
期日　　 平成２８年９月２日（金）・３日（土）・４日（日）
会場 　　 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

ﾄﾗｯｸ審判長 藤森　茂幸
ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 下川　泰秀
記録主任 増田　喜代志

☆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
9/2 やり投 決 57m96 小林　誠矢 男 創造学園 56m32 大会新
9/2 やり投 決 40m58 湯本　珠実 女 松商学園 37m98 大会新

☆グラウンドコンディション

平成２ ８ 年度
中信高等学校新人体育大会   16202006

陸上競技大会

高体連新人大会
挑戦的に・意欲的に・やりがいを求めよう

月日 時刻 天候 風向 風速 m/s 気温 ℃ 湿度 %
  10:30 晴れ 南西 0.8 30.0 47
  11:00 晴れ 東 1.1 30.0 41

  12:00 晴れ 南東 1.0 31.0 48
  13:00 晴れ 西南西 1.4 32.5 40

  14:00 晴れ 東北東 0.7 33.0 38
  15:00 晴れ 西南西 0.5 32.0 43
  16:00 晴れ 南東 0.8 32.5 37
   9:30 晴れ 南 0.4 30.0 50
  10:00 晴れ 東南東 0.8 31.0 42
  11:00 曇り 東 1.9 31.0 39
  12:00 晴れ 南南東 0.9 32.5 37
  13:00 晴れ 西 1.2 32.5 40
  14:00 晴れ 東南東 1.8 33.0 32
   9:30 晴れ 南南東 1.8 31.0 48
  10:00 晴れ 西南西 2.0 32.0 49
  11:00 晴れ 東南東 0.5 33.5 44
  12:00 晴れ 東南東 1.5 34.5 36
  13:00 晴れ 東 1.2 34.0 39
  14:00 曇り 東南東 1.5 33.0 41

9月2日

9月3日

9月4日



平成28年度中信高等学校新人体育大会 陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森 茂幸
　主催：中信高等学校体育連盟･長野陸上競技協会 跳躍審判長 下川 泰秀
　主管：中信高等学校体育連盟陸上競技専門部 投擲審判長 下川 泰秀
  平成28年9月2日(金)～9月4日(日) 混成審判長 藤森 茂幸

決勝記録一覧表 記録主任： 増田 喜代志
(GR:大会新) 女  子 長野県松本平広域公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 9/ 3 女子  +2.1青柳 里央(2) 12.33 森本 知隼(2) 12.47 宮川 恵衣(2) 12.72 御子柴 優花(2) 12.73 木田村 美央(2) 12.94 齊藤 雅(1) 13.05 木村 凌(2) 13.18 斉藤 楓花(1) 13.27

100m 豊科 松本県ヶ丘 松本深志 豊科 木曽青峰 豊科 松本蟻ヶ崎 松商学園
 9/ 4  -0.5青柳 里央(2) 26.13 木田村 美央(2) 26.98 小尾 友音(1) 26.99 宮川 恵衣(2) 27.19 齊藤 雅(1) 27.38 安田 三奈美(2) 27.40 木村 凌(2) 27.49 齊藤 静花(2) 27.96

200m 豊科 木曽青峰 塩尻志学館 松本深志 豊科 豊科 松本蟻ヶ崎 松本蟻ヶ崎
 9/ 2 齊藤 静花(2) 1:00.52 木田村 美央(2) 1:00.96 安田 三奈美(2) 1:02.85 古畑 清華(2) 1:04.30 和田 真歩(2) 1:04.36 手塚 友貴乃(2) 1:04.61 北澤 朱里(2) 1:05.49 深澤 由惟(1) 1:13.15

400m 松本蟻ヶ崎 木曽青峰 豊科 木曽青峰 松本深志 松本蟻ヶ崎 大町岳陽 松商学園
 9/ 4 川上 直美(2) 2:30.28 古畑 清華(2) 2:31.03 和田 真歩(2) 2:32.03 村上 明日香(2) 2:36.31 杉村 奈津穂(1) 2:38.82 宮坂 梨乃(1) 2:46.18 関澤せいじゅ(2) 2:49.94 伊藤 鈴花(2) 2:53.57

800m 松本県ヶ丘 木曽青峰 松本深志 松本県ヶ丘 松本県ヶ丘 創造学園 木曽青峰 創造学園
 9/ 2 所河 二千花(2) 4:57.38 川上 雅子(2) 4:59.27 青木 弥佳(2) 5:01.86 蛭田 杏(1) 5:04.94 飯嶋 華央(1) 5:11.57 赤羽  ゆり華(2) 5:22.06 川上 直美(2) 5:24.83 小林 若菜(1) 5:29.96

1500m 松商学園 松本県ヶ丘 松本県ヶ丘 松本蟻ヶ崎 松商学園 松本蟻ヶ崎 松本県ヶ丘 松本深志
 9/ 4 所河 二千花(2) 10:53.56 飯嶋 華央(1) 11:00.33 蛭田 杏(1) 11:03.24 川上 雅子(2) 11:04.74 青木 弥佳(2) 11:06.19 赤羽  ゆり華(2)11:38.01 曽根 ほの翔(2) 11:46.09 宮坂 梨乃(1) 12:01.27

3000m 松商学園 松商学園 松本蟻ヶ崎 松本県ヶ丘 松本県ヶ丘 松本蟻ヶ崎 松商学園 創造学園
 9/ 2  +2.0上條 のあ(1) 15.92 湯本 珠実(2) 16.52 樋口 莉緒花(2) 17.03 松本 真輝(2) 17.35 吉岡 綾子(2) 17.68 中村 優里(1) 18.32 岩原 麗乃(1) 19.55 大月 来夢(1) 19.74

100mH(0.838m) 松本県ヶ丘 松商学園 塩尻志学館 松本深志 松本県ヶ丘 松本美須々ヶ丘 梓川 松商学園
 9/ 3 安田 三奈美(2) 1:07.68 上條 のあ(1) 1:08.09 村上 明日香(2) 1:15.15 北澤 朱里(2) 1:15.48 大月 来夢(1) 1:20.74 北原 香子(1) 1:27.44

400mH(0.762m) 豊科 松本県ヶ丘 松本県ヶ丘 大町岳陽 松商学園 松本深志
 9/ 4 塩原 美里(1) 1.58 中井 遥菜(2) 1.55 齋藤 汐音(2) 1.49 胡桃 沙紀(2) 1.46 谷口 真生(1) 1.43 中田 萌(1) 1.40 樋口 莉緒花(2) 1.35 赤羽 菜々実(1) 1.35

走高跳 松本県ヶ丘 松本美須々ヶ丘 松本深志 大町岳陽 松商学園 松本深志 塩尻志学館 松商学園
大丸 夏星(1)
松商学園

 9/ 3 進藤 綾音(2) 2.20
棒高跳 松本県ヶ丘

 9/ 2 森本 知隼(2) 5.55(-1.4) 御子柴 優花(2)5.04(0.0) 飯島 詳子(2) 4.86(-0.2) 松岡 みず穂(1)4.71(-0.1) 栗空 実穂(1) 4.64(-1.2) 内田 佑香(1) 4.62(+1.2) 浅村 美優(2) 4.46(-0.4) 栁澤 唯月(1) 4.46(+0.7)
走幅跳 松本県ヶ丘 豊科 塩尻志学館 松本県ヶ丘 木曽青峰 松本県ヶ丘 松商学園 松商学園

