
大会コード 17171004 

平成２９年度長野県高等学校新人体育大会陸上競技大会 
第４６回長野県高等学校新人陸上競技対校選手権大会 
第２２回北信越高等学校新人陸上競技大会長野県予選会 

記 録 集 
期 日： 平成28年９月22日(金)・23日(土)・24日(日) 
会 場： 長野市営陸上競技場(172070） 
主 催： 長野県高等学校体育連盟・長野県教育委員会・（一財）長野陸上競技協会 
共 催： （公財）長野県体育協会 
後 援： 長野市教育委員会・信濃毎日新聞社 
主 管： 長野県高等学校体育連盟陸上競技専門部 
審判長： 大竹 義雄(ﾄﾗｯｸ）  浦野 義忠(跳躍）  伊藤 利博(投てき) 

    富松 健夫(混成）   
総 務： 細田 健司  内山 了治 
記録主任：葛城 光一 

■ この大会で樹立された記録
月日 種目 ラウンド 記録 氏名 男女 所属(学年) 従来の記録 備考 

9/22 4×100mR 予選 48秒04 
河田 璃音 
唐澤 花実 
田村 純菜 
永原 朱夏 

女 
市立長野(1) 
市立長野(1) 
市立長野(1) 
市立長野(2) 

48秒75 大会新 

9/22 5000mW 決勝 24分24秒01 落合 早峰 女 東海大諏訪(2) 24分59秒82 大会新 

9/22 4×100mR 準決勝 47秒55 
河田 璃音 
唐澤 花実 
田村 純菜 
永原 朱夏 

女 
市立長野(1) 
市立長野(1) 
市立長野(1) 
市立長野(2) 

48秒75 大会新 

9/22 4×100mR 準決勝 41秒85 
今西 康太 
中嶋  謙 
西村 陽杜 
小池 孝憲 

男 
松商学園(1) 
松商学園(2) 
松商学園(2) 
松商学園(2) 

42秒22 大会新 

9/23 4×100mR 決勝 47秒70 
河田 璃音 
唐澤 花実 
田村 純菜 
永原 朱夏 

女 
市立長野(1) 
市立長野(1) 
市立長野(1) 
市立長野(2) 

48秒75 大会新 

9/23 4×100mR 決勝 42秒02 
今西 康太 
中嶋  謙 
神田 来夢 
柳沢 直生 

男 
松商学園(1) 
松商学園(2) 
松商学園(2) 
松商学園(2) 

42秒22 大会新 

9/24 4×400mR 準決勝 ３分19秒36 
宮下  翼 
久保田 翔 
池田 翔紀 
児玉 悠作 

男 
市立長野(2) 
市立長野(2) 
市立長野(2) 
市立長野(2) 

３分19秒72 大会新 

9/24 200m 決勝 24秒67(+1.0) 河田 璃音 女 市立長野(1) 24秒72 
25秒16 

県高校新 
大会新 



■グラウンドコンディション 
月日 時刻 天候 風向 風速m/s 気温℃ 湿度％ 月日 時刻 天候 風向 風速m/s 気温℃ 湿度％ 

9/22 
(金) 

9:30 曇り 西 1.0 21.9 58.0 

9/23 
(土) 

9:20 曇り 北東 1.0 22.3 66.0 
10:00 曇り 南西 2.5 22.5 55.0 10:00 晴れ 東 1.2 23.2 63.0 
11:00 曇り 南 2.9 23.0 55.0 11:00 曇り 南西 1.2 24.2 60.0 
12:00 曇り 南西 2.4 23.6 52.0 12:00 曇り 南南東 1.6 25.2 59.0 
13:00 曇り 南 1.3 24.0 53.0 13:00 曇り 南南東 1.9 24.8 57.0 
14:00 曇り 南 2.2 24.0 54.0 14:00 曇り 北 1.9 25.4 57.0 
15:00 曇り 南東 1.6 24.3 53.0 15:00 曇り 北東 1.5 25.0 61.0 
16:00 曇り 南 1.8 23.9 55.0 16:00 曇り 北東 1.1 24.8 63.0  

月日 時刻 天候 風向 風速m/s 気温℃ 湿度％        

9/24 
(日) 

9:30 晴れ 北東 1.0 23.0 62.0        
10:00 晴れ 南 1.4 23.2 60.0        
11:00 晴れ 南東 1.6 24.5 54.0        
12:00 晴れ 東 0.8 25.4 50.0        
13:00 晴れ 東 1.2 26.0 47.0        
14:00 晴れ 北東 1.0 26.3 47.0        
15:00 晴れ 北北西 1.7 26.3 51.0        

 

 



第46回長野県高等学校新人陸上競技対校選手権大会                                  
　期日：平成29年9月22日（金）-24日（日）                                        

決勝記録一覧表
(KR:県高校新　GR:大会新) 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

09/23 女子  -1.2 河田 璃音(1) 12.43 田村 純菜(1) 12.58 今井 希生(2) 12.72 友田 有紀(1) 12.73 齊藤 雅(2) 12.79 小島 すずか(2) 12.81 唐澤 花実(1) 12.88 徳竹 美友(2) 12.93
100m 北信･市立長野 北信･市立長野 南信･東海大諏訪 中信･松商学園 中信･豊科 北信･長野日大 北信･市立長野 南信･東海大諏訪

09/24  +1.0 河田 璃音(1) 24.67 田村 純菜(1) 25.39 小島 すずか(2) 25.52 唐澤 花実(1) 25.56 三和 瑠夏(1) 25.71 齊藤 雅(2) 26.06 秋山 咲花(2) 26.20 今井 希生(2) 26.60
200m 北信･市立長野 KR/GR 北信･市立長野 北信･長野日大 北信･市立長野 中信･創造学園 中信･豊科 東信･岩村田 南信･東海大諏訪

09/22 樋口 虹夏(1) 58.16 三和 瑠夏(1) 58.41 内山 実音(1) 59.21 秋山 咲花(2) 59.22 下田 花菜(1) 59.35 小林 叶音(2) 59.36 金森 佑奈(2) 1,00.52 酒井 菜々美(2) 1,01.67
400m 中信･松商学園 中信･創造学園 北信･長野日大 東信･岩村田 北信･長野日大 南信･東海大諏訪 南信･伊那北 東信･上田染谷丘

09/24 中村 朱里(2) 2,16.05 内山 実音(1) 2,16.17 宮澤 美裕(1) 2,19.16 内堀 陽日(2) 2,19.30 真野 ひな帆(1) 2,22.76 酒井 菜々美(2) 2,24.35 京澤 夏子(2) 2,26.30 梅村 菜々子(2) 2,29.62
800m 北信･長野東 北信･長野日大 北信･長野日大 東信･上田染谷丘 中信･松本県ヶ丘 東信･上田染谷丘 南信･伊那北 東信･上田

09/22 藤岡 緩奈(2) 4,38.21 高木 更紗(1) 4,41.77 久保田 絢乃(1) 4,43.03 梅村 菜々子(2) 4,46.00 宮澤 花奈実(1) 4,53.42 宮澤 美裕(1) 4,56.53 仲條 夏葵(2) 4,56.96 杉村 奈津穂(2) 5,00.38
1500m 南信･東海大諏訪 北信･長野東 東信･上田 東信･上田 中信･松本深志 北信･長野日大 北信･飯山 中信･松本県ヶ丘

09/24 藤岡 緩奈(2) 9,48.81 久保田 絢乃(1) 9,51.05 和田 帆香(1) 9,56.68 梅村 菜々子(2) 9,57.76 臼田 悠花(2) 9,58.80 宮澤 花奈実(1) 10,25.28 飯嶋 華央(2) 10,26.11 仲條 夏葵(2) 10,32.31
3000m 南信･東海大諏訪 東信･上田 北信･長野東 東信･上田 北信･長野東 中信･松本深志 中信･松商学園 北信･飯山

