.1)   1   8
  36 町田 結奏(3) 小学生 裾花小     20.60 (+0.7)   3   7
  37 中井 愛深(3) 小学生 城山小     22.13 (+0.5)   2   7
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決勝 10月18日  9:50

県小記録(PR)        13.06

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 -0.1

 1 滝澤 美桜(4) 小学生     16.79  1 斎藤 優衣(4) 小学生     17.04 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾐｻ 芹田小 ｻｲﾄｳﾕｲ 城山小

 2 春原 幸奈(4) 小学生     18.06  2 牛澤 りか(4) 小学生     17.17 
ｽﾉﾊﾗﾕｷﾅ 城山小 ｳｼｻﾞﾜ ﾘｶ 寺尾小

 3 高野 雅季(4) 小学生     18.09  3 山田 花帆(4) 小学生     17.39 
ﾀｶﾉ ﾏｻｷ 若穂RCｼﾞｭﾆｱ ﾔﾏﾀﾞ ｶﾎ 長野市陸上教室

 4 峯村 成実(4) 小学生     18.78  4 大平 倖羽芽(4) 小学生     17.62 
ﾐﾈﾑﾗ ﾅﾙﾐ 若穂RCｼﾞｭﾆｱ ｵｵﾋﾗ ｺｳﾒ 寺尾小

 5 城之内 ひより(4)小学生     19.50  5 河原 広絵(4) 小学生     17.65 
ｼﾛﾉｳﾁ ﾋﾖﾘ 長野市陸上教室 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾛｴ 長野市陸上教室

 6 山口 愛実(4) 小学生     19.64  6 祢津 音羽(4) 小学生     18.33 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ 若穂RCｼﾞｭﾆｱ ﾈﾂ ｵﾄﾊ 寺尾小

[ 3組] 風速 -0.7

 1 春原 菜々子(4) 小学生     16.41 
ｽﾉﾊﾗ ﾅﾅｺ 篠ノ井西小

 2 高木 花(4) 小学生     16.79 
ﾀｶｷﾞ ﾊﾅ 若穂RCｼﾞｭﾆｱ

 3 矢島 由唯(4) 小学生     17.20 
ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 裾花小

 4 吉澤 紗良(4) 小学生     17.34 
ﾖｼｻﾞﾜ ｻﾗ 裾花小
渡辺 彩那(4) 小学生
ﾜﾀﾅﾍﾞｱﾔﾅ ｽﾎﾟｺﾐ東北

   1 春原 菜々子(4) 小学生 篠ノ井西小     16.41 (-0.7)   3   1
   2 滝澤 美桜(4) 小学生 芹田小     16.79 (-0.3)   1   1
   2 高木 花(4) 小学生 若穂RCｼﾞｭﾆｱ     16.79 (-0.7)   3   2
   4 斎藤 優衣(4) 小学生 城山小     17.04 (-0.1)   2   1
   5 牛澤 りか(4) 小学生 寺尾小     17.17 (-0.1)   2   2
   6 矢島 由唯(4) 小学生 裾花小     17.20 (-0.7)   3   3
   7 吉澤 紗良(4) 小学生 裾花小     17.34 (-0.7)   3   4
   8 山田 花帆(4) 小学生 長野市陸上教室     17.39 (-0.1)   2   3
   9 大平 倖羽芽(4) 小学生 寺尾小     17.62 (-0.1)   2   4
  10 河原 広絵(4) 小学生 長野市陸上教室     17.65 (-0.1)   2   5
  11 春原 幸奈(4) 小学生 城山小     18.06 (-0.3)   1   2
  12 高野 雅季(4) 小学生 若穂RCｼﾞｭﾆｱ     18.09 (-0.3)   1   3
  13 祢津 音羽(4) 小学生 寺尾小     18.33 (-0.1)   2   6
  14 峯村 成実(4) 小学生 若穂RCｼﾞｭﾆｱ     18.78 (-0.3)   1   4
  15 城之内 ひより(4) 小学生 長野市陸上教室     19.50 (-0.3)   1   5
  16 山口 愛実(4) 小学生 若穂RCｼﾞｭﾆｱ     19.64 (-0.3)   1   6
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決勝 10月18日  9:40

県小記録(PR)        13.06

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 +0.5

 1 西沢 萌栞(5) 小学生     15.10  1 竹下 都和子(5) 小学生     15.11 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｴｶ 長野小 ﾀｹｼﾀ ﾄﾜｺ 長野市陸上教室

 2 久田 あいか(5) 小学生     16.52  2 北澤 姫羅理(5) 小学生     15.40 
ﾋｻﾀﾞｱｲｶ 城山小 ｷﾀｻﾞﾜｷﾗﾘ 城山小

 3 小林 礼佳(5) 小学生     17.26  3 松山 実希(5) 小学生     16.32 
ｺﾊﾞﾔｼｱﾔｶ 城山小 ﾏﾂﾔﾏ ﾐﾂｷ 長野市陸上教室

 4 森野 愛望(5) 小学生     17.28  4 油科 琴音(5) 小学生     16.89 
ﾓﾘﾉ ｱﾉﾝ 長野日大小 ﾕｼﾅｺﾄﾈ 城山小
依田 結菜(5) 小学生  5 平瀬 容子(5) 小学生     17.26 
ﾖﾀﾞ ﾕｲﾅ 若穂RCｼﾞｭﾆｱ ﾋﾗｾ ﾖｳｺ 裾花小
義家 可南笑(5) 小学生 青山 明日香(5) 小学生
ﾖｼｲｴ ｶﾅｴ 長野市陸上教室 ｱｵﾔﾏ ｱｽｶ 篠ノ井東小

   1 西沢 萌栞(5) 小学生 長野小     15.10 (+1.0)   1   1
   2 竹下 都和子(5) 小学生 長野市陸上教室     15.11 (+0.5)   2   1
   3 北澤 姫羅理(5) 小学生 城山小     15.40 (+0.5)   2   2
   4 松山 実希(5) 小学生 長野市陸上教室     16.32 (+0.5)   2   3
   5 久田 あいか(5) 小学生 城山小     16.52 (+1.0)   1   2
   6 油科 琴音(5) 小学生 城山小     16.89 (+0.5)   2   4
   7 小林 礼佳(5) 小学生 城山小     17.26 (+1.0)   1   3
   7 平瀬 容子(5) 小学生 裾花小     17.26 (+0.5)   2   5
   9 森野 愛望(5) 小学生 長野日大小     17.28 (+1.0)   1   4
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決勝 10月18日  9:30

県小記録(PR)        13.06

[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速 -0.3

 1 竹村 萌恵(6) 小学生     15.30  1 小松 鼓(6) 小学生     15.05 
ﾀｹﾑﾗ ﾓｴ 長野小 ｺﾏﾂﾂﾂﾞﾐ 城山小

 2 宮崎 若奈(6) 小学生     15.57  2 高藤 世那(6) 小学生     15.39 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾜｶﾅ 塩崎小 ﾀｶﾄｳ ｾﾅ ｽﾎﾟｺﾐ東北

 3 北澤 妃愛華(6) 小学生     15.80  3 山田 凛花(6) 小学生     15.97 
ｷﾀｻﾞﾜﾋﾒｶ 城山小 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾝｶ 長野市陸上教室

 4 水元 叶(6) 小学生     16.25  4 関 あおい(6) 小学生     16.30 
ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾅｳ 長野市陸上教室 ｾｷ ｱｵｲ ｽﾎﾟｺﾐ東北

