
大会コード 17170748

： ２０１７年１０月７日（土）
： 長野市営陸上競技場（競技場コード 172070）
： (一財)長野陸上競技協会 長野市支部

長野市陸上競技協会
： ＮＡＧＡＮＯスポーツフェスティバル実行委員会
： 長野市陸上競技協会
： 小林 靖志
： 小林 至(トラック)　浦野 義忠(フィールド)
： 瀧沢 佳生

■この競技会で樹立された記録
なし

■グラウンドコンディション

■フィールド競技における記号の説明
成功・有効試技 (走高跳・棒高跳)
失敗・無効試技
パス
試合放棄

■失格の略号の説明
不正スタート (R162-7)
他の競技者を妨害した (R163-2)
他のレーンに入った (R163-3a)
縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った (R163-3b)
ブレイクライン手前でレーンを離れ内側に入った (R163-5)
競技者がトラックから勝手に離脱した (R163-6)
リレーでテイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった (R170-7)
()内は区間を表す　 (1-2) :1走→2走  (2-3) :2走→3走  (3-4): 3走→4走
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2.4 (℃) (%) (m/s) (℃) (%)

09:30 曇り 南 2.4. 18.0 65.0 13:00 曇り 南 0.5 20.5 60.0
10:00 曇り 南 2.1 19.0 62.0 14:00 曇り 南 1.2 21.0 61.0
11:00 曇り 南 2.6 19.5 61.0 15:00 曇り 東 0.9 21.0 64.0

80.012:00 曇り 南 0.8 20.0 60.0
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第10回長野市記録会
期日：平成29年10月7日(土)
場所：長野市営陸上競技場

Ｔ Ｏ Ｐ ８
女  子 【競技場】172070  長野市営陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録

10/07 小学5･6年女子 小河原 望(6) 14.56 金子 亜瑠(5) 14.58 田中 雪乃(5) 14.67 渡辺 彩那(6) 14.69 須江 一樺(5) 15.04 宮下 小牧(5) 15.07 西澤 佑果(5) 坂城JAC 15.27
100m 更級小 坂城JAC 坂城JAC 坂城JAC 長野市陸上教室 坂城JAC 吾妻 恭佳(5) 坂城JAC

小野澤 塔子(5) 長野市陸上教室
10/07 中学女子 中津 晴葉(3) 13.26 髙藤 世那(2) 13.49 上垣外 奈緒(2) 13.65 宮﨑 夏希(2) 13.73 水元 叶(2) 13.77 古川 絢梨(2) 14.04 内藤 理木(2) 14.05 髙橋 結愛(2) 14.19

100m 更北中 犀陵中 長野東部中 川中島中 長野東部中 櫻ヶ岡中 長野北部中 裾花中
10/07 女子  -1.4 田村 純菜(1) 12.85 永原 朱夏(2) 12.96 河田 璃音(1) 12.98 太田 杏優(3) 13.34 髙橋 雪衣(1) 14.20 栁沢 風夏(2) 14.36 清水 佑己奈(3) 14.85 髙橋 朱華(1) 14.94

100m 市立長野高 市立長野高 市立長野高 市立長野高 須坂創成高 松代高 松代高 須坂創成高
10/07 小学3･4年女子 北原 和(3) 3,38.95 須田 愛花 4,13.92 小林 日和(4) 4,19.13 青野 汀彩(4) 4,33.00 山﨑 みい菜(3) 4,38.38 中島 郁恵(3) 4,50.47 金児 ゆず(3) 5,06.86

1000m 真田ｸﾗﾌﾞ 寺尾小 長野市陸上教室 城山小 篠ノ井東小 戸上ｼﾞｭﾆｱ 篠ノ井東小
10/07 小学5･6年女子 橋詰 史歩(6) 3,17.82 山﨑 吏桜(6) 3,24.14 桑原 実世(6) 3,25.25 長井 彩華 3,38.62 田中 裕麗(5) 3,55.57 渋谷 真心(5) 3,57.98 本間 鈴菜(5) 4,00.96

1000m 真田ｸﾗﾌﾞ 木島平小 戸上ｼﾞｭﾆｱ 井上小 戸上ｼﾞｭﾆｱ E-NAGANO 長野市陸上教室
10/07 中学女子 宮澤 実亜(2) 6,49.78 北沢 凜夏(1) 6,53.03 仁科 玲美(1) 6,58.76 渡邉 葵(2) 7,05.09 鈴木 菜生(1) 7,10.74 高山 史歩(1) 7,14.78 阿部 優杏(1) 7,22.76 宮島 永真(1) 7,30.96

2000m 川中島中 川中島中 川中島中 川中島中 上田第二中 川中島中 木島平中 更北中
10/07 中学女子 田幸 舞桜(2) 11,58.26 髙森 唯花(2) 12,23.66 青木 沙絵(1) 12,26.67 風間 和佳(1) 12,43.23 坂戸 春菜(2) 12,45.59 岡村 南美(2) 12,47.58 村山 琴美(2) 13,29.04 長原 佳南(2) 13,40.13

3000m 広徳中 柳町中 篠ノ井西中 篠ノ井西中 裾花中 裾花中 犀陵中 篠ノ井西中
10/07 女子 高松 いずみ(1) 9,31.23 小林 成美(2) 9,35.34 高安 結衣(2) 9,35.54 松澤 綾音(3) 9,44.29 中村 朱里(2) 9,53.22 臼田 彩花(2) 9,53.28 高木 更紗(1) 9,56.57 和田 帆香(1) 9,57.86

3000m 長野東高 長野東高 長野東高 長野東高 長野東高 長野東高 長野東高 長野東高
10/07 中学女子 永原 柚凪(2) 15.74 平林 真奈(2) 17.08 土屋 利里花(2) 18.11 岩﨑 結月(2) 18.13 中西 陽香(2) 18.21 藤倉 かれん(2) 18.24 伊東 里奈(2) 18.61 五十嵐 凜(2) 18.68

100mH(0.762m) 更北中 裾花中 裾花中 東北中 長野東部中 柳町中 更北中 櫻ヶ岡中
10/07 小学5･6年女子 坂城JAC       58.40       58.54     1,00.46     1,03.82     1,06.30

4x100mR 西澤 佑果(5) 春日 そら(6) 小野澤 塔子(5) 丸山 星花里(5) 望月 咲羽(5)
吾妻 恭佳(5) 村山 奈菜美(6) 伊藤 優希(5) 丸山 春の風(5) 尾島 未紘(5)
宮下 小牧(5) 松本 菜那(6) 藤沢 実瑠(5) 水元 杏(5) 荒井 瑠那(5)
清水 咲歩(5) 新田 若奈(6) 須江 一樺(5) 相場 奈都(5) 小野澤 那月(5)

10/07 中学女子 長野東部中       52.68 櫻ｹ岡中( A )       53.79 犀陵中( A )       54.07 柳町中( A )       54.41 裾花中( A )       54.60 長野北部中       54.78 更北中( A )       55.05 南宮中       55.09
4×100mR 高木 玲実(2) 花﨑 万葉子(2) 関 あおい(2) 北沢 妃愛華(2) 江守 凜乃(2) 成田 彩乃(2) 永原 柚凪(2) 大西 早紀(2)

宮崎 愛美(2) 五十嵐 凜(2) 髙藤 世那(2) 藤倉 かれん(2) 有馬 希美佳(1) 宮原 舞(2) 伊東 里奈(2) 栗林 月碧(2)
水元 叶(2) 丸山 こころ(1) 中村 來央(2) 柳澤 亜美(1) 平林 真奈(2) 栗田 実里子(2) 関口 ほの香(1) 小林 奈津(2)
上垣外 奈緒(2) 古川 絢梨(2) 小池 愛美(2) 北沢 姫羅理(1) 髙橋 結愛(2) 内藤 理木(2) 池田 楓香(2) 小林 弓珠(2)

10/07 女子 市立長野高       48.61 松代高       56.95
4×100mR 田村 純菜(1) 西 まりあ(1)

永原 朱夏(2) 栁沢 風夏(2)
河田 璃音(1) 横田 和沙(1)
太田 杏優(3) 清水 佑己奈(3)

10/07 中学女子 青柳 真里奈(3) 1.50 関 あおい(2) 犀陵中 1.40 宮崎 愛美(2) 1.35 田中 笙奈(1) 1.35 花﨑 万葉子(2) 1.35 羽田 佳叶(2) 1.20 栗田 実里子(2) 1.20
走高跳 堀金中 栗林 月碧(2) 南宮中 長野東部中 南宮中 櫻ヶ岡中 中野平中 長野北部中

10/07 小学5･6年女子 藤沢 実瑠(5) 3.49(-1.6) 中村のどか(5) 3.32(-1.5)
走幅跳 長野市陸上教室 長野市陸上教室

10/07 中学女子 牧内 愛実(1) 4.74(+0.4) 宮下 留花(1) 4.65(+0.8) 中村 來央(2) 4.49(+0.2) 富山 萌衣(1) 4.48(-0.2) 武田 結希(2) 4.22(-0.2) 戸谷 春音(2) 4.22(+1.0) 矢島 冴子(1) 4.19(+0.2) 石井 爽絵(1) 4.12(+0.9)
走幅跳 坂城中 坂城中 犀陵中 坂城中 櫻ヶ岡中 篠ノ井西中 長野北部中 篠ノ井西中