 9/ 4 森本 知隼(2)11.70(-1.1) 御子柴 優花(2)10.57(-1.0) 塩原 美里(1)10.35(+0.2) 樋口 莉緒花(2)9.86(+1.3) 浅村 美優(2) 9.33(+2.2) 松岡 みず穂(1)8.82(-0.4) 山田 汐莉(2) 8.28(-1.5) 中田 萌(1) 8.14(-1.6)
三段跳 松本県ヶ丘 豊科 松本県ヶ丘 塩尻志学館 松商学園 松本県ヶ丘 穂高商 松本深志

 9/ 3 巾 こと美(1) 10.50 今井 香帆(2) 10.33 藤本 優佳(1) 10.21 滋田 祐希(2) 8.98 細川 さやか(2) 8.03 町田 みさ(2) 7.98 古畑 桃子(2) 7.56 中村 公香(2) 7.14
砲丸投 木曽青峰 松商学園 木曽青峰 松商学園 穂高商 松本県ヶ丘 木曽青峰 松本蟻ヶ崎

 9/ 4 荒井 葵凪(2) 30.18 今井 香帆(2) 27.80 町田 みさ(2) 25.41 丸山 優花(2) 25.35 滋田 祐希(2) 24.98 藤本 優佳(1) 24.57 古畑 桃子(2) 22.26 細川 さやか(2) 22.19
円盤投 塩尻志学館 松商学園 松本県ヶ丘 明科 松商学園 木曽青峰 木曽青峰 穂高商

 9/ 2 荒井 葵凪(2) 31.58 藤本 優佳(1) 28.48 堤 向日葵(2) 26.59 町田 みさ(2) 22.62 青島 まど華(1) 22.37 滋田 祐希(2) 21.96 武居 楓夏(1) 16.28 今井 香帆(2) 15.52
ﾊﾝﾏｰ投 塩尻志学館 木曽青峰 創造学園 松本県ヶ丘 木曽青峰 松商学園 塩尻志学館 松商学園

 9/ 2 湯本 珠実(2) 40.58 巾 こと美(1) 35.05 丸山 優花(2) 32.83 飯島 詳子(2) 28.17 荒井 葵凪(2) 25.58 中村 公香(2) 21.82 栗空 実穂(1) 21.32 伊藤 舞(1) 20.13
やり投 松商学園 GR 木曽青峰 明科 塩尻志学館 塩尻志学館 松本蟻ヶ崎 木曽青峰 豊科

 9/ 3 豊科       49.64 松本蟻ヶ崎       51.86 松商学園       52.40 松本深志       52.88 木曽青峰       52.88 松本美須々ヶ丘      53.14 塩尻志学館       53.50 創造学園       56.19
4×100m 齊藤 雅(1) 金井 向日葵(1) 湯本 珠実(2) 寺島 千加(1) 栗空 実穂(1) 宮澤 絢羽(2) 西澤 円花(2) 宮坂 梨乃(1)

青柳 里央(2) 木村 凌(2) 斉藤 楓花(1) 宮川 恵衣(2) 巾 こと美(1) 中村 優里(1) 小尾 友音(1) 堤 向日葵(2)
安田 三奈美(2) 齊藤 静花(2) 栁澤 唯月(1) 和田 真歩(2) 関澤せいじゅ(2) 中嶌 萌香(1) 樋口 莉緒花(2) 伊藤 鈴花(2)
御子柴 優花(2) 手塚 友貴乃(2) 川井 海帆(2) 松本 真輝(2) 木田村 美央(2) 中井 遥菜(2) 飯島 詳子(2) 小川 桃果(1)

 9/ 4 松本県ヶ丘     4:10.10 松本蟻ヶ崎     4:11.49 豊科     4:18.22 木曽青峰     4:21.23 松商学園     4:33.31 創造学園     4:46.18 大町岳陽     4:47.26
4×400m 上條 のあ(1) 木村 凌(2) 安田 三奈美(2) 関澤せいじゅ(2) 安元 実佑(1) 宮坂 梨乃(1) 北澤 朱里(2)

森本 知隼(2) 手塚 友貴乃(2) 齊藤 雅(1) 古畑 清華(2) 斉藤 楓花(1) 堤 向日葵(2) 山本 佳奈(1)
北澤 詩織(1) 金井 向日葵(1) 御子柴 優花(2) 栗空 実穂(1) 大月 来夢(1) 伊藤 鈴花(2) 大羽 夏未(1)
川上 雅子(2) 齊藤 静花(2) 青柳 里央(2) 木田村 美央(2) 深澤 由惟(1) 小川 桃果(1) 川田 涼葉(2)

 9/ 4 湯本 珠実(2) 3869 松本 真輝(2) 3428 飯島 詳子(2) 3332 吉岡 綾子(2) 2724 川井 海帆(2) 2369 吉岡 栞(1) 2075
七種競技 松商学園 松本深志 塩尻志学館 松本県ヶ丘 松商学園 松本県ヶ丘

学校対抗(女子) 松本県ヶ丘 松商学園 木曽青峰 豊科 塩尻志学館 松本深志 松本蟻ヶ崎 創造学園
学校別得点 51 15152 112 86 74 60 52



予選 9月2日 15:30
決勝 9月3日 12:50

[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速 -1.2

 1 森本 知隼(2)     12.51 Q  1 青柳 里央(2)     12.46 Q
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 松本県ヶ丘 ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ 豊科

 2 齊藤 雅(1)     13.04 q  2 木田村 美央(2)     12.98 q
ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 豊科 ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ 木曽青峰

 3 斉藤 楓花(1)     13.10 q  3 木村 凌(2)     13.17 q
ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ 松商学園 ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 松本蟻ヶ崎

 4 金井 向日葵(1)     13.40  4 北澤 詩織(1)     13.69 
ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ 松本蟻ヶ崎 ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘
武居 楓夏(1)  5 栁澤 唯月(1)     14.08 
ﾀｹｲ ﾌｳｶ 塩尻志学館 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂﾞｷ 松商学園
中野 清楓(1)  6 麻沼 優理(1)     14.88 
ﾅｶﾉ ｻﾔｶ 田川 ｱｻﾇﾏ ﾕﾘ 松本秀峰

[ 3組] 風速 +0.9

 1 御子柴 優花(2)     12.79 Q
ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 豊科

 2 宮川 恵衣(2)     12.89 q
ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ 松本深志

 3 小尾 友音(1)     13.21 
ｵﾋﾞ ﾕｳﾅ 塩尻志学館

 4 齊藤 静花(2)     13.48 
ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ 松本蟻ヶ崎

 5 巾 こと美(1)     13.70 
ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ 木曽青峰

 6 上條 寧々(1)     14.78 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾈﾈ 松本秀峰

風速 +2.1

 1 青柳 里央(2)     12.33 
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ 豊科

 2 森本 知隼(2)     12.47 
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 松本県ヶ丘

 3 宮川 恵衣(2)     12.72 
ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ 松本深志

 4 御子柴 優花(2)     12.73 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 豊科

 5 木田村 美央(2)     12.94 
ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ 木曽青峰