 5 小原 桜(6) 小学生     16.31 宮岡 彩乃(6) 小学生
ｵﾊﾞﾗ ｻｸﾗ 長野小 ﾐﾔｵｶ ｱﾔﾉ 通明小

 6 近藤 綾香(6) 小学生     17.10 田島 雅乃(6) 小学生
ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔｶ 裾花小 ﾀｼﾞﾏ ｶﾉﾝ 通明小
山下 華那(6) 小学生 宮岡 咲乃(6) 小学生
ﾔﾏｼﾀ ｶﾅ 長野市陸上教室 ﾐﾔｵｶ ｻｷﾉ 通明小

[ 3組] 風速 +0.6

 1 宮岡 万優莉(6) 小学生     13.67 
ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ 長野市陸上教室

 2 内藤 理木(6) 小学生     13.84 
ﾅｲﾄｳ ﾘｺ 長野市陸上教室

 3 牛澤 莉乃(6) 小学生     14.22 
ｳｼｻﾞﾜ ﾘﾉ 長野市陸上教室

 4 上垣外 奈緒(6) 小学生     14.48 
ｶﾐｶﾞｲﾄ ﾅｵ 長野市陸上教室

 5 碓井 姫乃(6) 小学生     15.35 
ｳｽｲ ﾋﾒﾉ 長野市陸上教室

 6 佐藤 日和(6) 小学生     15.63 
ｻﾄｳ ﾋﾖﾘ 若穂RCｼﾞｭﾆｱ

   1 宮岡 万優莉(6) 小学生 長野市陸上教室     13.67 (+0.6)   3   1
   2 内藤 理木(6) 小学生 長野市陸上教室     13.84 (+0.6)   3   2
   3 牛澤 莉乃(6) 小学生 長野市陸上教室     14.22 (+0.6)   3   3
   4 上垣外 奈緒(6) 小学生 長野市陸上教室     14.48 (+0.6)   3   4
   5 小松 鼓(6) 小学生 城山小     15.05 (-0.3)   2   1
   6 竹村 萌恵(6) 小学生 長野小     15.30 (-0.2)   1   1
   7 碓井 姫乃(6) 小学生 長野市陸上教室     15.35 (+0.6)   3   5
   8 高藤 世那(6) 小学生 ｽﾎﾟｺﾐ東北     15.39 (-0.3)   2   2
   9 宮崎 若奈(6) 小学生 塩崎小     15.57 (-0.2)   1   2
  10 佐藤 日和(6) 小学生 若穂RCｼﾞｭﾆｱ     15.63 (+0.6)   3   6
  11 北澤 妃愛華(6) 小学生 城山小     15.80 (-0.2)   1   3
  12 山田 凛花(6) 小学生 長野市陸上教室     15.97 (-0.3)   2   3
  13 水元 叶(6) 小学生 長野市陸上教室     16.25 (-0.2)   1   4
  14 関 あおい(6) 小学生 ｽﾎﾟｺﾐ東北     16.30 (-0.3)   2   4
  15 小原 桜(6) 小学生 長野小     16.31 (-0.2)   1   5
  16 近藤 綾香(6) 小学生 裾花小     17.10 (-0.2)   1   6
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決勝 10月18日 10:50

県中記録(PR)        12.05

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 +0.9

 1 竹花 萌百果(1) 中学生     14.95  1 武内 さやか(1) 中学生     14.57 
ﾀｹﾊﾅ ﾓﾓｶ 裾花中 ﾀｹｳﾁ ｻﾔｶ 裾花中

 2 宮﨑 莉奈(1) 中学生     15.47  2 澁谷 美帆(1) 中学生     14.66 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾘﾅ 東北中 ｼﾌﾞﾔ ﾐﾎ 櫻ヶ岡中

 3 佐藤 詩歩(1) 中学生     15.88  3 美齊津 愛美(1) 中学生     14.83 
ｻﾄｳ ｼﾎ 犀陵中 ﾐｻｲﾂﾞ ﾏﾅﾐ 櫻ヶ岡中

 4 杉浦 結衣(1) 中学生     16.30  4 竹元 結菜(1) 中学生     14.89 
ｽｷﾞｳﾗ ﾕｲ 長野北部中 ﾀｹﾓﾄ ﾕｲﾅ 犀陵中

 5 原田 彩伽(1) 中学生     16.41  5 髙野 華純(1) 中学生     15.03 
ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｶ 長野北部中 ﾀｶﾉ ｶｽﾐ 広徳中

 6 ﾘｱｰｻ ｶｰﾐﾆ ｳｨﾏﾗﾗﾄﾅ中学生     18.64  6 森山 遥加(1) 中学生     15.70 
ﾘｱｰｻ ｶｰﾐﾆ ｳｨﾏﾗﾗﾄ 柳町中 ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙｶ 信大附属長野中
榎本 朱加里(1) 中学生 内山 祐華(1) 中学生
ｴﾉﾓﾄ ｱｶﾘ 長野東部中 ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｶ 広徳中

[ 3組] 風速 +1.0 [ 4組] 風速 +1.1

 1 草川 妃莉(1) 中学生     14.65  1 外谷 奈南里(1) 中学生     14.13 
ｸｻｶﾜ ﾋﾏﾘ 広徳中 ﾄﾔ ﾅﾅﾘ 裾花中

 2 島田 実歩(1) 中学生     15.20  2 福野 莉紗(1) 中学生     14.26 
ｼﾏﾀﾞ ﾐﾎ 更北中 ﾌｸﾉ ﾘｻ 信大附属長野中

 3 高地 美咲(1) 中学生     15.43  3 柳澤 志帆(1) 中学生     14.33 
ﾀｶﾁ ﾐｻｷ 広徳中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾎ 柳町中

 4 保科 真歩(1) 中学生     15.63  4 川原 穂乃果(1) 中学生     14.39 
ﾎｼﾅ ﾏﾎ 長野東部中 ｶﾜﾊﾗ ﾎﾉｶ 長野北部中

 5 原 菜々美(1) 中学生     17.19  5 山本 満里奈(1) 中学生     14.49 
ﾊﾗ ﾅﾅﾐ 広徳中 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘﾅ 裾花中
小林 茉友香(1) 中学生  6 佐藤 あいり(1) 中学生     14.80 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕｶ 長野東部中 ｻﾄｳ ｱｲﾘ 長野東部中
佐藤 志保奈(1) 中学生 福田 恵理子(1) 中学生
ｻﾄｳ ｼﾎﾅ 篠ノ井西中 ﾌｸﾀﾞ ｴﾘｺ 信大附属長野中

[ 5組] 風速 -0.2

 1 中津 晴葉(1) 中学生     13.95 
ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ 更北中

 2 川原 素代果(1) 中学生     13.98 
ｶﾜﾊﾗ ｿﾖｶ 長野北部中

 3 松田 七海(1) 中学生     14.29 
ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾅﾐ 信大附属長野中

 4 廣瀬 文香(1) 中学生     14.93 
ﾋﾛｾ ﾌﾐｶ 長野東部中
小柳 美月(1) 中学生
ｺﾔﾅｷﾞ ﾐﾂﾞｷ 篠ノ井西中
米澤 笑美(1) 中学生
ﾖﾈｻﾞﾜ ｴﾐ 長野東部中
山田 果音(1) 中学生
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾉﾝ 長野東部中