10/07 中学女子 小山 莉穂(1) 8.46 森田 夏未(1) 8.22 小林 朋子(2) 7.85 関 穂乃佳(1) 7.53 海谷 美悠(2) 6.93 櫻井 花月(1) 6.77 松野 璃乃花(1) 6.27 山本 千和(2) 6.21
砲丸投(2.721kg) 相森中 犀陵中 中野平中 山ノ内中 中野平中 坂城中 山ノ内中 篠ノ井西中

長野市陸上教室(A) 長野市陸上教室(B) 長野市陸上教室(C) 長野市陸上教室(D)



決勝 10月7日 11:30

県小記録(PR)        13.08

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速 -0.8

 1 田中 雪乃(5)     14.67  1 金子 亜瑠(5)     14.58 
ﾀﾅｶ ﾕｷﾉ 坂城JAC ｶﾈｺ ｱﾙ 坂城JAC

 2 宮下 小牧(5)     15.07  2 西澤 佑果(5)     15.27 
ﾐﾔｼﾀ ｺﾏｷ 坂城JAC ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｶ 坂城JAC

 3 小野澤 塔子(5)     15.27  3 清水 咲歩(5)     15.57 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾄｳｺ 長野市陸上教室 ｼﾐｽﾞ ｻｷﾎ 坂城JAC

 4 倉嶋 凛音(5)     15.47  4 丸山 星花里(5)     15.95 
ｸﾗｼﾏ ﾘｵﾝ 松代小 ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ 長野市陸上教室

 5 望月 咲羽(5)     15.88  5 小野澤 那月(5)     16.07 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｻﾜ 長野市陸上教室 ｵﾉｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 長野市陸上教室

 6 増田 葵(5)     15.96  6 大場 心愛(5)     16.27 
ﾏｽﾀﾞ ｱｵｲ 長野市陸上教室 ｵｵﾊﾞ ｺｺﾅ 坂城JAC

 7 相場 奈都(5)     16.23  7 髙山 柚希(5)     17.41 
ｱｲﾊﾞ ﾅﾂ 長野市陸上教室 ﾀｶﾔﾏ ﾕｽﾞｷ 城山小

 8 西村 未来(5)     16.63  8 荒井 瑠那(5)     17.42 
ﾆｼﾑﾗ  ﾐｸ 篠ノ井東小 ｱﾗｲ ﾙﾅ 長野市陸上教室

 9 小笠原 理愛     16.98 
ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾘｱ 寺尾小

[ 3組] 風速 -2.0 [ 4組] 風速 -3.1

 1 須江 一樺(5)     15.04  1 渡辺 彩那(6)     14.69 
ｽｴ ｲﾁｶ 長野市陸上教室 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ 坂城JAC

 2 吾妻 恭佳(5)     15.27  2 春日 そら(6)     15.31 
ｱｶﾞﾂﾏ ｷｮｳｶ 坂城JAC ｶｽｶﾞ ｿﾗ 長野市陸上教室

 3 伊藤 優希(5)     16.11  3 新田 若奈(6)     15.37 
ｲﾄｳ ﾕｳｷ 長野市陸上教室 ﾆｯﾀ ﾜｶﾅ 長野市陸上教室

 4 丸山 春の風(5)     16.49  4 森 胡都菜(6)     16.23 
ﾏﾙﾔﾏ ﾎﾉｶ 長野市陸上教室 ﾓﾘ ｺﾄﾅ 更級小

 5 西川 侑花(5)     16.57  5 渡辺 碧羽(6)     16.27 
ﾆｼｶﾜ ﾕｳｶ 三本柳小 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵﾊ 長野市陸上教室

 6 尾島 未紘(5)     17.38  6 山口 愛実(6)     17.79 
ｵｼﾞﾏ ﾐﾋﾛ 長野市陸上教室 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ 若穂RCｼﾞｭﾆｱ
風間 優奈(5)
ｶｻﾞﾏ ﾕｳﾅ 坂城JAC
山岸 音葉(5)
ﾔﾏｷﾞｼ ｵﾄﾊ 通明小

[ 5組] 風速 -2.1

 1 小河原 望(6)     14.56 
ｵｶﾞﾜﾗ ﾉｿﾞﾐ 更級小

 2 村山 奈菜美(6)     15.31 
ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅﾐ 長野市陸上教室

 3 田中 朱音(6)     15.40 
ﾀﾅｶ ｱｶﾈ 坂城JAC

 4 松本 菜那(6)     15.72 
ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅ 長野市陸上教室

 5 清水 理央(6)     16.09 
ｼﾐｽﾞ ﾘｵ 坂城JAC
村井 萌(6)
ﾑﾗｲ ﾓｴ 長野市陸上教室
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小学5･6年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



   1 小河原 望(6) 更級小     14.56 (-2.1)   5   1
   2 金子 亜瑠(5) 坂城JAC     14.58 (-0.8)   2   1
   3 田中 雪乃(5) 坂城JAC     14.67 (-0.4)   1   1
   4 渡辺 彩那(6) 坂城JAC     14.69 (-3.1)   4   1
   5 須江 一樺(5) 長野市陸上教室     15.04 (-2.0)   3   1
   6 宮下 小牧(5) 坂城JAC     15.07 (-0.4)   1   2
   7 西澤 佑果(5) 坂城JAC     15.27 (-0.8)   2   2
   7 吾妻 恭佳(5) 坂城JAC     15.27 (-2.0)   3   2
   7 小野澤 塔子(5) 長野市陸上教室     15.27 (-0.4)   1   3
  10 春日 そら(6) 長野市陸上教室     15.31 (-3.1)   4   2
  10 村山 奈菜美(6) 長野市陸上教室     15.31 (-2.1)   5   2
  12 新田 若奈(6) 長野市陸上教室     15.37 (-3.1)   4   3
  13 田中 朱音(6) 坂城JAC     15.40 (-2.1)   5   3
  14 倉嶋 凛音(5) 松代小     15.47 (-0.4)   1   4
  15 清水 咲歩(5) 坂城JAC     15.57 (-0.8)   2   3
  16 松本 菜那(6) 長野市陸上教室     15.72 (-2.1)   5   4
  17 望月 咲羽(5) 長野市陸上教室     15.88 (-0.4)   1   5
  18 丸山 星花里(5) 長野市陸上教室     15.95 (-0.8)   2   4
  19 増田 葵(5) 長野市陸上教室     15.96 (-0.4)   1   6
  20 小野澤 那月(5) 長野市陸上教室     16.07 (-0.8)   2   5
  21 清水 理央(6) 坂城JAC     16.09 (-2.1)   5   5
  22 伊藤 優希(5) 長野市陸上教室     16.11 (-2.0)   3   3
  23 森 胡都菜(6) 更級小     16.23 (-3.1)   4   4
  23 相場 奈都(5) 長野市陸上教室     16.23 (-0.4)   1   7
  25 渡辺 碧羽(6) 長野市陸上教室     16.27 (-3.1)   4   5
  25 大場 心愛(5) 坂城JAC     16.27 (-0.8)   2   6
  27 丸山 春の風(5) 長野市陸上教室     16.49 (-2.0)   3   4
  28 西川 侑花(5) 三本柳小     16.57 (-2.0)   3   5
  29 西村 未来(5) 篠ノ井東小     16.63 (-0.4)   1   8
  30 小笠原 理愛 寺尾小     16.98 (-0.4)   1   9
  31 尾島 未紘(5) 長野市陸上教室     17.38 (-2.0)   3   6
  32 髙山 柚希(5) 城山小     17.41 (-0.8)   2   7
  33 荒井 瑠那(5) 長野市陸上教室     17.42 (-0.8)   2   8
  34 山口 愛実(6) 若穂RCｼﾞｭﾆｱ     17.79 (-3.1)   4   6
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小学5･6年女子

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考



決勝 10月7日 10:30

県中記録(CR)        12.05

[ 1組] 風速 -3.3 [ 2組] 風速 -1.6

 1 中津 晴葉(3)     13.26  1 柳澤 亜美(1)     14.23 
ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ 更北中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾐ 柳町中

 2 髙藤 世那(2)     13.49  2 北沢 姫羅理(1)     14.27 
ﾀｶﾄｳ ｾﾅ 犀陵中 ｷﾀｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 柳町中

 3 上垣外 奈緒(2)     13.65  3 中澤 彩(2)     14.29 
ｶﾐｶﾞｲﾄ ﾅｵ 長野東部中 ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾔ 広徳中

 4 宮﨑 夏希(2)     13.73  4 駒木 希美(1)     14.41 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾅﾂｷ 川中島中 ｺﾏｷ ﾉｿﾞﾐ 広徳中

