


第135回北信高等学校陸上競技対校選手権大会                                       
　期日：平成27年9月11日（金）-13日（日）                                        

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子 【競技場】201010  長野市営陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
09/12 女子  +0.3 加藤 詩萌(1) 12.86 加納 采弥(2) 12.95 伊能 史織(1) 13.19 堀田 莉紗(1) 13.34 木田 沙耶(2) 13.45 伊藤 寧音(1) 13.45 小松 紗菜(1) 13.71 中山 寛香(2) 14.15

100m 長野日大 長野日大 長野日大 市立長野 松代 文化学園長野 長野西 長野東
09/13  -0.5 加藤 詩萌(1) 26.40 加納 采弥(2) 26.89 伊能 史織(1) 27.21 酒井 佳菜子(2) 27.49 伊藤 寧音(1) 27.67 小松 紗菜(1) 28.27 髙橋 奈々恵(2) 28.56 伊藤 萌花(2) 29.32

200m 長野日大 長野日大 長野日大 文化学園長野 文化学園長野 長野西 文化学園長野 長野吉田
09/11 毛涯 莉歩(2) 1,00.79 和田 有菜(1) 1,00.94 木田 沙耶(2) 1,01.71 村上 愛華(2) 1,02.35 大久保 澪(1) 1,03.06 依田 恵(2) 1,03.19 宮川 瑞穂(2) 1,04.27 中村 理彩(2) 1,09.91

400m 長野吉田 長野東 松代 長野東 更級農業 長野西 長野吉田 篠ﾉ井
09/13 和田 有菜(1) 2,13.30 村上 愛華(2) 2,14.55 毛涯 莉歩(2) 2,17.38 岡村 未歩(2) 2,19.74 宮川 瑞穂(2) 2,20.60 木田 沙耶(2) 2,26.37 仲俣 実佑(1) 2,26.91 篠塚 香里(1) 2,30.53

800m 長野東 GR 長野東 長野吉田 長野東 長野吉田 松代 長野西 須坂東
09/11 松澤 綾音(1) 4,35.69 清水 彩音(2) 4,36.49 岡村 未歩(2) 4,39.94 臼井 夏海(2) 5,01.67 山口 真莉恵(1) 5,03.32 篠塚 香里(1) 5,05.78 西本 梨花(2) 5,12.58 宍戸 萌百伽(2) 5,14.92

1500m 長野東 長野東 長野東 中野立志館 文化学園長野 須坂東 長野日大 文化学園長野
09/13 松澤 綾音(1) 9,38.27 清水 彩音(2) 9,48.22 今井 萌(2) 10,02.54 臼井 夏海(2) 10,31.98 宍戸 萌百伽(2) 11,20.41 徳武 洋子(1) 11,35.54 白鳥 花純(1) 11,37.78 中村 鈴(1) 11,43.68

3000m 長野東 長野東 長野東 中野立志館 文化学園長野 長野西 飯山北･飯山 屋代
09/11  +3.7 中里 未央(1) 16.39 坂本 かなた(2) 16.62 梨子田 藍(1) 17.22 宮坂 奈緒(2) 17.29 中山 寛香(2) 17.33 小平 典歩(2) 17.88 岡田 彩(1) 17.95 髙橋 奈々恵(2) 17.97

100mH(0.840) 須坂 長野西 長野日大 長野日大 長野東 長野西 須坂東 文化学園長野
09/12 中村 理彩(2) 1,10.80 髙橋 奈々恵(2) 1,10.86 山崎 璃央(1) 1,11.57 依田 恵(2) 1,13.43 竹内 美翔(2) 1,13.56 熊井 美桜(1) 1,14.43 奥村 莉帆(1) 1,17.69

400mH(0.762) 篠ﾉ井 文化学園長野 屋代 長野西 篠ﾉ井 須坂東 長野西
09/11 矢島 風香(2) 25,27.99 川原 泰葉(2) 29,46.64 原田 千磨利(1) 32,37.59 竹花 真央(1) 37,24.10 中島 ひより(1) 37,54.96

5000mW 長野東 長野 文化学園長野 更級農業 長野東
09/13 荒井 利奈(2) 1.55 宮坂 奈緒(2) 1.50 室賀 絢水(1) 市立長野 1.40 坂井 桃菜美(1) 須坂 1.40 佐々木 はな実(2) 1.40 中里 未央(1) 1.35

走高跳 須坂 長野日大 高松 聖(2) 長野西 渡邊 真由(1) 中野立志館 長野清泉 須坂
09/12 室賀 絢水(1) 2.60 酒井 佳菜子(2) 2.20 金子 未羽(1) 1.80 佐々木 はな実(2) 1.80

棒高跳(ｵｰﾌﾟﾝ) 市立長野 文化学園長野 長野清泉 長野清泉
09/11 堀田 莉紗(1) 5.09(+1.1) 荒井 利奈(2) 4.91(+2.0) 伊藤 萌花(2) 4.84(+2.4) 坂井 桃菜美(1)4.41(-0.1) 山岸 明紀穂(2)4.41(+0.1) 渡邉 理紗(2) 4.40(+1.2) 水上 凛(2) 4.39(+1.4) 小野 菜摘(2) 4.38(+0.3)

走幅跳 市立長野 須坂 長野吉田 須坂 長野 長野吉田 長野清泉 長野商業
09/13 堀田 莉紗(1) 9.31(+0.7) 酒井 佳菜子(2)9.12(+0.5)

三段跳(ｵｰﾌﾟﾝ) 市立長野 文化学園長野
09/12 小山 彩綺(2) 9.68 海沼 咲華(1) 8.29 米倉 萌実(1) 8.01 小林 眞菜子(1) 7.53 白石 友佳(1) 7.14 竹村 美涼(2) 6.75 宮原 真(1) 6.65 中村 菜美(2) 6.63

砲丸投(4.0kg) 市立長野 須坂創成 長野南 長野清泉 長野 長野西 長野南 長野西
09/13 小山 彩綺(2) 32.42 太田 杏優(1) 31.53 竹村 美涼(2) 25.48 荒井 利奈(2) 23.46 白石 友佳(1) 23.24 米倉 萌実(1) 20.95 盛田 沙英(1) 19.70 熊倉 望(2) 19.69

円盤投(1.0kg) 市立長野 市立長野 長野西 須坂 長野 長野南 篠ﾉ井 松代
09/11 小山 彩綺(2) 19.72 浦野 美帆(1) 13.47

ﾊﾝﾏｰ投(ｵｰﾌﾟﾝ) 市立長野 須坂
09/11 太田 杏優(1) 32.18 浦野 美帆(1) 30.78 戸谷 涼乃(2) 30.62 竹村 美涼(2) 29.61 澤口 実侑(1) 27.56 白石 友佳(1) 27.20 熊倉 望(2) 27.12 中村 菜美(2) 26.10

やり投(600g) 市立長野 須坂 文化学園長野 長野西 長野東 長野 松代 長野西
09/12 長野日大       50.34 文化学園長野       52.76 長野西       53.02 長野吉田       54.17 須坂東       55.58 更級農業       57.35 篠ﾉ井       57.46

4×100mR 伊能 史織(1) 髙橋 奈々恵(2) 小松 紗菜(1) 伊藤 萌花(2) 岡田 彩(1) 大久保 澪(1) 竹内 美翔(2)
加納 采弥(2) 酒井 佳菜子(2) 依田 恵(2) 渡邉 理紗(2) 寺島 美香子(2) 富岡 沙都子(2) 盛田 沙英(1)
梨子田 藍(1) 戸谷 涼乃(2) 坂本 かなた(2) 橋本 真理子(1) 熊井 美桜(1) 竹花 真央(1) 今井 聡美(2)
加藤 詩萌(1) 伊藤 寧音(1) 高松 聖(2) 毛涯 莉歩(2) 中嶋 虹菜(1) 大島 美弥花(2) 中村 理彩(2)

09/13 長野日大     4,08.77 長野東     4,10.27 文化学園長野     4,10.42 長野吉田     4,11.70 長野西     4,15.14 須坂東     4,26.38 更級農業     4,27.71 篠ﾉ井     4,31.29
4×400mR 加納 采弥(2) 村上 愛華(2) 戸谷 涼乃(2) 橋本 真理子(1) 高松 聖(2) 熊井 美桜(1) 大久保 澪(1) 竹内 美翔(2)