09/22  -2.5 秋元 南乃(2) 14.80 林 千尋(1) 15.07 山崎 萌々子(2) 15.60 麻原 優花(1) 15.71 永原 朱夏(2) 15.74 田中 風紗音(1) 15.83 上條 のあ(2) 16.06 小林 尚美(2) 16.69
100mH(0.838m) 北信･市立長野 南信･上伊那農 北信･長野高専 中信･創造学園 北信･市立長野 東信･上田 中信･松本県ヶ丘 南信･諏訪実

09/23 山崎 萌々子(2) 1,03.90 金森 佑奈(2) 1,04.82 林 千尋(1) 1,05.67 齊藤 あやみ(2) 1,06.38 中島 瑠衣(2) 1,06.43 深澤 由惟(2) 1,06.46 田中 風紗音(1) 1,08.29 小林 あゆみ(1) 1,11.18
400mH(0.762m) 北信･長野高専 南信･伊那北 南信･上伊那農 北信･市立長野 南信･諏訪二葉 中信･松商学園 東信･上田 中信･創造学園

09/22 落合 早峰(2) 24,24.01 平澤 優佳(2) 26,11.27 原田 琴菜(2) 28,23.91 畑野 実優(1) 28,51.01 山﨑 心優(1) 30,04.62 塚田 絢子(1) 30,11.41 小林 美郷(2) 30,26.94 中藤 夏葵(1) 35,02.16
5000mW GR 南信･松川 北信･長野西 中信･創造学園 北信･長野東 東信･上田染谷丘 北信･更級農 中信･創造学園

09/23 市立長野       47.70 松商学園       49.34 長野日大       49.53 飯田       50.70 岩村田       50.73 創造学園       50.79 諏訪二葉       51.26 文化学園長野      51.66
4×100mR 河田 璃音(1) GR 深澤 由惟(2) 一由 恵利佳(2) 齊藤 由佳(2) 井出 凛生(1) 田中 愛(1) 中島 瑠衣(2) 田口 璃乃佳(2)

唐澤 花実(1) 友田 有紀(1) 小島 すずか(2) 島岡 日和(2) 廣川 紗良(2) 三和 瑠夏(1) 宮坂 育(1) 矢野 和(2)
田村 純菜(1) 内川 未久(1) 下田 花菜(1) 篠田 萌(2) 秋山 咲花(2) 小林 あゆみ(1) 宮坂 麻絢(1) 相澤 こごみ(1)
永原 朱夏(2) 樋口 虹夏(1) 春日 佑月(2) 宮下 真弥(1) 土屋 さくら(2) 麻原 優花(1) 宮澤 歩(2) 能瀬 麗捺(1)

09/24 長野日大     3,57.51 東海大諏訪     3,58.80 松商学園     3,59.71 市立長野     4,04.70 上伊那農     4,10.21 岩村田     4,12.70 下諏訪向陽     4,15.31 上田染谷丘     4,15.55
4×400mR 春日 佑月(2) 徳竹 美友(2) 深澤 由惟(2) 永原 朱夏(2) 小山 礼華(1) 井出 凛生(1) 天野 悠美(2) 酒井 菜々美(2)

内山 実音(1) 小林 叶音(2) 友田 有紀(1) 齊藤 あやみ(2) 加藤 こころ(1) 秋山 咲花(2) 鈴木 菜々花(2) 清水 思(2)
小島 すずか(2) 藤岡 緩奈(2) 内川 未久(1) 河田 璃音(1) 小林 紗耶加(2) 廣川 紗良(2) 百瀬 早姫(2) 内堀 陽日(2)
下田 花菜(1) 今井 希生(2) 樋口 虹夏(1) 田村 純菜(1) 林 千尋(1) 紫 美海(2) 若狹 藍子(2) 田川 実侑(2)

09/24 塩原 美里(2) 1.55 細尾 咲衣(1) 1.50 櫻井 裕梨(2) 1.45 能瀬 麗捺(1) 1.45 臼井 花(1) 1.45 戸谷 はるか(1) 1.45 小林 萌花(2) 1.45 濱 奏美(2) 1.40
走高跳 中信･松本県ヶ丘 北信･長野日大 東信･野沢北 北信･文化学園長野 北信･長野日大 北信･長野吉田 北信･長野清泉 南信･諏訪実

宇都宮 悠奈(1)
東信･小諸
土屋 みやび(2)
東信･上田西
北原 沙希(2)
南信･飯田風越
今井 歌乃(1)
南信･伊那弥生ヶ丘
百瀬 早姫(2)
南信･下諏訪向陽

09/23 北村 美結(2) 3.20 清水 愛奈(1) 2.60 三田 尚果(2) 2.30 有田 芽生(1) 2.30 北原 きらら(1) 南信･辰野 2.10
棒高跳 北信･長野工 南信･高遠 北信･長野清泉 中信･松本深志 中田 萌(2) 中信･松本深志

09/22 宮澤 歩(2) 5.52(+0.1) 田村 純菜(1) 5.20(-0.2) 長谷尾彩華(1)5.12(+1.6) 根橋 佑奈(2) 5.10(+2.4) 唐澤 純夏(1) 4.96(+0.9) 寺澤 舞歩(2) 4.95(+1.3) 小林 涼美(1) 4.93(+1.1) 加藤ほのか(1)4.91(+0.4)
走幅跳 南信･諏訪二葉 北信･市立長野 中信･大町岳陽 北信･長野日大 南信･上伊那農 北信･長野商 北信･飯山 南信･上伊那農

09/24 宮澤 歩(2) 11.90(-0.2) 山岸 萌香(1) 10.62(0.0) 塩原 美里(2)10.45(-1.3) 根橋 佑奈(2) 10.33(0.0) 伊藤 絵夢(2)10.28(-0.8) 土屋さくら(2)10.27(0.0) 永原 朱夏(2)10.27(-1.8) 唐澤 純夏(1) 10.17(0.0)
三段跳 南信･諏訪二葉 北信･飯山 中信･松本県ヶ丘 北信･長野日大 南信･諏訪実 東信･岩村田 北信･市立長野 南信･上伊那農

09/23 巾 こと美(2) 11.63 小林 弥希(1) 11.11 藤本 優佳(2) 10.62 臼井 華(1) 10.45 溝口 佳歩(1) 9.66 金子 真菜(2) 9.64 梅田 佳奈(2) 9.11 酒井 美咲(1) 8.76
砲丸投(4.000kg) 中信･木曽青峰 中信･松商学園 中信･木曽青峰 北信･更級農 東信･佐久長聖 南信･諏訪実 東信･野沢北 東信･丸子修学館

09/24 溝口 佳歩(1) 33.02 小林 幸音(1) 32.42 巾 こと美(2) 31.17 小平 美来(2) 30.41 武藤 衣里加(2) 29.47 藤本 優佳(2) 29.25 酒井 美咲(1) 27.26 坂井 美藍(1) 26.27
円盤投(1.000kg) 東信･佐久長聖 北信･飯山 中信･木曽青峰 東信･野沢南 東信･野沢南 中信･木曽青峰 東信･丸子修学館 東信･上田染谷丘

09/23 藤本 優佳(2) 34.59 高橋 朋美(1) 33.66 小林 幸音(1) 30.97 渡利 美穂(1) 30.61 若林 咲理菜(1) 25.52 石井 愛音(1) 24.37 梅田 佳奈(2) 23.99 青島 まど華(2) 22.68
ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg) 中信･木曽青峰 中信･創造学園 北信･飯山 北信･更級農 南信･上伊那農 中信･創造学園 東信･野沢北 中信･木曽青峰