   1 中津 晴葉(1) 中学生 更北中     13.95 (-0.2)   5   1
   2 川原 素代果(1) 中学生 長野北部中     13.98 (-0.2)   5   2
   3 外谷 奈南里(1) 中学生 裾花中     14.13 (+1.1)   4   1
   4 福野 莉紗(1) 中学生 信大附属長野中     14.26 (+1.1)   4   2
   5 松田 七海(1) 中学生 信大附属長野中     14.29 (-0.2)   5   3
   6 柳澤 志帆(1) 中学生 柳町中     14.33 (+1.1)   4   3
   7 川原 穂乃果(1) 中学生 長野北部中     14.39 (+1.1)   4   4
   8 山本 満里奈(1) 中学生 裾花中     14.49 (+1.1)   4   5
   9 武内 さやか(1) 中学生 裾花中     14.57 (+0.9)   2   1
  10 草川 妃莉(1) 中学生 広徳中     14.65 (+1.0)   3   1
  11 澁谷 美帆(1) 中学生 櫻ヶ岡中     14.66 (+0.9)   2   2
  12 佐藤 あいり(1) 中学生 長野東部中     14.80 (+1.1)   4   6
  13 美齊津 愛美(1) 中学生 櫻ヶ岡中     14.83 (+0.9)   2   3
  14 竹元 結菜(1) 中学生 犀陵中     14.89 (+0.9)   2   4
  15 廣瀬 文香(1) 中学生 長野東部中     14.93 (-0.2)   5   4
  16 竹花 萌百果(1) 中学生 裾花中     14.95 (+0.3)   1   1
  17 髙野 華純(1) 中学生 広徳中     15.03 (+0.9)   2   5
  18 島田 実歩(1) 中学生 更北中     15.20 (+1.0)   3   2
  19 高地 美咲(1) 中学生 広徳中     15.43 (+1.0)   3   3
  20 宮﨑 莉奈(1) 中学生 東北中     15.47 (+0.3)   1   2
  21 保科 真歩(1) 中学生 長野東部中     15.63 (+1.0)   3   4
  22 森山 遥加(1) 中学生 信大附属長野中     15.70 (+0.9)   2   6
  23 佐藤 詩歩(1) 中学生 犀陵中     15.88 (+0.3)   1   3
  24 杉浦 結衣(1) 中学生 長野北部中     16.30 (+0.3)   1   4
  25 原田 彩伽(1) 中学生 長野北部中     16.41 (+0.3)   1   5
  26 原 菜々美(1) 中学生 広徳中     17.19 (+1.0)   3   5
  27 ﾘｱｰｻ ｶｰﾐﾆ ｳｨﾏﾗﾗﾄﾅ(1)中学生 柳町中     18.64 (+0.3)   1   6
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決勝 10月18日 11:05

県中記録(PR)        12.05

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 +0.3

 1 竹内 つむぎ(2) 中学生     14.44  1 神津 美紅(2) 中学生     14.02 
ﾀｹｳﾁ ﾂﾑｷﾞ 東北中 ｺｳﾂﾞ ﾐｸ 長野北部中

 2 北澤 花(2) 中学生     15.14  2 宮澤 由紀(2) 中学生     14.30 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾊﾅ 更北中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷ 東北中

 3 今井 陽奈美(2) 中学生     15.22  3 佐﨑 莉那(2) 中学生     14.71 
ｲﾏｲ ﾋﾅﾐ 東北中 ｻｻﾞｷ ﾘﾅ 裾花中

 4 関 恵莉花(2) 中学生     15.32  4 木田 斐奈子(2) 中学生     14.78 
ｾｷ ｴﾘｶ 広徳中 ｷﾀﾞ ﾋﾅｺ 信大附属長野中

 5 田辺 莉子(2) 中学生     15.59  5 小島 怜奈(2) 中学生     15.01 
ﾀﾅﾍﾞ ﾘｺ 若穂中 ｺｼﾞﾏ ﾚｲﾅ 柳町中

 6 石井 碧海(2) 中学生     15.61 丸山 紗奈(2) 中学生
ｲｼｲ ｱｵｲ 柳町中 ﾏﾙﾔﾏ ｽｽﾞﾅ 裾花中

 7 髙宮 夏帆(2) 中学生     17.50 松橋 梨江(2) 中学生
ﾀｶﾐﾔ ｶﾎ 広徳中 ﾏﾂﾊｼ ﾘｴ 柳町中

[ 3組] 風速  0.0

 1 伊藤 綾香(2) 中学生     13.31 
ｲﾄｳ ｱﾔｶ 裾花中

 2 山﨑 あみ(2) 中学生     13.64 
ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾐ 長野北部中

 3 藤沢 真愛(2) 中学生     14.08 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏﾅ 長野北部中

 4 中山 未悠(2) 中学生     14.11 
ﾅｶﾔﾏ ﾐﾕ 長野北部中

 5 寺島 玲雅(2) 中学生     14.35 
ﾃﾗｼﾏ ﾚｲｶﾞ 長野東部中

 6 宮島 紗彩(2) 中学生     15.12 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｻｱﾔ 更北中
中谷 理重子(2) 中学生
ﾅｶﾔ ﾘｴｺ 川中島中

   1 伊藤 綾香(2) 中学生 裾花中     13.31 (0.0)   3   1
   2 山﨑 あみ(2) 中学生 長野北部中     13.64 (0.0)   3   2
   3 神津 美紅(2) 中学生 長野北部中     14.02 (+0.3)   2   1
   4 藤沢 真愛(2) 中学生 長野北部中     14.08 (0.0)   3   3
   5 中山 未悠(2) 中学生 長野北部中     14.11 (0.0)   3   4
   6 宮澤 由紀(2) 中学生 東北中     14.30 (+0.3)   2   2
   7 寺島 玲雅(2) 中学生 長野東部中     14.35 (0.0)   3   5
   8 竹内 つむぎ(2) 中学生 東北中     14.44 (+1.1)   1   1
   9 佐﨑 莉那(2) 中学生 裾花中     14.71 (+0.3)   2   3
  10 木田 斐奈子(2) 中学生 信大附属長野中     14.78 (+0.3)   2   4
  11 小島 怜奈(2) 中学生 柳町中     15.01 (+0.3)   2   5
  12 宮島 紗彩(2) 中学生 更北中     15.12 (0.0)   3   6
  13 北澤 花(2) 中学生 更北中     15.14 (+1.1)   1   2
  14 今井 陽奈美(2) 中学生 東北中     15.22 (+1.1)   1   3
  15 関 恵莉花(2) 中学生 広徳中     15.32 (+1.1)   1   4
  16 田辺 莉子(2) 中学生 若穂中     15.59 (+1.1)   1   5
  17 石井 碧海(2) 中学生 柳町中     15.61 (+1.1)   1   6
  18 髙宮 夏帆(2) 中学生 広徳中     17.50 (+1.1)   1   7

決勝 10月18日 11:06

県中記録(PR)        12.05

風速  0.0

 1 中村 晴香(3) 中学生     14.44 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ 東北中
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決勝 10月18日 11:50

県中記録(JR)        25.16

[ 1組] 風速 +2.6 [ 2組] 風速 +1.3

 1 高橋 知夏(1) 中学生     29.88  1 南澤 胡桃(1) 中学生     28.32 
ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｶ 柳町中 ﾐﾅﾐｻﾜ ｸﾙﾐ 裾花中