伊能 史織(1) 岡村 未歩(2) 山口 真莉恵(1) 宮川 瑞穂(2) 小松 紗菜(1) 岡田 彩(1) 富岡 沙都子(2) 中村 理彩(2)
西本 梨花(2) 松澤 綾音(1) 髙橋 奈々恵(2) 山崎 夏穂(1) 依田 恵(2) 篠塚 香里(1) 竹花 真央(1) 盛田 沙英(1)
加藤 詩萌(1) 和田 有菜(1) 酒井 佳菜子(2) 毛涯 莉歩(2) 仲俣 実佑(1) 寺島 美香子(2) 大島 美弥花(2) 今井 聡美(2)

09/13 太田 杏優(1) 3907 宮坂 奈緒(2) 3443 酒井 彩花(1) 2884 坂本 かなた(2) 2716
七種競技 市立長野 長野日大 長野西 長野西

学校対抗(女子) 長野東 102 長野日大 85 長野西 72.5 市立長野 57.5 文化学園長野 56 須坂 44.5 長野吉田 40 長野 22
学校別得点



予選 9月11日 15:25
準決勝 9月12日 11:15
決勝 9月12日 12:30

大会記録(GR)        12.56

[ 1組] 風速 +3.1 [ 2組] 風速 +1.8

 1 中山 寛香(2) 高校     13.67 Q  1 加藤 詩萌(1) 高校     13.07 Q
ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｶ 長野東 ｶﾄｳ ｼﾎ 長野日大

 2 寺島 美香子(2) 高校     13.86 Q  2 伊藤 寧音(1) 高校     13.40 Q
ﾃﾗｼﾏ ﾐｶｺ 須坂東 ｲﾄｳ ﾈﾈ 文化学園長野

 3 小野 菜摘(2) 高校     13.89 Q  3 岡田 彩(1) 高校     13.91 Q
ｵﾉ ﾅﾂﾐ 長野商業 ｵｶﾀﾞ ｱﾔ 須坂東

 4 小平 典歩(2) 高校     14.22 q  4 鈴木 理子(1) 高校     14.18 q
ｺﾀﾞｲﾗ ﾉﾘﾎ 長野西 ｽｽﾞｷ ﾘｺ 長野清泉

 5 細田 郁瑠(2) 高校     14.35  5 大口 幸奈(1) 高校     14.28 q
ﾎｿﾀﾞ ｶﾎﾙ 長野清泉 ｵｵｸﾞﾁﾕｷﾅ 中野立志館

 6 八木 葵(1) 高校     15.95  6 青木 芽依(2) 高校     14.69 
ﾔｷﾞ ｱｵｲ 坂城 ｱｵｷ ﾒｲ 須坂創成

 7 大井 まどか(1) 高校     14.96 
ｵｵｲ ﾏﾄﾞｶ 長野商業

[ 3組] 風速 +2.5 [ 4組] 風速 +4.0

 1 堀田 莉紗(1) 高校     13.18 Q  1 加納 采弥(2) 高校     12.86 Q
ﾎｯﾀ ﾘｻ 市立長野 ｶﾉｳ ｻﾔ 長野日大

 2 伊能 史織(1) 高校     13.25 Q  2 小松 紗菜(1) 高校     13.42 Q
ｲﾉｳ ｼｵﾘ 長野日大 ｺﾏﾂ ｻﾅ 長野西

 3 木田 沙耶(2) 高校     13.39 Q  3 伊藤 萌花(2) 高校     13.58 Q
ｷﾀﾞ ｻﾔ 松代 ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 長野吉田

 4 渡邉 理紗(2) 高校     14.37  4 山岸 明紀穂(2) 高校     13.91 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻ 長野吉田 ﾔﾏｷﾞｼ ｱｷﾎ 長野

 5 奥村 莉帆(1) 高校     14.68  5 西 絢音(2) 高校     15.00 
ｵｸﾑﾗ ﾘﾎ 長野西 ﾆｼ ｱﾔﾈ 飯山北･飯山

 6 清水 望友紀(2) 高校     15.34  6 渡邊 真由(1) 高校     15.07 
ｼﾐｽﾞ ﾐﾕｷ 長野清泉 ﾜﾀﾅﾍﾞﾏﾕ 中野立志館

 7 中嶋 虹菜(1) 高校     15.47  7 清水 佑己奈(1) 高校     15.14 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾆﾅ 須坂東 ｼﾐｽﾞ ﾕｷﾅ 松代

[ 1組] 風速 -4.3 [ 2組] 風速 -1.5

 1 加藤 詩萌(1) 高校     13.31 Q  1 加納 采弥(2) 高校     13.15 Q
ｶﾄｳ ｼﾎ 長野日大 ｶﾉｳ ｻﾔ 長野日大

 2 堀田 莉紗(1) 高校     13.67 Q  2 伊能 史織(1) 高校     13.41 Q
ﾎｯﾀ ﾘｻ 市立長野 ｲﾉｳ ｼｵﾘ 長野日大

 3 伊藤 寧音(1) 高校     13.92 Q  3 木田 沙耶(2) 高校     13.58 Q
ｲﾄｳ ﾈﾈ 文化学園長野 ｷﾀﾞ ｻﾔ 松代

 4 小松 紗菜(1) 高校     14.09 q  4 中山 寛香(2) 高校     14.21 q
ｺﾏﾂ ｻﾅ 長野西 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｶ 長野東

 5 伊藤 萌花(2) 高校     14.34  5 山岸 明紀穂(2) 高校     14.24 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 長野吉田 ﾔﾏｷﾞｼ ｱｷﾎ 長野

 6 鈴木 理子(1) 高校     14.44  6 小野 菜摘(2) 高校     14.31 
ｽｽﾞｷ ﾘｺ 長野清泉 ｵﾉ ﾅﾂﾐ 長野商業

 7 岡田 彩(1) 高校     14.58  7 寺島 美香子(2) 高校     14.39 
ｵｶﾀﾞ ｱﾔ 須坂東 ﾃﾗｼﾏ ﾐｶｺ 須坂東

 8 大口 幸奈(1) 高校     14.70  8 小平 典歩(2) 高校     14.64 
ｵｵｸﾞﾁﾕｷﾅ 中野立志館 ｺﾀﾞｲﾗ ﾉﾘﾎ 長野西

女子

100m

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   890

6   718

7  2474

4   843

5   783

0

順 ﾚｰﾝ

8  1031

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   954

8   989

2   723

4  1032

7   647

5   701

6   845

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考
3   926

7   952

2  1028

5  1124

4   774

8   719

順 ﾚｰﾝ No.
5   951

6   785

6   789

3   772

4   819

8   599

7   646

2  1126

準決勝 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   954

7   926

4   989

6   789

8   772

2  1032

9   723

3   647

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   951

7   952

8  1124

6   890

2   819

9   843

4   718

3   783



風速 +0.3

 1 加藤 詩萌(1) 高校     12.86 
ｶﾄｳ ｼﾎ 長野日大

 2 加納 采弥(2) 高校     12.95 
ｶﾉｳ ｻﾔ 長野日大

 3 伊能 史織(1) 高校     13.19 
ｲﾉｳ ｼｵﾘ 長野日大

 4 堀田 莉紗(1) 高校     13.34 
ﾎｯﾀ ﾘｻ 市立長野

 5 木田 沙耶(2) 高校     13.45 
ｷﾀﾞ ｻﾔ 松代

 6 伊藤 寧音(1) 高校     13.45 
ｲﾄｳ ﾈﾈ 文化学園長野

 7 小松 紗菜(1) 高校     13.71 
ｺﾏﾂ ｻﾅ 長野西

 8 中山 寛香(2) 高校     14.15 
ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｶ 長野東

女子

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   954

6   951

4   952

5   926

8  1124

9   989

2   789

3   890



予選 9月13日  9:30
決勝 9月13日 12:20

大会記録(GR)        25.51

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 +1.6

 1 加藤 詩萌(1) 高校     26.67 Q  1 伊能 史織(1) 高校     27.44 Q
ｶﾄｳ ｼﾎ 長野日大 ｲﾉｳ ｼｵﾘ 長野日大

 2 酒井 佳菜子(2) 高校     27.73 q  2 伊藤 寧音(1) 高校     27.99 q
ｻｶｲ ｶﾅｺ 文化学園長野 ｲﾄｳ ﾈﾈ 文化学園長野

 3 依田 恵(2) 高校     28.66  3 伊藤 萌花(2) 高校     28.59 q
ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 長野西 ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 長野吉田

