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期日 平成２７年５月１５(金)・１６日(土)・１７日(日)

会場 長野県松本平広域公園陸上競技場【201020】

主催 中信高等学校体育連盟
(一財)長野陸上競技協会

主管 中信高等学校体育連盟陸上競技専門部

☆この大会で樹立された記録
月日 種  目 予・準・決 記  録 氏    名 男女 所    属 従来の記録 備 考
5/15 やり投 決 57m 37 丸山 幹稀 男 梓　川 56m 64 大会新
5/16 走高跳 決  1m 97 丸山 拓哉 男 松商学園  1m 96 大会新
5/17 800m 決 2'16"35 那須野 綺音 女 大　町 2'18"51 大会新

☆グラウンドコンディション

高校総体

平成27年度中信高等学校総合体育大会 陸上競技大会

月日 時刻 天候 風向 風速 m/s 気温 ℃ 湿度 %
10:30 晴れ 南西 2.8 27.5 40
11:00 曇り 南南西 4.1 28.0 42
12:00 曇り 南南西 3.4 27.0 41
13:00 曇り 南南西 3.7 28.5 40
14:00 曇り 南南西 4.6 27.5 47
15:00 曇り 南南西 6.0 27.5 40
16:00 曇り 南南西 4.7 26.5 43
9:00 雨 南 0.8 20.0 64
10:00 雨 西南西 2.1 18.0 85
11:00 雨 南南西 2.1 18.0 80
12:00 曇り 南南西 1.1 21.5 65
13:00 曇り 南東 1.0 23.0 59
14:00 曇り 南 0.8 23.0 55
9:00 晴れ 北 0.7 21.0 42
10:00 晴れ 西北西 0.4 21.5 34
11:00 晴れ 北東 2.7 24.0 32
12:00 晴れ 東南東 0.7 25.0 25
13:00 晴れ 南 1.8 25.0 21

5月17日

5月15日

5月16日



平成27年度中信高等学校総合体育大会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森　茂幸
兼　第60回長野県高等学校陸上競技対校選手権大会中信予選会 跳躍審判長 藤森　茂幸
主催：中信高等学校体育連盟 投擲審判長 藤森　茂幸
【開催日】 平成27年5月15日（金）～17日（日） 混成審判長 藤森　茂幸
【主催団体】 中信高等学校体育連盟 決勝記録一覧表 記録主任： 増田　喜代志
(CR:大会新) 女  子 【競技場】県松本平広域公園

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
 5/16 女子  -0.4 降旗 菜津美(3) 12.55 前澤 朱音(3) 13.02 西村 佳菜子(2) 13.10 木村 凌(1) 13.12 青柳 里央(1) 13.24 齋藤 静花(1) 13.29 御子柴 優花(1) 13.35 木田村 美央(1) 13.52

100m 大町 創造学園 松商学園 松本蟻ヶ崎 豊科 松本蟻ヶ崎 豊科 木曽青峰
 5/17  +1.5 降旗 菜津美(3) 25.76 田中 美菜(3) 26.64 西村 佳菜子(2) 26.79 齋藤 静花(1) 27.12 畑 美織(3) 27.19 小林 彩七(2) 27.68 前澤 朱音(3) 29.38 木田村 美央(1) 30.22

200m 大町 木曽青峰 松商学園 松本蟻ヶ崎 木曽青峰 松商学園 創造学園 木曽青峰
 5/15 田中 美菜(3) 59.28 畑 美織(3) 1:00.41 中西 保乃花(3) 1:01.10 安田 三奈美(1) 1:03.93 丸山 千花(3) 1:04.25 藤原 舞(1) 1:04.81 赤羽 純美玲(2) 1:04.96 土屋 帆南(3) 1:05.84

400m 木曽青峰 木曽青峰 大町 豊科 松本蟻ヶ崎 穂高商 松商学園 松本蟻ヶ崎
 5/17 那須野 綺音(2) 2:16.35 赤羽 美柚(3) 2:24.25 胡桃澤 佑衣(3) 2:28.48 一ノ瀬 菜月(2) 2:32.70 土屋 帆南(3) 2:32.80 酒井 優梨愛(3) 2:34.46 村上 明日香(1) 2:37.14 安田 三奈美(1) 2:37.48

800m 大町 CR 松本蟻ヶ崎 木曽青峰 松本深志 松本蟻ヶ崎 塩尻志学館 松本県ヶ丘 豊科
 5/15 那須野 綺音(2) 4:49.68 赤羽 美柚(3) 4:57.21 一ノ瀬 菜月(2) 5:06.53 所河 二千花(1) 5:07.27 胡桃澤 佑衣(3) 5:14.59 小林 鈴華(2) 5:16.41 三村 静香(3) 5:16.82 塩原 真悠(2) 5:19.28

1500m 大町 松本蟻ヶ崎 松本深志 松商学園 木曽青峰 塩尻志学館 塩尻志学館 松本県ヶ丘
 5/17 所河 二千花(1) 11:05.31 山川 桃佳(2) 11:13.53 小林 鈴華(2) 11:15.63 柴田 紗来(1) 11:21.53 赤羽 ゆり華(1) 11:22.70 三村 静香(3) 11:24.05 小山 ゆき(2) 11:29.58 進藤 綾音(1) 11:39.02

3000m 松商学園 松本深志 塩尻志学館 松商学園 松本蟻ヶ崎 塩尻志学館 松本県ヶ丘 松本県ヶ丘
 5/15  +0.6 安田 若菜(3) 15.53 新井 咲(3) 15.78 蟹澤 佑夏(3) 16.25 田畑 真琴(3) 16.33 樋口 莉緒花(1) 17.33 小澤 美紀(3) 17.78 村山 陽菜(3) 18.22

100mH(0.838m) 木曽青峰 松商学園 松本県ヶ丘 塩尻志学館 塩尻志学館 松本蟻ヶ崎 創造学園
 5/16 田中 美菜(3) 1:06.73 中西 保乃花(3) 1:08.33 安田 若菜(3) 1:09.77 田畑 真琴(3) 1:10.30 丸山 優佳(1) 1:16.15 蓮沼 礼子(3) 1:20.00 宮坂 季恵(3) 1:24.36 山田 紋花(3) 1:25.16

400mH(0.762m) 木曽青峰 大町 木曽青峰 塩尻志学館 豊科 松本深志 塩尻志学館 松本県ヶ丘
 5/17 島田 明奈(3) 1.58 齋藤 汐音(1) 1.52 鈴木 花音(3) 1.46 胡桃 沙紀(1) 1.46 新井 咲(3) 1.46 中井 遥菜(1) 1.40 樋口 莉緒花(1) 1.40 手塚 友貴乃(1) 1.30

走高跳 松本蟻ヶ崎 松本深志 松本県ヶ丘 大町 松商学園 松本美須々ヶ丘 塩尻志学館 松本蟻ヶ崎
 5/16 宇原 萌々香(3) 2.70

棒高跳 田川
 5/15 森本 知隼(1) 5.36(-0.6) 栗空 亜沙美(3)5.27(-0.7) 安田 若菜(3) 5.11(+0.8) 湯本 珠実(1) 4.94(+0.7) 御子柴 優花(1)4.83(-1.9) 辻本 采香(2) 4.81(-0.9) 畑 美織(3) 4.72(-0.1) 萩原 詳子(1) 4.67(-1.1)

走幅跳 松本県ヶ丘 木曽青峰 木曽青峰 松商学園 豊科 松本深志 木曽青峰 塩尻志学館
 5/16 下村 芽生(3) 9.53 滋田 祐希(1) 9.05 岩下 早紀(2) 8.75 柴田 友菜(2) 8.62 今井 香帆(1) 8.49 中野美智恵(3) 8.26 細川 さやか(1) 7.18 中村 公香(1) 6.98

砲丸投 木曽青峰 松商学園 松商学園 田川 松商学園 松本蟻ヶ崎 穂高商 松本蟻ヶ崎
 5/17 下村 芽生(3) 27.07 山口 樹々(2) 26.97 勝山 理沙(3) 26.22 宮澤 瑠衣(3) 25.20 安喰 春瑠(3) 23.49 佐藤 奈々(2) 20.97 井口 七海(3) 20.90 細川 さやか(1) 20.41

円盤投 木曽青峰 松商学園 梓川 梓川 松商学園 塩尻志学館 梓川 穂高商
 5/15 佐藤 奈々(2) 17.54 竹内 望菜(3) 16.80 滋田 祐希(1) 16.02 安喰 春瑠(3) 15.86 宮坂 季恵(3) 15.44 今井 香帆(1) 14.64 村山 陽菜(3) 14.04 伊藤 鈴花(1) 8.64

ﾊﾝﾏｰ投 塩尻志学館 塩尻志学館 松商学園 松商学園 塩尻志学館 松商学園 創造学園 創造学園
 5/15 下村 芽生(3) 37.12 栗空 亜沙美(3) 32.59 井口 七海(3) 32.17 安喰 春瑠(3) 31.52 柴田 友菜(2) 31.47 宮澤 裕子(3) 28.96 山田 あんな(3) 26.77 小倉 未沙希(2) 26.34

