
男

女

日付 時刻 天候 気温℃ 湿度％ 気圧hPa

5/2 9:00 晴 東   1.4 20.5 41.0

5/2 10:00 晴 北東   1.2 22.5 39.0

5/2 11:00 晴 南東   2.0 24.0 34.0

5/2 12:00 晴 南西   1.2 25.0 27.0

5/2 13:00 晴 南西   2.1 26.0 25.0

5/2 14:00 晴 北北西   1.7 26.5 25.0

5/2 15:00 晴 北   3.4 28.0 24.0

風　m/sec.

審判長 大竹義雄（ﾄﾗｯｸ），伊藤利博（フィールド）

男
長野日大

5000m 14分58秒69 15分02秒62
5/2

男子
決 松木之衣

■グラウンドコンディション

神田 郁美 男
長野商業

5/2
男子

決 石澤 崇紀 男
長野日大

1500m 4分01秒80 4分03秒00

期 日 平成27年5月2日(土)

会　場 長野市営陸上競技場（201010）

■この大会で樹立された記録

平成２７年度第１１０回長野市内高等学校陸上競技大会

（大会コード：15201701）

主 催 長野市内高等学校陸上競技連合会

記　録　集

ﾊﾝﾏｰ投 50m77 44m96

日付 種目
予・準
決・別

記録 氏名 所属 従来の記録 備考

5/2
男子

決

男
更級農業

ﾊﾝﾏｰ投 ４6m26 44m96
5/2

男子
決 名澤 直樹

女
文化学園長野

ﾊﾝﾏｰ投 33m45 33m41
5/2

女子
決 平松 美音

女
長野吉田

走高跳 1m65 1m63
5/2

女子
決 岩崎 ちひろ

女
長野

1500m 4分40秒10 4分43秒71
5/2

女子
決 前島 玲美

女
長野東

1500m 4分40秒87 4分43秒71
5/2

女子
決 中村 智美

女
長野東

1500m 4分41秒16 4分43秒71
5/2

女子
決 塩崎 葵

女
長野東

1500m 4分43秒49 4分43秒71
5/2

女子
決 今井 萌



第110回長野市内高等学校陸上競技大会                                             
　期日：平成27年5月2日（土）                                                    

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
05/02 女子  -0.1倉科 紗夏(3) 12.75 加納 采弥(2) 12.82 田川 茜(3) 12.98 南澤 明音(3) 12.98 中村 理彩(2) 13.40 駒村 梨奈(3) 13.56 井出 さくら(3) 13.70 伊藤 萌花(2) 14.05

100m 長野東 長野日大 長野西 更級農業 篠ﾉ井 篠ﾉ井 篠ﾉ井 長野吉田
05/02  +1.5加藤 詩萌(1) 26.63 中村 理彩(2) 27.34 太田 杏優(1) 27.43 仲條 芽映(3) 27.68 酒井 佳菜子(2) 28.40 井出 さくら(3) 28.73 伊能 史織(1) 29.03 渡辺 ゆきの(3) 29.46

200m 長野日大 篠ﾉ井 市立長野 文化学園長野 文化学園長野 篠ﾉ井 長野日大 長野
05/02 樺澤 春香(3) 1,00.57 毛涯 莉歩(2) 1,00.74 倉科 紗夏(3) 1,02.30 木田 沙耶(2) 1,02.51 相澤 ななみ(3) 1,03.00 田川 茜(3) 1,03.21 宮川 瑞穂(2) 1,03.33 依田 恵(2) 1,03.93

400m 文化学園長野 長野吉田 長野東 松代 市立長野 長野西 長野吉田 長野西
05/02 前島 玲美(3) 4,40.10 中村 智美(3) 4,40.87 塩崎 葵(3) 4,41.16 今井 萌(2) 4,43.49 宮川 瑞穂(2) 5,08.22 山本 楓(3) 5,16.01 和田 恵(3) 5,20.43 宍戸 萌百伽(2) 5,25.88

1500m 長野 GR 長野東 GR 長野東 GR 長野東 GR 長野吉田 長野西 長野 文化学園長野
05/02 滝澤 菜絵(1) 10,46.20 小林 希良莉(3) 10,49.07 山本 楓(3) 11,25.80 宍戸 萌百伽(2) 11,52.11 宮原 日和(2) 13,46.41 ウィリアムス 美14,07.24

3000m 長野東 長野東 長野西 文化学園長野 長野吉田戸隠 長野清泉
05/02  -1.4南澤 明音(3) 17.30 荒井 里奈(3) 17.54 坂本 かなた(2) 17.55 宮坂 奈緒(2) 17.57 仲條 芽映(3) 18.20 風間 ほのか(3) 18.59 中山 寛香(2) 18.87 小平 典歩(2) 20.56