 2 加藤 智花(1) 中学生     31.38  2 宮下 優希菜(1) 中学生     29.06 
ｶﾄｳ ﾄﾓｶ 篠ノ井西中 ﾐﾔｼﾀ ﾕｷﾅ 東北中

 3 福田 彩南(1) 中学生     31.79  3 坂田 栞菜(1) 中学生     30.00 
ﾌｸﾀﾞ ｱｲﾅ 犀陵中 ｻｶﾀ ｶﾝﾅ 櫻ヶ岡中

 4 青木 優佳(1) 中学生     32.00  4 森 奈乃佳(1) 中学生     30.28 
ｱｵｷ ﾕｶ 篠ノ井西中 ﾓﾘ ﾅﾉｶ 篠ノ井西中

 5 太田 万莉奈(1) 中学生     32.08  5 久田 あおい(1) 中学生     30.53 
ｵｵﾀ ﾏﾘﾅ 川中島中 ﾋｻﾀﾞ ｱｵｲ 柳町中

 6 木村 渚月(1) 中学生     31.19 
ｷﾑﾗ ﾅﾂｷ 川中島中

   1 南澤 胡桃(1) 中学生 裾花中     28.32 (+1.3)   2   1
   2 宮下 優希菜(1) 中学生 東北中     29.06 (+1.3)   2   2
   3 高橋 知夏(1) 中学生 柳町中     29.88 (+2.6)   1   1
   4 坂田 栞菜(1) 中学生 櫻ヶ岡中     30.00 (+1.3)   2   3
   5 森 奈乃佳(1) 中学生 篠ノ井西中     30.28 (+1.3)   2   4
   6 久田 あおい(1) 中学生 柳町中     30.53 (+1.3)   2   5
   7 木村 渚月(1) 中学生 川中島中     31.19 (+1.3)   2   6
   8 加藤 智花(1) 中学生 篠ノ井西中     31.38 (+2.6)   1   2
   9 福田 彩南(1) 中学生 犀陵中     31.79 (+2.6)   1   3
  10 青木 優佳(1) 中学生 篠ノ井西中     32.00 (+2.6)   1   4
  11 太田 万莉奈(1) 中学生 川中島中     32.08 (+2.6)   1   5

決勝 10月18日 11:56

県中記録(JR)        25.16

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +0.9

 1 竹村 咲耶(2) 中学生     28.45  1 下田 花菜(2) 中学生     26.90 
ﾀｹﾑﾗ ｻﾔ 篠ノ井西中 ｼﾓﾀ ﾊﾅ 犀陵中

 2 栗原 和奈(2) 中学生     29.14  2 相澤 こごみ(2) 中学生     28.48 
ｸﾘﾊﾗ ｶﾅ 更北中 ｱｲｻﾞﾜ ｺｺﾞﾐ 裾花中

 3 碓井 実生(2) 中学生     29.85  3 内山 彩夏(2) 中学生     28.83 
ｳｽｲ ﾐｳ 柳町中 ｳﾁﾔﾏ ｻﾔｶ 櫻ヶ岡中

 4 宮入 響(2) 中学生     30.48  4 淀 日南子(2) 中学生     29.00 
ﾐﾔｲﾘ ﾋﾋﾞｷ 篠ノ井西中 ﾖﾄﾞ ﾋﾅｺ 川中島中

 5 西尾 南美(2) 中学生     31.26  5 北澤 珠奈(2) 中学生     31.59 
ﾆｼｵ ﾐﾅﾐ 広徳中 ｷﾀｻﾞﾜ ｼｭﾅ 若穂中

 6 渡邊 莉子(2) 中学生     33.38 宮﨑 千華(2) 中学生
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｺ 広徳中 ﾐﾔｻﾞｷ ﾁﾊﾙ 川中島中
小口 才実(2) 中学生
ｵｸﾞﾁ ﾀｶﾐ 信大附属長野中

   1 下田 花菜(2) 中学生 犀陵中     26.90 (+0.9)   2   1
   2 竹村 咲耶(2) 中学生 篠ノ井西中     28.45 (+0.6)   1   1
   3 相澤 こごみ(2) 中学生 裾花中     28.48 (+0.9)   2   2
   4 内山 彩夏(2) 中学生 櫻ヶ岡中     28.83 (+0.9)   2   3
   5 淀 日南子(2) 中学生 川中島中     29.00 (+0.9)   2   4
   6 栗原 和奈(2) 中学生 更北中     29.14 (+0.6)   1   2
   7 碓井 実生(2) 中学生 柳町中     29.85 (+0.6)   1   3
   8 宮入 響(2) 中学生 篠ノ井西中     30.48 (+0.6)   1   4
   9 西尾 南美(2) 中学生 広徳中     31.26 (+0.6)   1   5
  10 北澤 珠奈(2) 中学生 若穂中     31.59 (+0.9)   2   5
  11 渡邊 莉子(2) 中学生 広徳中     33.38 (+0.6)   1   6 6048
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決勝 10月18日 12:00

県中記録(JR)        25.16

風速 +0.4

 1 関 日菜子(3) 中学生     28.48 
ｾｷ ﾋﾅｺ 更北中

 2 島田 弥玲(3) 中学生     30.25 
ｼﾏﾀﾞ ﾐﾚｲ 長野東部中
中島 伸子(3) 中学生
ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾌﾞｺ 長野東部中
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決勝 10月18日 12:42

県小記録(PR)      3,03.46

 1 田中 聖(4) 小学生   4,24.72 
ﾀﾅｶ ﾋｼﾞﾘ ｽﾎﾟｺﾐ東北

 2 阿部 恭花(4) 小学生   4,50.21 
ｱﾍﾞ ｷｮｳｶ 裾花小

決勝 10月18日 12:41

県小記録(PR)      3,03.46

 1 駒木 希美(5) 小学生   3,57.79 
ｺﾏｷ ﾉｿﾞﾐ 昭和小

決勝 10月18日 12:40

県小記録(PR)      3,03.46

 1 福岡 美優(6) 小学生   3,46.22 
ﾌｸｵｶ ﾐﾕ 長野小

 2 髙森 唯花(6) 小学生   3,53.76 
ﾀｶﾓﾘ ﾕｲｶ 長野市陸上教室

 3 及川 葵(6) 小学生   3,58.96 
ｵｲｶﾜｱｵｲ 城山小

 4 平林 真奈(6) 小学生   3,59.86 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ 裾花小

 5 松澤 怜美(6) 小学生   4,11.87 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｻﾄﾐ 裾花小

 6 塩入 みみ(6) 小学生   4,19.54 
ｼｵｲﾘ ﾐﾐ 裾花小

 7 竹中 杏実(6) 小学生   4,39.27 
ﾀｹﾅｶ ｱﾐ 裾花小
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決勝 10月18日 13:12

県中記録(JR)      4,28.36

 1 安藤 悠(1) 中学生   5,34.10 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｶ 若穂中

 2 東海林 咲樹(1) 中学生   5,36.53 
ｼｮｳｼﾞ ｻｷ 更北中

 3 冨岡 愛(1) 中学生   5,36.55 
ﾄﾐｵｶ ｱｲ 柳町中

 4 山田 萌生(1) 中学生   5,41.31 
ﾔﾏﾀﾞ ﾓｴﾐ 信大附属長野中

 5 西原 万葉(1) 中学生   5,54.56 
ﾆｼﾊﾗ ﾏﾘﾅ 長野東部中

 6 牧野 瑠李(1) 中学生   5,58.04 
ﾏｷﾉ ﾙﾘ 東北中

 7 竹内 結希愛(1) 中学生   5,58.22 
ﾀｹｳﾁ ﾕｷｱ 東北中

 8 金井 紅羽(1) 中学生   5,58.25 
ｶﾅｲ ｸﾚﾊ 東北中

 9 岩倉 愛華(1) 中学生   6,00.70 
ｲﾜｸﾗ ｱｲｶ 更北中

10 岡澤 佳奈(1) 中学生   6,02.74 
ｵｶｻﾞﾜ ｶﾅ 裾花中

11 筑波 優花(1) 中学生   6,07.40 
ﾂｸﾊﾞ ﾕｳｶ 更北中

12 中島 純子(1) 中学生   6,08.54 
ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｺ 長野東部中

13 牧 純花(1) 中学生   6,09.12 
ﾏｷ ｱﾔｶ 長野東部中

14 小林 千瑶(1) 中学生   6,11.93 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾖ 信大附属長野中