やり投 木曽青峰 木曽青峰 梓川 松商学園 田川 明科 松本深志 松本工
 5/16 松商学園       50.18 木曽青峰       50.53 松本蟻ヶ崎       50.92 豊科       51.31 創造学園       52.91 松本県ヶ丘       53.76 松本深志       54.52 大町       56.16

4×100m 湯本 珠実(1) 木田村 美央(1) 村山 奈菜(3) 青柳 里央(1) 栁瀬 舞(3) 山田 紋花(3) 東本 真実(2) 中西 保乃花(3)
西村 佳菜子(2) 安田 若菜(3) 木村 凌(1) 牧元 美沙(2) 堤 向日葵(1) 蟹澤 佑夏(3) 宮川 恵衣(1) 降旗 菜津美(3)
小林 彩七(2) 畑 美織(3) 齋藤 静花(1) 御子柴 優花(1) 前澤 朱音(3) 鈴木 花音(3) 河西 優衣(3) 北澤 朱里(1)
児玉 奈美(2) 田中 美菜(3) 小澤 美紀(3) 安田 三奈美(1) 村山 陽菜(3) 高波 舞(2) 田中 志野(2) 那須野 綺音(2)

 5/17 木曽青峰     4:11.25 松商学園     4:16.33 松本蟻ヶ崎     4:20.50 大町     4:22.76 松本県ヶ丘     4:26.81 豊科     4:28.69 松本深志     4:31.21 塩尻志学館     4:32.13
4×400m 木田村 美央(1) 小林 彩七(2) 齋藤 静花(1) 北澤 朱里(1) 森本 知隼(1) 牧元 美沙(2) 蓮沼 礼子(3) 田畑 真琴(3)

畑 美織(3) 西村 佳菜子(2) 土屋 帆南(3) 那須野 綺音(2) 塩原 真悠(2) 御子柴 優花(1) 田中 志野(2) 酒井 優梨愛(3)
安田 若菜(3) 児玉 奈美(2) 小澤 美紀(3) 丸山 瑞稀(2) 山田 紋花(3) 丸山 優佳(1) 辻本 采香(2) 樋口 莉緒花(1)
田中 美菜(3) 赤羽 純美玲(2) 丸山 千花(3) 中西 保乃花(3) 鈴木 花音(3) 安田 三奈美(1) 一ノ瀬 菜月(2) 萩原 詳子(1)

 5/17 栗空 亜沙美(3) 3716 新井 咲(3) 3687 曽根原 可菜(2) 3086 松本 真輝(1) 2793 奥島 彩葉(3) 2760 矢島 由衣(2) 2373 塩原 由夏(2) 2371 宮澤 裕子(3) 2364
七種競技 木曽青峰 松商学園 大町 松本深志 松商学園 松本深志 松商学園 明科

学校対抗(女子) 木曽青峰 松商学園 松本蟻ヶ崎 大町 塩尻志学館 松本深志 松本県ヶ丘 豊科
学校別得点 34 28126129 68 62 59 45



予選 5月15日 15:25
準決勝 5月16日 11:05
決勝 5月16日 12:15

長野県高校記録(KR)              12.03 
大会記録(CR)                    11.9  

[ 1組] 風速 -1.8 [ 2組] 風速 -2.7

 1 降旗 菜津美(3)     12.75 Q  1 木村 凌(1)     13.36 Q
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町 ｷﾑﾗﾘｮｳ 松本蟻ヶ崎

 2 牧元 美沙(2)     13.45 Q  2 前澤 朱音(3)     13.38 Q
ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 豊科 ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 創造学園

 3 村山 奈菜(3)     13.76 Q  3 児玉 奈美(2)     13.82 Q
ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅ 松本蟻ヶ崎 ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 松商学園

 4 栁瀬 舞(3)     13.96 q  4 樋口 莉緒花(1)     14.71 
ﾔﾅｾ ﾏｲ 創造学園 ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ 塩尻志学館

 5 藤原 舞(1)     14.03  5 河西 優衣(3)     14.85 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｲ 穂高商 ｶｻｲ ﾕｲ 松本深志

 6 渡辺 美香(1)     15.65  6 沖中 香澄(1)     15.58 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｶ 南安曇農 ｵｷﾅｶ ｶｽﾐ 明科
関澤 せいじゅ(1) 山田 汐莉(1)
ｾｷｻﾞﾜ ｾｲｼﾞｭ 木曽青峰 ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾘ 穂高商

[ 3組] 風速 -1.2 [ 4組] 風速 -1.8

 1 西村 佳菜子(2)     13.09 Q  1 齋藤 静花(1)     13.35 Q
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 松商学園 ｻｲﾄｳｼｽﾞｶ 松本蟻ヶ崎

 2 青柳 里央(1)     13.46 Q  2 木田村 美央(1)     13.39 Q
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ 豊科 ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ 木曽青峰

 3 鈴木 花音(3)     13.90 Q  3 小林 彩七(2)     13.57 Q
ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ 松本県ヶ丘 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾅ 松商学園

 4 田中 志野(2)     14.26  4 萩原 詳子(1)     14.40 
ﾀﾅｶ ｼﾉ 松本深志 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｮｳｺ 塩尻志学館

 5 古屋 悠(2)     14.50  5 塚田 知香(2)     15.22 
ﾌﾙﾔ ﾊﾙｶ 松本秀峰 ﾂｶﾀﾞ ﾁｶ 創造学園

 6 丸山 優花(1)     14.84 中井 遥菜(1)
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｶ 明科 ﾅｶｲ ﾊﾙﾅ 松本美須々ヶ丘

[ 5組] 風速 -3.3

 1 御子柴 優花(1)     13.48 Q
ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 豊科

 2 太田 もも(2)     13.70 Q
ｵｵﾀ ﾓﾓ 松本美須々ヶ丘

 3 宮川 恵衣(1)     13.96 Q
ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ 松本深志

 4 佐原 麻友(3)     14.99 
ｻﾊﾗ ﾏﾕ 梓川
中畑 夏菜(2)
ﾅｶﾊﾀ ｶﾅ 木曽青峰
蟹澤 佑夏(3)
ｶﾆｻﾜ ﾕｶ 松本県ヶ丘

[ 1組] 風速 -1.0 [ 2組] 風速 -1.0

 1 降旗 菜津美(3)     12.66 Q  1 西村 佳菜子(2)     13.15 Q
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町 ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 松商学園

 2 木村 凌(1)     13.20 Q  2 前澤 朱音(3)     13.19 Q
ｷﾑﾗﾘｮｳ 松本蟻ヶ崎 ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 創造学園

 3 木田村 美央(1)     13.34 Q  3 御子柴 優花(1)     13.27 Q
ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ 木曽青峰 ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 豊科

 4 青柳 里央(1)     13.37 q  4 齋藤 静花(1)     13.37 q
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ 豊科 ｻｲﾄｳｼｽﾞｶ 松本蟻ヶ崎

 5 牧元 美沙(2)     13.40  5 小林 彩七(2)     13.42 
ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 豊科 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾅ 松商学園

 6 児玉 奈美(2)     13.70  6 太田 もも(2)     13.60 
ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 松商学園 ｵｵﾀ ﾓﾓ 松本美須々ヶ丘

 7 村山 奈菜(3)     13.75  7 宮川 恵衣(1)     13.78 
ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅ 松本蟻ヶ崎 ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ 松本深志

 8 栁瀬 舞(3)     13.96  8 鈴木 花音(3)     13.85 
ﾔﾅｾ ﾏｲ 創造学園 ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ 松本県ヶ丘
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風速 -0.4

 1 降旗 菜津美(3)     12.55 
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町

 2 前澤 朱音(3)     13.02 
ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 創造学園

 3 西村 佳菜子(2)     13.10 
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 松商学園

 4 木村 凌(1)     13.12 
ｷﾑﾗﾘｮｳ 松本蟻ヶ崎

 5 青柳 里央(1)     13.24 
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ 豊科

 6 齋藤 静花(1)     13.29 
ｻｲﾄｳｼｽﾞｶ 松本蟻ヶ崎

 7 御子柴 優花(1)     13.35 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 豊科

 8 木田村 美央(1)     13.52 
ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ 木曽青峰
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7  1877

4  1690

5  1982

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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予選 5月17日  9:30
準決勝 5月17日 11:00
決勝 5月17日 12:10

長野県高校記録(KR)              24.72 
大会記録(CR)                    25.42 

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +0.2

 1 降旗 菜津美(3)     26.73 Q  1 田中 美菜(3)     26.65 Q
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町 ﾀﾅｶ ﾐﾅ 木曽青峰

 2 畑 美織(3)     27.49 Q  2 齋藤 静花(1)     26.81 Q
ﾊﾀ ﾐｵﾘ 木曽青峰 ｻｲﾄｳｼｽﾞｶ 松本蟻ヶ崎

 3 小林 彩七(2)     27.62 Q  3 牧元 美沙(2)     27.23 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾅ 松商学園 ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 豊科