09/22 巾 こと美(2) 41.01 松本 優花(1) 35.72 北野 緋菜(2) 35.40 犬飼 楓(1) 34.46 横田 和沙(1) 33.30 林 実玲(1) 32.27 原野 茉優(1) 28.54 上野 七美(2) 28.01
やり投(0.600kg) 中信･木曽青峰 北信･更級農 南信･阿南 東信･小諸 北信･松代 東信･野沢北 東信･小諸 北信･中野立志館

09/24 秋元 南乃(2) 3792 鈴木 菜々花(2) 3548 齊藤 由佳(2) 3517 武江 こころ(2) 3485 清水 思(2) 3465 山田 真菜(1) 3457 上條 のあ(2) 3333 田中 愛(1) 3277
七種競技 北信･市立長野 南信･下諏訪向陽 南信･飯田 北信･長野西 東信･上田染谷丘 北信･長野日大 中信･松本県ヶ丘 中信･創造学園

市立長野 長野日大 東海大諏訪 木曽青峰 松商学園 創造学園 長野東 上田
学校対校 84 73 42 40 38 37 29 29

南信･東海大諏訪



女子対校得点集計表 2017/9/24

トラック 種目別順位分布 フィールド 種目別順位分布 総 合 種目別順位分布

順　位 （１位数～８位数） 順　位 （１位数～８位数） 順 位 Ｔ Ｆ 混 （１位数～８位数）

1 市立長野 67 42031010 1 木曽青峰 40 30200101 1 市立長野 84 67 9 8 53031020

2 長野日大 49 11401200 2 飯山 22 2100010 2 長野日大 73 49 21 3 12422300

3 東海大諏訪 42 31100102 3 長野日大 21 1021000 3 東海大諏訪 42 42 0 0 31100102

4 松商学園 31 11110110 4 更級農業 17 1020000 4 木曽青峰 40 0 40 0 30200101

5 長野東 29 11102000 5 諏訪二葉 16 20000000 5 松商学園 38 31 7 0 12110110

6 上田 29 1120111 6 松本県ヶ丘 14 10100000 6 創造学園 37 26 10 1 2021203

7 創造学園 26 1021102 7 野沢北 13 100120 7 長野東 29 29 0 0 11102000

8 上伊那農業 17 1101000 8 佐久長聖 12 10001000 8 上田 29 29 0 0 1120111

9 長野高専 14 10100000 9 創造学園 10 1000100 9 上伊那農業 27 17 10 0 1103002

10 岩村田 14 11110 10 上伊那農業 10 2002 10 飯山 25 3 22 0 2100021

11 上田染谷丘 13 10202 11 市立長野 9 1000010 11 松本県ヶ丘 23 7 14 2 10101021

12 伊那北 11 1000020 12 野沢南 9 11000 12 諏訪二葉 22 6 16 0 20001010

13 松川 7 1000000 13 松本深志 8.5 11000 13 更級農業 19 2 17 0 1020010

14 松本深志 7 1100 14 長野工業 8 10000000 14 上田染谷丘 19 13 2 4 11212

14 豊科 7 1100 15 長野清泉 8 100010 15 岩村田 17 14 3 0 11210

内　　訳
高　校　名 得点 高　校　名 得点 高　校　名 得点



予選 9月22日 16:25
準決勝 9月23日 11:15
決勝 9月23日 12:55

大会記録(GR)        12.28

[ 1組] 風速 -2.4 [ 2組] 風速 -1.9

 1 田村 純菜(1) 北信     12.74 Q  1 河田 璃音(1) 北信     12.45 Q
ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 市立長野 ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 市立長野

 2 齊藤 雅(2) 中信     13.01 Q  2 廣川 紗良(2) 東信     12.95 Q
ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 豊科 ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 岩村田

 3 徳竹 美友(2) 南信     13.04 Q  3 一由 恵利佳(2) 北信     13.21 Q
ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ 東海大諏訪 ｲﾁﾖｼ ｴﾘｶ 長野日大

 4 小尾 友音(2) 中信     13.38  4 中村 夢見子(1) 中信     13.28 q
ｵﾋﾞ ﾕｳﾅ 塩尻志学館 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ 木曽青峰

 5 宮下 真弥(1) 南信     13.51  5 林 千尋(1) 南信     13.38 
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 飯田 ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 上伊那農

 6 荒井 菜々実(1) 東信     13.58  6 島岡 日和(2) 南信     13.45 
ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 佐久長聖 ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ 飯田

 7 田口 璃乃佳(2) 北信     13.66  7 西入 由実(2) 東信     14.10 
ﾀｸﾞﾁ ﾘﾉｶ 文化学園長野 ﾆｼｲﾘ ﾕﾐ 小諸

 8 児玉 菜緒(1) 東信     13.78 三和 瑠夏(1) 中信
ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ 上田 ﾐﾜ ﾙﾅ 創造学園

[ 3組] 風速 -2.1 [ 4組] 風速 -1.7

 1 小島 すずか(2) 北信     12.90 Q  1 友田 有紀(1) 中信     12.71 Q
ｺｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 長野日大 ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 松商学園

 2 安坂侑莉菜(1) 中信     13.29 Q  2 唐澤 花実(1) 北信     12.85 Q
ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 松本美須々ヶ丘 ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 市立長野

 3 松村 紫乃(2) 南信     13.30 Q  3 今井 希生(2) 南信     12.88 Q
ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ 飯田風越 ｲﾏｲ ｷｷ 東海大諏訪

 4 内川 未久(1) 中信     13.35 q  4 春日 佑月(2) 北信     13.19 q
ｳﾁｶﾜ ﾐｸ 松商学園 ｶｽｶﾞ ﾕﾂﾞｷ 長野日大

 5 寺澤 舞歩(2) 北信     13.36 q  5 北澤 優里愛(1) 中信     13.49 
ﾃﾗｻﾜ ﾏﾎ 長野商 ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾘｱ 松本県ヶ丘

 6 酒井 夢実(2) 東信     13.37  6 大塚 七星(1) 東信     13.50 
ｻｶｲ ﾕﾒﾐ 小諸 ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ 野沢南

 7 掛川 莉里(1) 東信     14.42  7 井出 凛生(1) 東信     13.55 
ｶｹｶﾞﾜ ﾘﾘ 佐久長聖 ｲﾃﾞ ﾘｵ 岩村田
宮澤 歩(2) 南信  8 宮坂 育(1) 南信     13.59 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 諏訪二葉 ﾐﾔｻｶ ｲｸ 諏訪二葉

[ 1組] 風速 -1.1 [ 2組] 風速 -1.8

 1 河田 璃音(1) 北信     12.59 Q  1 田村 純菜(1) 北信     12.87 Q
ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 市立長野 ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 市立長野

 2 今井 希生(2) 南信     12.87 Q  2 友田 有紀(1) 中信     12.98 Q
ｲﾏｲ ｷｷ 東海大諏訪 ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 松商学園

 3 小島 すずか(2) 北信     12.94 Q  3 齊藤 雅(2) 中信     13.10 Q
ｺｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 長野日大 ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 豊科

 4 唐澤 花実(1) 北信     12.95 q  4 徳竹 美友(2) 南信     13.24 q
ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 市立長野 ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ 東海大諏訪

 5 春日 佑月(2) 北信     13.28  5 廣川 紗良(2) 東信     13.27 
ｶｽｶﾞ ﾕﾂﾞｷ 長野日大 ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 岩村田

 6 安坂侑莉菜(1) 中信     13.38  6 一由 恵利佳(2) 北信     13.41 
ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 松本美須々ヶ丘 ｲﾁﾖｼ ｴﾘｶ 長野日大