 5 水元 叶(2)     13.77  5 佐藤 京子(2)     14.96 
ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾅｳ 長野東部中 ｻﾄｳ ｷｮｳｺ 信大附属長野中

 6 古川 絢梨(2)     14.04  6 青柳 佑奈(2)     15.02 
ﾌﾙｶﾜ ｱﾔﾘ 櫻ヶ岡中 ｱｵﾔｷﾞ ﾕｳﾅ 東北中

 7 内藤 理木(2)     14.05 有馬 希美佳(1)
ﾅｲﾄｳ ﾘｺ 長野北部中 ｱﾘﾏ ｷﾐｶ 裾花中

 8 髙橋 結愛(2)     14.19 斉藤 花奈(2)
ﾀｶﾊｼ ﾕｱ 裾花中 ｻｲﾄｳ ｶﾅ 須坂東中

[ 3組] 風速 -2.9 [ 4組] 風速 -3.1

 1 丸山 こころ(1)     14.36  1 佐藤 日和(2)     15.34 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｺﾛ 櫻ヶ岡中 ｻﾄｳ ﾋﾖﾘ 若穂中

 2 宮原 舞(2)     14.57  2 持田 ゆり(2)     15.47 
ﾐﾔﾊﾗ ﾏｲ 長野北部中 ﾓﾁﾀﾞ ﾕﾘ 東北中

 3 黒岩 玲水(2)     14.74  3 小林 果鈴(1)     15.56 
ｸﾛｲﾜ ﾚﾐ 若穂中 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾘﾝ 長野北部中

 4 山本 かりん(2)     14.92  4 佐藤 茉唯(2)     15.80 
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾘﾝ 川中島中 ｻﾄｳ ﾏﾕ 東北中

 5 小原 桜(2)     15.05  5 榎本 遥日(1)     15.83 
ｵﾊﾗ ｻｸﾗ 信大附属長野中 ｴﾉﾓﾄ ﾊﾙｶ 広徳中

 6 押鐘 万菜夏(2)     15.26  6 松田 莉子(1)     15.88 
ｵｼｶﾈ ﾏﾅｶ 南宮中 ﾏﾂﾀ ﾞﾘｺ 長野北部中

 7 長谷部 萌(2)     15.51 藍葉 稀央(2)
ﾊｾﾍﾞ ﾓｴ 更北中 ｱｲﾊﾞ ﾏｵ 南宮中
江守 凜乃(2) 安西 真秀(2)
ｴﾓﾘ ﾘﾉ 裾花中 ｱﾝｻﾞｲ ﾏﾎ 須坂東中

[ 5組] 風速 -1.5 [ 6組] 風速 -1.5

 1 鶴田 実里(1)     15.01  1 福田 奈良(2)     15.44 
ﾂﾙﾀ ﾐｻﾄ 櫻ヶ岡中 ﾌｸﾀﾞ ﾅﾗ 川中島中

 2 佐藤 未空(2)     15.02  2 小林 恵瑠(1)     15.68 
ｻﾄｳ ﾐｸ 若穂中 ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾙ 中野平中

 3 関口 ほの香(1)     15.13  3 小林 由依(1)     15.94 
ｾｷｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 更北中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 裾花中

 4 竹内 澪椛(1)     15.20  4 松尾 果南(2)     15.96 
ﾀｹｳﾁ ﾚｲｶ 中野平中 ﾏﾂｵ ｶﾅﾐ 篠ノ井西中

 5 塚田 桜奈(1)     15.28  5 戸井田 香穂(2)     15.98 
ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙﾅ 川中島中 ﾄｲﾀﾞ ｶﾎ 若穂中

 6 宮川 舞姫(1)     15.30  6 山口 愛珠(1)     16.02 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏｷ 川中島中 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｼﾞｭ 広徳中

 7 酒井 ゆきね(2)     15.47  7 長谷部 有咲(2)     16.47 
ｻｶｲ ﾕｷﾈ 若穂中 ﾊｾﾍﾞ ｱﾘｻ 更北中

 8 矢﨑 留奈(1)     15.78 近藤 萌乃(1)
ﾔｻﾞｷ ﾙﾅ 裾花中 ｺﾝﾄﾞｳ ﾓｴﾉ 篠ノ井西中

[ 7組] 風速 -1.6

 1 青山 明日香(1)     16.01 
ｱｵﾔﾏ ｱｽｶ 広徳中

 2 黒川 心寧(1)     16.19 
ｸﾛｶﾜ ｺｺﾈ 若穂中

 3 小山 葵(1)     16.48 
ｺﾔﾏ ｱｵｲ 若穂中

 4 伊藤 呼春(1)     16.60 
ｲﾄｳ ｺﾊﾙ 三陽中

 5 大舘 万莉菜(1)     16.76 
ｵｵﾀﾞﾃ ﾏﾘﾅ 川中島中

 6 北嶌 彩希(1)     17.06 
ｷﾀｼﾞﾏ ｻｷ 若穂中
藤倉 かれん(2)
ﾌｼﾞｸﾗ ｶﾚﾝ 柳町中

中学女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
3  6006

9  5807

4  5503

7  5968

8  5517
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6  5659

2  5760

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  5372

7  5370

6  6064

4  6054

2  6183

9  8713

3  5711
欠場

8  4968
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  5458

6  5694

5  5902

8  5966

3  6188

4  5064

7  6023

9  5749
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  5905

3  8712

8  5673

9  8714

4  6047

2  5670

6  5063
欠場

7  4972
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  5457

6  5908

9  5981

4  5115

7  5959

3  5948

2  5911

5  5712

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  5971

7  5112

4  5714

9  5862

6  5910

5  8723

2  6022

3  5867
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  6043

4  5914

2  5913

8  5617

3  5953

6  5897

5  5403
欠場



   1 中津 晴葉(3) 更北中     13.26 (-3.3)   1   1
   2 髙藤 世那(2) 犀陵中     13.49 (-3.3)   1   2
   3 上垣外 奈緒(2) 長野東部中     13.65 (-3.3)   1   3
   4 宮﨑 夏希(2) 川中島中     13.73 (-3.3)   1   4
   5 水元 叶(2) 長野東部中     13.77 (-3.3)   1   5
   6 古川 絢梨(2) 櫻ヶ岡中     14.04 (-3.3)   1   6
   7 内藤 理木(2) 長野北部中     14.05 (-3.3)   1   7
   8 髙橋 結愛(2) 裾花中     14.19 (-3.3)   1   8
   9 柳澤 亜美(1) 柳町中     14.23 (-1.6)   2   1
  10 北沢 姫羅理(1) 柳町中     14.27 (-1.6)   2   2
  11 中澤 彩(2) 広徳中     14.29 (-1.6)   2   3
  12 丸山 こころ(1) 櫻ヶ岡中     14.36 (-2.9)   3   1
  13 駒木 希美(1) 広徳中     14.41 (-1.6)   2   4
  14 宮原 舞(2) 長野北部中     14.57 (-2.9)   3   2
  15 黒岩 玲水(2) 若穂中     14.74 (-2.9)   3   3
  16 山本 かりん(2) 川中島中     14.92 (-2.9)   3   4
  17 佐藤 京子(2) 信大附属長野中     14.96 (-1.6)   2   5
  18 鶴田 実里(1) 櫻ヶ岡中     15.01 (-1.5)   5   1
  19 佐藤 未空(2) 若穂中     15.02 (-1.5)   5   2
  19 青柳 佑奈(2) 東北中     15.02 (-1.6)   2   6
  21 小原 桜(2) 信大附属長野中     15.05 (-2.9)   3   5
  22 関口 ほの香(1) 更北中     15.13 (-1.5)   5   3
  23 竹内 澪椛(1) 中野平中     15.20 (-1.5)   5   4
  24 押鐘 万菜夏(2) 南宮中     15.26 (-2.9)   3   6
  25 塚田 桜奈(1) 川中島中     15.28 (-1.5)   5   5
  26 宮川 舞姫(1) 川中島中     15.30 (-1.5)   5   6
  27 佐藤 日和(2) 若穂中     15.34 (-3.1)   4   1
  28 福田 奈良(2) 川中島中     15.44 (-1.5)   6   1
  29 持田 ゆり(2) 東北中     15.47 (-3.1)   4   2
  29 酒井 ゆきね(2) 若穂中     15.47 (-1.5)   5   7
  31 長谷部 萌(2) 更北中     15.51 (-2.9)   3   7
  32 小林 果鈴(1) 長野北部中     15.56 (-3.1)   4   3
  33 小林 恵瑠(1) 中野平中     15.68 (-1.5)   6   2
  34 矢﨑 留奈(1) 裾花中     15.78 (-1.5)   5   8
  35 佐藤 茉唯(2) 東北中     15.80 (-3.1)   4   4
  36 榎本 遥日(1) 広徳中     15.83 (-3.1)   4   5
  37 松田 莉子(1) 長野北部中     15.88 (-3.1)   4   6
  38 小林 由依(1) 裾花中     15.94 (-1.5)   6   3
  39 松尾 果南(2) 篠ノ井西中     15.96 (-1.5)   6   4
  40 戸井田 香穂(2) 若穂中     15.98 (-1.5)   6   5
  41 青山 明日香(1) 広徳中     16.01 (-1.6)   7   1
  42 山口 愛珠(1) 広徳中     16.02 (-1.5)   6   6
  43 黒川 心寧(1) 若穂中     16.19 (-1.6)   7   2
  44 長谷部 有咲(2) 更北中     16.47 (-1.5)   6   7
  45 小山 葵(1) 若穂中     16.48 (-1.6)   7   3
  46 伊藤 呼春(1) 三陽中     16.60 (-1.6)   7   4
  47 大舘 万莉菜(1) 川中島中     16.76 (-1.6)   7   5
  48 北嶌 彩希(1) 若穂中     17.06 (-1.6)   7   6