 4 青柳 里央(1)     28.13 q  4 中西 保乃花(3)     27.33 q
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ 豊科 ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ 大町

 5 中井 遥菜(1)     28.27  5 藤原 舞(1)     28.54 
ﾅｶｲ ﾊﾙﾅ 松本美須々ヶ丘 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｲ 穂高商

 6 小澤 美紀(3)     29.03  6 田中 志野(2)     29.07 
ｵｻﾞﾜ ﾐｷ 松本蟻ヶ崎 ﾀﾅｶ ｼﾉ 松本深志

 7 佐原 麻友(3)     30.23  7 堤 向日葵(1)     30.08 
ｻﾊﾗ ﾏﾕ 梓川 ﾂﾂﾐ ﾋﾏｱﾘ 創造学園

[ 3組] 風速 -1.0 [ 4組] 風速 -0.7

 1 前澤 朱音(3)     26.85 Q  1 西村 佳菜子(2)     26.94 Q
ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 創造学園 ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 松商学園

 2 木村 凌(1)     27.58 Q  2 御子柴 優花(1)     27.84 Q
ｷﾑﾗﾘｮｳ 松本蟻ヶ崎 ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 豊科

 3 木田村 美央(1)     27.72 Q  3 上條 渓(3)     27.85 Q
ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ 木曽青峰 ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ 創造学園

 4 児玉 奈美(2)     28.08 q  4 太田 もも(2)     28.08 q
ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 松商学園 ｵｵﾀ ﾓﾓ 松本美須々ヶ丘

 5 北澤 朱里(1)     29.96  5 宮川 恵衣(1)     28.66 
ｷﾀｻﾞﾜ ｱｶﾘ 大町 ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ 松本深志

 6 百瀬 真梨(2)     30.20 山田 紋花(3)
ﾓﾓｾ ﾏﾘ 松本深志 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 松本県ヶ丘

[ 1組] 風速 -1.8 [ 2組] 風速 +2.1

 1 西村 佳菜子(2)     26.84 Q  1 降旗 菜津美(3)     26.67 Q
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 松商学園 ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町

 2 田中 美菜(3)     27.06 Q  2 前澤 朱音(3)     26.77 Q
ﾀﾅｶ ﾐﾅ 木曽青峰 ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 創造学園

 3 齋藤 静花(1)     27.27 Q  3 畑 美織(3)     26.86 Q
ｻｲﾄｳｼｽﾞｶ 松本蟻ヶ崎 ﾊﾀ ﾐｵﾘ 木曽青峰

 4 中西 保乃花(3)     27.59  4 小林 彩七(2)     27.35 q
ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ 大町 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾅ 松商学園

 5 牧元 美沙(2)     27.92  5 木田村 美央(1)     27.37 q
ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 豊科 ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ 木曽青峰

 6 児玉 奈美(2)     28.31  6 青柳 里央(1)     27.63 
ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 松商学園 ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ 豊科

 7 上條 渓(3)     28.55  7 太田 もも(2)     27.81 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ 創造学園 ｵｵﾀ ﾓﾓ 松本美須々ヶ丘

 8 御子柴 優花(1)     28.59  8 木村 凌(1)     28.64 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 豊科 ｷﾑﾗﾘｮｳ 松本蟻ヶ崎

風速 +1.5

 1 降旗 菜津美(3)     25.76 
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町

 2 田中 美菜(3)     26.64 
ﾀﾅｶ ﾐﾅ 木曽青峰

 3 西村 佳菜子(2)     26.79 
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 松商学園

 4 齋藤 静花(1)     27.12 
ｻｲﾄｳｼｽﾞｶ 松本蟻ヶ崎

 5 畑 美織(3)     27.19 
ﾊﾀ ﾐｵﾘ 木曽青峰

 6 小林 彩七(2)     27.68 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾅ 松商学園

 7 前澤 朱音(3)     29.38 
ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 創造学園

 8 木田村 美央(1)     30.22 
ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ 木曽青峰
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予選 5月15日 11:55
決勝 5月15日 15:00

長野県高校記録(KR)              55.42 
大会記録(CR)                    57.62 

[ 1組] [ 2組]

 1 田中 美菜(3)   1:00.46 Q  1 畑 美織(3)   1:03.57 Q
ﾀﾅｶ ﾐﾅ 木曽青峰 ﾊﾀ ﾐｵﾘ 木曽青峰

 2 中西 保乃花(3)   1:01.93 Q  2 安田 三奈美(1)   1:05.16 Q
ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ 大町 ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 豊科

 3 藤原 舞(1)   1:04.37 Q  3 土屋 帆南(3)   1:06.38 Q
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｲ 穂高商 ﾂﾁﾔﾎﾅﾐ 松本蟻ヶ崎

 4 赤羽 純美玲(2)   1:04.63 q  4 田中 志野(2)   1:06.90 
ｱｶﾊﾈ ｽﾐﾚ 松商学園 ﾀﾅｶ ｼﾉ 松本深志

 5 丸山 千花(3)   1:05.01 q  5 川井 海帆(1)   1:10.09 
ﾏﾙﾔﾏﾁｶ 松本蟻ヶ崎 ｶﾜｲ ｶﾎ 松商学園

 6 山田 紋花(3)   1:09.11  6 上條 渓(3)   1:14.31 
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 松本県ヶ丘 ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ 創造学園

 7 塚田 知香(2)   1:17.60  7 宮坂 季恵(3)   1:16.26 
ﾂｶﾀﾞ ﾁｶ 創造学園 ﾐﾔｻｶ ｷｴ 塩尻志学館
丸山 優佳(1) 中野美智恵(3)
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｶ 豊科 ﾅｶﾉ ﾐﾁｴ 松本蟻ヶ崎
倉沢 果歩(2)
ｸﾗｻﾜ ｶﾎ 松商学園

 1 田中 美菜(3)     59.28 
ﾀﾅｶ ﾐﾅ 木曽青峰

 2 畑 美織(3)   1:00.41 
ﾊﾀ ﾐｵﾘ 木曽青峰

 3 中西 保乃花(3)   1:01.10 
ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ 大町

 4 安田 三奈美(1)   1:03.93 
ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 豊科

 5 丸山 千花(3)   1:04.25 
ﾏﾙﾔﾏﾁｶ 松本蟻ヶ崎

 6 藤原 舞(1)   1:04.81 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｲ 穂高商

 7 赤羽 純美玲(2)   1:04.96 
ｱｶﾊﾈ ｽﾐﾚ 松商学園

 8 土屋 帆南(3)   1:05.84 
ﾂﾁﾔﾎﾅﾐ 松本蟻ヶ崎
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予選 5月16日 10:30
決勝 5月17日 11:50

長野県高校記録(KR)            2:05.78 
大会記録(CR)                  2:18.51 

[ 1組] [ 2組]

 1 胡桃澤 佑衣(3)   2:27.31 Q  1 那須野 綺音(2)   2:19.29 Q
ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾕｲ 木曽青峰 ﾅｽﾉ ｱﾔﾈ 大町

 2 土屋 帆南(3)   2:32.86 Q  2 赤羽 美柚(3)   2:22.91 Q
ﾂﾁﾔﾎﾅﾐ 松本蟻ヶ崎 ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ 松本蟻ヶ崎

 3 安田 三奈美(1)   2:32.91 Q  3 一ノ瀬 菜月(2)   2:32.61 Q
ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 豊科 ｲﾁﾉｾ ﾅﾂｷ 松本深志

 4 酒井 優梨愛(3)   2:32.98 q  4 塩原 真悠(2)   2:35.05 
ｻｶｲ ﾕﾘｱ 塩尻志学館 ｼｵﾊﾗ ﾏﾕ 松本県ヶ丘

 5 村上 明日香(1)   2:34.93 q 赤岩 結芽(2)
ﾑﾗｶﾐ ｱｽｶ 松本県ヶ丘 ｱｶｲﾜ ﾕﾒ 木曽青峰

 6 川上 直美(1)   2:53.70 柴田 紗来(1)
ｶﾜｶﾐ ﾅｵﾐ 松本県ヶ丘 ｼﾊﾞﾀ ｻﾗ 松商学園
所河 二千花(1)
ｼｮｶﾞﾜ ﾆﾁｶ 松商学園

 1 那須野 綺音(2)   2:16.35 
ﾅｽﾉ ｱﾔﾈ 大町

 2 赤羽 美柚(3)   2:24.25 
ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ 松本蟻ヶ崎

 3 胡桃澤 佑衣(3)   2:28.48 
ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾕｲ 木曽青峰

 4 一ノ瀬 菜月(2)   2:32.70 
ｲﾁﾉｾ ﾅﾂｷ 松本深志

 5 土屋 帆南(3)   2:32.80 
ﾂﾁﾔﾎﾅﾐ 松本蟻ヶ崎

 6 酒井 優梨愛(3)   2:34.46 
ｻｶｲ ﾕﾘｱ 塩尻志学館

 7 村上 明日香(1)   2:37.14 
ﾑﾗｶﾐ ｱｽｶ 松本県ヶ丘

 8 安田 三奈美(1)   2:37.48 
ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 豊科
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決勝 5月15日 13:40