 7 松村 紫乃(2) 南信     13.42  7 寺澤 舞歩(2) 北信     13.47 
ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ 飯田風越 ﾃﾗｻﾜ ﾏﾎ 長野商

 8 内川 未久(1) 中信     13.55 中村 夢見子(1) 中信
ｳﾁｶﾜ ﾐｸ 松商学園 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ 木曽青峰

風速 -1.2

 1 河田 璃音(1) 北信     12.43 
ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 市立長野

 2 田村 純菜(1) 北信     12.58 
ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 市立長野

 3 今井 希生(2) 南信     12.72 
ｲﾏｲ ｷｷ 東海大諏訪

 4 友田 有紀(1) 中信     12.73 
ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 松商学園

 5 齊藤 雅(2) 中信     12.79 
ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 豊科

 6 小島 すずか(2) 北信     12.81 
ｺｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 長野日大

 7 唐澤 花実(1) 北信     12.88 
ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 市立長野

 8 徳竹 美友(2) 南信     12.93 
ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ 東海大諏訪

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
5   917

2  1995

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

 1303

7    32

8  1608

9   982

4  1415

3   416

6

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考 記録／備考
8   916

9  1275

6   953

7  1574

2   231

4   407

5  1334

3  1979
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
6   959

3  1833

9   456

5  1961

4   850

8  1333

2  1308

7    86
欠場

氏  名 所属名 記録／備考
6  1962

5   915

2    33

9   958

8  1805

3  1248

7  1280

記録／備考

4    90

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

6   916

8    33

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

7   959

5   915

2   958

4  1833

9   456

3  1961

順 ﾚｰﾝ No.

5  1995

6  1275

所属名 記録／備考
4   917

7  1962

氏  名

9    32

8   953

3  1574

2   850

棄権

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   916

7   917

5    33

4  1962

8  1995

9   959

3   915

2    32



予選 9月24日 10:55
準決勝 9月24日 12:25
決勝 9月24日 13:40

大会記録(GR)        25.20

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 -0.4

 1 唐澤 花実(1) 北信     26.26 Q  1 河田 璃音(1) 北信     25.72 Q
ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 市立長野 ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 市立長野

 2 友田 有紀(1) 中信     26.78 Q  2 樋口 虹夏(1) 中信     26.82 Q
ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 松商学園 ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ 松商学園

 3 下田 花菜(1) 北信     27.03 Q  3 小尾 友音(2) 中信     27.18 Q
ｼﾓﾀ ﾊﾅ 長野日大 ｵﾋﾞ ﾕｳﾅ 塩尻志学館

 4 小林 靜句(2) 南信     27.36  4 宮下 真弥(1) 南信     27.39 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｽﾞｸ 岡谷南 ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 飯田

 5 小林 叶音(2) 南信     27.36  5 徳竹 美友(2) 南信     27.48 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 東海大諏訪 ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ 東海大諏訪

 6 大塚 七星(1) 東信     27.88  6 横須賀 玲奈(1) 東信     27.70 
ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ 野沢南 ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ 佐久長聖
中村 夢見子(1) 中信  7 髙野 蓮華(2) 北信     28.05 
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ 木曽青峰 ﾀｶﾉ ﾚﾝｶ 更級農
廣川 紗良(2) 東信 酒井 菜々美(2) 東信
ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 岩村田 ｻｶｲ ﾅﾅﾐ 上田染谷丘

[ 3組] 風速 +0.2 [ 4組] 風速 +0.3

 1 田村 純菜(1) 北信     25.79 Q  1 小島 すずか(2) 北信     26.19 Q
ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 市立長野 ｺｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 長野日大

 2 齊藤 雅(2) 中信     26.44 Q  2 三和 瑠夏(1) 中信     26.54 Q
ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 豊科 ﾐﾜ ﾙﾅ 創造学園

 3 今井 希生(2) 南信     26.51 Q  3 秋山 咲花(2) 東信     26.67 Q
ｲﾏｲ ｷｷ 東海大諏訪 ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ 岩村田

 4 一由 恵利佳(2) 北信     27.13 q  4 山崎 萌々子(2) 北信     26.90 q
ｲﾁﾖｼ ｴﾘｶ 長野日大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 長野高専

 5 安坂侑莉菜(1) 中信     27.22 q  5 金森 佑奈(2) 南信     27.32 
ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 松本美須々ヶ丘 ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 伊那北

 6 酒井 夢実(2) 東信     27.31 q  6 児玉 菜緒(1) 東信     27.49 
ｻｶｲ ﾕﾒﾐ 小諸 ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ 上田

 7 荒井 菜々実(1) 東信     27.36  7 内川 未久(1) 中信     27.67 
ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 佐久長聖 ｳﾁｶﾜ ﾐｸ 松商学園

 8 小山 礼華(1) 南信     27.90  8 半田 永遠(2) 南信     28.26 
ｺﾔﾏ ｱﾔｶ 上伊那農 ﾊﾝﾀﾞ ﾄﾜ 辰野

[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速  0.0

 1 田村 純菜(1) 北信     25.51 Q  1 河田 璃音(1) 北信     25.38 Q
ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 市立長野 ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 市立長野

 2 三和 瑠夏(1) 中信     25.96 Q  2 唐澤 花実(1) 北信     26.03 Q
ﾐﾜ ﾙﾅ 創造学園 ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 市立長野

 3 小島 すずか(2) 北信     25.98 Q  3 齊藤 雅(2) 中信     26.54 Q
ｺｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 長野日大 ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 豊科

 4 秋山 咲花(2) 東信     26.24 q  4 今井 希生(2) 南信     26.79 q
ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ 岩村田 ｲﾏｲ ｷｷ 東海大諏訪

 5 酒井 夢実(2) 東信     26.96  5 小尾 友音(2) 中信     26.98 
ｻｶｲ ﾕﾒﾐ 小諸 ｵﾋﾞ ﾕｳﾅ 塩尻志学館

 6 安坂侑莉菜(1) 中信     27.08  6 山崎 萌々子(2) 北信     26.99 
ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 松本美須々ヶ丘 ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 長野高専
友田 有紀(1) 中信  7 一由 恵利佳(2) 北信     27.21 
ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 松商学園 ｲﾁﾖｼ ｴﾘｶ 長野日大
下田 花菜(1) 北信 樋口 虹夏(1) 中信
ｼﾓﾀ ﾊﾅ 長野日大 ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ 松商学園

風速 +1.0

 1 河田 璃音(1) 北信     24.67 
ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 市立長野

 2 田村 純菜(1) 北信     25.39 
ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 市立長野

 3 小島 すずか(2) 北信     25.52 
ｺｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 長野日大

 4 唐澤 花実(1) 北信     25.56 
ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 市立長野

 5 三和 瑠夏(1) 中信     25.71 
ﾐﾜ ﾙﾅ 創造学園

 6 齊藤 雅(2) 中信     26.06 
ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 豊科

 7 秋山 咲花(2) 東信     26.20 
ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ 岩村田

 8 今井 希生(2) 南信     26.60 
ｲﾏｲ ｷｷ 東海大諏訪

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
4   915

3  1962

女子

200m

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

 1248

6   950

2   184

7  1574
欠場

9  1275

8    31

5

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考 記録／備考
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9   416
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欠場

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

4   209

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

7   917
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
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5  1962
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8   950

順 ﾚｰﾝ No.
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所属名 記録／備考
4   916

7   915

氏  名

9    33

3  3502

6  1960

2   953
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決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

棄権

4   916
県高校新

6   917

8   959

7   915

5  1979

9  1995

3  1273

2    33



予選 9月22日 10:55
準決勝 9月22日 12:55
決勝 9月22日 15:05

大会記録(GR)        56.50

[ 1組] [ 2組]