中学女子
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決勝 10月7日 10:00

県記録(KR)          11.56

風速 -1.4

 1 田村 純菜(1)     12.85 
ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 市立長野高

 2 永原 朱夏(2)     12.96 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ 市立長野高

 3 河田 璃音(1)     12.98 
ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 市立長野高

 4 太田 杏優(3)     13.34 
ｵｵﾀ ｱﾕ 市立長野高

 5 髙橋 雪衣(1)     14.20 
ﾀｶﾊｼ ﾕｲ 須坂創成高

 6 栁沢 風夏(2)     14.36 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ 松代高

 7 清水 佑己奈(3)     14.85 
ｼﾐｽﾞ ﾕｷﾅ 松代高

 8 髙橋 朱華(1)     14.94 
ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ 須坂創成高

 9 西 まりあ(1)     15.09 
ﾆｼ ﾏﾘｱ 松代高

4  1132

6  1126

8   687

2   686

1  1128

3   916

5   925

9   917

7   911

女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月7日 12:15

県小記録(PR)      2,49.83

 1 小島 悠聖(4)   3,32.93 
ｺｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ 長野市陸上教室

 2 田幸 輝(4)   3,33.04 
ﾀｺｳ ﾋｶﾙ 小山小

 3 塩原 知弥(3)   3,41.76 
ｼｵﾊﾞﾗ ﾄﾓﾔ 長野市陸上教室

 4 岸本 莞爾(4)   3,51.93 
ｷｼﾓﾄ ｶﾝｼﾞ E-NAGANO

 5 林 悠翔(4)   3,55.47 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 真田ｸﾗﾌﾞ

 6 笠井 永遠(3)   4,01.03 
ｶｻｲ ﾄﾜ 長野市陸上教室

 7 花岡 蓮(4)   4,01.85 
ﾊﾅｵｶ ﾚﾝ 真田ｸﾗﾌﾞ

 8 上原 咲翔(4)   4,04.17 
ｳｴﾊﾗ  ｻｸﾄ 篠ノ井東小

 9 三間 芯(3)   4,07.04 
ﾐﾂﾏ ｼﾝ 長野市陸上教室

10 山口 康太(3)   4,07.65 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀ 長野市陸上教室

11 市村 然(4)   4,15.20 
ｲﾁﾑﾗ ｾﾞﾝ 長野市陸上教室

12 越 優翔(4)   4,21.60 
ｺｼ  ﾕｳﾄ 篠ノ井東小

13 西澤 駿佑(3)   4,51.17 
ﾆｼｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 長野市陸上教室

14 清水 紘翔(5)   4,54.14 
ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ 寺尾小

15 西澤 優佑(3)   4,55.24 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 長野市陸上教室
三橋 大翔(4)
ﾐﾂﾊｼ ﾊﾙﾄ 木島平小

決勝 10月7日 12:25

県小記録(PR)      3,03.46

 1 橋詰 史歩(6)   3,17.82 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｼﾎ 真田ｸﾗﾌﾞ

 2 山﨑 吏桜(6)   3,24.14 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 木島平小

 3 桑原 実世(6)   3,25.25 
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾖ 戸上ｼﾞｭﾆｱ

 4 長井 彩華   3,38.62 
ﾅｶﾞｲ ｱﾔｶ 井上小

 5 田中 裕麗(5)   3,55.57 
ﾀﾅｶ ﾕｳｶ 戸上ｼﾞｭﾆｱ

 6 渋谷 真心(5)   3,57.98 
ｼﾌﾞﾔ ﾏｺ E-NAGANO

 7 本間 鈴菜(5)   4,00.96 
ﾎﾝﾏ ｽｽﾞﾅ 長野市陸上教室

小学3･4年男子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
11    95

12    44

9    98

16     3

6    54

5    97

10    58

8    37

13   101

1   102

15    94

4    38

7    99

2    33

3   100

14   105
欠場
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1000m
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6    56

5   110

7    14

4    10

3    93

1    15

2     5



決勝 10月7日 14:05

県中記録(CT)      6,13.04

 1 宮澤 実亜(2)   6,49.78 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｱ 川中島中

 2 北沢 凜夏(1)   6,53.03 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾝｶ 川中島中

 3 仁科 玲美(1)   6,58.76 
ﾆｼﾅ ﾚﾐ 川中島中

 4 渡邉 葵(2)   7,05.09 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵｲ 川中島中

 5 鈴木 菜生(1)   7,10.74 
ｽｽﾞｷ ﾅｵ 上田第二中

 6 高山 史歩(1)   7,14.78 
ﾀｶﾔﾏ ｼﾎ 川中島中

 7 阿部 優杏(1)   7,22.76 
ｱﾍﾞ ﾕｱ 木島平中

 8 宮島 永真(1)   7,30.96 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｴﾏ 更北中

 9 淀 小南津(2)   7,31.27 
ﾖﾄﾞ ｺﾅﾂ 川中島中

10 湯本 ななみ(2)   7,49.15 
ﾕﾓﾄ ﾅﾅﾐ 須坂東中

11 山﨑 友紀(2)   7,50.40 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ 墨坂中

12 中澤 里桜(2)   8,03.73 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｵ 柳町中

13 石井 悠貴(2)   8,08.81 
ｲｼｲ ﾕｷ 裾花中

14 山田 彩乃(1)   8,15.17 
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾉ 三陽中

15 田中 仁珠(1)   8,20.08 
ﾀﾅｶ ﾋﾄﾐ 墨坂中

16 千村 莉佳子(2)   8,22.93 
ﾁﾑﾗ ﾘｶｺ 裾花中

17 長瀬 柚希(1)   8,32.56 
ﾅｶﾞｾ ﾕｽﾞｷ 広徳中

18 竹村 萌恵(2)   8,34.55 
ﾀｹﾑﾗ ﾓｴ 信大附属長野中

19 坂田 楓実(2)   8,41.42 
ｻｶﾀ ｶｼﾞﾂ 三陽中

20 山岸 彩乃(2)   8,53.00 
ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾔﾉ 犀陵中

21 髙橋 柚希(2)   9,09.43 
ﾀｶﾊｼ ﾕｽﾞｷ 犀陵中

22 金児 桜子(1)   9,23.72 
ｶﾈｺ ｻｸﾗｺ 広徳中

23 石坂 実優(2)   9,33.18 
ｲｼｻﾞｶ ﾐﾕｳ 広徳中
飯島 空(1)
ｲｲｼﾞﾏ ｿﾗ 三陽中
藤原 留依(1)
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾙｲ 更北中
髙野 真未(2)
ﾀｶﾉ ﾏﾐ 三陽中

6  5980
欠場

14  5610
欠場

13  6053

4  5619
欠場

18  5804

24  6048

22  5608

2  5806

3  8720

21  6187

17  4957

26  5751

25  5748

20  5616

1  4951

8  5401

7  5962

16  4971

12  5025

10  5982

9  4600

5  5973

23  5974

11  5963

19  5961

15  5972

中学女子

2000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月7日 14:20

県中記録(CR)      9,25.24

 1 田幸 舞桜(2)  11,58.26 
ﾀｺｳ ﾏｵ 広徳中

 2 髙森 唯花(2)  12,23.66 
ﾀｶﾓﾘ ﾕｲｶ 柳町中

 3 青木 沙絵(1)  12,26.67 
ｱｵｷ ｻｴ 篠ノ井西中

 4 風間 和佳(1)  12,43.23 
ｶｻﾞﾏ ﾉﾄﾞｶ 篠ノ井西中

 5 坂戸 春菜(2)  12,45.59 
ｻｶﾄ ﾊﾙﾅ 裾花中

 6 岡村 南美(2)  12,47.58 
ｵｶﾑﾗ ﾐﾅﾐ 裾花中

 7 村山 琴美(2)  13,29.04 
ﾑﾗﾔﾏ ｺﾄﾐ 犀陵中

 8 長原 佳南(2)  13,40.13 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｶﾅﾝ 篠ノ井西中

 9 清水 加奈子(2)  14,07.73 
ｼﾐｽﾞ ｶﾅｺ 犀陵中

10 髙野 華純(3)  14,09.99 
ﾀｶﾉ ｶｽﾐ 広徳中

11 小池 愛美(2)  14,54.16 
ｺｲｹ ｱﾐ 犀陵中
北島 京佳(2)
ｷﾀｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 篠ノ井西中
佐藤 菜乃和(2)
ｻﾄｳ ﾅﾉﾜ 中野平中