 6 齊藤 雅(1)     13.05 
ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 豊科

 7 木村 凌(2)     13.18 
ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 松本蟻ヶ崎

 8 斉藤 楓花(1)     13.27 
ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ 松商学園

9月2日 15:30

[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速 -1.2

 1 黒岩 彩香(1)     14.16  1 川井 海帆(2)     13.87 
ｸﾛｲﾜ ｱﾔｶ 豊科 ｶﾜｲ ｶﾎ 松商学園

[ 3組] 風速 +0.9

 1 浅村 美優(2)     14.64 
ｱｻﾑﾗ ﾐﾕ 松商学園
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予選 9月4日  9:30
決勝 9月4日 13:00

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速 -0.6

 1 青柳 里央(2)     26.20 Q  1 木村 凌(2)     27.19 Q
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ 豊科 ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 松本蟻ヶ崎

 2 深澤 由惟(1)     28.00  2 齊藤 雅(1)     27.22 q
ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ 松商学園 ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 豊科

 3 中井 遥菜(2)     28.04  3 斉藤 楓花(1)     28.19 
ﾅｶｲ ﾊﾙﾅ 松本美須々ヶ丘 ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ 松商学園

 4 北澤 詩織(1)     28.16  4 中村 優里(1)     28.47 
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ 松本美須々ヶ丘

 5 堤 向日葵(2)     29.74  5 吉岡 栞(1)     30.76 
ﾂﾂﾐ ﾋﾏｱﾘ 創造学園 ﾖｼｵｶ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘
寺島 千加(1)  6 小川 桃果(1)     31.27 
ﾃﾗｼﾏ ﾁｶ 松本深志 ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ 創造学園
武居 楓夏(1)
ﾀｹｲ ﾌｳｶ 塩尻志学館

[ 3組] 風速 +0.8

 1 木田村 美央(2)     26.93 Q
ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ 木曽青峰

 2 小尾 友音(1)     27.01 q
ｵﾋﾞ ﾕｳﾅ 塩尻志学館

 3 宮川 恵衣(2)     27.14 q
ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ 松本深志

 4 安田 三奈美(2)     27.24 q
ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 豊科

 5 齊藤 静花(2)     27.34 q
ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ 松本蟻ヶ崎
栁澤 唯月(1)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂﾞｷ 松商学園

風速 -0.5

 1 青柳 里央(2)     26.13 
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ 豊科

 2 木田村 美央(2)     26.98 
ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ 木曽青峰

 3 小尾 友音(1)     26.99 
ｵﾋﾞ ﾕｳﾅ 塩尻志学館

 4 宮川 恵衣(2)     27.19 
ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ 松本深志

 5 齊藤 雅(1)     27.38 
ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 豊科

 6 安田 三奈美(2)     27.40 
ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 豊科

 7 木村 凌(2)     27.49 
ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 松本蟻ヶ崎

 8 齊藤 静花(2)     27.96 
ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ 松本蟻ヶ崎

9月4日  9:30

[ 2組] 風速 -0.6 [ 3組] 風速 +0.8

 1 黒岩 彩香(1)     29.73  1 安元 実佑(1)     30.15 
ｸﾛｲﾜ ｱﾔｶ 豊科 ﾔｽﾓﾄ ﾐﾕ 松商学園
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3  1992

4  1877

所属名 記録／備考
6  1993

9  1995

5  1608

8  1781

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
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7  1565

3  1992
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女子

200m
予選 通過基準  3組  1着 + 5 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 9月2日 11:55
決勝 9月2日 14:40

[ 1組] [ 2組]

 1 木田村 美央(2)   1:02.15 Q  1 安田 三奈美(2)   1:02.80 Q
ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ 木曽青峰 ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 豊科

 2 齊藤 静花(2)   1:03.03 Q  2 北澤 朱里(2)   1:04.93 Q
ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ 松本蟻ヶ崎 ｷﾀｻﾞﾜ ｱｶﾘ 大町岳陽

 3 和田 真歩(2)   1:04.38 q  3 手塚 友貴乃(2)   1:05.33 q
ﾜﾀﾞ ﾏﾎ 松本深志 ﾃﾂﾞｶ ﾕｷﾉ 松本蟻ヶ崎

 4 深澤 由惟(1)   1:05.31 q  4 安元 実佑(1)   1:07.68 
ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ 松商学園 ﾔｽﾓﾄ ﾐﾕ 松商学園

 5 古畑 清華(2)   1:05.38 q  5 関澤せいじゅ(2)   1:09.27 
ﾌﾙﾊﾀ ｷﾖｶ 木曽青峰 ｾｷｻﾞﾜ ｾｲｼﾞｭ 木曽青峰

 6 黒岩 彩香(1)   1:12.34 中嶌 萌香(1)
ｸﾛｲﾜ ｱﾔｶ 豊科 ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴｶ 松本美須々ヶ丘
杉村 奈津穂(1) 進藤 綾音(2)
ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾂﾎ 松本県ヶ丘 ｼﾝﾄｳ ｱﾔﾈ 松本県ヶ丘

 1 齊藤 静花(2)   1:00.52 
ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ 松本蟻ヶ崎

 2 木田村 美央(2)   1:00.96 
ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ 木曽青峰

 3 安田 三奈美(2)   1:02.85 
ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 豊科

 4 古畑 清華(2)   1:04.30 
ﾌﾙﾊﾀ ｷﾖｶ 木曽青峰

 5 和田 真歩(2)   1:04.36 
ﾜﾀﾞ ﾏﾎ 松本深志

 6 手塚 友貴乃(2)   1:04.61 
ﾃﾂﾞｶ ﾕｷﾉ 松本蟻ヶ崎

 7 北澤 朱里(2)   1:05.49 
ｷﾀｻﾞﾜ ｱｶﾘ 大町岳陽

 8 深澤 由惟(1)   1:13.15 
ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ 松商学園

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
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400m
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
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予選 9月3日 10:20
決勝 9月4日 12:00

[ 1組] [ 2組]

 1 村上 明日香(2)   2:36.42 Q  1 川上 直美(2)   2:31.18 Q
ﾑﾗｶﾐ ｱｽｶ 松本県ヶ丘 ｶﾜｶﾐ ﾅｵﾐ 松本県ヶ丘

 2 杉村 奈津穂(1)   2:36.56 Q  2 古畑 清華(2)   2:32.17 Q
ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾂﾎ 松本県ヶ丘 ﾌﾙﾊﾀ ｷﾖｶ 木曽青峰

 3 宮坂 梨乃(1)   2:43.68 q  3 和田 真歩(2)   2:34.93 q
ﾐﾔｻｶ ﾘﾉ 創造学園 ﾜﾀﾞ ﾏﾎ 松本深志

 4 関澤せいじゅ(2)   2:51.50 q  4 伊藤 鈴花(2)   2:48.19 q
ｾｷｻﾞﾜ ｾｲｼﾞｭ 木曽青峰 ｲﾄｳ ｽｽﾞｶ 創造学園

 5 山本 佳奈(1)   2:55.48 吉川 真子
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 大町岳陽 ｷｯｶﾜ ﾏｺ 松本秀峰
中嶌 萌香(1)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴｶ 松本美須々ヶ丘

 1 川上 直美(2)   2:30.28 
ｶﾜｶﾐ ﾅｵﾐ 松本県ヶ丘

 2 古畑 清華(2)   2:31.03 
ﾌﾙﾊﾀ ｷﾖｶ 木曽青峰

 3 和田 真歩(2)   2:32.03 
ﾜﾀﾞ ﾏﾎ 松本深志

 4 村上 明日香(2)   2:36.31 
ﾑﾗｶﾐ ｱｽｶ 松本県ヶ丘

 5 杉村 奈津穂(1)   2:38.82 
ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾂﾎ 松本県ヶ丘