 4 山崎 璃央(1) 高校     28.73  4 山岸 明紀穂(2) 高校     30.20 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 屋代 ﾔﾏｷﾞｼ ｱｷﾎ 長野

 5 寺島 美香子(2) 高校     29.67  5 小平 典歩(2) 高校     30.44 
ﾃﾗｼﾏ ﾐｶｺ 須坂東 ｺﾀﾞｲﾗ ﾉﾘﾎ 長野西

 6 大峽 莉奈(2) 高校     29.84  6 中嶋 虹菜(1) 高校     32.41 
ｵｵﾊﾞ ﾘﾅ 長野 ﾅｶｼﾞﾏ ﾆﾅ 須坂東

 7 北村 咲衣(2) 高校     30.64  7 清水 佑己奈(1) 高校     32.49 
ｷﾀﾑﾗ ｻｲ 長野清泉 ｼﾐｽﾞ ﾕｷﾅ 松代
宮澤 麻衣(1) 高校 中村 理彩(2) 高校
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｲ 坂城 ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ 篠ﾉ井

[ 3組] 風速 +1.1

 1 加納 采弥(2) 高校     27.23 Q
ｶﾉｳ ｻﾔ 長野日大

 2 小松 紗菜(1) 高校     28.24 q
ｺﾏﾂ ｻﾅ 長野西

 3 髙橋 奈々恵(2) 高校     28.61 q
ﾀｶﾊｼ ﾅﾅｴ 文化学園長野

 4 荒井 歩実(1) 高校     29.41 
ｱﾗｲ ｱﾕﾐ 長野東

 5 大口 幸奈(1) 高校     29.61 
ｵｵｸﾞﾁﾕｷﾅ 中野立志館

 6 橋本 真理子(1) 高校     29.67 
ﾊｼﾓﾄ ﾏﾘｺ 長野吉田

 7 岡田 彩(1) 高校     30.30 
ｵｶﾀﾞ ｱﾔ 須坂東

 8 八木 葵(1) 高校     33.78 
ﾔｷﾞ ｱｵｲ 坂城

風速 -0.5

 1 加藤 詩萌(1) 高校     26.40 
ｶﾄｳ ｼﾎ 長野日大

 2 加納 采弥(2) 高校     26.89 
ｶﾉｳ ｻﾔ 長野日大

 3 伊能 史織(1) 高校     27.21 
ｲﾉｳ ｼｵﾘ 長野日大

 4 酒井 佳菜子(2) 高校     27.49 
ｻｶｲ ｶﾅｺ 文化学園長野

 5 伊藤 寧音(1) 高校     27.67 
ｲﾄｳ ﾈﾈ 文化学園長野

 6 小松 紗菜(1) 高校     28.27 
ｺﾏﾂ ｻﾅ 長野西

 7 髙橋 奈々恵(2) 高校     28.56 
ﾀｶﾊｼ ﾅﾅｴ 文化学園長野

 8 伊藤 萌花(2) 高校     29.32 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 長野吉田
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予選 9月11日 11:35
決勝 9月11日 14:40

大会記録(GR)        56.77

[ 1組] [ 2組]

 1 毛涯 莉歩(2) 高校   1,02.50 Q  1 和田 有菜(1) 高校   1,00.89 Q
ｹｶﾞｲ ﾘﾎ 長野吉田 ﾜﾀﾞ ﾕﾅ 長野東

 2 依田 恵(2) 高校   1,03.42 q  2 木田 沙耶(2) 高校   1,01.82 q
ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 長野西 ｷﾀﾞ ｻﾔ 松代

 3 大久保 澪(1) 高校   1,03.59 q  3 宮川 瑞穂(2) 高校   1,03.75 q
ｵｵｸﾎﾞ ﾐｵ 更級農業 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ 長野吉田

 4 寺島 美香子(2) 高校   1,07.38  4 仲俣 実佑(1) 高校   1,04.84 
ﾃﾗｼﾏ ﾐｶｺ 須坂東 ﾅｶﾏﾀ ﾐﾕｳ 長野西

 5 荒井 歩実(1) 高校   1,08.05  5 竹内 美翔(2) 高校   1,07.35 
ｱﾗｲ ｱﾕﾐ 長野東 ﾀｹｳﾁ ﾐｳ 篠ﾉ井
大峽 莉奈(2) 高校  6 熊井 美桜(1) 高校   1,09.02 
ｵｵﾊﾞ ﾘﾅ 長野 ｸﾏｲ ﾐｵ 須坂東

[ 3組]

 1 村上 愛華(2) 高校   1,01.81 Q
ﾑﾗｶﾐ ｱｲｶ 長野東

 2 中村 理彩(2) 高校   1,03.64 q
ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ 篠ﾉ井

 3 山崎 璃央(1) 高校   1,05.12 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 屋代

 4 小松 紗菜(1) 高校   1,06.26 
ｺﾏﾂ ｻﾅ 長野西

 5 橋本 真理子(1) 高校   1,06.67 
ﾊｼﾓﾄ ﾏﾘｺ 長野吉田
篠塚 香里(1) 高校
ｼﾉﾂﾞｶ ｶｵﾘ 須坂東

 1 毛涯 莉歩(2) 高校   1,00.79 
ｹｶﾞｲ ﾘﾎ 長野吉田

 2 和田 有菜(1) 高校   1,00.94 
ﾜﾀﾞ ﾕﾅ 長野東

 3 木田 沙耶(2) 高校   1,01.71 
ｷﾀﾞ ｻﾔ 松代

 4 村上 愛華(2) 高校   1,02.35 
ﾑﾗｶﾐ ｱｲｶ 長野東

 5 大久保 澪(1) 高校   1,03.06 
ｵｵｸﾎﾞ ﾐｵ 更級農業

 6 依田 恵(2) 高校   1,03.19 
ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 長野西

 7 宮川 瑞穂(2) 高校   1,04.27 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ 長野吉田

 8 中村 理彩(2) 高校   1,09.91 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ 篠ﾉ井
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予選 9月12日 10:30
決勝 9月13日 11:15

大会記録(GR)      2,14.37

[ 1組] [ 2組]

 1 村上 愛華(2) 高校   2,18.86 Q  1 和田 有菜(1) 高校   2,16.26 Q
ﾑﾗｶﾐ ｱｲｶ 長野東 ﾜﾀﾞ ﾕﾅ 長野東

 2 木田 沙耶(2) 高校   2,24.86 q  2 宮川 瑞穂(2) 高校   2,23.71 q
ｷﾀﾞ ｻﾔ 松代 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ 長野吉田

 3 篠塚 香里(1) 高校   2,29.92 q  3 仲俣 実佑(1) 高校   2,25.36 q
ｼﾉﾂﾞｶ ｶｵﾘ 須坂東 ﾅｶﾏﾀ ﾐﾕｳ 長野西

 4 大久保 澪(1) 高校   2,34.06  4 竹内 美翔(2) 高校   2,38.75 
ｵｵｸﾎﾞ ﾐｵ 更級農業 ﾀｹｳﾁ ﾐｳ 篠ﾉ井

 5 山崎 夏穂(1) 高校   2,35.04  5 富岡 沙都子(2) 高校   2,38.99 
ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾎ 長野吉田 ﾄﾐｵｶ ｻﾄｺ 更級農業

 6 徳武 洋子(1) 高校   2,51.21  6 白鳥 あかり(2) 高校   2,49.83 
ﾄｸﾀｹ ﾖｳｺ 長野西 ｼﾛﾄﾘ ｱｶﾘ 飯山北･飯山
小林 里菜(2) 高校 土屋 操貴(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾅ 長野清泉 ﾂﾁﾔﾐｻｷ 北部

[ 3組]

 1 毛涯 莉歩(2) 高校   2,19.58 Q
ｹｶﾞｲ ﾘﾎ 長野吉田

 2 岡村 未歩(2) 高校   2,19.83 q
ｵｶﾑﾗ ﾐﾎ 長野東

 3 西本 梨花(2) 高校   2,32.58 
ﾆｼﾓﾄ ﾘｶ 長野日大

 4 今井 聡美(2) 高校   2,37.53 
ｲﾏｲ ｻﾄﾐ 篠ﾉ井

 5 大島 美弥花(2) 高校   2,50.30 
ｵｵｼﾏ ﾐﾐｶ 更級農業

 6 矢口 未佳(1) 高校   2,59.14 
ﾔｸﾞﾁ ﾐｶ 松代
山口 真莉恵(1) 高校
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘｴ 文化学園長野