中学女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  6060

9  5404

5  5872

1  5873

13  5754

12  5759

2  5805

7  5858

6  5803

4  6051

11  5103
欠場

10  5800

3  5859
欠場



決勝 10月7日 15:25

県記録(KR)        9,02.87

 1 高松 いずみ(1)   9,31.23 
ﾀｶﾏﾂ ｲｽﾞﾐ 長野東高

 2 小林 成美(2)   9,35.34 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾙﾐ 長野東高

 3 高安 結衣(2)   9,35.54 
ﾀｶﾔｽ ﾕｲ 長野東高

 4 松澤 綾音(3)   9,44.29 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 長野東高

 5 中村 朱里(2)   9,53.22 
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 長野東高

 6 臼田 彩花(2)   9,53.28 
ｳｽﾀﾞ ｻﾔｶ 長野東高

 7 高木 更紗(1)   9,56.57 
ﾀｶｷﾞ ｻﾗｻ 長野東高

 8 和田 帆香(1)   9,57.86 
ﾜﾀﾞ ﾎﾉｶ 長野東高

 9 臼田 悠花(2)  10,00.86 
ｳｽﾀﾞ ﾕｳｶ 長野東高

10 唐澤 七瀬(2)  10,40.39 
ｶﾗｻﾜ ﾅﾅｾ 長野東高

11 和田 美紗妃(1)  10,45.63 
ﾜﾀﾞ ﾐｻｷ 長野東高

12 高橋 三紗子  11,04.56 
ﾀｶﾊｼ ﾐｻｺ 須坂陸協

13 中島 有希(2)  11,05.85 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 須坂高

14 五十嵐 万智(2)  12,51.70 
ｲｶﾞﾗｼ ﾏﾁ 長野高専
萩谷 楓(2)
ﾊｷﾞﾀﾆ ｶｴﾃﾞ 長野東高
北原 千菜(1)
ｷﾀﾊﾗ ﾁﾅ 長野東高
小原 茉莉(1)
ｺﾊﾗ ﾏﾂﾘ 長野東高
滝澤 菜絵(3)
ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｴ 長野東高

女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   888

15   878

9   879

17   870

7   881

16   876

14   887

11   889

3   875

13   877

18   890

4     1

6   732

2  3505

1   882
欠場

5   885
欠場

10   886
欠場

12   868
欠場



決勝 10月7日  9:30

県中記録(CT)        14.28

[ 1組] 風速 -1.6 [ 2組] 風速 -2.4

 1 永原 柚凪(2)     15.74  1 五十嵐 凜(2)     18.68 
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾕﾅ 更北中 ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾝ 櫻ヶ岡中

 2 平林 真奈(2)     17.08  2 鈴木 葵衣(2)     18.87 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ 裾花中 ｽｽﾞｷ ｱｵｲ 長野東部中

 3 土屋 利里花(2)     18.11  3 飯島 茉央(2)     19.38 
ﾂﾁﾔ ﾘﾘｶ 裾花中 ｲｲｼﾞﾏ ﾏﾋﾛ 長野東部中

 4 岩﨑 結月(2)     18.13  4 伊東 南々星(2)     19.47 
ｲﾜｻｷ ﾕﾂﾞｷ 東北中 ｲﾄｳ ﾅﾅｾ 広徳中

 5 中西 陽香(2)     18.21  5 池田 楓香(2)     19.93 
ﾅｶﾆｼ ﾊﾙｶ 長野東部中 ｲｹﾀﾞ ﾌｳｶ 更北中

 6 藤倉 かれん(2)     18.24  6 遠藤 蒼空(1)     20.19 
ﾌｼﾞｸﾗ ｶﾚﾝ 柳町中 ｴﾝﾄﾞｳ ｿﾗ 信大附属長野中

 7 伊東 里奈(2)     18.61  7 竹内 優唯(1)     20.52 
ｲﾄｳ ﾘﾅ 更北中 ﾀｹｳﾁ ﾕｲ 更北中
千野 里花(1)
ﾁﾉ ﾘｶ 山ノ内中

[ 3組] 風速 -2.0 [ 4組] 風速 -1.9

 1 大西 早紀(2)     20.39  1 藤井 結菜(1)     20.73 
ｵｵﾆｼ ｻｷ 南宮中 ﾌｼﾞｲ ﾕｲﾅ 篠ノ井西中

 2 山田 乃愛(2)     20.78  2 北村 真穂(2)     21.39 
ﾔﾏﾀﾞ ﾉｱ 櫻ヶ岡中 ｷﾀﾑﾗ ﾏﾎ 柳町中

 3 藤本 伊吹(1)     21.16  3 木村 うた(1)     21.46 
ﾌｼﾞﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 篠ノ井西中 ｷﾑﾗ ｳﾀ 柳町中

 4 池田 直生(1)     21.32  4 宮川 遥愛(2)     21.72 
ｲｹﾀﾞ ﾅｵ 篠ノ井西中 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾊﾙｱ 相森中

 5 小林 凜(1)     21.35  5 倉田 桃花(1)     22.09 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ 裾花中 ｸﾗﾀ ﾓﾓｶ 広徳中

 6 小野里 帆純(2)     21.40  6 野村 星音(1)     23.36 
ｵﾉｻﾞﾄ ﾎｽﾞﾐ 長野北部中 ﾉﾑﾗ ｾﾉﾝ 広徳中

 7 児玉 しおり(1)     21.44 谷口 海羽(2)
ｺﾀﾞﾏ ｼｵﾘ 篠ノ井西中 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐｳ 櫻ヶ岡中

   1 永原 柚凪(2) 更北中     15.74 (-1.6)   1   1
   2 平林 真奈(2) 裾花中     17.08 (-1.6)   1   2
   3 土屋 利里花(2) 裾花中     18.11 (-1.6)   1   3
   4 岩﨑 結月(2) 東北中     18.13 (-1.6)   1   4
   5 中西 陽香(2) 長野東部中     18.21 (-1.6)   1   5
   6 藤倉 かれん(2) 柳町中     18.24 (-1.6)   1   6
   7 伊東 里奈(2) 更北中     18.61 (-1.6)   1   7
   8 五十嵐 凜(2) 櫻ヶ岡中     18.68 (-2.4)   2   1
   9 鈴木 葵衣(2) 長野東部中     18.87 (-2.4)   2   2
  10 飯島 茉央(2) 長野東部中     19.38 (-2.4)   2   3
  11 伊東 南々星(2) 広徳中     19.47 (-2.4)   2   4
  12 池田 楓香(2) 更北中     19.93 (-2.4)   2   5
  13 遠藤 蒼空(1) 信大附属長野中     20.19 (-2.4)   2   6
  14 大西 早紀(2) 南宮中     20.39 (-2.0)   3   1
  15 竹内 優唯(1) 更北中     20.52 (-2.4)   2   7
  16 藤井 結菜(1) 篠ノ井西中     20.73 (-1.9)   4   1
  17 山田 乃愛(2) 櫻ヶ岡中     20.78 (-2.0)   3   2
  18 藤本 伊吹(1) 篠ノ井西中     21.16 (-2.0)   3   3
  19 池田 直生(1) 篠ノ井西中     21.32 (-2.0)   3   4
  20 小林 凜(1) 裾花中     21.35 (-2.0)   3   5
  21 北村 真穂(2) 柳町中     21.39 (-1.9)   4   2
  22 小野里 帆純(2) 長野北部中     21.40 (-2.0)   3   6
  23 児玉 しおり(1) 篠ノ井西中     21.44 (-2.0)   3   7
  24 木村 うた(1) 柳町中     21.46 (-1.9)   4   3
  25 宮川 遥愛(2) 相森中     21.72 (-1.9)   4   4
  26 倉田 桃花(1) 広徳中     22.09 (-1.9)   4   5
  27 野村 星音(1) 広徳中     23.36 (-1.9)   4   6

中学女子

100mH(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
7  6017

4  5756

8  5761

6  8716

5  5506

1  5403

3  6018

2  5002
欠場

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  5445

5  5514

7  5505

3  6055

6  6024

2  6196

4  5985

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考
7  5060

3  5447

2  5693

4  5874

8  5871

6  5866

順 ﾚｰﾝ No.
7  5868

5  5713

5  5402

3  5371

6  4914

4  6049

8  8721

2  5451
欠場

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
 6017
 5756
 5761
 8716
 5506
 5403
 6018
 5445
 5514
 5505
 6055
 6024
 6196
 5060
 5985
 5868
 5447

 5371
 4914
 6049
 8721

 5874
 5871
 5713
 5402
 5693
 5866



決勝 10月7日 13:50

県小記録(PR)        53.07

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 坂城JAC    27 西澤 佑果(5)     58.40 

ｻｶｷｼﾞｪｲｴｲｼｰ ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｶ
   28 吾妻 恭佳(5)