 6 宮坂 梨乃(1)   2:46.18 
ﾐﾔｻｶ ﾘﾉ 創造学園

 7 関澤せいじゅ(2)   2:49.94 
ｾｷｻﾞﾜ ｾｲｼﾞｭ 木曽青峰

 8 伊藤 鈴花(2)   2:53.57 
ｲﾄｳ ｽｽﾞｶ 創造学園

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 順
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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
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決勝 9月2日 15:00

 1 所河 二千花(2)   4:57.38 
ｼｮｶﾞﾜ ﾆﾁｶ 松商学園

 2 川上 雅子(2)   4:59.27 
ｶﾜｶﾐ ﾏｻｺ 松本県ヶ丘

 3 青木 弥佳(2)   5:01.86 
ｱｵｷ ﾐｶ 松本県ヶ丘

 4 蛭田 杏(1)   5:04.94 
ﾋﾙﾀ ｱﾝ 松本蟻ヶ崎

 5 飯嶋 華央(1)   5:11.57 
ｲｲｼﾞﾏ ｶｵ 松商学園

 6 赤羽  ゆり華(2)   5:22.06 
ｱｶﾊﾈ ﾕﾘｶ 松本蟻ヶ崎

 7 川上 直美(2)   5:24.83 
ｶﾜｶﾐ ﾅｵﾐ 松本県ヶ丘

 8 小林 若菜(1)   5:29.96 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ 松本深志

 9 宮坂 梨乃(1)   5:35.92 
ﾐﾔｻｶ ﾘﾉ 創造学園

10 山本 佳奈(1)   6:03.21 
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 大町岳陽

11 小口 満里奈(1)   6:13.56 
ｵｸﾞﾁ ﾏﾘﾅ 松本秀峰

女子

1500m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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4  1988

9  1671

10  2085



決勝 9月4日 11:00

 1 所河 二千花(2)  10:53.56 
ｼｮｶﾞﾜ ﾆﾁｶ 松商学園

 2 飯嶋 華央(1)  11:00.33 
ｲｲｼﾞﾏ ｶｵ 松商学園

 3 蛭田 杏(1)  11:03.24 
ﾋﾙﾀ ｱﾝ 松本蟻ヶ崎

 4 川上 雅子(2)  11:04.74 
ｶﾜｶﾐ ﾏｻｺ 松本県ヶ丘

 5 青木 弥佳(2)  11:06.19 
ｱｵｷ ﾐｶ 松本県ヶ丘

 6 赤羽  ゆり華(2)  11:38.01 
ｱｶﾊﾈ ﾕﾘｶ 松本蟻ヶ崎

 7 曽根 ほの翔(2)  11:46.09 
ｿﾈ ﾎﾉｶ 松商学園

 8 宮坂 梨乃(1)  12:01.27 
ﾐﾔｻｶ ﾘﾉ 創造学園

 9 小林 若菜(1)  12:16.75 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ 松本深志

8  1767

9  1948

7  1988

5  1880

3  1822

6  1814

2  1881

1  1942

4  1956

女子

3000m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 9月2日 12:20
決勝 9月2日 13:50

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 -1.6

 1 樋口 莉緒花(2)     16.99 Q  1 上條 のあ(1)     16.99 Q
ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ 塩尻志学館 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 松本県ヶ丘

 2 吉岡 綾子(2)     18.03 Q  2 湯本 珠実(2)     17.10 Q
ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ 松本県ヶ丘 ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 松商学園

 3 中村 優里(1)     18.75 q  3 松本 真輝(2)     17.57 q
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ 松本美須々ヶ丘 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ 松本深志

 4 大月 来夢(1)     19.79 q  4 岩原 麗乃(1)     19.73 q
ｵｵﾂｷ ﾗｲﾑ 松商学園 ｲﾜﾊﾗ ﾚﾉ 梓川

 5 川田 涼葉(2)     20.08  5 宮澤 絢羽(2)     20.47 
ｶﾜﾀ ｽｽﾞﾊ 大町岳陽 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾔﾊ 松本美須々ヶ丘

 6 北原 香子(1)     20.72 胡桃 沙紀(2)
ｷﾀﾊﾗ ｷｮｳｺ 松本深志 ｸﾙﾐ ｻｷ 大町岳陽
堤 向日葵(2)
ﾂﾂﾐ ﾋﾏｱﾘ 創造学園

風速 +2.0

 1 上條 のあ(1)     15.92 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 松本県ヶ丘

 2 湯本 珠実(2)     16.52 
ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 松商学園

 3 樋口 莉緒花(2)     17.03 
ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ 塩尻志学館

 4 松本 真輝(2)     17.35 
ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ 松本深志

 5 吉岡 綾子(2)     17.68 
ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ 松本県ヶ丘

 6 中村 優里(1)     18.32 
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ 松本美須々ヶ丘

 7 岩原 麗乃(1)     19.55 
ｲﾜﾊﾗ ﾚﾉ 梓川

 8 大月 来夢(1)     19.74 
ｵｵﾂｷ ﾗｲﾑ 松商学園
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決勝 9月3日 12:10

 1 安田 三奈美(2)   1:07.68 
ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 豊科

 2 上條 のあ(1)   1:08.09 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 松本県ヶ丘

 3 村上 明日香(2)   1:15.15 
ﾑﾗｶﾐ ｱｽｶ 松本県ヶ丘

 4 北澤 朱里(2)   1:15.48 
ｷﾀｻﾞﾜ ｱｶﾘ 大町岳陽

 5 大月 来夢(1)   1:20.74 
ｵｵﾂｷ ﾗｲﾑ 松商学園

 6 北原 香子(1)   1:27.44 
ｷﾀﾊﾗ ｷｮｳｺ 松本深志
岩原 麗乃(1)
ｲﾜﾊﾗ ﾚﾉ 梓川
吉岡 綾子(2)
ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ 松本県ヶ丘 欠場
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8  1769

3  1697

9  1955
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5  1992

6  1826

女子

400mH(0.762m)
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月4日 10:30

1m58 1m61
塩原 美里(1) - - - - - - o - o xo
ｼｵﾊﾗ ﾐｻﾄ 松本県ヶ丘 xo xxx
中井 遥菜(2) - - - - o - o xo xxo xxo
ﾅｶｲ ﾊﾙﾅ 松本美須々ヶ丘 xxx
齋藤 汐音(2) - - - - o - xo o xxx
ｻｲﾄｳ ｼｵﾈ 松本深志
胡桃 沙紀(2) - - - o o - xo xxx
ｸﾙﾐ ｻｷ 大町岳陽
谷口 真生(1) - - - o o xo xxx
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｵ 松商学園
中田 萌(1) - - o o xo xxx
ﾅｶﾀ ﾓｴ 松本深志
樋口 莉緒花(2) - - o o xxx
ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ 塩尻志学館
赤羽 菜々実(1) - - o xo xxx
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅﾐ 松商学園
大丸 夏星(1) - - o xo xxx
ﾀﾞｲﾏﾙ ｶﾎ 松商学園
手塚 友貴乃(2) - - xo xxo xxx
ﾃﾂﾞｶ ﾕｷﾉ 松本蟻ヶ崎
山田 汐莉(2) 欠場
ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾘ 穂高商