 1 和田 有菜(1) 高校   2,13.30 
ﾜﾀﾞ ﾕﾅ 長野東

 2 村上 愛華(2) 高校   2,14.55 
ﾑﾗｶﾐ ｱｲｶ 長野東

 3 毛涯 莉歩(2) 高校   2,17.38 
ｹｶﾞｲ ﾘﾎ 長野吉田

 4 岡村 未歩(2) 高校   2,19.74 
ｵｶﾑﾗ ﾐﾎ 長野東

 5 宮川 瑞穂(2) 高校   2,20.60 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ 長野吉田

 6 木田 沙耶(2) 高校   2,26.37 
ｷﾀﾞ ｻﾔ 松代

 7 仲俣 実佑(1) 高校   2,26.91 
ﾅｶﾏﾀ ﾐﾕｳ 長野西

 8 篠塚 香里(1) 高校   2,30.53 
ｼﾉﾂﾞｶ ｶｵﾘ 須坂東
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決勝 9月11日 13:45

大会記録(GR)      4,32.63

 1 松澤 彩音(1) 高校   4,35.69 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 長野東

 2 清水 彩音(2) 高校   4,36.49 
ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾈ 長野東

 3 岡村 未歩(2) 高校   4,39.94 
ｵｶﾑﾗ ﾐﾎ 長野東

 4 臼井 夏海(2) 高校   5,01.67 
ｳｽｲﾅﾂﾐ 中野立志館

 5 山口 真莉恵(1) 高校   5,03.32 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘｴ 文化学園長野

 6 篠塚 香里(1) 高校   5,05.78 
ｼﾉﾂﾞｶ ｶｵﾘ 須坂東

 7 西本 梨花(2) 高校   5,12.58 
ﾆｼﾓﾄ ﾘｶ 長野日大

 8 宍戸 萌百伽(2) 高校   5,14.92 
ｼｼﾄﾞ ﾓﾓｶ 文化学園長野

 9 今井 聡美(2) 高校   5,19.27 
ｲﾏｲ ｻﾄﾐ 篠ﾉ井

10 北川 明里(1) 高校   5,25.59 
ｷﾀｶﾞﾜ ｱｶﾘ 飯山北･飯山

11 徳武 洋子(1) 高校   5,27.39 
ﾄｸﾀｹ ﾖｳｺ 長野西

12 富岡 沙都子(2) 高校   5,32.16 
ﾄﾐｵｶ ｻﾄｺ 更級農業

13 白鳥 花純(1) 高校   5,34.47 
ｼﾗﾄﾘ ｶｽﾐ 飯山北･飯山

14 中村 鈴(1) 高校   5,34.67 
ﾅｶﾑﾗ ｽｽﾞ 屋代

15 白鳥 あかり(2) 高校   5,44.69 
ｼﾛﾄﾘ ｱｶﾘ 飯山北･飯山

16 矢口 未佳(1) 高校   5,59.46 
ﾔｸﾞﾁ ﾐｶ 松代

17 大島 美弥花(2) 高校   6,04.46 
ｵｵｼﾏ ﾐﾐｶ 更級農業

18 ｳｨﾘｱﾑｽ 美愛(2) 高校   6,05.45 
ｳｨﾘｱﾑｽ ﾐｱ 長野清泉
小林 里菜(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾅ 長野清泉
竹花 真央(1) 高校
ﾀｹﾊﾅ ﾏｵ 更級農業
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決勝 9月13日 10:30

大会記録(GR)      9,33.12

 1 松澤 綾音(1) 高校   9,38.27 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 長野東

 2 清水 彩音(2) 高校   9,48.22 
ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾈ 長野東

 3 今井 萌(2) 高校  10,02.54 
ｲﾏｲ ﾓｴ 長野東

 4 臼井 夏海(2) 高校  10,31.98 
ｳｽｲﾅﾂﾐ 中野立志館

 5 宍戸 萌百伽(2) 高校  11,20.41 
ｼｼﾄﾞ ﾓﾓｶ 文化学園長野

 6 徳武 洋子(1) 高校  11,35.54 
ﾄｸﾀｹ ﾖｳｺ 長野西

 7 白鳥 花純(1) 高校  11,37.78 
ｼﾗﾄﾘ ｶｽﾐ 飯山北･飯山

 8 中村 鈴(1) 高校  11,43.68 
ﾅｶﾑﾗ ｽｽﾞ 屋代

 9 山岸 咲菜(1) 高校  11,54.90 
ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾅ 長野商業

10 大久保 澪(1) 高校  12,04.21 
ｵｵｸﾎﾞ ﾐｵ 更級農業

11 北川 明里(1) 高校  12,06.81 
ｷﾀｶﾞﾜ ｱｶﾘ 飯山北･飯山

12 富岡 沙都子(2) 高校  12,09.14 
ﾄﾐｵｶ ｻﾄｺ 更級農業

13 大島 美弥花(2) 高校  12,51.53 
ｵｵｼﾏ ﾐﾐｶ 更級農業
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予選 9月11日 11:55
決勝 9月11日 13:20

大会記録(GR)        14.48

[ 1組] 風速 +2.1 [ 2組] 風速 +0.7

 1 中里 未央(1) 高校     16.68 Q  1 坂本 かなた(2) 高校     16.98 Q
ﾅｶｻﾞﾄ ﾐｵ 須坂 ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 長野西

 2 梨子田 藍(1) 高校     17.13 Q  2 宮坂 奈緒(2) 高校     17.34 Q
ﾅｼﾀﾞ ｱｲ 長野日大 ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 長野日大

 3 中山 寛香(2) 高校     17.41 q  3 岡田 彩(1) 高校     18.21 q
ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｶ 長野東 ｵｶﾀﾞ ｱﾔ 須坂東

 4 小平 典歩(2) 高校     18.02 q  4 髙橋 奈々恵(2) 高校     18.25 q
ｺﾀﾞｲﾗ ﾉﾘﾎ 長野西 ﾀｶﾊｼ ﾅﾅｴ 文化学園長野

 5 小林 奈々美(2) 高校     18.74  5 奥村 莉帆(1) 高校     18.26 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 長野商業 ｵｸﾑﾗ ﾘﾎ 長野西

 6 西 絢音(2) 高校     22.07 
ﾆｼ ｱﾔﾈ 飯山北･飯山

風速 +3.7

 1 中里 未央(1) 高校     16.39 
ﾅｶｻﾞﾄ ﾐｵ 須坂

 2 坂本 かなた(2) 高校     16.62 
ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 長野西

 3 梨子田 藍(1) 高校     17.22 
ﾅｼﾀﾞ ｱｲ 長野日大

 4 宮坂 奈緒(2) 高校     17.29 
ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 長野日大

 5 中山 寛香(2) 高校     17.33 
ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｶ 長野東

 6 小平 典歩(2) 高校     17.88 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾉﾘﾎ 長野西

 7 岡田 彩(1) 高校     17.95 
ｵｶﾀﾞ ｱﾔ 須坂東

 8 髙橋 奈々恵(2) 高校     17.97 
ﾀｶﾊｼ ﾅﾅｴ 文化学園長野

女子

100mH(0.840)

予選 通過基準  2組  2着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

  783

記録／備考
2   738

4   957

3   844

6   599

5   890

1

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   779

4   955

1   723

2   995

5   785

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   738

4   779

5   957

7   955

8   890

9   783

3   723

2   995



決勝 9月12日 13:00

大会記録(GR)        59.74

 1 中村 理彩(2) 高校   1,10.80 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ 篠ﾉ井

 2 髙橋 奈々恵(2) 高校   1,10.86 
ﾀｶﾊｼ ﾅﾅｴ 文化学園長野

 3 山崎 璃央(1) 高校   1,11.57 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 屋代

 4 依田 恵(2) 高校   1,13.43 
ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 長野西