ｱｶﾞﾂﾏ ｷｮｳｶ
   29 宮下 小牧(5)

ﾐﾔｼﾀ ｺﾏｷ
   30 清水 咲歩(5)

ｼﾐｽﾞ ｻｷﾎ
 2   2    67 春日 そら(6)     58.54 

ﾅｶﾞﾉｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ ｶｽｶﾞ ｿﾗ
   71 村山 奈菜美(6)

ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅﾐ
   69 松本 菜那(6)

ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅ
   68 新田 若奈(6)

ﾆｯﾀ ﾜｶﾅ
 3   6    84 小野澤 塔子(5)   1,00.46 

ﾅｶﾞﾉｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ ｵﾉｻﾞﾜ ﾄｳｺ
   82 伊藤 優希(5)

ｲﾄｳ ﾕｳｷ
   92 藤沢 実瑠(5)

ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾙ
   85 須江 一樺(5)

ｽｴ ｲﾁｶ
 4   4    87 丸山 星花里(5)   1,03.82 

ﾅｶﾞﾉｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ
   88 丸山 春の風(5)

ﾏﾙﾔﾏ ﾎﾉｶ
  103 水元 杏(5)

ﾐｽﾞﾓﾄ ｱﾝ
   80 相場 奈都(5)

ｱｲﾊﾞ ﾅﾂ
 5   3    89 望月 咲羽(5)   1,06.30 

ﾅｶﾞﾉｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ ﾓﾁﾂﾞｷ ｻﾜ
   83 尾島 未紘(5)

ｵｼﾞﾏ ﾐﾋﾛ
   81 荒井 瑠那(5)

ｱﾗｲ ﾙﾅ
   90 小野澤 那月(5)

ｵﾉｻﾞﾜ ﾅﾂｷ

長野市陸上教室(D)

小学5･6年女子

4x100mR

決勝

長野市陸上教室(A)

長野市陸上教室(B)

長野市陸上教室(C)



決勝 10月7日 13:15

県中記録(CR)        48.17

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 長野東部中  5509 高木 玲実(2)     52.68  1   3 柳町中( A )  5405 北沢 妃愛華(2)     54.41 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾀｶｷﾞ ﾚﾐ ﾔﾅｷﾞﾏﾁﾁｭｳ ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾒｶ
 5512 宮崎 愛美(2)  5403 藤倉 かれん(2)

ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾐ ﾌｼﾞｸﾗ ｶﾚﾝ
 5517 水元 叶(2)  5372 柳澤 亜美(1)

ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾅｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾐ
 5503 上垣外 奈緒(2)  5370 北沢 姫羅理(1)

ｶﾐｶﾞｲﾄ ﾅｵ ｷﾀｻﾞﾜ ｷﾗﾘ
 2   8 犀陵中( A )  5801 関 あおい(2)     54.07  2   4 南宮中  5060 大西 早紀(2)     55.09 

ｻｲﾘｮｳﾁｭｳ ｾｷ ｱｵｲ ﾅﾝｸﾞｳﾁｭｳ ｵｵﾆｼ ｻｷ
 5807 髙藤 世那(2)  5067 栗林 月碧(2)

ﾀｶﾄｳ ｾﾅ ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾙﾉｱ
 5802 中村 來央(2)  5061 小林 奈津(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂ
 5800 小池 愛美(2)  5062 小林 弓珠(2)

ｺｲｹ ｱﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞ
 3   6 裾花中( A )  5749 江守 凜乃(2)     54.60  3   2 信大附属長野中  6196 遠藤 蒼空(1)     56.48 

ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳ ｴﾓﾘ ﾘﾉ ｼﾝﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾅｶﾞﾉﾁｭｳ ｴﾝﾄﾞｳ ｿﾗ
 5711 有馬 希美佳(1)  6183 佐藤 京子(2)

ｱﾘﾏ ｷﾐｶ ｻﾄｳ ｷｮｳｺ
 5756 平林 真奈(2)  6189 上原 有紗

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ ｳｴﾊﾗ ｱﾘｻ
 5760 髙橋 結愛(2)  6187 竹村 萌恵(2)

ﾀｶﾊｼ ﾕｱ ﾀｹﾑﾗ ﾓｴ
 4   3 長野北部中  5695 成田 彩乃(2)     54.78  4   6 若穂中( A )  5905 佐藤 日和(2)     57.36 

ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ﾅﾘﾀ ｱﾔﾉ ﾜｶﾎﾁｭｳ ｻﾄｳ ﾋﾖﾘ
 5694 宮原 舞(2)  5903 北島 あかね(2)

ﾐﾔﾊﾗ ﾏｲ ｷﾀｼﾞﾏ ｱｶﾈ
 5663 栗田 実里子(2)  5911 酒井 ゆきね(2)

ｸﾘﾀ ﾏﾘｺ ｻｶｲ ﾕｷﾈ
 5659 内藤 理木(2)  5902 黒岩 玲水(2)

ﾅｲﾄｳ ﾘｺ ｸﾛｲﾜ ﾚﾐ
 5   7 更北中( A )  6017 永原 柚凪(2)     55.05  5   5 更北中( B )  5985 竹内 優唯(1)   1,00.95 

ｺｳﾎｸﾁｭｳ ﾅｶﾞﾊﾗ ﾕﾅ ｺｳﾎｸﾁｭｳ ﾀｹｳﾁ ﾕｲ
 6018 伊東 里奈(2)  5983 北澤 紗暉(1)

ｲﾄｳ ﾘﾅ ｷﾀｻﾞﾜ ｻｷ
 5981 関口 ほの香(1)  5982 宮島 永真(1)

ｾｷｸﾞﾁ ﾎﾉｶ ﾐﾔｼﾞﾏ ｴﾏ
 6024 池田 楓香(2)  6019 古川 愉稀(2)

ｲｹﾀﾞ ﾌｳｶ ﾌﾙｶﾜ ﾕｷ
  2 川中島中  5948 宮川 舞姫(1)   7 東北中( A )  8712 持田 ゆり(2)

ｶﾜﾅｶｼﾞﾏﾁｭｳ ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏｷ 欠場 ﾄｳﾎｸﾁｭｳ ﾓﾁﾀﾞ ﾕﾘ 失格
 5966 山本 かりん(2)  8716 岩﨑 結月(2) R1(3-4)

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾘﾝ ｲﾜｻｷ ﾕﾂﾞｷ
 5969 花石 柚希(2)  8714 佐藤 茉唯(2)

ﾊﾅｲｼ ﾕｷ ｻﾄｳ ﾏﾕ
 5968 宮﨑 夏希(2)  8713 青柳 佑奈(2)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾅﾂｷ ｱｵﾔｷﾞ ﾕｳﾅ
  4 篠ﾉ井西中( A )

ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳ 欠場

中学女子

4×100mR

決勝



[ 3組] [ 4組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 櫻ｹ岡中( A )  5446 花﨑 万葉子(2)     53.79  1   4 篠ﾉ井西中( C )  5871 池田 直生(1)     58.98 

ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳ ﾊﾅｻｷ ﾏｱｺ ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳ ｲｹﾀﾞ ﾅｵ
 5445 五十嵐 凜(2)  5872 青木 沙絵(1)

ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾝ ｱｵｷ ｻｴ
 5458 丸山 こころ(1)  5868 藤井 結菜(1)

ﾏﾙﾔﾏ ｺｺﾛ ﾌｼﾞｲ ﾕｲﾅ
 5450 古川 絢梨(2)  5869 石井 爽絵(1)

ﾌﾙｶﾜ ｱﾔﾘ ｲｼｲ ｻｴ
 2   2 裾花中( B )  5712 矢﨑 留奈(1)     58.60  2   7 犀陵中( C )  5775 柏木 ひかる(1)     59.97 

ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳ ﾔｻﾞｷ ﾙﾅ ｻｲﾘｮｳﾁｭｳ ｶｼﾜｷﾞ ﾋｶﾙ
 5763 吉村 朋華(2)  5773 坂爪 美柚(1)

ﾖｼﾑﾗ ﾄﾓｶ ｻｶﾂﾒ ﾐﾕ
 5714 小林 由依(1)  5776 佐藤 つむぎ(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ ｻﾄｳ ﾂﾑｷﾞ
 5713 小林 凜(1)  5774 森田 夏未(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ ﾓﾘﾀ ﾅﾂﾐ
 3   7 広徳中  6043 青山 明日香(1)     58.76  3   3 犀陵中( B )  5805 村山 琴美(2)   1,00.27 

ｺｳﾄｸﾁｭｳ ｱｵﾔﾏ ｱｽｶ ｻｲﾘｮｳﾁｭｳ ﾑﾗﾔﾏ ｺﾄﾐ
 6047 榎本 遥日(1)  5803 清水 加奈子(2)

ｴﾉﾓﾄ ﾊﾙｶ ｼﾐｽﾞ ｶﾅｺ
 8723 山口 愛珠(1)  5804 髙橋 柚希(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｼﾞｭ ﾀｶﾊｼ ﾕｽﾞｷ
 6054 駒木 希美(1)  5806 山岸 彩乃(2)