 1 秋山 咲花(2) 東信   1,00.88 Q  1 下田 花菜(1) 北信   1,01.63 Q
ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ 岩村田 ｼﾓﾀ ﾊﾅ 長野日大

 2 金森 佑奈(2) 南信   1,01.87 Q  2 金井 向日葵(2) 中信   1,02.27 Q
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 伊那北 ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ 松本蟻ヶ崎

 3 武江 こころ(2) 北信   1,02.77 Q  3 酒井 菜々美(2) 東信   1,02.27 Q
ﾀｹｴ ｺｺﾛ 長野西 ｻｶｲ ﾅﾅﾐ 上田染谷丘

 4 齊藤 あやみ(2) 北信   1,04.42  4 天野 悠美(2) 南信   1,02.95 q
ｻｲﾄｳ ｱﾔﾐ 市立長野 ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ 下諏訪向陽

 5 小山 礼華(1) 南信   1,04.67  5 篠田 萌(2) 南信   1,03.68 
ｺﾔﾏ ｱﾔｶ 上伊那農 ｼﾉﾀﾞ ﾓｴ 飯田

 6 真野 ひな帆(1) 中信   1,05.04  6 安元 実佑(2) 中信   1,04.64 
ﾏﾉ ﾋﾅﾎ 松本県ヶ丘 ﾔｽﾓﾄ ﾐﾕ 松商学園

 7 安藤 あかり(2) 東信   1,05.27  7 大塚 七星(1) 東信   1,04.71 
ｱﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ 野沢北 ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ 野沢南
深澤 由惟(2) 中信  8 近藤 愛(2) 北信   1,06.85 
ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ 松商学園 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｲ 長野

[ 3組] [ 4組]

 1 樋口 虹夏(1) 中信   1,01.60 Q  1 小林 叶音(2) 南信     59.68 Q
ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ 松商学園 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 東海大諏訪

 2 内山 実音(1) 北信   1,01.92 Q  2 三和 瑠夏(1) 中信   1,01.50 Q
ｳﾁﾔﾏ ﾐｵﾝ 長野日大 ﾐﾜ ﾙﾅ 創造学園

 3 横須賀 玲奈(1) 東信   1,02.72 Q  3 内堀 陽日(2) 東信   1,02.30 Q
ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ 佐久長聖 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾋ 上田染谷丘

 4 池上 葵(2) 南信   1,02.83 q  4 中村 朱里(2) 北信   1,02.45 q
ｲｹｶﾞﾐ ｱｵｲ 伊那北 ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 長野東

 5 原田 未朱(2) 南信   1,03.31 q  5 井出 凛生(1) 東信   1,03.85 
ﾊﾗﾀﾞ ﾐｼｭ 松川 ｲﾃﾞ ﾘｵ 岩村田

 6 三田 尚果(2) 北信   1,06.20  6 牧野 明日香(2) 南信   1,04.79 
ﾐﾀ ﾅｵｶ 長野清泉 ﾏｷﾉ ｱｽｶ 松川

 7 濱 綾華(1) 中信   1,08.45  7 降幡 茉由(1) 中信   1,06.92 
ﾊﾏ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎 ﾌﾙﾊﾀ ﾏﾕ 大町岳陽
酒井 夢実(2) 東信 矢野 和(2) 北信
ｻｶｲ ﾕﾒﾐ 小諸 ﾔﾉ ﾉﾄﾞｶ 文化学園長野

[ 1組] [ 2組]

 1 樋口 虹夏(1) 中信   1,00.65 Q  1 小林 叶音(2) 南信     59.83 Q
ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ 松商学園 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 東海大諏訪

 2 秋山 咲花(2) 東信   1,00.75 Q  2 三和 瑠夏(1) 中信   1,00.69 Q
ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ 岩村田 ﾐﾜ ﾙﾅ 創造学園

 3 内山 実音(1) 北信   1,00.77 Q  3 下田 花菜(1) 北信   1,01.18 Q
ｳﾁﾔﾏ ﾐｵﾝ 長野日大 ｼﾓﾀ ﾊﾅ 長野日大

 4 金森 佑奈(2) 南信   1,00.87 q  4 酒井 菜々美(2) 東信   1,01.39 q
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 伊那北 ｻｶｲ ﾅﾅﾐ 上田染谷丘

 5 内堀 陽日(2) 東信   1,01.87  5 武江 こころ(2) 北信   1,02.11 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾋ 上田染谷丘 ﾀｹｴ ｺｺﾛ 長野西

 6 横須賀 玲奈(1) 東信   1,02.31  6 金井 向日葵(2) 中信   1,03.02 
ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ 佐久長聖 ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ 松本蟻ヶ崎

 7 中村 朱里(2) 北信   1,02.54  7 池上 葵(2) 南信   1,03.02 
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 長野東 ｲｹｶﾞﾐ ｱｵｲ 伊那北

 8 天野 悠美(2) 南信   1,03.64  8 原田 未朱(2) 南信   1,03.29 
ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ 下諏訪向陽 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｼｭ 松川

 1 樋口 虹夏(1) 中信     58.16 
ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ 松商学園

 2 三和 瑠夏(1) 中信     58.41 
ﾐﾜ ﾙﾅ 創造学園

 3 内山 実音(1) 北信     59.21 
ｳﾁﾔﾏ ﾐｵﾝ 長野日大

 4 秋山 咲花(2) 東信     59.22 
ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ 岩村田

 5 下田 花菜(1) 北信     59.35 
ｼﾓﾀ ﾊﾅ 長野日大

 6 小林 叶音(2) 南信     59.36 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 東海大諏訪

 7 金森 佑奈(2) 南信   1,00.52 
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 伊那北

 8 酒井 菜々美(2) 東信   1,01.67 
ｻｶｲ ﾅﾅﾐ 上田染谷丘
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予選 9月23日 11:35
準決勝 9月23日 13:10
決勝 9月24日 13:20

大会記録(GR)      2,11.92

[ 1組] [ 2組]

 1 田川 実侑(2) 東信   2,29.21 Q  1 山田 好恵(1) 中信   2,26.85 Q
ﾀｶﾞﾜ ﾐﾕｳ 上田染谷丘 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾉｴ 松商学園

 2 梅村 菜々子(2) 東信   2,29.24 Q  2 真野 ひな帆(1) 中信   2,27.21 Q
ｳﾒﾑﾗ ﾅﾅｺ 上田 ﾏﾉ ﾋﾅﾎ 松本県ヶ丘

 3 小岸 馨(1) 中信   2,29.79 Q  3 酒井 菜々美(2) 東信   2,27.21 Q
ｺｷﾞｼ ｶｵﾙ 松本深志 ｻｶｲ ﾅﾅﾐ 上田染谷丘

 4 中島 有希(2) 北信   2,30.28  4 碓氷 眞子(1) 東信   2,27.24 q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 須坂 ｳｽｲ ﾏｺ 野沢北

 5 田中 実菜子(1) 南信   2,32.09  5 土屋 槻里子(1) 北信   2,27.91 q
ﾀﾅｶ ﾐﾅｺ 諏訪二葉 ﾂﾁﾔ ｷﾘｺ 長野商

 6 小平 夢加(1) 南信   2,34.43  6 宮澤 紅葉(1) 南信   2,28.51 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾒｶ 上伊那農 ﾐﾔｻﾞﾜ ｸﾚﾊ 辰野
萩谷 楓(2) 北信  7 宮下 喜久美(2) 南信   2,35.45 
ﾊｷﾞﾀﾆ ｶｴﾃﾞ 長野東 ﾐﾔｼﾀ ｷｸﾐ 赤穂
宮坂 梨乃(2) 中信 高安 結衣(2) 北信
ﾐﾔｻｶ ﾘﾉ 創造学園 ﾀｶﾔｽ ﾕｲ 長野東