長野県高校記録(KR)            4:22.18 
大会記録(CR)                  4:41.57 

 1 那須野 綺音(2)   4:49.68 
ﾅｽﾉ ｱﾔﾈ 大町

 2 赤羽 美柚(3)   4:57.21 
ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ 松本蟻ヶ崎

 3 一ノ瀬 菜月(2)   5:06.53 
ｲﾁﾉｾ ﾅﾂｷ 松本深志

 4 所河 二千花(1)   5:07.27 
ｼｮｶﾞﾜ ﾆﾁｶ 松商学園

 5 胡桃澤 佑衣(3)   5:14.59 
ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾕｲ 木曽青峰

 6 小林 鈴華(2)   5:16.41 
ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞｶ 塩尻志学館

 7 三村 静香(3)   5:16.82 
ﾐﾑﾗ ｼｽﾞｶ 塩尻志学館

 8 塩原 真悠(2)   5:19.28 
ｼｵﾊﾗ ﾏﾕ 松本県ヶ丘

 9 赤羽 ゆり華(1)   5:22.54 
ｱｶﾊﾈﾕﾘｶ 松本蟻ヶ崎

10 柴田 紗来(1)   5:22.95 
ｼﾊﾞﾀ ｻﾗ 松商学園

11 山川 桃佳(2)   5:22.98 
ﾔﾏｶﾜ ﾓﾓｶ 松本深志

12 丸山 瑞稀(2)   5:28.63 
ﾏﾙﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 大町

13 小山 ゆき(2)   5:29.51 
ｺﾔﾏ ﾕｷ 松本県ヶ丘

14 北原すみれ(2)   5:34.25 
ｷﾀﾊﾗｽﾐﾚ 松本蟻ヶ崎

15 川口 希美(1)   6:36.59 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾉｿﾞﾐ 南安曇農
川上 雅子(1)
ｶﾜｶﾐ ﾏｻｺ 松本県ヶ丘
吉江 美季(2)
ﾖｼｴ ﾐｷ 松商学園
酒井 優梨愛(3)
ｻｶｲ ﾕﾘｱ 塩尻志学館
小林 晴佳(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 松本深志

2  1930

15  1784
欠場

欠場
12  1597

欠場

19  1722

1  1822
欠場

16  1813

17  1874

13  1779

18  1693

5  1880

6  1943

9  1603

8  1812

10  1587

14  1598

7  1778

4  1942

11  1694

3  1861

女子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月17日 10:25

長野県高校記録(KR)            9:11.58 
大会記録(CR)                 10:04.49 

 1 所河 二千花(1)  11:05.31 
ｼｮｶﾞﾜ ﾆﾁｶ 松商学園

 2 山川 桃佳(2)  11:13.53 
ﾔﾏｶﾜ ﾓﾓｶ 松本深志

 3 小林 鈴華(2)  11:15.63 
ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞｶ 塩尻志学館

 4 柴田 紗来(1)  11:21.53 
ｼﾊﾞﾀ ｻﾗ 松商学園

 5 赤羽 ゆり華(1)  11:22.70 
ｱｶﾊﾈﾕﾘｶ 松本蟻ヶ崎

 6 三村 静香(3)  11:24.05 
ﾐﾑﾗ ｼｽﾞｶ 塩尻志学館

 7 小山 ゆき(2)  11:29.58 
ｺﾔﾏ ﾕｷ 松本県ヶ丘

 8 進藤 綾音(1)  11:39.02 
ｼﾝﾄｳ ｱﾔﾈ 松本県ヶ丘

 9 北原すみれ(2)  11:51.18 
ｷﾀﾊﾗｽﾐﾚ 松本蟻ヶ崎

10 丸山 瑞稀(2)  12:04.71 
ﾏﾙﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 大町

11 小林 晴佳(3)  12:28.36 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 松本深志

12 青木 弥佳(1)  12:44.15 
ｱｵｷ ﾐｶ 松本県ヶ丘

13 一之瀬 陽菜(2)  13:47.73 
ｲﾁﾉｾ ﾊﾙﾅ 松本深志
吉江 美季(2)
ﾖｼｴ ﾐｷ 松商学園
酒井 優梨愛(3)
ｻｶｲ ﾕﾘｱ 塩尻志学館
黒川 真由香(1)
ｸﾛｶﾜ ﾏﾕｶ 大町 欠場

欠場
12  1597

欠場

16  1777

3  1930

13  1698

14  1784

9  1814

15  1874

10  1693

11  1813

7  1821

2  1880

6  1603

8  1598

5  1943

1  1942

4  1779

女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 5月15日 12:15
決勝 5月15日 14:00

長野県高校記録(KR)              14.28 
大会記録(CR)                    14.7  

[ 1組] 風速 -4.3 [ 2組] 風速 -1.8

 1 安田 若菜(3)     16.06 Q  1 田畑 真琴(3)     16.68 Q
ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 木曽青峰 ﾀﾊﾞﾀ ﾏｺﾄ 塩尻志学館

 2 新井 咲(3)     16.69 Q  2 蟹澤 佑夏(3)     16.90 Q
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園 ｶﾆｻﾜ ﾕｶ 松本県ヶ丘

 3 樋口 莉緒花(1)     18.16 Q  3 村山 陽菜(3)     18.82 Q
ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ 塩尻志学館 ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ 創造学園

 4 小澤 美紀(3)     18.48 q  4 東本 真実(2)     19.27 
ｵｻﾞﾜ ﾐｷ 松本蟻ヶ崎 ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾏﾐ 松本深志

 5 森本 知隼(1)     18.89 q  5 湯本 珠実(1)     19.79 
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 松本県ヶ丘 ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 松商学園

 6 百瀬 真梨(2)     20.09  6 吉岡 綾子(1)     20.15 
ﾓﾓｾ ﾏﾘ 松本深志 ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ 松本県ヶ丘
山田 汐莉(1)  7 宮澤 絢羽(1)     21.39 
ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾘ 穂高商 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾔﾊ 松本美須々ヶ丘
川田 涼葉(1)
ｶﾜﾀ ｽｽﾞﾊ 大町

風速 +0.6

 1 安田 若菜(3)     15.53 
ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 木曽青峰

 2 新井 咲(3)     15.78 
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園

 3 蟹澤 佑夏(3)     16.25 
ｶﾆｻﾜ ﾕｶ 松本県ヶ丘

 4 田畑 真琴(3)     16.33 
ﾀﾊﾞﾀ ﾏｺﾄ 塩尻志学館

 5 樋口 莉緒花(1)     17.33 
ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ 塩尻志学館

 6 小澤 美紀(3)     17.78 
ｵｻﾞﾜ ﾐｷ 松本蟻ヶ崎

 7 村山 陽菜(3)     18.22 
ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ 創造学園
森本 知隼(1)
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 松本県ヶ丘

3  1862

欠場

8  1984

2  1792

6  1605

9  1611

7  1916

5  1803

記録／備考

欠場
8

4  1589

2  1859

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

8  1940

3  1823

7  1984

4  1788

記録／備考
6  1605

5  1803

 1703

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3  1792

 1696
欠場

7  1790

2

9  1611

4  1862

記録／備考
5  1589

6  1916

女子

100mH(0.838m)

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 5月16日 12:30

長野県高校記録(KR)              58.27 
大会記録(CR)                  1:05.58 

 1 田中 美菜(3)   1:06.73 
ﾀﾅｶ ﾐﾅ 木曽青峰

 2 中西 保乃花(3)   1:08.33 
ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ 大町

 3 安田 若菜(3)   1:09.77 
ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 木曽青峰

 4 田畑 真琴(3)   1:10.30 
ﾀﾊﾞﾀ ﾏｺﾄ 塩尻志学館

 5 丸山 優佳(1)   1:16.15 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｶ 豊科

 6 蓮沼 礼子(3)   1:20.00 
ﾊｽﾇﾏ ﾚｲｺ 松本深志

 7 宮坂 季恵(3)   1:24.36 
ﾐﾔｻｶ ｷｴ 塩尻志学館

 8 山田 紋花(3)   1:25.16 
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 松本県ヶ丘

9  1596

8  1806

2  1994

3  1785

7  1589

6  1605

5  1586

4  1691

女子

400mH(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月17日 10:30

長野県高校記録(KR)               1.77 
大会記録(CR)                     1.68 

1m58 1m61
島田 明奈(3) - - - - - o xo xxo o xo
ｼﾏﾀﾞｱｷﾅ 松本蟻ヶ崎 o xxx
齋藤 汐音(1) - - - xo o o xo o xo xxx
ｻｲﾄｳ ｼｵﾈ 松本深志
鈴木 花音(3) - - - o o o o xxx
ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ 松本県ヶ丘
胡桃 沙紀(1) - - - o o xo o xxx
ｸﾙﾐ ｻｷ 大町
新井 咲(3) - - - - o o xo xxx
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園
中井 遥菜(1) - - o o o xxx
ﾅｶｲ ﾊﾙﾅ 松本美須々ヶ丘
樋口 莉緒花(1) o o xo xo xo xxx
ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ 塩尻志学館
手塚 友貴乃(1) o o o xxx
ﾃﾂﾞｶﾕｷﾉ 松本蟻ヶ崎
東本 真実(2) o o xxx
ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾏﾐ 松本深志
沖中 香澄(1) xo o xxx
ｵｷﾅｶ ｶｽﾐ 明科
矢島 由衣(2) o xo xxx
ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 松本深志
山田 汐莉(1) xo xxx
ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾘ 穂高商