9月4日 10:30

1m35
赤羽 菜々実(1) o   1.35 
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅﾐ 松商学園
大丸 夏星(1) x
ﾀﾞｲﾏﾙ ｶﾎ 松商学園

3  1703

10 4  1878
 1.35

8 5  1954
 1.35

8 1  1958
 1.35

7 6  1611
 1.35

6 2  1770
 1.40

5 7  1953
 1.43

4 10  1695
 1.46

 1.49

 1.58

2 8  1858
 1.55

備考
1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m43 1m46 1m49 1m52 1m55

記録

代表決定戦

走高跳

女子

走高跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

1 11  1796

3 9  1783

備考
1 1  1958

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名
県大会出場

2  1954

所属名 記録



決勝 9月3日 10:30

進藤 綾音(2)
ｼﾝﾄｳ ｱﾔﾈ 松本県ヶ丘
中野 清楓(1) 記録なし
ﾅｶﾉ ｻﾔｶ 田川

 2.20

1  1752
xxx

- o - x/
1 2  1821

o

記録 備考2m00 2m10 2m20 2m30 2m40

女子

棒高跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 9月2日 10:45

森本 知隼(2)   5.34   5.30   5.55   4.44    x   4.68    5.55 
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 松本県ヶ丘   +0.1   +0.6   -1.4   -0.2   -1.3    -1.4
御子柴 優花(2)   5.04    x   4.90    x    x   5.02    5.04 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 豊科    0.0   -0.8   -0.6     0.0
飯島 詳子(2)   4.86    x   4.76   4.63    x   4.60    4.86 
ｲｲｼﾞﾏ ｼｮｳｺ 塩尻志学館   -0.2   -0.8   -1.8   -0.3    -0.2
松岡 みず穂(1)    x   4.71    x    x    x   4.45    4.71 
ﾏﾂｵｶ ﾐｽﾞﾎ 松本県ヶ丘   -0.1   -1.1    -0.1
栗空 実穂(1)    x   4.48   4.43   4.57   4.50   4.64    4.64 
ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ 木曽青峰   +0.3   -1.0   -1.4   -0.9   -1.2    -1.2
内田 佑香(1)   4.62   4.42   4.26   4.36    x   4.18    4.62 
ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｶ 松本県ヶ丘   +1.2   +0.8   +0.4   -1.2   -1.4    +1.2
浅村 美優(2)   4.46   4.42   4.40    x    x   4.15    4.46 
ｱｻﾑﾗ ﾐﾕ 松商学園   -0.4   -0.2    0.0   -0.1    -0.4
栁澤 唯月(1)   4.46   4.19    x   3.87   4.41   4.20    4.46 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂﾞｷ 松商学園   +0.7   +0.3   -0.6   +0.4   +1.6    +0.7
川田 涼葉(2)   2.90   2.66   3.78    3.78 
ｶﾜﾀ ｽｽﾞﾊ 大町岳陽   +0.9   +0.7   -1.0    -1.0
山田 汐莉(2)    x   3.16   3.49    3.49 
ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾘ 穂高商   +0.8   -1.7    -1.7
小尾 友音(1) 欠場
ｵﾋﾞ ﾕｳﾅ 塩尻志学館

10 3  1703

5  1608

8 1  1952

9 2  1696

6 4  1798

7 8  1945

4 6  1797

5 7  1569

2 10  1991

3 9  1610

記録 備考

1 11  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 9月4日 11:30

森本 知隼(2)  11.24    x  10.18  11.70    -  10.90   11.70 
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 松本県ヶ丘    0.0   -0.8   -1.1   +0.4    -1.1
御子柴 優花(2)  10.26  10.45    x   9.85    x  10.57   10.57 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 豊科   +1.4   -0.1   -1.4   -1.0    -1.0
塩原 美里(1)  10.35  10.10  10.19   9.84  10.35  10.18   10.35 
ｼｵﾊﾗ ﾐｻﾄ 松本県ヶ丘   +0.2   -1.9   +0.1   -0.5   +0.2   -0.6    +0.2
樋口 莉緒花(2)   9.84    x   9.60   9.51    x   9.86    9.86 
ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ 塩尻志学館   -0.1   +0.2   -0.2   +1.3    +1.3
浅村 美優(2)   8.70   9.33   9.06   8.89    x   8.71    9.33 
ｱｻﾑﾗ ﾐﾕ 松商学園   +0.3   +2.2   +0.7   -1.7   -0.7    +2.2
松岡 みず穂(1)   8.51   8.82   8.74   8.60   8.81   8.79    8.82 
ﾏﾂｵｶ ﾐｽﾞﾎ 松本県ヶ丘   -1.1   -0.4   -1.3   -1.0   -1.7   -1.1    -0.4
山田 汐莉(2)    x    x   8.21    x   8.06   8.28    8.28 
ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾘ 穂高商   -1.0   -1.3   -1.5    -1.5
中田 萌(1)    x   8.12   8.14    x    x    x    8.14 
ﾅｶﾀ ﾓｴ 松本深志   -0.1   -1.6    -1.6
栗空 実穂(1)    x    x    x 記録なし
ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ 木曽青峰
寺島 千加(1) 欠場
ﾃﾗｼﾏ ﾁｶ 松本深志

女子

三段跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 10  1792

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

2 9  1991

3 6  1796

4 4  1611

5 8  1945

6 2  1797

7 5  1703

3  1768

8 1  1770

7  1569



決勝 9月3日 12:00

巾 こと美(1)
ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ 木曽青峰
今井 香帆(2)
ｲﾏｲ ｶﾎ 松商学園
藤本 優佳(1)
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｶ 木曽青峰
滋田 祐希(2)
ｼｹﾞﾀ ﾕｳｷ 松商学園
細川 さやか(2)
ﾎｿｶﾜ ｻﾔｶ 穂高商
町田 みさ(2)
ﾏﾁﾀﾞ ﾐｻ 松本県ヶ丘
古畑 桃子(2)
ﾌﾙﾊﾀ ﾓﾓｺ 木曽青峰
中村 公香(2)
ﾅｶﾑﾗ ｷﾐｶ 松本蟻ヶ崎
井嶋 まどか(1)
ｲｼﾞﾏ ﾏﾄﾞｶ 梓川
高野 由衣(1)
ﾀｶﾉ ﾕｲ 都市大塩尻
内田 佑香(1)
ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｶ 松本県ヶ丘
松尾 美羽(1)
ﾏﾂｵ ﾐｳ 田川