 5 竹内 美翔(2) 高校   1,13.56 
ﾀｹｳﾁ ﾐｳ 篠ﾉ井

 6 熊井 美桜(1) 高校   1,14.43 
ｸﾏｲ ﾐｵ 須坂東

 7 奥村 莉帆(1) 高校   1,17.69 
ｵｸﾑﾗ ﾘﾎ 長野西

2   785

7  1077

8   720

5  1158

4   781

3  1076

6   995

女子

400mH(0.762)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月11日 12:15

大会新  (GR )    23,53.40

 1 矢島 風香(2) 高校  25,27.99 
ﾔｼﾞﾏ ﾌｳｶ 長野東

 2 川原 泰葉(2) 高校  29,46.64 
ｶﾜﾊﾗ ﾔｽﾊ 長野

 3 原田 千磨利(1) 高校  32,37.59 
ﾊﾗﾀﾞ ﾁﾏﾘ 文化学園長野

 4 竹花 真央(1) 高校  37,24.10 
ﾀｹﾊﾅ ﾏｵ 更級農業

 5 中島 ひより(1) 高校  37,54.96 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾖﾘ 長野東

女子

5000mW              

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   887

4   813

3   874

2   991

1  2145



予選 9月11日 10:10
決勝 9月12日 13:40

大会記録(GR)        49.20

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 長野日大   952 伊能 史織(1)     51.61 Q  1   6 長野西   789 小松 紗菜(1)     53.08 Q

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ｲﾉｳ ｼｵﾘ ﾅｶﾞﾉﾆｼ ｺﾏﾂ ｻﾅ
  951 加納 采弥(2)   781 依田 恵(2)

ｶﾉｳ ｻﾔ ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ
  957 梨子田 藍(1)   779 坂本 かなた(2)

ﾅｼﾀﾞ ｱｲ ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ
  954 加藤 詩萌(1)   782 高松 聖(2)

ｶﾄｳ ｼﾎ ﾀｶﾏﾂ ﾋｼﾞﾘ
 2   3 文化学園長野   995 髙橋 奈々恵(2)     53.46 Q  2   3 須坂東   723 岡田 彩(1)     55.55 Q

ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉ ﾀｶﾊｼ ﾅﾅｴ ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼ ｵｶﾀﾞ ｱﾔ
  998 酒井 佳菜子(2)   718 寺島 美香子(2)

ｻｶｲ ｶﾅｺ ﾃﾗｼﾏ ﾐｶｺ
  997 戸谷 涼乃(2)   720 熊井 美桜(1)

ﾄﾔ ｽｽﾞﾉ ｸﾏｲ ﾐｵ
  989 伊藤 寧音(1)   719 中嶋 虹菜(1)

ｲﾄｳ ﾈﾈ ﾅｶｼﾞﾏ ﾆﾅ
 3   2 長野吉田   772 伊藤 萌花(2)     54.41 q  3   2 篠ﾉ井  1077 竹内 美翔(2)     55.92 q

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ｲﾄｳ ﾎﾉｶ ｼﾉﾉｲ ﾀｹｳﾁ ﾐｳ
  774 渡邉 理紗(2)  1079 盛田 沙英(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻ ﾓﾘﾀ ｻｴ
  752 橋本 真理子(1)  1078 今井 聡美(2)

ﾊｼﾓﾄ ﾏﾘｺ ｲﾏｲ ｻﾄﾐ
  771 宮川 瑞穂(2)  1076 中村 理彩(2)

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ
 4   5 更級農業  2144 大久保 澪(1)     56.14 q  4   7 須坂   738 中里 未央(1)     56.35 q

ｻﾗｼﾅﾉｳｷﾞｮｳ ｵｵｸﾎﾞ ﾐｵ ｽｻﾞｶ ﾅｶｻﾞﾄ ﾐｵ
 2150 富岡 沙都子(2)   737 荒井 利奈(2)

ﾄﾐｵｶ ｻﾄｺ ｱﾗｲ ﾘﾅ
 2145 竹花 真央(1)   739 坂井 桃菜美(1)

ﾀｹﾊﾅ ﾏｵ ｻｶｲ ﾐﾅﾐ
 2149 大島 美弥花(2)   740 浦野 美帆(1)

ｵｵｼﾏ ﾐﾐｶ ｳﾗﾉ ﾐﾎ
 5   7 松代  1127 矢口 未佳(1)     56.93  5   4 長野清泉  1024 北村 咲衣(2)     56.71 

ﾏﾂｼﾛ ﾔｸﾞﾁ ﾐｶ ﾅｶﾞﾉｾｲｾﾝ ｷﾀﾑﾗ ｻｲ
 1124 木田 沙耶(2)  1021 水上 凛(2)

ｷﾀﾞ ｻﾔ ﾐｽﾞｶﾐ ﾘﾝ
 1125 熊倉 望(2)  1030 小林 眞菜子(1)

ｸﾏｸﾗ ﾉｿﾞﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅｺ
 1126 清水 佑己奈(1)  1025 佐々木 はな実(2)

ｼﾐｽﾞ ﾕｷﾅ ｻｻｷ ﾊﾅﾐ
  4 長野   5 長野東   873 澤口 実侑(1)

ﾅｶﾞﾉ 欠場 ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼ ｻﾜｸﾞﾁ ﾐﾕｳ 失格
  872 荒井 歩実(1)

ｱﾗｲ ｱﾕﾐ
  874 中島 ひより(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾖﾘ
  890 中山 寛香(2)

ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｶ

女子

4×100mR

予選 通過基準  2組  2着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 長野日大   952 伊能 史織(1)     50.34 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ｲﾉｳ ｼｵﾘ
  951 加納 采弥(2)

ｶﾉｳ ｻﾔ
  957 梨子田 藍(1)

ﾅｼﾀﾞ ｱｲ
  954 加藤 詩萌(1)

ｶﾄｳ ｼﾎ
 2   4 文化学園長野   995 髙橋 奈々恵(2)     52.76 

ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉ ﾀｶﾊｼ ﾅﾅｴ
  998 酒井 佳菜子(2)

ｻｶｲ ｶﾅｺ
  997 戸谷 涼乃(2)

ﾄﾔ ｽｽﾞﾉ
  989 伊藤 寧音(1)

ｲﾄｳ ﾈﾈ
 3   5 長野西   789 小松 紗菜(1)     53.02 

ﾅｶﾞﾉﾆｼ ｺﾏﾂ ｻﾅ
  781 依田 恵(2)

ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ
  779 坂本 かなた(2)

ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ
  782 高松 聖(2)

ﾀｶﾏﾂ ﾋｼﾞﾘ
 4   9 長野吉田   772 伊藤 萌花(2)     54.17 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ｲﾄｳ ﾎﾉｶ
  774 渡邉 理紗(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻ
  752 橋本 真理子(1)

ﾊｼﾓﾄ ﾏﾘｺ
  773 毛涯 莉歩(2)

ｹｶﾞｲ ﾘﾎ
 5   6 須坂東   723 岡田 彩(1)     55.58 

ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼ ｵｶﾀﾞ ｱﾔ
  718 寺島 美香子(2)

ﾃﾗｼﾏ ﾐｶｺ
  720 熊井 美桜(1)

ｸﾏｲ ﾐｵ
  719 中嶋 虹菜(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾆﾅ
 6   2 更級農業  2144 大久保 澪(1)     57.35 

ｻﾗｼﾅﾉｳｷﾞｮｳ ｵｵｸﾎﾞ ﾐｵ
 2150 富岡 沙都子(2)

ﾄﾐｵｶ ｻﾄｺ
 2145 竹花 真央(1)

ﾀｹﾊﾅ ﾏｵ
 2149 大島 美弥花(2)

ｵｵｼﾏ ﾐﾐｶ
 7   8 篠ﾉ井  1077 竹内 美翔(2)     57.46 

ｼﾉﾉｲ ﾀｹｳﾁ ﾐｳ
 1079 盛田 沙英(1)

ﾓﾘﾀ ｻｴ
 1078 今井 聡美(2)

ｲﾏｲ ｻﾄﾐ
 1076 中村 理彩(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ
  3 須坂   738 中里 未央(1)

ｽｻﾞｶ ﾅｶｻﾞﾄ ﾐｵ 棄権
  737 荒井 利奈(2)

ｱﾗｲ ﾘﾅ
  739 坂井 桃菜美(1)

ｻｶｲ ﾐﾅﾐ
  740 浦野 美帆(1)

ｳﾗﾉ ﾐﾎ

4×100mR
決勝

女子



決勝 9月13日 13:40

大会記録(GR)      3,54.88

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 長野日大   951 加納 采弥(2)   4,08.77 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ｶﾉｳ ｻﾔ
  952 伊能 史織(1)

ｲﾉｳ ｼｵﾘ
  960 西本 梨花(2)

ﾆｼﾓﾄ ﾘｶ
  954 加藤 詩萌(1)