[ 3組] [ 4組]

 1 内山 実音(1) 北信   2,27.31 Q  1 中村 朱里(2) 北信   2,21.01 Q
ｳﾁﾔﾏ ﾐｵﾝ 長野日大 ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 長野東

 2 中林 知紗(2) 南信   2,27.40 Q  2 宮澤 美裕(1) 北信   2,23.04 Q
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾁｻ 伊那北 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾕ 長野日大

 3 杉村 奈津穂(2) 中信   2,27.46 Q  3 内堀 陽日(2) 東信   2,24.06 Q
ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾂﾎ 松本県ヶ丘 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾋ 上田染谷丘

 4 大橋 朱里(2) 北信   2,27.58 q  4 京澤 夏子(2) 南信   2,24.43 q
ｵｵﾊｼ ｱｶﾘ 長野高専 ｷｮｳｻﾜ ﾅﾂｺ 伊那北

 5 三浦 元海(1) 東信   2,30.84  5 安永 友麻(1) 中信   2,29.79 
ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ 野沢北 ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳﾏ 松本県ヶ丘

 6 高坂 珠実(1) 中信   2,31.80  6 田近 亜紀(2) 中信   2,30.73 
ｺｳｻｶ ﾀﾏﾐ 松本蟻ヶ崎 ﾀﾁﾞｶ ｱｷ 塩尻志学館

 7 仲田 ほの(2) 南信   2,33.75  7 永渡 真悠子(1) 東信   2,34.04 
ﾅｶﾀ ﾎﾉ 飯田風越 ﾅｶﾞﾜﾀﾘ ﾏﾕｺ 上田
秋山 咲花(2) 東信
ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ 岩村田

[ 1組] [ 2組]

 1 中村 朱里(2) 北信   2,18.32 Q  1 内山 実音(1) 北信   2,22.61 Q
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 長野東 ｳﾁﾔﾏ ﾐｵﾝ 長野日大

 2 宮澤 美裕(1) 北信   2,20.25 Q  2 酒井 菜々美(2) 東信   2,24.85 Q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾕ 長野日大 ｻｶｲ ﾅﾅﾐ 上田染谷丘

 3 内堀 陽日(2) 東信   2,22.53 Q  3 真野 ひな帆(1) 中信   2,25.30 Q
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾋ 上田染谷丘 ﾏﾉ ﾋﾅﾎ 松本県ヶ丘

 4 梅村 菜々子(2) 東信   2,23.43 q  4 碓氷 眞子(1) 東信   2,28.41 
ｳﾒﾑﾗ ﾅﾅｺ 上田 ｳｽｲ ﾏｺ 野沢北

 5 京澤 夏子(2) 南信   2,24.72 q  5 大橋 朱里(2) 北信   2,29.88 
ｷｮｳｻﾜ ﾅﾂｺ 伊那北 ｵｵﾊｼ ｱｶﾘ 長野高専

 6 杉村 奈津穂(2) 中信   2,29.63  6 小岸 馨(1) 中信   2,31.98 
ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾂﾎ 松本県ヶ丘 ｺｷﾞｼ ｶｵﾙ 松本深志

 7 田川 実侑(2) 東信   2,30.24  7 山田 好恵(1) 中信   2,33.40 
ﾀｶﾞﾜ ﾐﾕｳ 上田染谷丘 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾉｴ 松商学園

 8 土屋 槻里子(1) 北信   2,32.62  8 中林 知紗(2) 南信   2,36.25 
ﾂﾁﾔ ｷﾘｺ 長野商 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾁｻ 伊那北

 1 中村 朱里(2) 北信   2,16.05 
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 長野東

 2 内山 実音(1) 北信   2,16.17 
ｳﾁﾔﾏ ﾐｵﾝ 長野日大

 3 宮澤 美裕(1) 北信   2,19.16 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾕ 長野日大

 4 内堀 陽日(2) 東信   2,19.30 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾋ 上田染谷丘

 5 真野 ひな帆(1) 中信   2,22.76 
ﾏﾉ ﾋﾅﾎ 松本県ヶ丘

 6 酒井 菜々美(2) 東信   2,24.35 
ｻｶｲ ﾅﾅﾐ 上田染谷丘

 7 京澤 夏子(2) 南信   2,26.30 
ｷｮｳｻﾜ ﾅﾂｺ 伊那北

 8 梅村 菜々子(2) 東信   2,29.62 
ｳﾒﾑﾗ ﾅﾅｺ 上田
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予選 9月22日 12:25
決勝 9月22日 16:10

大会記録(GR)      4,32.71

[ 1組] [ 2組]

 1 高木 更紗(1) 北信   4,44.80 Q  1 藤岡 緩奈(2) 南信   4,39.75 Q
ﾀｶｷﾞ ｻﾗｻ 長野東 ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ 東海大諏訪

 2 久保田 絢乃(1) 東信   4,46.41 Q  2 宮澤 美裕(1) 北信   4,52.32 Q
ｸﾎﾞﾀ ｱﾔﾉ 上田 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾕ 長野日大

 3 杉村 奈津穂(2) 中信   4,50.69 Q  3 宮澤 花奈実(1) 中信   4,52.90 Q
ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾂﾎ 松本県ヶ丘 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 松本深志

 4 佐藤 千晶(1) 南信   4,58.46 q  4 日比 まひろ(2) 東信   4,54.75 q
ｻﾄｳ ﾁｱｷ 諏訪二葉 ﾋﾋﾞ ﾏﾋﾛ 上田

 5 京澤 夏子(2) 南信   4,58.83 q  5 平出 藍未(1) 南信   4,58.93 
ｷｮｳｻﾜ ﾅﾂｺ 伊那北 ﾋﾗｲﾃﾞ ｱｲﾐ 諏訪二葉

 6 蛭田 杏(2) 中信   4,59.43  6 碓氷 眞子(1) 東信   4,59.73 
ﾋﾙﾀ ｱﾝ 松本蟻ヶ崎 ｳｽｲ ﾏｺ 野沢北

 7 田川 実侑(2) 東信   5,05.62  7 高坂 珠実(1) 中信   5,10.45 
ﾀｶﾞﾜ ﾐﾕｳ 上田染谷丘 ｺｳｻｶ ﾀﾏﾐ 松本蟻ヶ崎

 8 大橋 朱里(2) 北信   5,10.88  8 若狹 藍子(2) 南信   5,19.10 
ｵｵﾊｼ ｱｶﾘ 長野高専 ﾜｶｻ ｱｲｺ 下諏訪向陽

 9 中島 有希(2) 北信   5,15.05 塚田 絢子(1) 東信
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 須坂 ﾂｶﾀﾞ ｱﾔｺ 上田染谷丘
稲垣 和奏(1) 南信 田近 亜紀(2) 中信
ｲﾅｶﾞｷ ﾜｶﾅ 東海大諏訪 ﾀﾁﾞｶ ｱｷ 塩尻志学館
宮坂 梨乃(2) 中信 唐澤 七瀬(2) 北信
ﾐﾔｻｶ ﾘﾉ 創造学園 ｶﾗｻﾜ ﾅﾅｾ 長野東

[ 3組]

 1 梅村 菜々子(2) 東信   4,57.31 Q
ｳﾒﾑﾗ ﾅﾅｺ 上田

 2 仲條 夏葵(2) 北信   4,58.20 Q
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾅﾂｷ 飯山

 3 飯嶋 華央(2) 中信   4,59.16 Q
ｲｲｼﾞﾏ ｶｵ 松商学園

 4 田中 実菜子(1) 南信   5,04.84 
ﾀﾅｶ ﾐﾅｺ 諏訪二葉

 5 堀内 あかり(1) 北信   5,06.08 
ﾎﾘｳﾁ ｱｶﾘ 長野日大

 6 宮澤 紅葉(1) 南信   5,08.93 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｸﾚﾊ 辰野