  5.53 

11 1  1798
  5.53   5.30   4.04

  5.38 

  5.53 

12 4  1753
  5.12   4.85   5.38

  5.83 

10 3  1913
  5.50   5.17   5.53

  7.14   7.14 

9 2  1731
  4.98   5.73   5.83

  6.91   7.56 

8 6  1879
  5.67   6.96   7.11   7.09   7.07

   x   7.98 

7 5  1568
  6.90   7.28   7.56   6.48   7.10

  7.38   8.03 

6 7  1824
   x   7.43   7.98   7.76   7.42

  8.21   8.98 

5 8  1701
  7.57   7.48   8.03   6.67   7.46

 10.21  10.21 

4 9  1944
  8.14   8.29   8.90   8.30   8.98

 10.33  10.33 

3 10  1570
  9.58   9.74   9.73

備考

1 12  1571
  9.98  10.08  10.07

  9.78  10.15

 10.50  10.50 

2 11  1939
  9.37   9.52   9.83

 10.48   9.93

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

  9.84   8.76

記録

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 9月4日 12:30

荒井 葵凪(2)
ｱﾗｲ ｷﾅｷﾞ 塩尻志学館
今井 香帆(2)
ｲﾏｲ ｶﾎ 松商学園
町田 みさ(2)
ﾏﾁﾀﾞ ﾐｻ 松本県ヶ丘
丸山 優花(2)
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｶ 明科
滋田 祐希(2)
ｼｹﾞﾀ ﾕｳｷ 松商学園
藤本 優佳(1)
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｶ 木曽青峰
古畑 桃子(2)
ﾌﾙﾊﾀ ﾓﾓｺ 木曽青峰
細川 さやか(2)
ﾎｿｶﾜ ｻﾔｶ 穂高商
青島 まど華(1)
ｱｵｼﾏ ﾏﾄﾞｶ 木曽青峰
塚田 帆風(2)
ﾂｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 梓川
井嶋 まどか(1)
ｲｼﾞﾏ ﾏﾄﾞｶ 梓川
伊藤 舞(1)
ｲﾄｳ ﾏｲ 豊科
宮澤 絢羽(2)
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾔﾊ 松本美須々ヶ丘
北原 香子(1) 欠場
ｷﾀﾊﾗ ｷｮｳｺ 松本深志

-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-

   x    x    x  30.18 

2 13  1939
   o  26.15    o

1 14  1604
   x  30.18    o

   o  27.80    o  27.80 

3 12  1824
   o  25.00    x    x  25.41    x  25.41 

4 2  2013
   x    x  22.50  25.35    o    o  25.35 

5 11  1944
 24.98    o    x    x    x    x  24.98 

6 10  1570
   o  21.51    o  24.57    o    o  24.57 

7 8  1568
   o    o  22.20    x  22.26    o  22.26 

8 9  1701
   o  22.19    o    o    o    o  22.19 

9 6  1572
 20.42    x    o  20.42 

10 5  1741
 19.95    o    o  19.95 

11 3  1731
   o    o  19.16  19.16 

12 7  1997
   o  17.85    o  17.85 

13 4  1859
   o  14.85    x  14.85 

1  1769



決勝 9月2日 10:30

荒井 葵凪(2)
ｱﾗｲ ｷﾅｷﾞ 塩尻志学館
藤本 優佳(1)
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｶ 木曽青峰
堤 向日葵(2)
ﾂﾂﾐ ﾋﾏｱﾘ 創造学園
町田 みさ(2)
ﾏﾁﾀﾞ ﾐｻ 松本県ヶ丘
青島 まど華(1)
ｱｵｼﾏ ﾏﾄﾞｶ 木曽青峰
滋田 祐希(2)
ｼｹﾞﾀ ﾕｳｷ 松商学園
武居 楓夏(1)
ﾀｹｲ ﾌｳｶ 塩尻志学館
今井 香帆(2)
ｲﾏｲ ｶﾎ 松商学園
井嶋 まどか(1)
ｲｼﾞﾏ ﾏﾄﾞｶ 梓川
塚田 帆風(2) 欠場
ﾂｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 梓川

-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-

   o  31.58    x  31.58 

2 9  1570
   o    x  28.03

1 10  1604
   o  30.40    x

   x  28.48    o  28.48 

3 7  1987
   x  22.42    x    o    o  26.59  26.59 

4 8  1824
 22.62    o    x    x    x    o  22.62 

5 6  1572
   x    o  22.11  22.37    o    x  22.37 

6 5  1944
   o    o  21.96    o    o    x  21.96 

7 1  1602
 16.28    o    o    o    o    o  16.28 

8 3  1939
   o    o  15.52    o    o    o  15.52 

9 4  1731
   o    o  14.36  14.36 

2  1741



決勝 9月2日 14:30

湯本 珠実(2) 大会新
ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 松商学園
巾 こと美(1)
ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ 木曽青峰
丸山 優花(2)
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｶ 明科
飯島 詳子(2)
ｲｲｼﾞﾏ ｼｮｳｺ 塩尻志学館
荒井 葵凪(2)
ｱﾗｲ ｷﾅｷﾞ 塩尻志学館
中村 公香(2)
ﾅｶﾑﾗ ｷﾐｶ 松本蟻ヶ崎
栗空 実穂(1)
ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ 木曽青峰
伊藤 舞(1)
ｲﾄｳ ﾏｲ 豊科
小川 桃果(1)
ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ 創造学園
伊藤 鈴花(2)
ｲﾄｳ ｽｽﾞｶ 創造学園
岩原 麗乃(1)
ｲﾜﾊﾗ ﾚﾉ 梓川
塚田 帆風(2)
ﾂｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 梓川
吉岡 栞(1)
ﾖｼｵｶ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘

13 1  1795
   o  11.80

12 4  1741
   o    o  12.46  12.46 

   o

 14.57 

 11.80 

 19.18 

11 2  1733
 14.57    o    x

10 7  1986
   o    o  19.18

 20.13 

9 5  1976
 19.60    o    x  19.60 

8 3  1997
   o    o  19.61  20.13    o    o

 21.82 

7 6  1569
   x  21.32    o    o    o    o  21.32 

6 8  1879
   o  21.82    o    x    x    x

 28.17 

5 11  1604
   o    o  25.17    x  25.58    o  25.58 

4 9  1610
 26.26    o    o    o  28.17    x

 35.05 

3 12  2013
 32.83    o    o    o    o    o  32.83 

2 10  1571
   x    x  35.05    o    o    o

記録 備考

1 13  1940
   o  40.58    o    o    o    x  40.58 

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

女子

やり投(0.600kg)
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



予選 9月2日 10:30
決勝 9月3日 14:10

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 豊科  1995 齊藤 雅(1)     49.35 Q  1   4 松商学園  1940 湯本 珠実(2)     51.79 Q

ﾄﾖｼﾅ ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ
 1993 青柳 里央(2)  1950 斉藤 楓花(1)

ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ
 1992 安田 三奈美(2)  1951 深澤 由惟(1)

ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ
 1991 御子柴 優花(2)  1941 川井 海帆(2)

ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ ｶﾜｲ ｶﾎ
 2   5 松本蟻ヶ崎  1882 金井 向日葵(1)     51.59 Q  2   3 塩尻志学館  1601 西澤 円花(2)     53.16 Q

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾄﾞｶ
 1877 木村 凌(2)  1608 小尾 友音(1)

ｷﾑﾗ ﾘｮｳ ｵﾋﾞ ﾕｳﾅ
 1876 齊藤 静花(2)  1611 樋口 莉緒花(2)

ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ
 1878 手塚 友貴乃(2)  1610 飯島 詳子(2)

ﾃﾂﾞｶ ﾕｷﾉ ｲｲｼﾞﾏ ｼｮｳｺ
 3   3 松本深志  1768 寺島 千加(1)     52.92 q  3   2 木曽青峰  1569 栗空 実穂(1)     53.69 q

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ﾃﾗｼﾏ ﾁｶ ｷｿｾｲﾎｳ ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ
 1781 宮川 恵衣(2)  1571 巾 こと美(1)

ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ
 1766 和田 真歩(2)  1566 関澤せいじゅ(2)