ｶﾄｳ ｼﾎ
 2   1 長野東   889 村上 愛華(2)   4,10.27 

ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼ ﾑﾗｶﾐ ｱｲｶ
  888 岡村 未歩(2)

ｵｶﾑﾗ ﾐﾎ
  870 松澤 綾音(1)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾈ
  871 和田 有菜(1)

ﾜﾀﾞ ﾕﾅ
 3   2 文化学園長野   997 戸谷 涼乃(2)   4,10.42 

ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉ ﾄﾔ ｽｽﾞﾉ
  990 山口 真莉恵(1)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘｴ
  995 髙橋 奈々恵(2)

ﾀｶﾊｼ ﾅﾅｴ
  998 酒井 佳菜子(2)

ｻｶｲ ｶﾅｺ
 4   9 長野吉田   752 橋本 真理子(1)   4,11.70 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ﾊｼﾓﾄ ﾏﾘｺ
  771 宮川 瑞穂(2)

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ
  751 山崎 夏穂(1)

ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾎ
  773 毛涯 莉歩(2)

ｹｶﾞｲ ﾘﾎ
 5   4 長野西   782 高松 聖(2)   4,15.14 

ﾅｶﾞﾉﾆｼ ﾀｶﾏﾂ ﾋｼﾞﾘ
  789 小松 紗菜(1)

ｺﾏﾂ ｻﾅ
  781 依田 恵(2)

ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ
  786 仲俣 実佑(1)

ﾅｶﾏﾀ ﾐﾕｳ
 6   6 須坂東   720 熊井 美桜(1)   4,26.38 

ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼ ｸﾏｲ ﾐｵ
  723 岡田 彩(1)

ｵｶﾀﾞ ｱﾔ
  716 篠塚 香里(1)

ｼﾉﾂﾞｶ ｶｵﾘ
  718 寺島 美香子(2)

ﾃﾗｼﾏ ﾐｶｺ
 7   5 更級農業  2144 大久保 澪(1)   4,27.71 

ｻﾗｼﾅﾉｳｷﾞｮｳ ｵｵｸﾎﾞ ﾐｵ
 2150 富岡 沙都子(2)

ﾄﾐｵｶ ｻﾄｺ
 2145 竹花 真央(1)

ﾀｹﾊﾅ ﾏｵ
 2149 大島 美弥花(2)

ｵｵｼﾏ ﾐﾐｶ
 8   7 篠ﾉ井  1077 竹内 美翔(2)   4,31.29 

ｼﾉﾉｲ ﾀｹｳﾁ ﾐｳ
 1076 中村 理彩(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ
 1079 盛田 沙英(1)

ﾓﾘﾀ ｻｴ
 1078 今井 聡美(2)

ｲﾏｲ ｻﾄﾐ
 9   8 松代  1126 清水 佑己奈(1)   4,42.80 

ﾏﾂｼﾛ ｼﾐｽﾞ ﾕｷﾅ
 1127 矢口 未佳(1)

ﾔｸﾞﾁ ﾐｶ
 1125 熊倉 望(2)

ｸﾏｸﾗ ﾉｿﾞﾐ
 1124 木田 沙耶(2)

ｷﾀﾞ ｻﾔ

女子

4×400mR

決勝



決勝 9月13日 10:00

大会記録(GR)         1.65

荒井 利奈(2) 高校
ｱﾗｲ ﾘﾅ 須坂
宮坂 奈緒(2) 高校
ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 長野日大
室賀 絢水(1) 高校
ﾑﾛｶﾞ ｱﾐ 市立長野
高松 聖(2) 高校
ﾀｶﾏﾂ ﾋｼﾞﾘ 長野西
坂井 桃菜美(1) 高校
ｻｶｲ ﾐﾅﾐ 須坂
渡邊 真由(1) 高校
ﾜﾀﾅﾍﾞﾏﾕ 中野立志館
佐々木 はな実(2) 高校
ｻｻｷ ﾊﾅﾐ 長野清泉
中里 未央(1) 高校
ﾅｶｻﾞﾄ ﾐｵ 須坂
盛田 沙英(1) 高校
ﾓﾘﾀ ｻｴ 篠ﾉ井
荒井 歩実(1) 高校
ｱﾗｲ ｱﾕﾐ 長野東
金子 未羽(1) 高校 記録なし
ｶﾈｺ ﾐｳ 長野清泉
土屋 操貴(1) 高校 欠場
ﾂﾁﾔﾐｻｷ 北部
水上 凛(2) 高校 欠場
ﾐｽﾞｶﾐ ﾘﾝ 長野清泉

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m40 1m45 備考1m30 1m35 1m50 1m55 1m58
1 12   737

- - O O O O XXX  1.55

2 13   955
- - XO XO O XXX  1.50

3 8   927
O O O XXX  1.40

3 11   782
O O O XXX  1.40

5 9   739
- O XO XXX  1.40

5 10   646
- - XO XXX  1.40

7 3  1025
O XO XO XXX  1.40

8 7   738
O O XXX  1.35

9 6  1079
XO O XXX  1.35

10 4   872
O XO XXX  1.35

1  1029
XXX

2   747

5  1021



決勝 9月12日 10:30

室賀 絢水(1) 高校
ﾑﾛｶﾞ ｱﾐ 市立長野
酒井 佳菜子(2) 高校
ｻｶｲ ｶﾅｺ 文化学園長野
金子 未羽(1) 高校
ｶﾈｺ ﾐｳ 長野清泉
佐々木 はな実(2) 高校
ｻｻｷ ﾊﾅﾐ 長野清泉

女子

棒高跳(ｵｰﾌﾟﾝ)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録2m00 2m10 備考1m60 1m80 2m20 2m30 2m40 2m50 2m60 2m70
1 4   927

- - - - O O O O XXO XXX  2.60

2 2   998
- O O O O XXX  2.20

3 3  1029
O O XXX  1.80

4 1  1025
XO XO XXX  1.80



決勝 9月11日 10:50

大会記録(GR)         5.65

堀田 莉紗(1) 高校   4.99   5.00   5.09   5.09   4.99   4.86    5.09 
ﾎｯﾀ ﾘｻ 市立長野   -0.1   +0.6   +1.1   +1.8   +1.8   +1.1    +1.1
荒井 利奈(2) 高校   4.06   4.78   4.91    X   4.87   4.64    4.91 
ｱﾗｲ ﾘﾅ 須坂    0.0   +0.6   +2.0   +2.1   +1.4    +2.0
伊藤 萌花(2) 高校    X   4.64   4.39    X   4.84   4.68    4.84 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 長野吉田   +0.6   +0.1   +2.4   +1.6    +2.4
坂井 桃菜美(1) 高校   4.20   4.41   4.41   4.16   4.15   4.10    4.41 
ｻｶｲ ﾐﾅﾐ 須坂    0.0   -0.1   +1.1   +2.2   +1.3   +1.8    -0.1
山岸 明紀穂(2) 高校    X   4.27   4.41   4.26   4.38   4.29    4.41 
ﾔﾏｷﾞｼ ｱｷﾎ 長野    0.0   +0.1   +2.6   +2.9   +1.6    +0.1
渡邉 理紗(2) 高校   4.29   4.21   4.22   4.25   4.40   4.33    4.40 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻ 長野吉田   +0.7    0.0   +0.5   +1.6   +1.2   +1.4    +1.2
水上 凛(2) 高校   4.23   4.29   4.39   4.07   4.33   3.98    4.39 
ﾐｽﾞｶﾐ ﾘﾝ 長野清泉   +0.2   +0.4   +1.4   +1.4   +2.0   +0.6    +1.4
小野 菜摘(2) 高校   4.35   4.38   4.24   3.62   2.87   2.65    4.38 
ｵﾉ ﾅﾂﾐ 長野商業   +1.1   +0.3   +0.7   +1.3   +1.3   +1.4    +0.3
酒井 彩花(1) 高校   3.65   4.05   4.06    4.06 
ｻｶｲ ｻﾔｶ 長野西   +0.9   +0.1   -0.3    -0.3
高松 聖(2) 高校   4.02   3.80   4.00    4.02 
ﾀｶﾏﾂ ﾋｼﾞﾘ 長野西   +0.7   +0.5   +0.4    +0.7
宮原 真(1) 高校 欠場
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾏｺﾄ 長野南
玉井 萌香(1) 高校 欠場
ﾀﾏｲ ﾓｴｶ 長野南