 7 伊藤 花織(1) 中信   5,11.31 
ｲﾄｳ ｶｵﾘ 松本県ヶ丘

 8 中山 琉那(1) 東信   5,11.61 
ﾅｶﾔﾏ ﾙﾅ 佐久長聖

 9 高野 桜楽(1) 東信   5,24.96 
ﾀｶﾉ ｻｸﾗ 上田西
小原 茉莉(1) 北信
ｺﾊﾗ ﾏﾂﾘ 長野東

 1 藤岡 緩奈(2) 南信   4,38.21 
ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ 東海大諏訪

 2 高木 更紗(1) 北信   4,41.77 
ﾀｶｷﾞ ｻﾗｻ 長野東

 3 久保田 絢乃(1) 東信   4,43.03 
ｸﾎﾞﾀ ｱﾔﾉ 上田

 4 梅村 菜々子(2) 東信   4,46.00 
ｳﾒﾑﾗ ﾅﾅｺ 上田

 5 宮澤 花奈実(1) 中信   4,53.42 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 松本深志

 6 宮澤 美裕(1) 北信   4,56.53 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾕ 長野日大

 7 仲條 夏葵(2) 北信   4,56.96 
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾅﾂｷ 飯山

 8 杉村 奈津穂(2) 中信   5,00.38 
ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾂﾎ 松本県ヶ丘

 9 飯嶋 華央(2) 中信   5,02.42 
ｲｲｼﾞﾏ ｶｵ 松商学園

10 京澤 夏子(2) 南信   5,02.45 
ｷｮｳｻﾜ ﾅﾂｺ 伊那北

11 日比 まひろ(2) 東信   5,03.37 
ﾋﾋﾞ ﾏﾋﾛ 上田

12 佐藤 千晶(1) 南信   5,06.20 
ｻﾄｳ ﾁｱｷ 諏訪二葉
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決勝 9月24日 11:40

大会記録(GR)      9,28.48

 1 藤岡 緩奈(2) 南信   9,48.81 
ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ 東海大諏訪

 2 久保田 絢乃(1) 東信   9,51.05 
ｸﾎﾞﾀ ｱﾔﾉ 上田

 3 和田 帆香(1) 北信   9,56.68 
ﾜﾀﾞ ﾎﾉｶ 長野東

 4 梅村 菜々子(2) 東信   9,57.76 
ｳﾒﾑﾗ ﾅﾅｺ 上田

 5 臼田 悠花(2) 北信   9,58.80 
ｳｽﾀﾞ ﾕｳｶ 長野東

 6 宮澤 花奈実(1) 中信  10,25.28 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 松本深志

 7 飯嶋 華央(2) 中信  10,26.11 
ｲｲｼﾞﾏ ｶｵ 松商学園

 8 仲條 夏葵(2) 北信  10,32.31 
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾅﾂｷ 飯山

 9 日比 まひろ(2) 東信  10,33.07 
ﾋﾋﾞ ﾏﾋﾛ 上田

10 平出 藍未(1) 南信  10,33.76 
ﾋﾗｲﾃﾞ ｱｲﾐ 諏訪二葉

11 蛭田 杏(2) 中信  10,45.34 
ﾋﾙﾀ ｱﾝ 松本蟻ヶ崎

12 堀内 あかり(1) 北信  10,57.30 
ﾎﾘｳﾁ ｱｶﾘ 長野日大

13 中島 有希(2) 北信  10,57.75 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 須坂

14 北澤 向日葵(1) 北信  11,14.68 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾏﾜﾘ 長野日大

15 大橋 朱里(2) 北信  11,16.06 
ｵｵﾊｼ ｱｶﾘ 長野高専

16 神部 紫音(1) 南信  11,17.23 
ｶﾝﾍﾞ ｼｵﾝ 飯田風越

17 長見 京華(2) 南信  11,26.10 
ｵｻﾐ ｷｮｳｶ 東海大諏訪

18 工藤 愛菜(1) 中信  11,26.42 
ｸﾄﾞｳ ﾏﾅ 松本県ヶ丘

19 下村 あきほ(2) 中信  11,30.96 
ｼﾓﾑﾗ ｱｷﾎ 木曽青峰

20 日野 まほろ(1) 南信  11,32.97 
ﾋﾉ ﾏﾎﾛ 伊那北

21 小林 若菜(2) 中信  11,41.02 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ 松本深志

22 上野 美結(1) 東信  11,43.02 
ｳｴﾉ ﾐﾕ 上田東

23 高野 桜楽(1) 東信  11,48.79 
ﾀｶﾉ ｻｸﾗ 上田西

24 塚田 絢子(1) 東信  11,50.13 
ﾂｶﾀﾞ ｱﾔｺ 上田染谷丘

25 伊藤 花織(1) 中信  11,51.63 
ｲﾄｳ ｶｵﾘ 松本県ヶ丘

26 山口 紗季(2) 東信  11,57.57 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｷ 上田西

27 永田 千穂里(1) 中信  13,24.51 
ﾅｶﾞﾀ ﾁﾎﾘ 松商学園
佐藤 千晶(1) 南信
ｻﾄｳ ﾁｱｷ 諏訪二葉
北澤 美月(1) 南信
ｷﾀｻﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ 諏訪二葉
高松 いずみ(1) 北信
ﾀｶﾏﾂ ｲｽﾞﾐ 長野東
稲垣 和奏(1) 南信
ｲﾅｶﾞｷ ﾜｶﾅ 東海大諏訪
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予選 9月22日 11:45
準決勝 9月22日 13:20
決勝 9月22日 14:45

大会記録(GR)        14.37

[ 1組] 風速 -1.5 [ 2組] 風速 -1.4

 1 秋元 南乃(2) 北信     15.57 Q  1 林 千尋(1) 南信     15.53 Q
ｱｷﾓﾄ ﾖｼﾉ 市立長野 ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 上伊那農

 2 麻原 優花(1) 中信     16.26 Q  2 永原 朱夏(2) 北信     16.70 Q
ｱｻﾊﾗ ﾕｳｶ 創造学園 ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ 市立長野

 3 齊藤 由佳(2) 南信     17.74 Q  3 高木 陽香(1) 中信     17.86 Q
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田 ﾀｶｷﾞ ﾊﾙｶ 松本県ヶ丘

 4 青木 涼香(1) 東信     18.19  4 鈴木 風香(2) 東信     19.69 
ｱｵｷ ｽｽﾞｶ 野沢北 ｽｽﾞｷ ﾌｳｶ 佐久平総合

 5 菅沼 望子(1) 南信     18.62  5 小林 明日架(1) 東信     22.19 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ 飯田OIDE長姫 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ 上田東

 6 中村 優里(2) 中信     18.73 田中 愛(1) 中信
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ 松本美須々ヶ丘 ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 創造学園

 7 宮島 志歩(2) 北信     20.36 相澤 こごみ(1) 北信
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎ 屋代 ｱｲｻﾞﾜ ｺｺﾞﾐ 文化学園長野

 8 有賀 香乃(1) 東信     20.80 
ｱﾘｶﾞ ｶﾉ 上田染谷丘

[ 3組] 風速 -3.3 [ 4組] 風速 -0.5

 1 山崎 萌々子(2) 北信     16.16 Q  1 上條 のあ(2) 中信     16.32 Q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 長野高専 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 松本県ヶ丘

 2 田中 風紗音(1) 東信     16.35 Q  2 小林 尚美(2) 南信     16.54 Q
ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ 上田 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ 諏訪実

 3 中島 瑠衣(2) 南信     16.82 Q  3 伊東 海菜美(2) 東信     17.01 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾙｲ 諏訪二葉 ｲﾄｳ ﾐﾅﾐ 上田千曲