ﾜﾀﾞ ﾏﾎ ｾｷｻﾞﾜ ｾｲｼﾞｭ
 1782 松本 真輝(2)  1565 木田村 美央(2)

ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ
 4   7 松本美須々ヶ丘  1859 宮澤 絢羽(2)     53.29 q  4   6 松本秀峰  2084 麻沼 優理(1)     58.53 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶ ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾔﾊ ﾏﾂﾓﾄｼｭｳﾎｳ ｱｻﾇﾏ ﾕﾘ
 1832 中村 優里(1)  2085 小口 満里奈(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ ｵｸﾞﾁ ﾏﾘﾅ
 1831 中嶌 萌香(1)  2087 吉川 真子

ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴｶ ｷｯｶﾜ ﾏｺ
 1858 中井 遥菜(2)  2086 上條 寧々(1)

ﾅｶｲ ﾊﾙﾅ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾈﾈ
 5   6 創造学園  1988 宮坂 梨乃(1)     55.23 q   5 松本県ヶ丘  1823 吉岡 綾子(2)

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾐﾔｻｶ ﾘﾉ ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ 失格
 1987 堤 向日葵(2)  1792 森本 知隼(2) R1(1-2)

ﾂﾂﾐ ﾋﾏｱﾘ ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ
 1986 伊藤 鈴花(2)  1793 北澤 詩織(1)

ｲﾄｳ ｽｽﾞｶ ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ
 1976 小川 桃果(1)  1826 上條 のあ(1)

ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ
 6   2 大町岳陽  1695 胡桃 沙紀(2)     55.99 

ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳ ｸﾙﾐ ｻｷ
 1696 川田 涼葉(2)

ｶﾜﾀ ｽｽﾞﾊ
 1671 山本 佳奈(1)

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ
 1697 北澤 朱里(2)

ｷﾀｻﾞﾜ ｱｶﾘ

女子

4×100m
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   6 豊科  1995 齊藤 雅(1)     49.64 

ﾄﾖｼﾅ ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ
 1993 青柳 里央(2)

ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ
 1992 安田 三奈美(2)

ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ
 1991 御子柴 優花(2)

ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ
 2   7 松本蟻ヶ崎  1882 金井 向日葵(1)     51.86 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ
 1877 木村 凌(2)

ｷﾑﾗ ﾘｮｳ
 1876 齊藤 静花(2)

ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ
 1878 手塚 友貴乃(2)

ﾃﾂﾞｶ ﾕｷﾉ
 3   5 松商学園  1940 湯本 珠実(2)     52.40 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ
 1950 斉藤 楓花(1)

ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ
 1952 栁澤 唯月(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂﾞｷ
 1941 川井 海帆(2)

ｶﾜｲ ｶﾎ
 4   8 松本深志  1768 寺島 千加(1)     52.88 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ﾃﾗｼﾏ ﾁｶ
 1781 宮川 恵衣(2)

ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ
 1766 和田 真歩(2)

ﾜﾀﾞ ﾏﾎ
 1782 松本 真輝(2)

ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ
 5   2 木曽青峰  1569 栗空 実穂(1)     52.88 

ｷｿｾｲﾎｳ ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ
 1571 巾 こと美(1)

ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ
 1566 関澤せいじゅ(2)

ｾｷｻﾞﾜ ｾｲｼﾞｭ
 1565 木田村 美央(2)

ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ
 6   9 松本美須々ヶ丘  1859 宮澤 絢羽(2)     53.14 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶ ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾔﾊ
 1832 中村 優里(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ
 1831 中嶌 萌香(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴｶ
 1858 中井 遥菜(2)

ﾅｶｲ ﾊﾙﾅ
 7   4 塩尻志学館  1601 西澤 円花(2)     53.50 

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾄﾞｶ
 1608 小尾 友音(1)

ｵﾋﾞ ﾕｳﾅ
 1611 樋口 莉緒花(2)

ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ
 1610 飯島 詳子(2)

ｲｲｼﾞﾏ ｼｮｳｺ
 8   3 創造学園  1988 宮坂 梨乃(1)     56.19 

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾐﾔｻｶ ﾘﾉ
 1987 堤 向日葵(2)

ﾂﾂﾐ ﾋﾏｱﾘ
 1986 伊藤 鈴花(2)

ｲﾄｳ ｽｽﾞｶ
 1976 小川 桃果(1)

ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ

女子

4×100m
決勝



決勝 9月4日 14:10

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 松本県ヶ丘  1826 上條 のあ(1)   4:10.10 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ
 1792 森本 知隼(2)

ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ
 1793 北澤 詩織(1)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ
 1822 川上 雅子(2)

ｶﾜｶﾐ ﾏｻｺ
 2   3 松本蟻ヶ崎  1877 木村 凌(2)   4:11.49 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ｷﾑﾗ ﾘｮｳ
 1878 手塚 友貴乃(2)

ﾃﾂﾞｶ ﾕｷﾉ
 1882 金井 向日葵(1)

ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ
 1876 齊藤 静花(2)

ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ
 3   7 豊科  1992 安田 三奈美(2)   4:18.22 

ﾄﾖｼﾅ ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ
 1995 齊藤 雅(1)

ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ
 1991 御子柴 優花(2)

ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ
 1993 青柳 里央(2)

ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ
 4   4 木曽青峰  1566 関澤せいじゅ(2)   4:21.23 

ｷｿｾｲﾎｳ ｾｷｻﾞﾜ ｾｲｼﾞｭ
 1567 古畑 清華(2)

ﾌﾙﾊﾀ ｷﾖｶ
 1569 栗空 実穂(1)

ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ
 1565 木田村 美央(2)

ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ
 5   5 松商学園  1957 安元 実佑(1)   4:33.31 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾔｽﾓﾄ ﾐﾕ
 1950 斉藤 楓花(1)

ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ
 1955 大月 来夢(1)

ｵｵﾂｷ ﾗｲﾑ
 1951 深澤 由惟(1)

ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ
 6   9 創造学園  1988 宮坂 梨乃(1)   4:46.18 

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾐﾔｻｶ ﾘﾉ
 1987 堤 向日葵(2)

ﾂﾂﾐ ﾋﾏｱﾘ
 1986 伊藤 鈴花(2)

ｲﾄｳ ｽｽﾞｶ
 1976 小川 桃果(1)

ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ
 7   2 大町岳陽  1697 北澤 朱里(2)   4:47.26 

ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳ ｷﾀｻﾞﾜ ｱｶﾘ
 1671 山本 佳奈(1)

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ
 1672 大羽 夏未(1)

ｵｵﾊﾞ ﾅﾂﾐ
 1696 川田 涼葉(2)

ｶﾜﾀ ｽｽﾞﾊ
  1 松本深志

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ 欠場

  8 塩尻志学館
ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ 欠場

女子

4×400m
決勝



平成28年9月3日(土)～9月4日(日) 混成競技記録表   得点表  （男子・[女子]） 女子  七種競技

長野 [20] 平成28年度中信高等学校新人体育大会 陸上競技大会 [16202006] 混成審判長  藤森 茂幸
長野県松本平広域公園 [201020] 記録主任：  増田 喜代志

 1940  1782  1610  1823  1941  1795
湯本 珠実(2) 松本 真輝(2) 飯島 詳子(2) 吉岡 綾子(2) 川井 海帆(2) 吉岡 栞(1)
松商学園 松本深志 塩尻志学館 松本県ヶ丘 松商学園 松本県ヶ丘

100mH    17.09   586    17.78   511    18.51   437    17.90   499    20.89   233    21.35   200
  (+1.4)   586   (+1.4)   511   (+1.4)   437   (+1.4)   499   (+1.4)   233   (+1.4)   200