100mH(0.840m) 更級農業 市立長野 長野西 長野日大 文化学園長野 長野西 長野東 長野西
05/02 武村 結香(3) 1,07.81 竹内 美翔(2) 1,14.05 髙橋 奈々恵(2) 1,18.33

400mH 篠ﾉ井 篠ﾉ井 文化学園長野
05/02 村松 莉緒(3) 27,53.03 矢島 風香(2) 29,19.87 市川 綾華(3) 31,46.42

5000mW 長野 長野東 長野商業
05/02 岩崎 ちひろ(3) 1.65 宮坂 奈緒(2) 1.50 高松 聖(2) 長野西 1.45 吉村 彩加(3) 1.45 室賀 絢水(1) 1.35 盛田 沙英(1) 1.30 佐々木 はな実(2 1.30

走高跳 長野吉田 GR 長野日大 井原 夏見(3) 長野 長野 市立長野 篠ﾉ井 長野清泉
05/02 田中 莉佳子(3) 2.60 室賀 絢水(1) 2.20

棒高跳 長野工業 市立長野
05/02 堀田 莉紗(1) 4.77(-1.5) 駒村 梨奈(3) 4.74(-1.5) 風間 ほのか(3)4.72(-2.6) 伊藤 萌花(2) 4.70(+1.0) 水田 晴南(3) 4.50(+1.1) 坂本 かなた(2)4.36(-0.3) 渡邉 里紗(2) 4.21(+1.8) 山岸 明紀穂(2)4.20(-1.5)

走幅跳 市立長野 篠ﾉ井 長野西 長野吉田 長野商業 長野西 長野吉田 長野
05/02 砲丸投 小山 彩綺(2) 9.57 小池 友里恵(3) 8.86 太田 杏優(1) 8.14 松本 瑞穂(3) 7.80 白石 友佳(1) 6.63 矢口 聖佳(3) 6.18 北島 未来(3) 5.57

(4.000kg) 市立長野 篠ﾉ井 市立長野 長野東 長野 長野吉田 文化学園長野
05/02 円盤投 霜村 明里(3) 31.25 平松 美音(3) 30.30 小池 友里恵(3) 25.40 竹村 美涼(2) 25.30 小山 彩綺(2) 24.97 荻野 夏帆(3) 23.45 白石 友佳(1) 19.58 北島 未来(3) 18.97

(1.000kg) 長野西 文化学園長野 篠ﾉ井 長野西 市立長野 文化学園長野 長野 文化学園長野
05/02 ﾊﾝﾏｰ投 平松 美音(3) 33.45 戸谷 涼乃(2) 14.02 荻野 夏帆(3) 13.97

(4.000kg) 文化学園長野 GR 文化学園長野 文化学園長野
05/02 やり投 戸谷 涼乃(2) 32.96 横田 彩夏(3) 32.87 吉村 彩加(3) 29.11 霜村 明里(3) 28.27 松本 瑞穂(3) 27.97 西澤 葉月(3) 24.58 竹村 美涼(2) 24.43 中村 菜美(2) 23.53

(0.600kg) 文化学園長野 長野商業 長野 長野西 長野東 長野清泉 長野西 長野西
05/02 長野日大       50.76 篠ﾉ井       51.57 市立長野       51.83 文化学園長野      51.98 長野       53.18 長野東       54.02 松代       59.82

4×100mR 春原 綾乃(3) 井出 さくら(3) 太田 杏優(1) 平松 美音(3) 渡辺 ゆきの(3) 澤口 実侑(1) 熊倉 望(2)
加納 采弥(2) 武村 結香(3) 堀田 莉紗(1) 樺澤 春香(3) 吉村 彩加(3) 倉科 紗夏(3) 木田 沙耶(2)
伊能 史織(1) 中村 理彩(2) 荒井 里奈(3) 仲條 芽映(3) 井原 夏見(3) 松本 瑞穂(3) 清水 佑己奈(1)
加藤 詩萌(1) 駒村 梨奈(3) 相澤 ななみ(3) 由井 薫(3) 大峽 莉奈(2) 中山 寛香(2) 矢口 未佳(1)

05/02 文化学園長野    4,13.42 篠ﾉ井     4,15.01 長野西     4,21.26 松代     5,01.60
4×400mR 仲條 芽映(3) 武村 結香(3) 依田 恵(2) 熊倉 望(2)

樺澤 春香(3) 竹内 美翔(2) 田川 茜(3) 木田 沙耶(2)
戸谷 涼乃(2) 駒村 梨奈(3) 風間 ほのか(3) 清水 佑己奈(1)
由井 薫(3) 中村 理彩(2) 山本 楓(3) 矢口 未佳(1)

05/02 女子総合
文化学園長野 ６０点 長野東 ５０点 篠ノ井 ４４点 長野西 ４０点 市立長野 ３９点 長野 ２７点 長野日大 ２５点 長野吉田 ２２点
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