ｺﾏｷ ﾉｿﾞﾐ ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾔﾉ
 4   6 柳町中( B )  5401 中澤 里桜(2)     59.46  4   2 若穂中( B )  5909 宮口 葵(2)   1,00.91 

ﾔﾅｷﾞﾏﾁﾁｭｳ ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｵ ﾜｶﾎﾁｭｳ ﾐﾔｸﾞﾁ ｱｵｲ
 5402 北村 真穂(2)  5910 戸井田 香穂(2)

ｷﾀﾑﾗ ﾏﾎ ﾄｲﾀﾞ ｶﾎ
 5404 髙森 唯花(2)  5906 橋本 鈴(2)

ﾀｶﾓﾘ ﾕｲｶ ﾊｼﾓﾄ ﾘﾝ
 5400 大久保 みなみ(2)  5908 佐藤 未空(2)

ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ ｻﾄｳ ﾐｸ
  4 篠ﾉ井西中( B )  5873 風間 和佳(1)  5   6 若穂中( C )  5895 小泉 星七(1)   1,04.81 

ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳ ｶｻﾞﾏ ﾉﾄﾞｶ 失格 ﾜｶﾎﾁｭｳ ｺｲｽﾞﾐ ｾﾅ
 5862 松尾 果南(2) R1(3-4)  5914 黒川 心寧(1)

ﾏﾂｵ ｶﾅﾐ ｸﾛｶﾜ ｺｺﾈ
 5866 児玉 しおり(1)  5897 北嶌 彩希(1)

ｺﾀﾞﾏ ｼｵﾘ ｷﾀｼﾞﾏ ｻｷ
 5863 山本 千和(2)  5913 小山 葵(1)

ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾖﾘ ｺﾔﾏ ｱｵｲ
  3 中野平中   5 山ﾉ内中

ﾅｶﾉﾀﾞｲﾗﾁｭｳ 欠場 ﾔﾏﾉｳﾁﾁｭｳ 欠場

   1 長野東部中     52.68 高木 玲実(2) 宮崎 愛美(2) 水元 叶(2) 上垣外 奈緒(2)   1   1
   2 櫻ｹ岡中( A )     53.79 花﨑 万葉子(2) 五十嵐 凜(2) 丸山 こころ(1) 古川 絢梨(2)   3   1
   3 犀陵中( A )     54.07 関 あおい(2) 髙藤 世那(2) 中村 來央(2) 小池 愛美(2)   1   2
   4 柳町中( A )     54.41 北沢 妃愛華(2) 藤倉 かれん(2) 柳澤 亜美(1) 北沢 姫羅理(1)   2   1
   5 裾花中( A )     54.60 江守 凜乃(2) 有馬 希美佳(1) 平林 真奈(2) 髙橋 結愛(2)   1   3
   6 長野北部中     54.78 成田 彩乃(2) 宮原 舞(2) 栗田 実里子(2) 内藤 理木(2)   1   4
   7 更北中( A )     55.05 永原 柚凪(2) 伊東 里奈(2) 関口 ほの香(1) 池田 楓香(2)   1   5
   8 南宮中     55.09 大西 早紀(2) 栗林 月碧(2) 小林 奈津(2) 小林 弓珠(2)   2   2
   9 信大附属長野中     56.48 遠藤 蒼空(1) 佐藤 京子(2) 上原 有紗 竹村 萌恵(2)   2   3
  10 若穂中( A )     57.36 佐藤 日和(2) 北島 あかね(2) 酒井 ゆきね(2) 黒岩 玲水(2)   2   4
  11 裾花中( B )     58.60 矢﨑 留奈(1) 吉村 朋華(2) 小林 由依(1) 小林 凜(1)   3   2
  12 広徳中     58.76 青山 明日香(1) 榎本 遥日(1) 山口 愛珠(1) 駒木 希美(1)   3   3
  13 篠ﾉ井西中( C )     58.98 池田 直生(1) 青木 沙絵(1) 藤井 結菜(1) 石井 爽絵(1)   4   1
  14 柳町中( B )     59.46 中澤 里桜(2) 北村 真穂(2) 髙森 唯花(2) 大久保みなみ(2)   3   4
  15 犀陵中( C )     59.97 柏木 ひかる(1) 坂爪 美柚(1) 佐藤 つむぎ(1) 森田 夏未(1)   4   2
  16 犀陵中( B )   1,00.27 村山 琴美(2) 清水 加奈子(2) 髙橋 柚希(2) 山岸 彩乃(2)   4   3
  17 若穂中( B )   1,00.91 宮口 葵(2) 戸井田 香穂(2) 橋本 鈴(2) 佐藤 未空(2)   4   4
  18 更北中( B )   1,00.95 竹内 優唯(1) 北澤 紗暉(1) 宮島 永真(1) 古川 愉稀(2)   2   5
  19 若穂中( C )   1,04.81 小泉 星七(1) 黒川 心寧(1) 北嶌 彩希(1) 小山 葵(1)   4   5

ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2

中学女子

4×100mR

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考



決勝 10月7日 13:00

県記録(KR)          47.46

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 市立長野高   917 田村 純菜(1)     48.61 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ
  911 永原 朱夏(2)

ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ
  916 河田 璃音(1)

ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ
  925 太田 杏優(3)

ｵｵﾀ ｱﾕ
 2   2 松代高  1132 西 まりあ(1)     56.95 

ﾏﾂｼﾛｺｳ ﾆｼ ﾏﾘｱ
 1128 栁沢 風夏(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ
 1131 横田 和沙(1)

ﾖｺﾀ ﾅｷﾞｻ
 1126 清水 佑己奈(3)

ｼﾐｽﾞ ﾕｷﾅ

女子

4×100mR

決勝



決勝 10月7日  9:30

県中記録(CR)         1.75

青柳 真里奈(3)
ｱｵﾔｷﾞ ﾏﾘﾅ 堀金中
関 あおい(2)
ｾｷ ｱｵｲ 犀陵中
栗林 月碧(2)
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾙﾉｱ 南宮中
宮崎 愛美(2)
ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾐ 長野東部中
田中 笙奈(1)
ﾀﾅｶ ｾｲﾅ 南宮中
花﨑 万葉子(2)
ﾊﾅｻｷ ﾏｱｺ 櫻ヶ岡中
羽田 佳叶(2)
ﾊﾀ ｶﾅｳ 中野平中
栗田 実里子(2)
ｸﾘﾀ ﾏﾘｺ 長野北部中
宮下 華乃(3)
ﾐﾔｼﾀ ｶﾉ 坂城中
成田 彩乃(2)
ﾅﾘﾀ ｱﾔﾉ 長野北部中
山田 瞳(1)
ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾄﾐ 長野北部中
一之瀬 美結(2) 欠場
ｲﾁﾉｾ ﾐｭｰ 川中島中
金児 桜子(1) 欠場
ｶﾈｺ ｻｸﾗｺ 広徳中
小林 弓珠(2) 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞ 南宮中

中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55
1 13  6686

- - - - - O O O XXO XXX  1.50

2 10  5801
- - - O O O XO XXX  1.40

2 12  5067
- - - - - O XO XXX  1.40

4 11  5512
- - O O O O XXX  1.35

5 7  5069
- - O O O XO XXX  1.35

6 8  5446
O O O O XO XXO XXX  1.35

7 2  5133
O O O XXX  1.20

8 4  5663
O O XO XXX  1.20

9 5  4730
O O XXO XXX  1.20

10 1  5695
O XXX  1.10

11 6  5672
XO XXX  1.10

3  5970

9  6048

14  5062



決勝 10月7日 11:30

県小記録(PR)         4.75

藤沢 実瑠(5)   3.22   3.49   3.20    3.49 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾙ 長野市陸上教室   -2.1   -1.6   -2.7    -1.6
中村 のどか(5)   3.18   3.22   3.32    3.32 
ﾅｶﾑﾗ ﾉﾄﾞｶ 長野市陸上教室   -0.9   -0.7   -1.5    -1.5