12 2  1703
 1.20

10 1  2019
 1.25

11 5  1789
 1.25

8 4  1878
 1.30

9 3  1788
 1.25

6 7  1858
 1.40

7 6  1611
 1.40

4 10  1695
 1.46

5 9  1916
 1.46

2 11  1783
 1.52

3 8  1805
 1.46

1m52 1m55

1 12  1865
 1.58

記録 備考
1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m43 1m46 1m49

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月16日 11:30

宇原 萌々香(3)
ｳﾊﾗ ﾓﾓｶ 田川

 2.70xo xo xxo xxx

2m80
1 1  2459

- - - - o

記録 備考2m00 2m10 2m20 2m30 2m40 2m50 2m60 2m70

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月15日 10:45

長野県高校記録(KR)               6.06 
大会記録(CR)                     5.77 

 ３回の
 最高記録

森本 知隼(1)   5.36   4.77    x    5.36    x    x    x    5.36 
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 松本県ヶ丘   -0.6   -1.3    -0.6    -0.6
栗空 亜沙美(3)    x   4.97   5.18    5.18   5.27   4.18    x    5.27 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰   -3.3   -3.9    -3.9   -0.7   -1.8    -0.7
安田 若菜(3)   4.92   5.00   4.94    5.00   5.04   5.11    x    5.11 
ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 木曽青峰   -2.9   -3.4   -2.0    -3.4   -1.8   +0.8    +0.8
湯本 珠実(1)   4.90   4.86   4.84    4.90   4.86   4.94   4.87    4.94 
ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 松商学園   -0.5   +0.5   -5.5    -0.5   -0.2   +0.7   -0.2    +0.7
御子柴 優花(1)   4.83    x    x    4.83   4.65    x    x    4.83 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 豊科   -1.9    -1.9   -0.7    -1.9
辻本 采香(2)   4.74   4.45   4.48    4.74   4.34   4.81   4.58    4.81 
ﾂｼﾞﾓﾄ ｱﾔｶ 松本深志   -1.2   -0.2   -3.6    -1.2   -2.3   -0.9   -3.1    -0.9
畑 美織(3)   4.72   4.65   4.62    4.72    -    -   4.39    4.72 
ﾊﾀ ﾐｵﾘ 木曽青峰   -0.1   -0.9   -1.6    -0.1   -2.1    -0.1
萩原 詳子(1)    x   4.48   4.45    4.48    x   4.67   4.65    4.67 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｮｳｺ 塩尻志学館   +0.2   -2.5    +0.2   -1.1   -1.2    -1.1
岩下 早紀(2)   4.46   4.33   4.16    4.46    4.46 
ｲﾜｼﾀ ｻｷ 松商学園   -0.4   +0.4   -1.6    -0.4    -0.4
奥島 彩葉(3)   4.42   4.22   4.18    4.42    4.42 
ｵｸｼﾏ ｻﾖ 松商学園   +0.1   -0.7   -3.8    +0.1    +0.1
星野 美音(3)   4.39   4.39   4.30    4.39    4.39 
ﾎｼﾉ ﾐｵﾝ 松本蟻ヶ崎   -1.6   -0.6   +3.2    -1.6    -1.6
荒井 葵凪(1)   4.38   4.35   4.30    4.38    4.38 
ｱﾗｲ ｷﾅｷﾞ 塩尻志学館   -0.9   +0.6   -0.8    -0.9    -0.9
百瀬 真梨(2)   4.22   4.16   4.11    4.22    4.22 
ﾓﾓｾ ﾏﾘ 松本深志   -0.4   -2.5   +0.4    -0.4    -0.4
宮澤 裕子(3)   4.13   4.07   3.92    4.13    4.13 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｺ 明科   -1.0   +0.5   -2.8    -1.0    -1.0
塚田 知香(2)   3.95   3.89   3.83    3.95    3.95 
ﾂｶﾀﾞ ﾁｶ 創造学園   -1.2   -1.1   +0.7    -1.2    -1.2
山崎 由莉奈(2)    x    x   2.93    2.93    2.93 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾘﾅ 明科   +1.1    +1.1    +1.1
堤 向日葵(1) 欠場
ﾂﾂﾐ ﾋﾏｱﾘ 創造学園
齋藤 汐音(1) 欠場
ｻｲﾄｳ ｼｵﾈ 松本深志

4  1783

16 2  2011

1  1987

14 8  2018

15 3  1985

12 14  1604

13 7  1790

10 11  1919

11 5  1863

8 12  1610

9 6  1933

6 10  1776

7 13  1588

4 16  1940

5 9  1991

2 17  1585

3 15  1589

記録 備考

1 18  1792

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

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 5月16日 12:30

長野県高校記録(KR)              13.65 
大会記録(CR)                    11.89 

 ３回の
 最高記録

下村 芽生(3)
ｼﾀﾑﾗ ﾒｲ 木曽青峰
滋田 祐希(1)
ｼｹﾞﾀ ﾕｳｷ 松商学園
岩下 早紀(2)
ｲﾜｼﾀ ｻｷ 松商学園
柴田 友菜(2)
ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ 田川
今井 香帆(1)
ｲﾏｲ ｶﾎ 松商学園
中野美智恵(3)
ﾅｶﾉ ﾐﾁｴ 松本蟻ヶ崎
細川 さやか(1)
ﾎｿｶﾜ ｻﾔｶ 穂高商
中村 公香(1)
ﾅｶﾑﾗｷﾐｶ 松本蟻ヶ崎
町田 みさ(1)
ﾏﾁﾀﾞ ﾐｻ 松本県ヶ丘
荒井 葵凪(1)
ｱﾗｲ ｷﾅｷﾞ 塩尻志学館
山崎 由莉奈(2)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾘﾅ 明科
島田 明奈(3) 欠場
ｼﾏﾀﾞｱｷﾅ 松本蟻ヶ崎
河西 優衣(3) 欠場
ｶｻｲ ﾕｲ 松本深志
山田 あんな(3) 欠場
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾝﾅ 松本深志
松本 真輝(1) 欠場
ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ 松本深志

9  1782

7  1787

5  1786

   6.32   6.32 

4  1865

11 3  2011
  6.32   6.06   5.84

  6.48    6.48   6.48 

   6.51   6.51 

10 6  1604
  6.28   5.94

9 10  1824
  6.51   5.44    x

  6.98    6.98   6.55   6.93   6.92   6.98 

   6.88   6.81   6.48   7.18   7.18 

8 8  1879
  6.90   5.26

7 2  1701
  6.81   6.69   6.88

  7.95    8.26   8.14   6.52   8.25   8.26 

   7.95   8.14   8.49   8.02   8.49 

6 13  1873
  7.74   8.26

5 1  1939
   x   7.95   7.93

  8.62    8.62   7.75   8.17   8.00   8.62 

   8.75   8.64   8.48   8.45   8.75 

4 12  2460
  8.03   8.26

3 11  1933
  8.46   8.65   8.75

  8.85    8.85   9.05   8.32   7.88   9.05 

   9.53   8.52   9.25    x   9.53 

2 14  1944
  7.62   8.12

1 15  1590
  9.28   9.45   9.53

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 5月17日 12:30

長野県高校記録(KR)              44.69 
大会記録(CR)                    35.72 

 ３回の
 最高記録

下村 芽生(3)
ｼﾀﾑﾗ ﾒｲ 木曽青峰
山口 樹々(2)
ﾔﾏｸﾞｷ ｷｷ 松商学園
勝山 理沙(3)
ｶﾂﾔﾏ ﾘｻ 梓川
宮澤 瑠衣(3)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙｲ 梓川
安喰 春瑠(3)
ｱｸﾞｲ ﾊﾙﾙ 松商学園
佐藤 奈々(2)
ｻﾄｳ ﾅﾅ 塩尻志学館
井口 七海(3)
ｲｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 梓川
細川 さやか(1)
ﾎｿｶﾜ ｻﾔｶ 穂高商
山田 あんな(3)
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾝﾅ 松本深志
今井 香帆(1)
ｲﾏｲ ｶﾎ 松商学園
山崎 由莉奈(2)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾘﾅ 明科
丸山 優花(1)
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｶ 明科
河西 優衣(3)
ｶｻｲ ﾕｲ 松本深志
荒井 葵凪(1)
ｱﾗｲ ｷﾅｷﾞ 塩尻志学館
竹内 望菜(3)
ﾀｹｳﾁ ﾐﾅ 塩尻志学館
伊藤 鈴花(1)
ｲﾄｳ ｽｽﾞｶ 創造学園
蓮沼 礼子(3) 欠場
ﾊｽﾇﾏ ﾚｲｺ 松本深志