15 平間 あみ(1) 中学生   6,22.28 
ﾋﾗﾏ ｱﾐ 更北中

16 酒井 瑞生(1) 中学生   6,39.22 
ｻｶｲ ﾐｽﾞｷ 更北中
西澤 真由(1) 中学生
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾕ 信大附属長野中
清水 愛華(1) 中学生
ｼﾐｽﾞ ﾏﾅｶ 三陽中
宮川 鈴佳(1) 中学生
ﾐﾔｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ 長野北部中
森川 楓(1) 中学生
ﾓﾘｶﾜ ｶｴﾃﾞ 長野東部中

決勝 10月18日 13:11

県中記録(JR)      4,28.36

 1 井上 愛美(2) 中学生   5,24.65 
ｲﾉｳｴ ﾏﾅﾐ 長野東部中

 2 名柄 香里(2) 中学生   5,31.07 
ﾅｶﾞﾗ ｶｵﾘ 長野東部中

 3 盛田 美生(2) 中学生   5,31.41 
ﾓﾘﾀ ﾐｳ 更北中

 4 河原 瑞歩(2) 中学生   5,33.50 
ｶﾜﾊﾗ ﾐｽﾞﾎ 信大附属長野中

 5 山﨑 心優(2) 中学生   5,39.81 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾕ 長野東部中

 6 中澤 あゆ美(2) 中学生   5,47.05 
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 裾花中

 7 宇崎 成美(2) 中学生   6,00.62 
ｳｻﾞｷ ﾅﾙﾐ 信大附属長野中
大川 真優(2) 中学生
ｵｵｶﾜ ﾏﾕ 長野北部中
寺島 花音(2) 中学生
ﾃﾗｼﾏ ｶﾉﾝ 長野北部中
布利幡 祐美(2) 中学生
ﾌﾘﾊﾀ ﾕｳﾐ 長野東部中

5  5670
欠場

8  5499
欠場

1  6182

3  5671
欠場

4  5500

2  5729

7  6002

9  6180

6  5488

10  5497

女子中学2年

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

女子中学1年

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
10  5901

7  6009

14  5391

13  6164

8  5476

6  5629

4  5620

18  8710

19  6014

3  5740

5  6015

20  5475

2  5479

15  6165

17  6011

1  6008

9  6167
欠場

11  5602
欠場

12  5690
欠場

16  5481
欠場



決勝 10月18日 13:10

県中記録(JR)      4,28.36

 1 丸山 優芽(3) 中学生   5,39.30 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕﾒ 更北中
倉石 夏美(3) 中学生
ｸﾗｲｼ ﾅﾂﾐ 更北中
清水 美結(3) 中学生
ｼﾐｽﾞ ﾐﾕ 三陽中

女子中学3年

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

12  5588
欠場

13  5997

11  5994
欠場



決勝 10月18日 14:05

県中記録(JR)        48.17

[ 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   9 広徳中  6051 髙野 華純(1)     57.90  1   3 裾花中(C)  5739 武内 さやか(1)     55.00 

ｺｳﾄｸﾁｭｳ ﾀｶﾉ ｶｽﾐ ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳC ﾀｹｳﾁ ｻﾔｶ
 6046 草川 妃莉(1)  5745 外谷 奈南里(1)

ｸｻｶﾜ ﾋﾏﾘ ﾄﾔ ﾅﾅﾘ
 6054 関 恵莉花(2)  5743 山本 満里奈(1)

ｾｷ ｴﾘｶ ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘﾅ
 6044 西尾 南美(2)  5742 南澤 胡桃(1)

ﾆｼｵ ﾐﾅﾐ ﾐﾅﾐｻﾜ ｸﾙﾐ
 2   6 裾花中(B)  5744 田中 彩野(1)     58.51  2   4 篠ノ井西中(A)  5847 渡利 美穂(2)     56.74 

ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳB ﾀﾅｶ ｱﾔﾉ ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳA ﾜﾀﾘ ﾐﾎ
 5737 稲田 流羽(1)  5846 竹村 咲耶(2)

ｲﾅﾀﾞ ﾙｳ ﾀｹﾑﾗ ｻﾔ
 5738 木葉原 桃(1)  5845 宮入 響(2)

ｷﾊﾞﾊﾗ ﾓﾓ ﾐﾔｲﾘ ﾋﾋﾞｷ
 5736 竹花 萌百果(1)  5848 田中 ひかる(2)

ﾀｹﾊﾅ ﾓﾓｶ ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ
 3   7 長野東部中(E)  5497 名柄 香里(2)   1,00.37  3   5 長野北部中(D)  5690 宮川 鈴佳(1)     57.38 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳE ﾅｶﾞﾗ ｶｵﾘ ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳD ﾐﾔｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ
 5500 山﨑 心優(2)  5691 金子 莉彩(1)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾕ ｶﾈｺ ﾘｻ
 5488 井上 愛美(2)  5689 粟野原 瑠々子(1)

ｲﾉｳｴ ﾏﾅﾐ ｱﾜﾉﾊﾗ ﾙﾙｺ
 5514 島田 弥玲(3)  5686 川原 穂乃果(1)

ｼﾏﾀﾞ ﾐﾚｲ ｶﾜﾊﾗ ﾎﾉｶ
 4   2 川中島中(B)  5957 木村 渚月(1)   1,01.25  4   7 長野北部中(C)  5687 杉浦 結衣(1)     58.00 

ｶﾜﾅｶｼﾞﾏﾁｭｳB ｷﾑﾗ ﾅﾂｷ ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳC ｽｷﾞｳﾗ ﾕｲ
 5955 原 聖葵(1)  5685 割田 実夢(2)

ﾊﾗ ﾏｻｷ ﾜﾘﾀ ﾐﾕ
 5956 太田 万莉奈(1)  5679 石井 あやの(2)

ｵｵﾀ ﾏﾘﾅ ｲｼｲ ｱﾔﾉ
 5958 佐藤 亜海(1)  5684 藤沢 真愛(2)

ｻﾄｳ ｱﾐ ﾌｼﾞｻﾜ ﾏﾅ
 5   4 柳町中(C)  5389 松橋 香乃(2)   1,01.47  5   6 川中島中(A)  5953 宮﨑 千華(2)     58.35 

ﾔﾅｷﾞﾏﾁﾁｭｳC ﾏﾂﾊｼ ｶﾉ ｶﾜﾅｶｼﾞﾏﾁｭｳA ﾐﾔｻﾞｷ ﾁﾊﾙ
 5388 小林 美咲(2)  5945 淀 日南子(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ ﾖﾄﾞ ﾋﾅｺ
 5386 高池 明日香(2)  5948 風間 美海(2)

ﾀｶｲｹ ｱｽｶ ｶｻﾞﾏ ﾐﾐ
 5382 石井 碧海(2)  5949 伊藤 綾音(2)

ｲｼｲ ｱｵｲ ｲﾄｳ ｱﾔﾈ
 6   8 裾花中(A)  5746 植木 星(1)   1,02.64  6   9 長野東部中(C)  5478 保科 真歩(1)     59.06 

ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳA ｳｴｷ ｱｶﾘ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳC ﾎｼﾅ ﾏﾎ
 5740 岡澤 佳奈(1)  5472 佐藤 あいり(1)

ｵｶｻﾞﾜ ｶﾅ ｻﾄｳ ｱｲﾘ
 5741 柿澤 風歌(1)  5474 武田 あゆみ(1)

ｶｷｻﾞﾜ ﾌｳｶ ﾀｹﾀﾞ ｱﾕﾐ
 5747 高橋 ほのか(1)  5477 廣瀬 文香(1)

ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ ﾋﾛｾ ﾌﾐｶ
 7   5 長野東部中(F)  5479 牧 純花(1)   1,02.96  7   8 信大附属長野中  6166 森山 遥加(1)     59.61 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳF ﾏｷ ｱﾔｶ ｼﾝﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾅｶﾞﾉﾁｭｳ ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙｶ
 5476 西原 万葉(1)  6170 上野 未来(1)

ﾆｼﾊﾗ ﾏﾘﾅ ｳｴﾉ ﾐｸ
 5475 中島 純子(1)  6160 中村 咲喜花(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｺ ﾅｶﾑﾗ ｻｷｶ
 5482 吉原 紗英(1)  6179 小口 才実(2)

ﾖｼﾊﾗ ｻｴ ｵｸﾞﾁ ﾀｶﾐ
  3 長野東部中(D)   2 篠ノ井西中(B)

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳD 欠場 ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳB 欠場

女子中学

4×100mR

決勝



[ 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   8 東北中(B)  8711 藤澤 莉子(1)     54.65  1   6 犀陵中  5793 曹 るみ(2)     52.51 

ﾄｳﾎｸﾁｭｳB ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｺ ｻｲﾘｮｳﾁｭｳ ｿｳ ﾙﾐ
 5636 宮下 優希菜(1)  5792 下田 花菜(2)

ﾐﾔｼﾀ ﾕｷﾅ ｼﾓﾀ ﾊﾅ
 5620 竹内 結希愛(1)  5770 竹元 結菜(1)

ﾀｹｳﾁ ﾕｷｱ ﾀｹﾓﾄ ﾕｲﾅ
 5631 北澤 ひなの(1)  5794 池田 寛子(2)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾅﾉ ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｺ
 2   6 東北中(A)  5639 岡田 真奈(2)     55.29  2   3 長野北部中(A)  5688 川原 素代果(1)     53.08 

ﾄｳﾎｸﾁｭｳA ｵｶﾀﾞ ﾏﾅ ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳA ｶﾜﾊﾗ ｿﾖｶ
 5647 細尾 咲衣(2)  5682 神津 美紅(2)

ﾎｿｵ ｻｴ ｺｳﾂﾞ ﾐｸ
 5643 宮澤 由紀(2)  5677 中山 未悠(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷ ﾅｶﾔﾏ ﾐﾕ
 5646 竹内 つむぎ(2)  5678 山﨑 あみ(2)

ﾀｹｳﾁ ﾂﾑｷﾞ ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾐ
 3   9 柳町中(B)  5393 久田 あおい(1)     56.07  3   5 裾花中(D)  5734 山田 はる香(2)     54.07 

ﾔﾅｷﾞﾏﾁﾁｭｳB ﾋｻﾀﾞ ｱｵｲ ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳD ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ
 5392 柳澤 志帆(1)  5728 相澤 こごみ(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾎ ｱｲｻﾞﾜ ｺｺﾞﾐ
 5396 高橋 知夏(1)  5731 佐﨑 莉那(2)

ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｶ ｻｻﾞｷ ﾘﾅ
 5395 高橋 千笑(1)  5710 伊藤 綾香(2)

ﾀｶﾊｼ ﾁｴ ｲﾄｳ ｱﾔｶ
 4   7 柳町中(A)  5390 松橋 梨江(2)     57.01  4   4 櫻ヶ岡中(A)  5441 藤澤 文(1)     54.33 

ﾔﾅｷﾞﾏﾁﾁｭｳA ﾏﾂﾊｼ ﾘｴ ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳA ﾌｼﾞｻﾜ ﾌﾐ
 5387 碓井 実生(2)  5435 内山 彩夏(2)

ｳｽｲ ﾐｳ ｳﾁﾔﾏ ｻﾔｶ
 5384 松橋 祐奈(2)  5436 山田 真菜(2)

ﾏﾂﾊｼ ﾕｳﾅ ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ
 5383 小島 怜奈(2)  5433 兼松 わか菜(2)

ｺｼﾞﾏ ﾚｲﾅ ｶﾈﾏﾂ ﾜｶﾅ
 5   4 長野北部中(B)  5676 原田 玲華(2)     57.69  5   2 長野東部中(A)  5495 寺島 玲雅(2)     55.22 

ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳB ﾊﾗﾀﾞ ﾚｲｶ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ﾃﾗｼﾏ ﾚｲｶﾞ
 5671 大川 真優(2)  5492 武内 美南(2)

ｵｵｶﾜ ﾏﾕ ﾀｹｳﾁ ﾐﾅﾐ
 5670 寺島 花音(2)  5487 荒井 未来(2)

ﾃﾗｼﾏ ｶﾉﾝ ｱﾗｲ ﾐｷ
 5664 羽尾 胡実(3)  5489 小池 日夏里(2)

ﾊｵ ｸﾙﾐ ｺｲｹ ﾋｶﾘ
 6   5 櫻ヶ岡中(B)  5439 坂田 栞菜(1)     58.46  6   8 信大附属長野中  6169 松田 七海(1)     56.41 

ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳB ｻｶﾀ ｶﾝﾅ ｼﾝﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾅｶﾞﾉﾁｭｳ ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾅﾐ
 5442 美齊津 愛美(1)  6168 福野 莉紗(1)

ﾐｻｲﾂﾞ ﾏﾅﾐ ﾌｸﾉ ﾘｻ
 5438 小山 瑞貴(1)  6178 福澤 萌夏(2)

ｺﾔﾏ ﾐｽﾞｷ ﾌｸｻﾞﾜ ﾓｴｶ
 5400 澁谷 美帆(1)  6177 木田 斐奈子(2)

ｼﾌﾞﾔ ﾐﾎ ｷﾀﾞ ﾋﾅｺ
 7   3 三陽中(A)  5599 和田 愛美(2)     59.17  7   7 更北中(A)  6001 松本 優花(2)     57.52 

ｻﾝﾖｳﾁｭｳA ﾜﾀﾞﾏﾅﾐ ｺｳﾎｸﾁｭｳA ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｶ
 5598 泉田 沙矢香(2)  6006 中津 晴葉(1)

ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｻﾔｶ ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ
 5600 佐藤 涼香(1)  6003 栗原 和奈(2)

ｻﾄｳ ｽｽﾞｶ ｸﾘﾊﾗ ｶﾅ
 5602 清水 愛華(1)  5998 宮島 紗彩(2)

ｼﾐｽﾞ ﾏﾅｶ ﾐﾔｼﾞﾏ ｻｱﾔ
 8   2 長野東部中(B)  5491 進藤 真心(2)     59.83 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳB ｼﾝﾄﾞｳ ﾏｺ
 5490 神頭 那奈(2)

ｺｳｽﾞ ﾅﾅ
 5501 山田 佳奈(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ
 5493 武田 真奈(2)

ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅ

女子中学

4×100mR



   1 犀陵中     52.51 曹 るみ(2) 下田 花菜(2) 竹元 結菜(1) 池田 寛子(2)   4   1
   2 長野北部中(A)     53.08 川原 素代果(1) 神津 美紅(2) 中山 未悠(2) 山﨑 あみ(2)   4   2
   3 裾花中(D)     54.07 山田 はる香(2) 相澤 こごみ(2) 佐﨑 莉那(2) 伊藤 綾香(2)   4   3
   4 櫻ヶ岡中(A)     54.33 藤澤 文(1) 内山 彩夏(2) 山田 真菜(2) 兼松 わか菜(2)   4   4
   5 東北中(B)     54.65 藤澤 莉子(1) 宮下 優希菜(1) 竹内 結希愛(1) 北澤 ひなの(1)   3   1
   6 裾花中(C)     55.00 武内 さやか(1) 外谷 奈南里(1) 山本 満里奈(1) 南澤 胡桃(1)   2   1
   7 長野東部中(A)     55.22 寺島 玲雅(2) 武内 美南(2) 荒井 未来(2) 小池 日夏里(2)   4   5
   8 東北中(A)     55.29 岡田 真奈(2) 細尾 咲衣(2) 宮澤 由紀(2) 竹内 つむぎ(2)   3   2
   9 柳町中(B)     56.07 久田 あおい(1) 柳澤 志帆(1) 高橋 知夏(1) 高橋 千笑(1)   3   3
  10 信大附属長野中(A)     56.41 松田 七海(1) 福野 莉紗(1) 福澤 萌夏(2) 木田 斐奈子(2)   4   6
  11 篠ノ井西中(A)     56.74 渡利 美穂(2) 竹村 咲耶(2) 宮入 響(2) 田中 ひかる(2)   2   2
  12 柳町中(A)     57.01 松橋 梨江(2) 碓井 実生(2) 松橋 祐奈(2) 小島 怜奈(2)   3   4
  13 長野北部中(D)     57.38 宮川 鈴佳(1) 金子 莉彩(1) 粟野原 瑠々子( 川原 穂乃果(1)   2   3
  14 更北中(A)     57.52 松本 優花(2) 中津 晴葉(1) 栗原 和奈(2) 宮島 紗彩(2)   4   7
  15 長野北部中(B)     57.69 原田 玲華(2) 大川 真優(2) 寺島 花音(2) 羽尾 胡実(3)   3   5
  16 広徳中     57.90 髙野 華純(1) 草川 妃莉(1) 関 恵莉花(2) 西尾 南美(2)   1   1
  17 長野北部中(C)     58.00 杉浦 結衣(1) 割田 実夢(2) 石井 あやの(2) 藤沢 真愛(2)   2   4
  18 川中島中(A)     58.35 宮﨑 千華(2) 淀 日南子(2) 風間 美海(2) 伊藤 綾音(2)   2   5
  19 櫻ヶ岡中(B)     58.46 坂田 栞菜(1) 美齊津 愛美(1) 小山 瑞貴(1) 澁谷 美帆(1)   3   6
  20 裾花中(B)     58.51 田中 彩野(1) 稲田 流羽(1) 木葉原 桃(1) 竹花 萌百果(1)   1   2
  21 長野東部中(C)     59.06 保科 真歩(1) 佐藤 あいり(1) 武田 あゆみ(1) 廣瀬 文香(1)   2   6
  22 三陽中(A)     59.17 和田 愛美(2) 泉田 沙矢香(2) 佐藤 涼香(1) 清水 愛華(1)   3   7
  23 信大附属長野中(B)     59.61 森山 遥加(1) 上野 未来(1) 中村 咲喜花(1) 小口 才実(2)   2   7
  24 長野東部中(B)     59.83 進藤 真心(2) 神頭 那奈(2) 山田 佳奈(2) 武田 真奈(2)   3   8
  25 長野東部中(E)   1,00.37 名柄 香里(2) 山﨑 心優(2) 井上 愛美(2) 島田 弥玲(3)   1   3
  26 川中島中(B)   1,01.25 木村 渚月(1) 原 聖葵(1) 太田 万莉奈(1) 佐藤 亜海(1)   1   4
  27 柳町中(C)   1,01.47 松橋 香乃(2) 小林 美咲(2) 高池 明日香(2) 石井 碧海(2)   1   5
  28 裾花中(A)   1,02.64 植木 星(1) 岡澤 佳奈(1) 柿澤 風歌(1) 高橋 ほのか(1)   1   6
  29 長野東部中(F)   1,02.96 牧 純花(1) 西原 万葉(1) 中島 純子(1) 吉原 紗英(1)   1   7

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

女子中学

4×100mR



決勝 10月18日  9:30

県中記録(JR)         1.75

粟野原 瑠々子(1) 中学生
ｱﾜﾉﾊﾗ ﾙﾙｺ 長野北部中
吉原 紗英(1) 中学生
ﾖｼﾊﾗ ｻｴ 長野東部中
佐藤 謡(1) 中学生
ｻﾄｳ ｳﾀｴ 櫻ヶ岡中
木葉原 桃(1) 中学生
ｷﾊﾞﾊﾗ ﾓﾓ 裾花中
宮澤 愛乃(1) 中学生
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｲﾉ 櫻ヶ岡中
柿澤 風歌(1) 中学生 記録なし
ｶｷｻﾞﾜ ﾌｳｶ 裾花中
武田 あゆみ(1) 中学生 記録なし
ﾀｹﾀﾞ ｱﾕﾐ 長野東部中

決勝 10月18日  9:31

県中記録(JR)         1.75

臼井 花(2) 中学生
ｳｽｲ ﾊﾅ 犀陵中
細尾 咲衣(2) 中学生
ﾎｿｵ ｻｴ 東北中
能瀬 麗捺(2) 中学生
ﾉｾ ﾚｲﾅ 東北中
池田 寛子(2) 中学生
ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｺ 犀陵中
武内 美南(2) 中学生
ﾀｹｳﾁ ﾐﾅﾐ 長野東部中
松橋 香乃(2) 中学生
ﾏﾂﾊｼ ｶﾉ 柳町中
松本 優花(2) 中学生
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｶ 更北中
品澤 もも佳(2) 中学生
ｼﾅｻﾞﾜ ﾓﾓｶ 信大附属長野中
高池 明日香(2) 中学生
ﾀｶｲｹ ｱｽｶ 柳町中
後藤 優奈(2) 中学生
ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾅ 川中島中
中村 優月(2) 中学生
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ 川中島中
渡利 美穂(2) 中学生
ﾜﾀﾘ ﾐﾎ 篠ノ井西中
曹 るみ(2) 中学生
ｿｳ ﾙﾐ 犀陵中
山田 はる香(2) 中学生
ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ 裾花中
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決勝 10月18日 13:37

県小記録(WR)         4.75

堀 愛美(4) 小学生   3.37    X   2.96    3.37 
ﾎﾘ ﾏﾅﾐ 長野市陸上教室   +1.7   +3.5    +1.7

決勝 10月18日 13:36

県小記録(WR)         4.75

中村 明日歌(5) 小学生   2.96   3.21   3.18    3.21 
ﾅｶﾑﾗ ｱｽｶ 長野市陸上教室   +3.3   +2.2   +4.1    +2.2