決勝 10月7日 14:15

県中記録(CR)         5.74

牧内 愛実(1)   4.71   4.68   4.74    4.74 
ﾏｷｳﾁ ｱﾐ 坂城中   +0.1   +0.5   +0.4    +0.4
宮下 留花(1)   4.62   4.62   4.65    4.65 
ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ 坂城中   -0.5   +0.2   +0.8    +0.8
中村 來央(2)   4.49   4.40   4.49    4.49
ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ 犀陵中   +0.2   -0.1   +1.0    +0.2
富山 萌衣(1)   4.48   4.35   4.47    4.48 
ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ 坂城中   -0.2   +0.1   +0.7    -0.2
武田 結希(2)   4.22   4.21   4.09    4.22 
ﾀｹﾀﾞ ﾕｷ 櫻ヶ岡中   -0.2   -0.3   +0.8    -0.2
戸谷 春音(2)   3.91    X   4.22    4.22 
ﾄﾔ ﾊﾙﾈ 篠ノ井西中   -1.0   +1.0    +1.0
矢島 冴子(1)    X   4.19    X    4.19 
ﾔｼﾏ ｻｴｺ 長野北部中   +0.2    +0.2
石井 爽絵(1)   3.87   4.12   3.48    4.12 
ｲｼｲ ｻｴ 篠ノ井西中   -1.0   +0.9   +0.1    +0.9
小林 叶恵(2)   4.05   3.95   4.09    4.09 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅｴ 長野北部中   -0.5   +0.5   +0.4    +0.4
池田 咲音(2)   3.74   4.07   3.94    4.07 
ｲｹﾀﾞ ｻﾄ 南宮中   -1.1   +0.3   +0.4    +0.3
吉村 朋華(2)   4.03   3.98   3.91    4.03 
ﾖｼﾑﾗ ﾄﾓｶ 裾花中   -1.2   +0.1   +1.0    -1.2
花石 柚希(2)   3.78   3.88   4.02    4.02 
ﾊﾅｲｼ ﾕｷ 川中島中   -0.8   +0.8   -0.4    -0.4
高木 玲実(2)   3.56   4.02   3.64    4.02 
ﾀｶｷﾞ ﾚﾐ 長野東部中   -0.9   -0.2   -0.1    -0.2
中島 愛優(1)   3.47   4.01   3.85    4.01 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾕ 信大附属長野中   -0.8   +0.1   +1.1    +0.1
上野 愛生(2)    X   3.98   3.80    3.98 
ｳｴﾉ ｱｲﾅ 櫻ヶ岡中   +0.1    0.0    +0.1
工藤 奏美(2)   3.54   3.64   3.94    3.94 
ｸﾄﾞｳ ｶﾅﾐ 長野北部中   -1.1   -1.1   -0.6    -0.6
宮崎 若奈(2)   3.76   3.90    X    3.90 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾜｶﾅ 篠ノ井西中   -1.2   -0.6    -0.6
浦山 紗季(2)   3.82   3.88    X    3.88 
ｳﾗﾔﾅ ｻｷ 中野平中   -0.9   -0.1    -0.1
小林 奈津(2)   3.88   3.76   2.79    3.88 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂ 南宮中   -0.8   -0.7   +0.1    -0.8
山田 結楽(1)    X   3.86    X    3.86 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾗ 南宮中   +0.8    +0.8
藤澤 奈々美(2)   3.84   3.69   3.63    3.84 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾅﾅﾐ 東北中   +0.2   +0.1    0.0    +0.2
川上 優奈(1)   3.64   3.62   3.81    3.81 
ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾅ 川中島中   -2.3   -0.4   +0.2    +0.2
土屋 桃花(2)    X    X   3.77    3.77 
ﾂﾁﾔ ﾓﾓｶ 広徳中   -0.5    -0.5
坂爪 美柚(1)    X   3.40   3.76    3.76 
ｻｶﾂﾒ ﾐﾕ 犀陵中   -0.4   +0.4    +0.4
北沢 妃愛華(2)   3.70   3.33   3.24    3.70 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾒｶ 柳町中   -1.8   -0.5   +0.3    -1.8
藤森 紗月(1)   3.10   3.60   3.58    3.60 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾂｷ 更北中   -1.6   +0.6    0.0    +0.6
渡邊 美月(2)   3.56   3.49   3.56    3.56 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂｷ 東北中   -1.9   -0.7   -0.1    -1.9
坂口 美玖(1)   3.48   3.54   3.53    3.54 
ｻｶｸﾞﾁ ﾐｸ 広徳中   -1.6   +0.7   -0.3    +0.7
飯島 玲音(1)    X   3.22   3.54    3.54 
ｲｲｼﾞﾏ ﾚﾉﾝ 広徳中   +0.7   -0.6    -0.6

1 2    92

2 1    91

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

小学5･6年女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

29 17  6045

27 10  8719

28 23  6056

25 7  5405

26 18  5984

23 21  6063

24 13  5773

21 19  8718

22 15  5949

19 25  5061

20 32  5072

17 11  5865

18 30  5132

15 27  5449

16 20  5662

13 26  5509

14 41  6199

11 31  5763

12 22  5969

9 33  5667

10 16  5066

7 36  5671

8 24  5869

5 37  5448

6 35  5861

2 34  4734

4 38  4732

3 39  5802

1 40  4735
-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



柏木 ひかる(1)   3.49   3.22    X    3.49 
ｶｼﾜｷﾞ ﾋｶﾙ 犀陵中   -0.6   -0.8    -0.6
古川 愉稀(2)   3.44   3.48   3.39    3.48 
ﾌﾙｶﾜ ﾕｷ 更北中   -1.0   +0.6   +0.3    +0.6
深美 乃愛(1)   3.36   3.18   3.46    3.46 
ﾌｶﾐ ﾉｱ 篠ノ井西中   -1.5   -0.6   +0.1    +0.1
北島 あかね(2)   3.35   3.28   3.46    3.46 
ｷﾀｼﾞﾏ ｱｶﾈ 若穂中   -1.7   -0.2   +0.4    +0.4
佐藤 つむぎ(1)   3.43   3.37    X    3.43 
ｻﾄｳ ﾂﾑｷﾞ 犀陵中   -2.7   -0.7    -2.7
田中 玲奈(1)    X   3.24   3.22    3.24 
ﾀﾅｶ ﾚﾅ 山ノ内中   -0.1   +0.6    -0.1
橋本 鈴(2)   3.03   3.16   3.03    3.16 
ﾊｼﾓﾄ ﾘﾝ 若穂中   -1.5   -0.9   +0.6    -0.9
内堀 結衣(2)   2.71   3.11   2.56    3.11 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾕｲ 若穂中   -2.2   -0.6   +0.4    -0.6
大久保 みなみ(2)    X    X   2.66    2.66 
ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ 柳町中   +0.4    +0.4
山﨑 純花(1)    X    X    X 記録なし
ﾔﾏｻﾞｷ ｽﾐｶ 広徳中
中村 真子(2) 欠場
ﾅｶﾑﾗ ﾏｺ 篠ノ井東中
清水 優奈(1) 欠場
ｼﾐｽﾞ ﾕﾅ 中野平中

3  5821

28  5113

記録 備考

38 1  5400

9  8724

-1- -2- -6-

37 6  5907

35 8  5001

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -3- -4- -5-

36 4  5906

33 12  5903

34 5  5776

31 29  6019

32 14  5870

30 2  5775

中学女子

走幅跳

順位 試技



決勝 10月7日 14:00

県中記録(CR)        13.55

小山 莉穂(1)
ｺﾔﾏ ﾘﾎ 相森中
森田 夏未(1)
ﾓﾘﾀ ﾅﾂﾐ 犀陵中
小林 朋子(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ 中野平中
関 穂乃佳(1)
ｾｷ ﾎﾉｶ 山ノ内中
海谷 美悠(2)
ｶｲﾔ ﾐﾕ 中野平中
櫻井 花月(1)
ｻｸﾗｲ ｶﾂﾞｷ 坂城中
松野 璃乃花(1)
ﾏﾂﾉ ﾘﾉｶ 山ノ内中
山本 千和(2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾖﾘ 篠ノ井西中
北澤 紗暉(1)
ｷﾀｻﾞﾜ ｻｷ 更北中
白鳥 蒼空(1)
ｼﾗﾄﾘ ｿﾗ 川中島中
木鋪 花菜(2)
ｷｼｸ ﾊﾅ 長野東部中
宮口 葵(2)
ﾐﾔｸﾞﾁ ｱｵｲ 若穂中
北澤 菜々琉(2)
ｷﾀｻﾞﾜ ﾅﾅﾙ 若穂中
小泉 星七(1)
ｺｲｽﾞﾐ ｾﾅ 若穂中
山部 来未(2) 欠場
ﾔﾏﾍﾞ ｸﾙﾐ 若穂中
吉原 陽愛乃(2) 欠場
ﾖｼﾊﾗ ﾋﾅﾉ 篠ノ井西中

8  5856

  4.85 

4  5912

  4.86 

14 7  5895
 4.21  4.85  4.74

  4.90 

13 1  5904
 4.81  4.84  4.86

  5.62 

12 2  5909
 4.38  4.90  4.89

  5.69 

11 3  5510
 5.62  5.53  5.48

  6.05 

10 14  5952
 5.62  5.69  5.35

 6.06  5.58  5.51   6.21 

9 9  5983
 6.05  6.01  5.56

 6.09  6.13  6.27   6.27 

8 5  5863
 6.21  5.98  5.57

 6.48  6.53  6.54   6.77 

7 6  5003
 5.72  6.18  5.95

 6.93  6.65  6.63   6.93 

6 11  4736
 6.77  5.98  6.34

 5.36  7.43  7.36   7.53 

5 10  5129
 6.51  6.83  6.70

 7.53  7.85  7.48   7.85 

4 13  5000
 7.53  6.60  7.31

 7.93  7.85  7.68   8.22 

3 16  5130
 7.37  7.61  7.24

 8.26  7.22  7.48   8.46 

2 15  5774
  X  8.22  7.80

1 12  4920
 8.28  7.74  8.46

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学女子

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-
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