7  1785

   x    6.98   6.98 

  11.97  11.97 

16 2  1986
   o   6.98

15 10  1602
   o  11.97    o

   x   14.05  14.05 

  14.84  14.84 

14 8  1604
   x  14.05

13 5  1786
   o  14.84    x

 15.38   15.38  15.38 

  16.39  16.39 

12 4  2013
   x    o

11 6  2011
 16.39    o    o

   o   18.07  18.07 

  19.62  19.62 

10 3  1939
   o  18.07

9 9  1787
 19.62    o    o

 20.41   20.41    o    o    x  20.41 

  20.65    o  20.90    o  20.90 

8 1  1701
   o    o

7 11  1738
   o    o  20.65

   o   20.97    x    x    x  20.97 

  22.40    o  23.49    o  23.49 

6 12  1607
 20.97    x

5 13  1921
   o    o  22.40

   o   25.20    o    x    x  25.20 

  26.22    o    o    x  26.22 

4 16  1739
   x  25.20

3 14  1740
   o  26.22    o

   o   26.97    o    o    o  26.97 

  27.07    o    o    o  27.07 

2 15  1935
 26.97    o

1 17  1590
   o  27.07    x

-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 5月15日 11:00

長野県高校記録(KR)              44.45 
大会記録(CR)                          

 ３回の
 最高記録

佐藤 奈々(2)
ｻﾄｳ ﾅﾅ 塩尻志学館
竹内 望菜(3)
ﾀｹｳﾁ ﾐﾅ 塩尻志学館
滋田 祐希(1)
ｼｹﾞﾀ ﾕｳｷ 松商学園
安喰 春瑠(3)
ｱｸﾞｲ ﾊﾙﾙ 松商学園
宮坂 季恵(3)
ﾐﾔｻｶ ｷｴ 塩尻志学館
今井 香帆(1)
ｲﾏｲ ｶﾎ 松商学園
村山 陽菜(3)
ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ 創造学園
伊藤 鈴花(1)
ｲﾄｳ ｽｽﾞｶ 創造学園

   o    8.38    x   8.64    o   8.64 

  14.04    o    o    -  14.04 

8 2  1986
  8.38    o

7 5  1984
   x    o  14.04

   o   14.64    o    o    o  14.64 

  15.44    o    o    x  15.44 

6 1  1939
 14.64    o

5 6  1596
   o    o  15.44

   o   14.79    o    o  15.86  15.86 

  16.02    o    o    x  16.02 

4 7  1921
   o  14.79

3 4  1944
   x    x  16.02

 16.80   16.80    o    o    x  16.80 

  17.54    o    x    o  17.54 

2 8  1602
   o    o

1 3  1607
   o  17.54    o

-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 5月15日 14:30

長野県高校記録(KR)              48.07 
大会記録(CR)                    41.43 

 ３回の
 最高記録

下村 芽生(3)
ｼﾀﾑﾗ ﾒｲ 木曽青峰
栗空 亜沙美(3)
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰
井口 七海(3)
ｲｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 梓川
安喰 春瑠(3)
ｱｸﾞｲ ﾊﾙﾙ 松商学園
柴田 友菜(2)
ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ 田川
宮澤 裕子(3)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｺ 明科
山田 あんな(3)
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾝﾅ 松本深志
小倉 未沙希(2)
ｵｸﾞﾗ ﾐｻｷ 松本工
星野 美音(3)
ﾎｼﾉ ﾐｵﾝ 松本蟻ヶ崎
竹内 望菜(3)
ﾀｹｳﾁ ﾐﾅ 塩尻志学館
一之瀬 陽菜(2)
ｲﾁﾉｾ ﾊﾙﾅ 松本深志
丸山 優花(1)
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｶ 明科
勝山 理沙(3)
ｶﾂﾔﾏ ﾘｻ 梓川
伊藤 鈴花(1)
ｲﾄｳ ｽｽﾞｶ 創造学園
鈴木 萌水(2)
ｽｽﾞｷ ﾓｴﾅ 木曽青峰
中村 公香(1)
ﾅｶﾑﾗｷﾐｶ 松本蟻ヶ崎
宮澤 瑠衣(3)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙｲ 梓川
高波 舞(2) 記録なし
ﾀｶﾅﾐ ﾏｲ 松本県ヶ丘
辻本 采香(2) 欠場
ﾂｼﾞﾓﾄ ｱﾔｶ 松本深志

9  1776

   x

  16.19  16.19 

18  1811
   x    x

17 8  1739
   o  16.19    x

   o   19.10  19.10 

  19.16  19.16 

16 1  1879
 19.10    o

15 6  1564
 19.16    o    x

   x   19.37  19.37 

  20.14  20.14 

14 2  1986
   o  19.37

13 4  1740
 20.14    o    o

   o   23.19  23.19 

  23.55  23.55 

12 5  2013
   o  23.19

11 7  1777
 23.55    x    o

   o   24.35  24.35 

  26.16  26.16 

10 10  1602
 24.35    o

9 12  1863
 26.16    x    o

 26.34   26.34    o    o    o  26.34 

  26.73    x  26.77    o  26.77 

8 3  1908
   o    o

7 11  1787
   x    x  26.73

 28.96   28.96    o    x    o  28.96 

  31.47    o    o    o  31.47 

6 13  2018
   o    x

5 14  2460
   o  31.47    o

 31.52   31.52    o    o    o  31.52 

  30.98    o    o  32.17  32.17 

4 15  1921
   o    o

3 16  1738
 30.98    o    o

   o   32.59    o    o    x  32.59 

  37.12    o    o    o  37.12 

2 17  1585
 32.59    o

1 19  1590
 37.12    o    o

-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-



予選 5月15日 10:30
決勝 5月16日 13:00

長野県高校記録(KR)              47.82 
大会記録(CR)                    49.69 

[ 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   5 松商学園  1940 湯本 珠実(1)     50.09 Q  1   5 豊科  1993 青柳 里央(1)     50.77 Q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ ﾄﾖｼﾅ ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ
 1923 西村 佳菜子(2)  2009 牧元 美沙(2)

ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ
 1938 小林 彩七(2)  1991 御子柴 優花(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾅ ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ
 1936 児玉 奈美(2)  1992 安田 三奈美(1)

ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ
 2   7 大町  1691 中西 保乃花(3)     52.05 Q  2   4 木曽青峰  1565 木田村 美央(1)     50.80 Q

ｵｵﾏﾁ ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ ｷｿｾｲﾎｳ ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ
 1690 降旗 菜津美(3)  1589 安田 若菜(3)

ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ
 1697 北澤 朱里(1)  1588 畑 美織(3)

ｷﾀｻﾞﾜ ｱｶﾘ ﾊﾀ ﾐｵﾘ
 1694 那須野 綺音(2)  1586 田中 美菜(3)

ﾅｽﾉ ｱﾔﾈ ﾀﾅｶ ﾐﾅ
 3   6 創造学園  1983 栁瀬 舞(3)     52.43 Q  3   3 松本蟻ヶ崎  1864 村山 奈菜(3)     51.53 Q

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾔﾅｾ ﾏｲ ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅ
 1981 上條 渓(3)  1877 木村 凌(1)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ ｷﾑﾗﾘｮｳ
 1982 前澤 朱音(3)  1876 齋藤 静花(1)

ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ ｻｲﾄｳｼｽﾞｶ
 1984 村山 陽菜(3)  1873 中野美智恵(3)

ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ ﾅｶﾉ ﾐﾁｴ
 4   4 松本県ヶ丘  1806 山田 紋花(3)     53.59 q  4   6 松本深志  1788 東本 真実(2)     53.47 q

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾏﾐ
 1803 蟹澤 佑夏(3)  1781 宮川 恵衣(1)

ｶﾆｻﾜ ﾕｶ ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ
 1805 鈴木 花音(3)  1786 河西 優衣(3)

ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ ｶｻｲ ﾕｲ
 1811 高波 舞(2)  1782 松本 真輝(1)

ﾀｶﾅﾐ ﾏｲ ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ
 5   3 塩尻志学館  1602 竹内 望菜(3)     54.65  5   2 明科  2019 沖中 香澄(1)     58.61 

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ ﾀｹｳﾁ ﾐﾅ ｱｶｼﾅ ｵｷﾅｶ ｶｽﾐ
 1605 田畑 真琴(3)  2013 丸山 優花(1)

ﾀﾊﾞﾀ ﾏｺﾄ ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｶ
 1610 萩原 詳子(1)  2011 山崎 由莉奈(2)

ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｮｳｺ ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾘﾅ
 1611 樋口 莉緒花(1)  2018 宮澤 裕子(3)

ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｺ
 6   2 松本美須々ヶ丘  1859 宮澤 絢羽(1)     55.75 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶ ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾔﾊ
 1858 中井 遥菜(1)

ﾅｶｲ ﾊﾙﾅ
 1857 古谷 菜穂(1)

ﾌﾙﾔ ﾅｵ
 1856 太田 もも(2)

ｵｵﾀ ﾓﾓ

女子

4×100m

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 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 松商学園  1940 湯本 珠実(1)     50.18 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ 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
 2   7 木曽青峰  1565 木田村 美央(1)     50.53 

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
 3   8 松本蟻ヶ崎  1864 村山 奈菜(3)     50.92 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅ
 1877 木村 凌(1)

ｷﾑﾗﾘｮｳ
 1876 齋藤 静花(1)

ｻｲﾄｳｼｽﾞｶ
 1862 小澤 美紀(3)

ｵｻﾞﾜ ﾐｷ
 4   4 豊科  1993 青柳 里央(1)     51.31 

ﾄﾖｼﾅ ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ
 2009 牧元 美沙(2)

ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ
 1991 御子柴 優花(1)

ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ
 1992 安田 三奈美(1)

ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ
 5   9 創造学園  1983 栁瀬 舞(3)     52.91 

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾔﾅｾ ﾏｲ
 1987 堤 向日葵(1)

ﾂﾂﾐ ﾋﾏｱﾘ
 1982 前澤 朱音(3)

ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ
 1984 村山 陽菜(3)

ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ
 6   3 松本県ヶ丘  1806 山田 紋花(3)     53.76 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ
 1803 蟹澤 佑夏(3)

ｶﾆｻﾜ ﾕｶ
 1805 鈴木 花音(3)

ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ
 1811 高波 舞(2)

ﾀｶﾅﾐ ﾏｲ
 7   2 松本深志  1788 東本 真実(2)     54.52 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾏﾐ
 1781 宮川 恵衣(1)

ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ
 1786 河西 優衣(3)

ｶｻｲ ﾕｲ
 1780 田中 志野(2)

ﾀﾅｶ ｼﾉ
 8   5 大町  1691 中西 保乃花(3)     56.16 

ｵｵﾏﾁ ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ
 1690 降旗 菜津美(3)

ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ
 1697 北澤 朱里(1)

ｷﾀｻﾞﾜ ｱｶﾘ
 1694 那須野 綺音(2)

ﾅｽﾉ ｱﾔﾈ

女子

4×100m
決勝



決勝 5月17日 13:20

長野県高校記録(KR)            3:46.50 
大会記録(CR)                  4:04.88 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 木曽青峰  1565 木田村 美央(1)   4:11.25 

ｷｿｾｲﾎｳ ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ
 1588 畑 美織(3)

ﾊﾀ ﾐｵﾘ
 1589 安田 若菜(3)

ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ
 1586 田中 美菜(3)

ﾀﾅｶ ﾐﾅ
 2   7 松商学園  1938 小林 彩七(2)   4:16.33 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾅ
 1923 西村 佳菜子(2)

ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ
 1936 児玉 奈美(2)

ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ
 1928 赤羽 純美玲(2)

ｱｶﾊﾈ ｽﾐﾚ
 3   6 松本蟻ヶ崎  1876 齋藤 静花(1)   4:20.50 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ｻｲﾄｳｼｽﾞｶ
 1866 土屋 帆南(3)

ﾂﾁﾔﾎﾅﾐ
 1862 小澤 美紀(3)

ｵｻﾞﾜ ﾐｷ
 1868 丸山 千花(3)

ﾏﾙﾔﾏﾁｶ
 4   3 大町  1697 北澤 朱里(1)   4:22.76 

ｵｵﾏﾁ ｷﾀｻﾞﾜ ｱｶﾘ
 1694 那須野 綺音(2)

ﾅｽﾉ ｱﾔﾈ
 1693 丸山 瑞稀(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾐｽﾞｷ
 1691 中西 保乃花(3)

ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ
 5   1 松本県ヶ丘  1792 森本 知隼(1)   4:26.81 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ
 1812 塩原 真悠(2)

ｼｵﾊﾗ ﾏﾕ
 1806 山田 紋花(3)

ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ
 1805 鈴木 花音(3)

ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ
 6   4 豊科  2009 牧元 美沙(2)   4:28.69 

ﾄﾖｼﾅ ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ
 1991 御子柴 優花(1)

ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ
 1994 丸山 優佳(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｶ
 1992 安田 三奈美(1)

ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ
 7   9 松本深志  1785 蓮沼 礼子(3)   4:31.21 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ﾊｽﾇﾏ ﾚｲｺ
 1780 田中 志野(2)

ﾀﾅｶ ｼﾉ
 1776 辻本 采香(2)

ﾂｼﾞﾓﾄ ｱﾔｶ
 1778 一ノ瀬 菜月(2)

ｲﾁﾉｾ ﾅﾂｷ
 8   2 塩尻志学館  1605 田畑 真琴(3)   4:32.13 

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ ﾀﾊﾞﾀ ﾏｺﾄ
 1597 酒井 優梨愛(3)

ｻｶｲ ﾕﾘｱ
 1611 樋口 莉緒花(1)

ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ
 1610 萩原 詳子(1)

ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｮｳｺ
 9   8 創造学園  1983 栁瀬 舞(3)   5:07.71 

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾔﾅｾ ﾏｲ
 1987 堤 向日葵(1)

ﾂﾂﾐ ﾋﾏｱﾘ
 1985 塚田 知香(2)

ﾂｶﾀﾞ ﾁｶ
 1984 村山 陽菜(3)

ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ

女子

4×400m

決勝



第１日目 2015/ 5/16
第２日目 2015/ 5/17

長野県高校記録(KR)               4540 細田　真央                   上田染谷丘       2014/11/09  
大会記録(CR)                     3857 市岡　奈月                   松本蟻ヶ崎       2013        

[第１日目]

栗空 亜沙美(3) 16.66(+0.3)        1.35        7.45 29.38(-0.1)   1985
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰     635     460     364     526      2
新井 咲(3) 15.82(+0.3)        1.45        7.77 28.25(-0.1)   2298
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園     736     566     385     611      1
曽根原 可菜(2) 17.86(+0.3)        1.40        6.24 29.84(-0.1)   1795
ｿﾈﾊﾗ ｶﾅ 大町     503     512     287     493      4
松本 真輝(1) 18.20(+0.3)        1.35        6.93 28.71(-0.1)   1835
ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ 松本深志     468     460     331     576      3
奥島 彩葉(3) 19.81(+0.3)        1.20        7.49 29.71(-0.1)   1499
ｵｸｼﾏ ｻﾖ 松商学園     318     312     366     503      5
矢島 由衣(2) 21.24(+0.3)        1.30        6.49 31.60(-0.1)   1294
ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 松本深志     207     409     302     376      8
塩原 由夏(2) 18.65(+0.3)        1.20        5.74 30.01(-0.1)   1472
ｼｵﾊﾗ ﾕｶ 松商学園     424     312     255     481      7
宮澤 裕子(3) 20.79(+0.3)        1.20        6.79 32.00(-0.1)   1225
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｺ 明科     240     312     322     351      9
村山 陽菜(3) 18.40(+0.3)        1.20        5.70 29.94(-0.1)   1498
ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ 創造学園     448     312     252     486      6

[第２日目]

栗空 亜沙美(3)  4.93(-1.6)       32.64     2:32.32   3716    1
木曽青峰     540     527     664

新井 咲(3)   4.96(0.0)       22.00     2:45.13   3687    2
松商学園     548     326     515

曽根原 可菜(2)  4.10(-1.3)       26.65     2:42.25   3086    3
大町     331     413     547

松本 真輝(1)  4.08(-0.3)       17.99     2:58.42   2793    4
松本深志     326     252     380

奥島 彩葉(3)  4.32(+0.2)       23.69     2:44.81   2760    5
松商学園     384     358     519

矢島 由衣(2)  4.24(-1.2)       19.23     2:52.30   2373    6
松本深志     364     275     440

塩原 由夏(2)  4.12(-0.4)       14.35     2:58.68   2371    7
松商学園     336     185     378

宮澤 裕子(3)  4.15(-0.5)       27.88     3:00.64   2364    8
明科     343     437     359

村山 陽菜(3)  4.34(-0.1)       15.68     4:01.94   2107    9
創造学園     388     209      12