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 11   926

-5-

2 10   737

3 12   772

4 8   739

5 9   819

6 3   774

7 7  1021

8 2   843

9 1   787

10 5   782

4   893

6   892



決勝 9月13日 10:10

堀田 莉紗(1) 高校   9.31   9.22   9.26   8.17   8.94   9.26    9.31 
ﾎｯﾀ ﾘｻ 市立長野   +0.7    0.0   +0.5    0.0    0.0   +1.1    +0.7
酒井 佳菜子(2) 高校   9.12   8.85   8.87    X   8.90   9.03    9.12 
ｻｶｲ ｶﾅｺ 文化学園長野   +0.5   +0.4   +0.3    0.0   +1.3    +0.5

1 2   926
-5-

2 1   998

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

女子

三段跳(ｵｰﾌﾟﾝ)       

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 9月12日 12:00

大会記録(GR)        11.41

小山 彩綺(2) 高校
ｺﾔﾏ ｻｷ 市立長野
海沼 咲華(1) 高校
ｶｲﾇﾏ ｼｮｳｶ 須坂創成
米倉 萌実(1) 高校
ﾖﾈｸﾗ ﾓｴﾐ 長野南
小林 眞菜子(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅｺ 長野清泉
白石 友佳(1) 高校
ｼﾗｲｼ ﾕｶ 長野
竹村 美涼(2) 高校
ﾀｹﾑﾗ ﾐｽｽﾞ 長野西
宮原 真(1) 高校
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾏｺﾄ 長野南
中村 菜美(2) 高校
ﾅｶﾑﾗ ﾅﾙﾐ 長野西
盛田 沙英(1) 高校
ﾓﾘﾀ ｻｴ 篠ﾉ井

女子

砲丸投(4.0kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 9   923

 9.40  8.72  9.62  9.26  9.68  9.64   9.68 

2 2   687
 7.94  6.93  7.73  7.55  7.65  8.29   8.29 

3 8   891
 7.48  7.90  7.73  7.61  8.01  7.85   8.01 

4 7  1030
 6.84  7.04  7.19  7.53  7.50  7.35   7.53 

5 5  2181
 6.41  7.14  6.99  7.05  6.85  6.92   7.14 

6 6   780
 6.75  6.57  5.89  6.73  6.63   X   6.75 

7 4   893
 6.07  6.50  6.65  6.61  6.56  6.58   6.65 

8 1   784
 5.91  6.25  6.63

9 3  1079
 5.88  6.10  5.89   6.10 

 6.45  6.59  6.31   6.63 



決勝 9月13日 12:20

大会記録(GR)        37.70

小山 彩綺(2) 高校
ｺﾔﾏ ｻｷ 市立長野
太田 杏優(1) 高校
ｵｵﾀ ｱﾕ 市立長野
竹村 美涼(2) 高校
ﾀｹﾑﾗ ﾐｽｽﾞ 長野西
荒井 利奈(2) 高校
ｱﾗｲ ﾘﾅ 須坂
白石 友佳(1) 高校
ｼﾗｲｼ ﾕｶ 長野
米倉 萌実(1) 高校
ﾖﾈｸﾗ ﾓｴﾐ 長野南
盛田 沙英(1) 高校
ﾓﾘﾀ ｻｴ 篠ﾉ井
熊倉 望(2) 高校
ｸﾏｸﾗ ﾉｿﾞﾐ 松代
大井 遥(2) 高校
ｵｵｲ ﾊﾙｶ 文化学園長野
海沼 咲華(1) 高校
ｶｲﾇﾏ ｼｮｳｶ 須坂創成
中村 菜美(2) 高校
ﾅｶﾑﾗ ﾅﾙﾐ 長野西
浦野 美帆(1) 高校
ｳﾗﾉ ﾐﾎ 須坂
玉井 萌香(1) 高校
ﾀﾏｲ ﾓｴｶ 長野南
小林 眞菜子(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅｺ 長野清泉

 15.57 

 16.35 

14 4  1030
  O 15.57   X

 16.36 

13 8   892
  O 16.35   X

 16.80 

12 3   740
  O   X 16.36

 17.90 

11 2   784
  O   X 16.80

 17.95 

10 1   687
  O   O 17.90

  X   O   O  19.69 

9 7   993
  O   O 17.95

  O   O   O  19.70 

8 5  1125
  O 19.69   X

  O   O 20.95  20.95 

7 6  1079
19.70   X   O

  X   O   O  23.24 

6 10   891
18.92   O   O

23.46   O   O  23.46 

5 9  2181
  O 23.24   O

  O   O 25.48  25.48 

4 11   737
  O 23.08   X

  -   -   -  31.53 

3 13   780
  O 24.58   O

  X 32.42   X  32.42 

2 12   925
31.53   X   O

1 14   923
  O 30.57   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

円盤投(1.0kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月11日 10:10

小山 彩綺(2) 高校
ｺﾔﾏ ｻｷ 市立長野
浦野 美帆(1) 高校
ｳﾗﾉ ﾐﾎ 須坂

女子

ハンマー投(ｵｰﾌﾟﾝ)   

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   923

19.72   O   O

2 1   740
13.47   O   O  13.47 

 19.72 



決勝 9月11日 15:00

大会記録(GR)        41.28

太田 杏優(1) 高校
ｵｵﾀ ｱﾕ 市立長野
浦野 美帆(1) 高校
ｳﾗﾉ ﾐﾎ 須坂
戸谷 涼乃(2) 高校
ﾄﾔ ｽｽﾞﾉ 文化学園長野
竹村 美涼(2) 高校
ﾀｹﾑﾗ ﾐｽｽﾞ 長野西
澤口 実侑(1) 高校
ｻﾜｸﾞﾁ ﾐﾕｳ 長野東
白石 友佳(1) 高校
ｼﾗｲｼ ﾕｶ 長野
熊倉 望(2) 高校
ｸﾏｸﾗ ﾉｿﾞﾐ 松代
中村 菜美(2) 高校
ﾅｶﾑﾗ ﾅﾙﾐ 長野西
坂井 桃菜美(1) 高校
ｻｶｲ ﾐﾅﾐ 須坂
海沼 咲華(1) 高校
ｶｲﾇﾏ ｼｮｳｶ 須坂創成
細田 郁瑠(2) 高校
ﾎｿﾀﾞ ｶﾎﾙ 長野清泉
大井 遥(2) 高校
ｵｵｲ ﾊﾙｶ 文化学園長野
北村 咲衣(2) 高校
ｷﾀﾑﾗ ｻｲ 長野清泉
大井 まどか(1) 高校
ｵｵｲ ﾏﾄﾞｶ 長野商業
宮澤 麻衣(1) 高校
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｲ 坂城
内藤 夕梨香(2) 高校
ﾅｲﾄｳ ﾕﾘｶ 長野清泉
黒岩 紗英(1) 高校 欠場
ｸﾛｲﾜ ｻｴ 長野商業

  8.58 

7   846

 12.66 

16 1  1020
  O   O  8.58

 16.19 

15 4  2473
  O   O 12.66

 17.39 

14 5   845
  O 16.19   O

 19.23 

13 6  1024
  X 17.39   X

 19.60 

12 9   993
  X 19.23   O

 20.36 

11 3  1031
  O 19.60   O

 24.35 

10 2   687
  O   O 20.36

  O 26.10   O  26.10 

9 8   739
  O   O 24.35

  O   O   O  27.12 

8 12   784
25.41   O   O

  O   O   O  27.20 

7 11  1125
  O 27.12   O

  X   O   O  27.56 

6 10  2181
  O 27.20   O

  O   O   O  29.61 

5 13   873
  O 27.56   X

  O   O   O  30.62 

4 14   780
29.61   X   O

  O 30.78   O  30.78 

3 17   997
  O 30.62   O

  O   O 32.18  32.18 

2 16   740
  O   O 29.38

1 15   925
  O 24.85   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

やり投(600g)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月13日 13:15

大会記録(GR)         4249

太田 杏優(1) 高校
ｵｵﾀ ｱﾕ 市立長野
宮坂 奈緒(2) 高校
ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 長野日大
酒井 彩花(1) 高校
ｻｶｲ ｻﾔｶ 長野西
坂本 かなた(2) 高校
ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 長野西
土屋 操貴(1) 高校 欠場
ﾂﾁﾔﾐｻｷ 北部
中里 未央(1) 高校 欠場
ﾅｶｻﾞﾄ ﾐｵ 須坂