HJ     1.40   512     1.40   512     1.40   512     1.20   312     1.25   359     1.25   359
 1098  1023   949   811   592   559

SP     7.97   397     7.69   379     7.19   347     5.67   250     5.47   238     6.01   272
 1495  1402  1296  1061   830   831

200m    27.19   696    27.94   636    28.69   577    28.28   609    28.59   585    30.33   459
  (+1.9)  2191   (+1.9)  2038   (+1.9)  1873   (+1.9)  1670   (+1.9)  1415   (+1.9)  1290

1日目得点  2191  2038  1873  1670  1415  1290
順位     1     2     3     4     5     6
LJ     4.88   527     4.56   443     4.79   503     4.19   352     3.87   279     3.88   281

  (-0.3)   527   (+1.1)   443   (+0.3)   503   (+1.2)   352   (+0.2)   279   (+0.5)   281
JT    37.58   621    28.00   439    27.90   437    15.44   205    15.10   198    12.75   156

 1148   882   940   557   477   437
800m  2:43.80   530  2:45.78   508  2:44.81   519  2:46.84   497  2:48.74   477  3:01.82   348

 1678  1390  1459  1054   954   785
2日目得点  1678  1390  1459  1054   954   785
総得点  3869  3428  3332  2724  2369  2075
順位     1     2     3     4     5     6



9月3日  9:30

風速 +1.4

 1 湯本 珠実(2)     17.09 
ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 松商学園

 2 松本 真輝(2)     17.78 
ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ 松本深志

 3 吉岡 綾子(2)     17.90 
ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ 松本県ヶ丘

 4 飯島 詳子(2)     18.51 
ｲｲｼﾞﾏ ｼｮｳｺ 塩尻志学館

 5 川井 海帆(2)     20.89 
ｶﾜｲ ｶﾎ 松商学園

 6 吉岡 栞(1)     21.35 
ﾖｼｵｶ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘

9月3日 10:30

松本 真輝(2)  1.40
ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ 松本深志   512
湯本 珠実(2)  1.40
ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 松商学園   512
飯島 詳子(2)  1.40
ｲｲｼﾞﾏ ｼｮｳｺ 塩尻志学館   512
川井 海帆(2)  1.25
ｶﾜｲ ｶﾎ 松商学園   359
吉岡 栞(1)  1.25
ﾖｼｵｶ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘   359
吉岡 綾子(2)  1.20
ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ 松本県ヶ丘   312

9月3日 13:30

湯本 珠実(2)   7.97 
ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 松商学園    397
松本 真輝(2)   7.69 
ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ 松本深志    379
飯島 詳子(2)   7.19 
ｲｲｼﾞﾏ ｼｮｳｺ 塩尻志学館    347
吉岡 栞(1)   6.01 
ﾖｼｵｶ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘    272
吉岡 綾子(2)   5.67 
ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ 松本県ヶ丘    250
川井 海帆(2)   5.47 
ｶﾜｲ ｶﾎ 松商学園    238

9月3日 14:40

風速 +1.9

 1 湯本 珠実(2)     27.19 
ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 松商学園

 2 松本 真輝(2)     27.94 
ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ 松本深志

 3 吉岡 綾子(2)     28.28 
ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ 松本県ヶ丘

 4 川井 海帆(2)     28.59 
ｶﾜｲ ｶﾎ 松商学園

 5 飯島 詳子(2)     28.69 
ｲｲｼﾞﾏ ｼｮｳｺ 塩尻志学館

 6 吉岡 栞(1)     30.33 
ﾖｼｵｶ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘

233

七種競技

走高跳
順位 試技

2  1795
200

4  1610
437

7  1941

記録 備考1m05 1m10 1m15 1m20 1m25

七種競技

100mH(0.838m)
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

511
6  1823

499

3  1940
586

5  1782

1 3  1782
- - -

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

- o o o o xxx

1m30 1m35 1m40 1m45

- o o o o xxx
1 4  1940

- - -

o o o o xo xxx
3 6  1610

- - -

o xxo xxx
4 2  1941

- - o

xxo xxo xxx
5 1  1795

o o o

o xxx
6 5  1823

- - -

記録 備考

1 5  1940
  7.17   7.89   7.97

七種競技

砲丸投(4.000kg)
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

  7.69   7.61

  6.95   7.19

  5.26   4.27

2 6  1782
  7.07

  5.07   5.99

3 2  1610
  6.90

  5.44   5.11
6 4  1941

  5.47

4 3

5 1  1823
  5.67

 1795
  6.01

3  1940
696

2  1782
636

七種競技

200m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  1610
577

7  1795
459

5  1823
609

4  1941
585



9月4日  9:30

湯本 珠実(2)   4.50   4.88   4.86  4.88 (-0.3)
ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 松商学園    0.0   -0.3   +0.4   527
飯島 詳子(2)   4.62   4.79    x  4.79 (+0.3)
ｲｲｼﾞﾏ ｼｮｳｺ 塩尻志学館   -0.9   +0.3   503
松本 真輝(2)    x   4.43   4.56  4.56 (+1.1)
ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ 松本深志    0.0   +1.1   443
吉岡 綾子(2)   4.07   4.16   4.19  4.19 (+1.2)
ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ 松本県ヶ丘   -0.2   -1.1   +1.2   352
吉岡 栞(1)    -    x   3.88  3.88 (+0.5)
ﾖｼｵｶ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘   +0.5   281
川井 海帆(2)   3.72   3.84   3.87  3.87 (+0.2)
ｶﾜｲ ｶﾎ 松商学園   +1.3   +0.9   +0.2   279

9月4日 11:30

湯本 珠実(2)  37.58 
ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 松商学園    621
松本 真輝(2)  28.00 
ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ 松本深志    439
飯島 詳子(2)  27.90 
ｲｲｼﾞﾏ ｼｮｳｺ 塩尻志学館    437
吉岡 綾子(2)  15.44 
ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ 松本県ヶ丘    205
川井 海帆(2)  15.10 
ｶﾜｲ ｶﾎ 松商学園    198
吉岡 栞(1)  12.75 
ﾖｼｵｶ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘    156

9月4日 13:20

 1 湯本 珠実(2)   2:43.80 
ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 松商学園

 2 飯島 詳子(2)   2:44.81 
ｲｲｼﾞﾏ ｼｮｳｺ 塩尻志学館

 3 松本 真輝(2)   2:45.78 
ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ 松本深志

 4 吉岡 綾子(2)   2:46.84 
ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ 松本県ヶ丘

 5 川井 海帆(2)   2:48.74 
ｶﾜｲ ｶﾎ 松商学園

 6 吉岡 栞(1)   3:01.82 
ﾖｼｵｶ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘

   o  12.75
6 6  1795

   o

   x  15.44

   x  15.10

4 2

5 1  1941
   x

 1823
   o

記録 備考

1 5  1940
   o    o  37.58

3 4  1610
   o

2 3  1782
   o    o  28.00

 27.90    o

七種競技

やり投(0.600kg)
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

3 2  1782

6 5  1941

4 3  1823

5 4  1795

1 1  1940

七種競技

走幅跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

2 6  1610

-2- -3- 記録 備考氏  名 所属名 -1-

4  1940
530

6  1610
519

七種競技

800m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  1941
477

3  1795
348

5  1782
508

7  1823
497
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