HJ SP 200m
１日目得点

順位

女子

七種競技

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 100mH

 1919

 1789

 1927

 2018

 1585

 1916

 1692

 1782

800m

 1984

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏  名
所属名

備考

 1585

 1916

 1692

総合
得点

順位LJ JT

 2018

 1984

 1782

 1919

 1789
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決勝 5月16日 14:05

長野県高校記録(KR)              24.72 
大会記録(CR)                    25.42 

風速 -0.1

 1 新井 咲(3)     28.25 
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園

 2 松本 真輝(1)     28.71 
ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ 松本深志

 3 栗空 亜沙美(3)     29.38 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰

 4 奥島 彩葉(3)     29.71 
ｵｸｼﾏ ｻﾖ 松商学園

 5 曽根原 可菜(2)     29.84 
ｿﾈﾊﾗ ｶﾅ 大町

 6 村山 陽菜(3)     29.94 
ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ 創造学園

 7 塩原 由夏(2)     30.01 
ｼｵﾊﾗ ﾕｶ 松商学園

 8 矢島 由衣(2)     31.60 
ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 松本深志

 9 宮澤 裕子(3)     32.00 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｺ 明科

8  2018
351

9  1927
481

1  1789
376

6  1692
493

2  1984
486

4  1585
526

7  1919
503

5  1916
611

3  1782
576

七種競技

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月17日 12:30

長野県高校記録(KR)            2:05.78 
大会記録(CR)                  2:18.51 

 1 栗空 亜沙美(3)   2:32.32 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰

 2 曽根原 可菜(2)   2:42.25 
ｿﾈﾊﾗ ｶﾅ 大町

 3 奥島 彩葉(3)   2:44.81 
ｵｸｼﾏ ｻﾖ 松商学園

 4 新井 咲(3)   2:45.13 
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園

 5 矢島 由衣(2)   2:52.30 
ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 松本深志

 6 松本 真輝(1)   2:58.42 
ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ 松本深志

 7 塩原 由夏(2)   2:58.68 
ｼｵﾊﾗ ﾕｶ 松商学園

 8 宮澤 裕子(3)   3:00.64 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｺ 明科

 9 村山 陽菜(3)   4:01.94 
ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ 創造学園

9  1984
12

2  1927
378

1  2018
359

3  1789
440

7  1782
380

8  1919
519

4  1916
515

5  1585
664

6  1692
547

七種競技

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月16日  9:30

長野県高校記録(KR)              14.28 
大会記録(CR)                    14.7  

風速 +0.3

 1 新井 咲(3)     15.82 
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園

 2 栗空 亜沙美(3)     16.66 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰

 3 曽根原 可菜(2)     17.86 
ｿﾈﾊﾗ ｶﾅ 大町

 4 松本 真輝(1)     18.20 
ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ 松本深志

 5 村山 陽菜(3)     18.40 
ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ 創造学園

 6 塩原 由夏(2)     18.65 
ｼｵﾊﾗ ﾕｶ 松商学園

 7 奥島 彩葉(3)     19.81 
ｵｸｼﾏ ｻﾖ 松商学園

 8 宮澤 裕子(3)     20.79 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｺ 明科

 9 矢島 由衣(2)     21.24 
ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 松本深志

7  1789
207

4  1919
318

5  2018
240

8  1984
448

6  1927
424

3  1692
503

9  1782
468

2  1916
736

1  1585
635

七種競技

100mH(0.838m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月16日 10:30

長野県高校記録(KR)               1.77 
大会記録(CR)                     1.68 

新井 咲(3)  1.45
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園   566
曽根原 可菜(2)  1.40
ｿﾈﾊﾗ ｶﾅ 大町   512
松本 真輝(1)  1.35
ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ 松本深志   460
栗空 亜沙美(3)  1.35
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰   460
矢島 由衣(2)  1.30
ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 松本深志   409
宮澤 裕子(3)  1.20
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｺ 明科   312
奥島 彩葉(3)  1.20
ｵｸｼﾏ ｻﾖ 松商学園   312
塩原 由夏(2)  1.20
ｼｵﾊﾗ ﾕｶ 松商学園   312
村山 陽菜(3)  1.20
ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ 創造学園   312

8 9  1984
o xxo xxx

xxx
8 7  1927

- xxo

7 5  1919
o xo xxx

xxx
6 6  2018

o o

5 8  1789
- o o xo xxx

xo xxo xxo xxx

xxx

4 2  1585
- -

3 1  1782
- o o o o

o o o xo xxx

o o xxx

2 4  1692
- o

1 3  1916
- - - - -

記録 備考1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50

七種競技

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月17日  9:30

長野県高校記録(KR)               6.06 
大会記録(CR)                     5.77 

新井 咲(3)   4.96   4.90   4.83  4.96 (0.0)
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園    0.0   -1.4   -2.4   548
栗空 亜沙美(3)    x   4.93   4.90  4.93 (-1.6)
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰   -1.6   -0.5   540
村山 陽菜(3)   4.34    x    x  4.34 (-0.1)
ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ 創造学園   -0.1   388
奥島 彩葉(3)   4.32   4.17   4.00  4.32 (+0.2)
ｵｸｼﾏ ｻﾖ 松商学園   +0.2   +0.5   -0.1   384
矢島 由衣(2)   3.87   3.95   4.24  4.24 (-1.2)
ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 松本深志   +0.6   -0.2   -1.2   364
宮澤 裕子(3)   4.04   4.15   4.07  4.15 (-0.5)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｺ 明科   -0.6   -0.5   -0.9   343
塩原 由夏(2)    x   4.12   4.03  4.12 (-0.4)
ｼｵﾊﾗ ﾕｶ 松商学園   -0.4   -0.8   336
曽根原 可菜(2)    x   2.88   4.10  4.10 (-1.3)
ｿﾈﾊﾗ ｶﾅ 大町   -0.6   -1.3   331
松本 真輝(1)   4.02   4.08   4.05  4.08 (-0.3)
ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ 松本深志   -0.9   -0.3    0.0   326

8 7  1692

9 4  1782

6 9  2018

7 1  1927

4 8  1919

5 2  1789

2 5  1585

3 3  1984

-3- 記録 備考

1 6  1916

七種競技

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 5月16日 13:30

長野県高校記録(KR)              13.65 
大会記録(CR)                    11.89 

新井 咲(3)   7.77 
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園    385
奥島 彩葉(3)   7.49 
ｵｸｼﾏ ｻﾖ 松商学園    366
栗空 亜沙美(3)   7.45 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰    364
松本 真輝(1)   6.93 
ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ 松本深志    331
宮澤 裕子(3)   6.79 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｺ 明科    322
矢島 由衣(2)   6.49 
ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 松本深志    302
曽根原 可菜(2)   6.24 
ｿﾈﾊﾗ ｶﾅ 大町    287
塩原 由夏(2)   5.74 
ｼｵﾊﾗ ﾕｶ 松商学園    255
村山 陽菜(3)   5.70 
ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ 創造学園    252

8 8

9 1  1984
  5.49

 1927
  5.63

  6.20   6.49

  6.24   5.57

  5.58   5.70

6 9  1789
  5.83

  5.74   5.17

7 5  1692
  6.13

4 2

5 7  2018
  6.25

 1782
  6.93

  6.99   7.49

  7.06   7.45

  6.79   6.42

2 6  1919
  6.98

  6.54   6.56

3 3  1585
  7.05

-3- 記録 備考

1 4  1916
  7.77   7.22   6.33

七種競技

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 5月17日 11:30

長野県高校記録(KR)              48.07 
大会記録(CR)                    41.43 

栗空 亜沙美(3)  32.64 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰    527
宮澤 裕子(3)  27.88 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｺ 明科    437
曽根原 可菜(2)  26.65 
ｿﾈﾊﾗ ｶﾅ 大町    413
奥島 彩葉(3)  23.69 
ｵｸｼﾏ ｻﾖ 松商学園    358
新井 咲(3)  22.00 
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園    326
矢島 由衣(2)  19.23 
ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 松本深志    275
松本 真輝(1)  17.99 
ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ 松本深志    252
村山 陽菜(3)  15.68 
ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ 創造学園    209
塩原 由夏(2)  14.35 
ｼｵﾊﾗ ﾕｶ 松商学園    185
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9 2  1927
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 1984
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   o  17.99

   x  14.35
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   o

   x    x

7 5  1782
   o
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5 7  1916
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   o
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   o  26.65
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3 8  1692
   o

-3- 記録 備考

1 6  1585
   o  32.64    o

七種競技

やり投(0.600kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



予選 5月15日 15:25

長野県高校記録(KR)              12.03 
大会記録(CR)                    11.9  

[ 1組] 風速 -1.8 [ 2組] 風速

 1 西澤 羽純(2)     14.93 丸山 優佳(1)
ﾆｼｻﾞﾜ ﾊｽﾐ 松商学園 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｶ 豊科 欠場

氏  名 所属名 記録／備考記録／備考
9  1926 9  1994

順 ﾚｰﾝ No.

ｵｰﾌﾟﾝ女子

100m

予選 通過基準  2組  0着 + 0 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



予選 5月17日  9:30

長野県高校記録(KR)              24.72 
大会記録(CR)                    25.42 

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +0.2

 1 川井 海帆(1)     29.44  1 西澤 羽純(2)     30.94 
ｶﾜｲ ｶﾎ 松商学園 ﾆｼｻﾞﾜ ﾊｽﾐ 松商学園

氏  名 所属名 記録／備考記録／備考
9  1941 9  1926

順 ﾚｰﾝ No.

ｵｰﾌﾟﾝ女子

200m

予選 通過基準  2組  0着 + 0 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
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