  747

  738

3   787
  2884

4   779
  2716

1   925
  3907

2   955
  3443

女子

七種競技

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考



決勝 9月11日 15:25

風速 +3.1

 1 梨子田 藍(1) 高校     13.58 
ﾅｼﾀﾞ ｱｲ 長野日大

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   957

オープン女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ



決勝 9月11日 13:45

 1 今井 萌(2) 高校   4,49.95 
ｲﾏｲ ﾓｴ 長野東

オープン女子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
1   886



決勝 9月13日 10:30

 1 滝澤 菜絵(1) 高校  10,36.96 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｴ 長野東

No. 氏  名 所属名 記録／備考
1   868

オープン女子

3000m

決勝

順



P

月 ～ 日 開始時刻

2 0

2 0 2 0 4 4

2 0 2 0 7 1

2 0 2 0 8 2

2 0 2 0 0 3

2 0 2 0 7 3

2 0 2 0 9 2

2 0 2 0 0 6

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

平均風速 -0.5 -0.2 -0.1 -0.1

番号

開始時刻

記録員
競技場名 長野市営陸上競技場

記録主任
コード

種7

1 5 2

主催団体 北信高等学校体育連盟

9

コード競技会名 第135回北信高等学校陸上競技対校選手権大会陸協名 長野陸上競技協会

12 13 混成競技　記録　得点表（ 男 ・ 女 )

審判長 大竹　義雄

混　成 2

2

955

2 0種目コード

747787

コード

戸谷　直喜

岡村　哲郎

0

宮坂　奈緒

長野日大2種 目

氏 名 酒井　彩花

長野西1

2059

28.59

+0.4

511

511

1.50
621

1132

17.78

-1.8

7.11
342

1474

585

3443

469

2528

2059

2
4.66

+0.9

18.91
269

2797

646
2.

1384

3443

2

779

坂本　かなた

長野西2

596

596

1.30

33.82

409

1005

5.44
236

1241

23.02
345

2542

518

1759

29.49

+0.4

1759

3
438

2197

4.54

+1.2

174

2716
3.

957

2716

4

24.13

418

418

1.35
460

878

18.71

-1.8

6.33
292

1170

472

1642

30.15

+0.4

1642

4
336

1978

4.12

+1.0

2295

589

2884
38.56

21.52
317

2.

1242

2884

3

738

中里　未央

須坂1

DNS

925

太田　杏優

市立長野1

551

551

1.55
678

1229

9.14
473

1702

2406

1
532

3907

498
31.15

3907

2938

704

2406

1

4.90

0.0

1501

3436

471

土屋　操貴

北部1

DNS

2. 49.28

DNS

順位

走幅跳

１００ｍH

走高跳

砲丸投

２００ｍ

第一日得点計

第二日得点計

総得点

順位

17.41

-1.8

27.09

+0.4

やり投

８００ｍ

17.00

-1.8

DNS

0 7

2 0 1 0 1 0

0

所 
属 



決勝 9月12日  9:30

県高記録            14.28

風速 -1.8

 1 坂本 かなた(2) 高校 17.00(596)
ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 長野西

 2 太田 杏優(1) 高校 17.41(551)
ｵｵﾀ ｱﾕ 市立長野

 3 宮坂 奈緒(2) 高校 17.78(511)
ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 長野日大

 4 酒井 彩花(1) 高校 18.71(418)
ｻｶｲ ｻﾔｶ 長野西
土屋 操貴(1) 高校
ﾂﾁﾔﾐｻｷ 北部
中里 未央(1) 高校
ﾅｶｻﾞﾄ ﾐｵ 須坂

4   747
欠場

6   738
欠場

5   955

2   787

7   779

3   925

七種

100mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月12日 10:10

県高記録             1.77

1m60
太田 杏優(1) 高校 - - - - - - O O XO XXO
ｵｵﾀ ｱﾕ 市立長野 XXX (678)
宮坂 奈緒(2) 高校 - - - - - - O XO XO XXX
ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 長野日大 (621)
酒井 彩花(1) 高校 O O O XXO XXO O XXX
ｻｶｲ ｻﾔｶ 長野西 (460)
坂本 かなた(2) 高校 O O O O O XXX
ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 長野西 (409)
土屋 操貴(1) 高校 欠場
ﾂﾁﾔﾐｻｷ 北部
中里 未央(1) 高校 欠場
ﾅｶｻﾞﾄ ﾐｵ 須坂

5   738

4 6   779
 1.30

3   747

2 4   955
 1.50

3 1   787
 1.35

1 2   925
 1.55

記録
1m20 1m25

備考
1m10 1m15 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55

七種

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 9月12日 13:15

県高記録            13.65

太田 杏優(1) 高校
ｵｵﾀ ｱﾕ 市立長野 (473)
宮坂 奈緒(2) 高校
ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 長野日大 (342)
酒井 彩花(1) 高校
ｻｶｲ ｻﾔｶ 長野西 (292)
坂本 かなた(2) 高校
ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 長野西 (236)
中里 未央(1) 高校 欠場
ﾅｶｻﾞﾄ ﾐｵ 須坂
土屋 操貴(1) 高校 欠場
ﾂﾁﾔﾐｻｷ 北部

6   747

  5.44 

4   738

  6.33 

4 3   779
  X  5.13  5.44

  7.11 

3 2   787
 5.49  5.80  6.33

  9.14 

2 5   955
 6.26  6.70  7.11

1 1   925
 8.10  9.14  8.45

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

七種

砲丸投(4.0kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月12日 14:15

県高記録            24.72

風速 +0.4

 1 太田 杏優(1) 高校 27.09(704)
ｵｵﾀ ｱﾕ 市立長野

 2 宮坂 奈緒(2) 高校 28.59(585)
ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 長野日大

 3 坂本 かなた(2) 高校 29.49(518)
ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 長野西

 4 酒井 彩花(1) 高校 30.15(472)
ｻｶｲ ｻﾔｶ 長野西
中里 未央(1) 高校
ﾅｶｻﾞﾄ ﾐｵ 須坂
土屋 操貴(1) 高校
ﾂﾁﾔﾐｻｷ 北部

3   738
欠場

5   747
欠場

2   779

7   787

6   925

4   955

七種

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月13日  9:30

県高記録             6.06

太田 杏優(1) 高校   4.88   4.84   4.90    4.90 
ｵｵﾀ ｱﾕ 市立長野   +1.2   +0.5    0.0     0.0 (532)
宮坂 奈緒(2) 高校   4.35   4.62   4.66    4.66 
ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 長野日大   +1.0   +0.5   +0.9    +0.9 (469)
坂本 かなた(2) 高校   4.34   4.54   4.52    4.54 
ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 長野西   +1.4   +1.2   +1.3    +1.2 (438)
酒井 彩花(1) 高校   4.11    X   4.12    4.12 
ｻｶｲ ｻﾔｶ 長野西   +1.3   +1.0    +1.0 (336)
中里 未央(1) 高校 欠場
ﾅｶｻﾞﾄ ﾐｵ 須坂
土屋 操貴(1) 高校 欠場
ﾂﾁﾔﾐｻｷ 北部

七種

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 5   925

-5-

2 1   955

3 3   779

4 4   787

2   738

6   747



決勝 9月13日 11:20

県高記録            48.07

太田 杏優(1) 高校
ｵｵﾀ ｱﾕ 市立長野 (498)
坂本 かなた(2) 高校
ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 長野西 (345)
酒井 彩花(1) 高校
ｻｶｲ ｻﾔｶ 長野西 (317)
宮坂 奈緒(2) 高校
ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 長野日大 (269)
中里 未央(1) 高校 欠場
ﾅｶｻﾞﾄ ﾐｵ 須坂
土屋 操貴(1) 高校 欠場
ﾂﾁﾔﾐｻｷ 北部

七種

やり投(600g)        

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   925

  O   O 31.15  31.15 

2 6   779
23.02   O   O  23.02 

3 5   787
  O   O 21.52  21.52 

4 2   955
  O   O 18.91  18.91 

1   738

3   747



決勝 9月13日 13:15

県高記録          2,05.78

 1 宮坂 奈緒(2) 高校 2,33.82(646)
ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 長野日大

 2 酒井 彩花(1) 高校 2,38.56(589)
ｻｶｲ ｻﾔｶ 長野西

 3 太田 杏優(1) 高校 2,49.28(471)
ｵｵﾀ ｱﾕ 市立長野

 4 坂本 かなた(2) 高校 3,24.13(174)
ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 長野西

七種

800m                

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   955

4   787

1   925

3   779
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