決勝 10月18日 13:35

県小記録(WR)         4.75

伊豫田 実優(6) 小学生   3.42   2.60    X    3.42 
ｲﾖﾀﾞ ﾐﾕ 松代小   +2.7   +3.7    +2.7

決勝 10月18日 11:15

県中記録(PR)         5.74

高橋 千笑(1) 中学生   4.23   4.37   4.38    4.38 
ﾀｶﾊｼ ﾁｴ 柳町中   -0.8   -1.3   +0.1    +0.1
大久保 由佳(1) 中学生   3.86   3.90   4.11    4.11 
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｶ 東北中    0.0   +0.6   -0.8    -0.8
上野 未来(1) 中学生   3.99   3.94   3.91    3.99 
ｳｴﾉ ﾐｸ 信大附属長野中   +0.2   -1.0   +0.7    +0.2
藤澤 文(1) 中学生   3.85   3.71   3.84    3.85 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾌﾐ 櫻ヶ岡中   +0.6   -0.7   -0.7    +0.6
田中 彩野(1) 中学生   3.66   3.56   3.71    3.71 
ﾀﾅｶ ｱﾔﾉ 裾花中   -0.8   -0.1   -0.4    -0.4
原 聖葵(1) 中学生    X   3.67   3.69    3.69 
ﾊﾗ ﾏｻｷ 川中島中   -0.5   -0.2    -0.2
金子 莉彩(1) 中学生    X   3.65   3.65    3.65 
ｶﾈｺ ﾘｻ 長野北部中   -0.6   +1.4    -0.6
小嶋 咲良(1) 中学生   3.42   3.50   3.55    3.55 
ｺｼﾞﾏ ｻｸﾗ 柳町中   -0.1   -1.0   -0.3    -0.3
相羽 茉紘(1) 中学生    X   3.55   3.02    3.55 
ｱｲﾊﾞ ﾏﾋﾛ 広徳中   -1.3   +0.1    -1.3
保科 沙雪(1) 中学生   3.41   3.54   3.35    3.54 
ﾎｼﾅ ｻﾕｷ 更北中    0.0   -0.8   -1.1    -0.8
中村 咲喜花(1) 中学生    X   3.45   3.32    3.45 
ﾅｶﾑﾗ ｻｷｶ 信大附属長野中   -1.9   -1.3    -1.9
藤巻 光(1) 中学生   3.34   3.36   3.19    3.36 
ﾌｼﾞﾏｷ ﾋｶﾙ 東北中   +0.2   -0.3   -1.5    -0.3
小山 瑞貴(1) 中学生   3.23   3.32   2.94    3.32 
ｺﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 櫻ヶ岡中   -1.0    0.0   +0.2     0.0
藤沢 萌巴(1) 中学生 欠場
ﾌｼﾞｻﾜ ﾓｴﾊ 信大附属長野中

決勝 10月18日 11:16

1 1    46
-3- -4- -5-所属名 -1- -2- -6- 記録 備考

女子小学6年

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

女子小学4年

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 備考

1 2   183

1 3   171

女子小学5年

走幅跳

決勝

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

女子中学2年

走幅跳

女子中学1年

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 備考
1 14  5395

2 4  5632

3 11  6170

4 12  5441

5 9  5744

6 2  5955

7 10  5691

8 5  5394

9 13  6045

10 8  6013

11 6  6160

12 7  5621

13 1  5438

3  6162



県中記録(PR)         5.74

兼松 わか菜(2) 中学生   4.40    X   3.65    4.40 
ｶﾈﾏﾂ ﾜｶﾅ 櫻ヶ岡中    0.0   -0.6     0.0
武田 真奈(2) 中学生    X   4.33    X    4.33 
ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅ 長野東部中   -0.2    -0.2
小池 日夏里(2) 中学生   4.24   4.16   4.19    4.24 
ｺｲｹ ﾋｶﾘ 長野東部中   -1.2   -1.1   -2.0    -1.2
伊藤 綾音(2) 中学生    X    X   4.20    4.20 
ｲﾄｳ ｱﾔﾈ 川中島中    0.0     0.0
松橋 祐奈(2) 中学生    X   4.06   4.08    4.08 
ﾏﾂﾊｼ ﾕｳﾅ 柳町中   +0.1    0.0     0.0
佐藤 友南(2) 中学生   3.13   3.84   3.93    3.93 
ｻﾄｳ ﾕﾅ 東北中   -0.1   +0.3   +0.8    +0.8
田中 ひかる(2) 中学生   3.82   3.91   3.91    3.91 
ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 篠ノ井西中   -0.9   -0.4   -1.9    -0.4
福澤 萌夏(2) 中学生   3.60   3.85   3.91    3.91 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾓｴｶ 信大附属長野中   -2.9   +0.1   -0.8    -0.8
風間 美海(2) 中学生   3.91   3.81   3.84    3.91 
ｶｻﾞﾏ ﾐﾐ 川中島中   -0.5   -0.3   +0.2    -0.5
原田 玲華(2) 中学生   3.84   3.51   3.74    3.84 
ﾊﾗﾀﾞ ﾚｲｶ 長野北部中   -1.1   +1.6    0.0    -1.1
進藤 真心(2) 中学生   2.74   3.71   3.77    3.77 
ｼﾝﾄﾞｳ ﾏｺ 長野東部中   -1.0   -0.3   +2.3    +2.3
大日方 見宇(2) 中学生   3.76    X   3.64    3.76 
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾐｳ 更北中   -1.0   +0.2    -1.0
小林 美咲(2) 中学生   3.59   3.43   3.61    3.61 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ 柳町中   +0.2    0.0   -0.4    -0.4
新井 紗佑希(2) 中学生   3.16   3.12   2.99    3.16 
ｱﾗｲ ｻﾕｷ 櫻ヶ岡中   +0.2   -0.1   +0.2    +0.2
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10 21  5676
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5 25  5384

6 17  5640

3 26  5489

4 23  5949

1 24  5433
-5-

2 28  5493

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

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 10:00

県中記録(JR)        13.49

岩﨑 桃夏(1) 中学生
ｲﾜｻｷ ﾓﾓｶ 柳町中
佐藤 亜海(1) 中学生
ｻﾄｳ ｱﾐ 川中島中
高橋 ほのか(1) 中学生
ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ 裾花中
稲田 流羽(1) 中学生
ｲﾅﾀﾞ ﾙｳ 裾花中
植木 星(1) 中学生
ｳｴｷ ｱｶﾘ 裾花中

決勝 10月18日 10:01

県中記録(JR)        13.49

阿部 佳乃(2) 中学生
ｱﾍﾞ ｶﾉ 柳町中
佐藤 くるみ(2) 中学生
ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 東北中
和田 愛奈(2) 中学生
ﾜﾀﾞ ｱｲﾅ 東北中
齊藤 彩乃(2) 中学生
ｻｲﾄｳ ｱﾔﾉ 更北中
矢澤 明里(2) 中学生
ﾔｻﾞﾜ ｱｶﾘ 東北中
宮本 莉奈(2) 中学生
ﾐﾔﾓﾄ ﾘﾅ 東北中
山田 佳奈(2) 中学生
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 長野東部中
山田 真菜(2) 中学生
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ 櫻ヶ岡中
割田 実夢(2) 中学生
ﾜﾘﾀ ﾐﾕ 長野北部中
荒井 未来(2) 中学生
ｱﾗｲ ﾐｷ 長野東部中
神頭 那奈(2) 中学生
ｺｳｽﾞ ﾅﾅ 長野東部中
荒井 葉月(2) 中学生
ｱﾗｲ ﾊﾂﾞｷ 裾花中
青沼 芽生(2) 中学生 欠場
ｱｵﾇﾏ ﾒｲ 櫻ヶ岡中
宮原 紗貴(2) 中学生 欠場
ﾐﾔﾊﾗ ｻｷ 櫻ヶ岡中
前田 茜里(2) 中学生 欠場
ﾏｴﾀﾞ ｱｶﾘ 櫻ヶ岡中

決勝 10月18日 10:02

県中記録(JR)        13.49

高橋 実結(3) 中学生
ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｳ 柳町中
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女子中学2年

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

  9.19   9.19  8.40 8.40  9.19 9.19

備考備考
11 2121  5381 5381

 7.81 7.81

-5--5- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4-氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1-順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ

女子中学3年

砲丸投(2.721kg)砲丸投(2.721kg)

決勝決勝決勝

女子中学1年

砲丸投(2.721kg)

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 4  5397

 5.89  7.31  6.53   7.31 

2 5  5958
 6.15  5.99  6.64   6.64 

3 1  5747
 5.82  5.26  6.37   6.37 

4 3  5737
 5.74  5.57  5.55

5 2  5746
 4.76  5.25  5.33   5.33 

  5.74 
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