 4 倉沢 真奈(1) 中信     17.62 q  4 髙橋 雪衣(1) 北信     17.13 q
ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ 塩尻志学館 ﾀｶﾊｼ ﾕｲ 須坂創成

 5 淀 日南子(1) 北信     18.05 q  5 内山 彩夏(1) 北信     17.52 q
ﾖﾄﾞ ﾋﾅｺ 市立長野 ｳﾁﾔﾏ ｻﾔｶ 長野日大

 6 鈴木 陽世梨(1) 中信     18.18  6 宮坂 麻絢(1) 南信     18.42 
ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ 木曽青峰 ﾐﾔｻｶ ﾏﾋﾛ 諏訪二葉

 7 澁谷 果歩(1) 南信     19.45 小林 あゆみ(1) 中信
ｼﾌﾞﾔ ｶﾎ 伊那北 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 創造学園

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 -2.3

 1 秋元 南乃(2) 北信     14.79 Q  1 林 千尋(1) 南信     15.18 Q
ｱｷﾓﾄ ﾖｼﾉ 市立長野 ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 上伊那農

 2 山崎 萌々子(2) 北信     15.58 Q  2 麻原 優花(1) 中信     16.13 Q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 長野高専 ｱｻﾊﾗ ﾕｳｶ 創造学園

 3 田中 風紗音(1) 東信     15.95 Q  3 永原 朱夏(2) 北信     16.30 Q
ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ 上田 ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ 市立長野

 4 小林 尚美(2) 南信     16.52 q  4 上條 のあ(2) 中信     16.37 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ 諏訪実 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 松本県ヶ丘

 5 高木 陽香(1) 中信     17.09  5 中島 瑠衣(2) 南信     16.58 
ﾀｶｷﾞ ﾊﾙｶ 松本県ヶ丘 ﾅｶｼﾞﾏ ﾙｲ 諏訪二葉

 6 伊東 海菜美(2) 東信     17.43  6 齊藤 由佳(2) 南信     17.03 
ｲﾄｳ ﾐﾅﾐ 上田千曲 ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田

 7 倉沢 真奈(1) 中信     17.51  7 髙橋 雪衣(1) 北信     17.38 
ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ 塩尻志学館 ﾀｶﾊｼ ﾕｲ 須坂創成

 8 内山 彩夏(1) 北信     17.95  8 淀 日南子(1) 北信     18.10 
ｳﾁﾔﾏ ｻﾔｶ 長野日大 ﾖﾄﾞ ﾋﾅｺ 市立長野

風速 -2.5

 1 秋元 南乃(2) 北信     14.80 
ｱｷﾓﾄ ﾖｼﾉ 市立長野

 2 林 千尋(1) 南信     15.07 
ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 上伊那農

 3 山崎 萌々子(2) 北信     15.60 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 長野高専

 4 麻原 優花(1) 中信     15.71 
ｱｻﾊﾗ ﾕｳｶ 創造学園

 5 永原 朱夏(2) 北信     15.74 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ 市立長野

 6 田中 風紗音(1) 東信     15.83 
ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ 上田

 7 上條 のあ(2) 中信     16.06 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 松本県ヶ丘

 8 小林 尚美(2) 南信     16.69 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ 諏訪実
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予選 9月23日 10:25
決勝 9月23日 14:10

大会記録(GR )     1,00.43

[ 1組] [ 2組]

 1 山崎 萌々子(2) 北信   1,04.70 Q  1 林 千尋(1) 南信   1,07.07 Q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 長野高専 ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 上伊那農

 2 中島 瑠衣(2) 南信   1,07.60 Q  2 深澤 由惟(2) 中信   1,07.48 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾙｲ 諏訪二葉 ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ 松商学園

 3 内山 彩夏(1) 北信   1,10.23  3 田中 風紗音(1) 東信   1,08.37 q
ｳﾁﾔﾏ ｻﾔｶ 長野日大 ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ 上田

 4 倉沢 真奈(1) 中信   1,10.76  4 池上 葵(2) 南信   1,11.01 
ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ 塩尻志学館 ｲｹｶﾞﾐ ｱｵｲ 伊那北

 5 紫 美海(2) 東信   1,11.78  5 高木 陽香(1) 中信   1,14.95 
ﾑﾗｻｷ ﾐｳ 岩村田 ﾀｶｷﾞ ﾊﾙｶ 松本県ヶ丘

 6 髙木 佑菜(1) 南信   1,14.51  6 有賀 香乃(1) 東信   1,16.40 
ﾀｶｷﾞ ﾕﾅ 下諏訪向陽 ｱﾘｶﾞ ｶﾉ 上田染谷丘

 7 鈴木 陽世梨(1) 中信   1,17.46  7 淀 日南子(1) 北信   1,18.30 
ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ 木曽青峰 ﾖﾄﾞ ﾋﾅｺ 市立長野

 8 宮本 真花(1) 中信   1,24.12  8 中島 友希(2) 南信   1,25.13 
ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅｶ 松本深志 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷ 赤穂

[ 3組]

 1 金森 佑奈(2) 南信   1,05.57 Q
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 伊那北

 2 小林 あゆみ(1) 中信   1,08.37 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 創造学園

 3 齊藤 あやみ(2) 北信   1,08.89 q
ｻｲﾄｳ ｱﾔﾐ 市立長野

 4 大月 来夢(2) 中信   1,13.26 
ｵｵﾂｷ ﾗｲﾑ 松商学園

 5 三浦 元海(1) 東信   1,14.12 
ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ 野沢北

 6 齋藤 美空(1) 中信   1,17.21 
ｻｲﾄｳ ﾐｿﾗ 大町岳陽

 7 宮坂 麻絢(1) 南信   1,18.83 
ﾐﾔｻｶ ﾏﾋﾛ 諏訪二葉

 1 山崎 萌々子(2) 北信   1,03.90 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 長野高専

 2 金森 佑奈(2) 南信   1,04.82 
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 伊那北

 3 林 千尋(1) 南信   1,05.67 
ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 上伊那農

 4 齊藤 あやみ(2) 北信   1,06.38 
ｻｲﾄｳ ｱﾔﾐ 市立長野

 5 中島 瑠衣(2) 南信   1,06.43 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾙｲ 諏訪二葉

 6 深澤 由惟(2) 中信   1,06.46 
ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ 松商学園

 7 田中 風紗音(1) 東信   1,08.29 
ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ 上田

 8 小林 あゆみ(1) 中信   1,11.18 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 創造学園

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
5  3502

7    87

女子

400mH(0.762m)       

予選 通過基準  3組  2着 + 2 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 記録／備考
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  3502

7   290

4   231

2   914

9    87

6  1951

3  1416

8  1990



決勝 9月22日 13:55

大会記録(GR)     24,59.82

 1 落合 早峰(2) 南信  24,24.01 
ｵﾁｱｲ ﾊﾔﾈ 東海大諏訪

 2 平澤 優佳(2) 南信  26,11.27 
ﾋﾗｻﾜ ﾕｶ 松川

 3 原田 琴菜(2) 北信  28,23.91 
ﾊﾗﾀﾞ ｺﾄﾅ 長野西

 4 畑野 実優(1) 中信  28,51.01 
ﾊﾀﾉ ﾐｳ 創造学園

 5 山﨑 心優(1) 北信  30,04.62 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾕ 長野東

 6 塚田 絢子(1) 東信  30,11.41 
ﾂｶﾀﾞ ｱﾔｺ 上田染谷丘

 7 小林 美郷(2) 北信  30,26.94 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻﾄ 更級農

 8 中藤 夏葵(1) 中信  35,02.16 
ﾅｶﾌｼﾞ ﾅﾂｷ 創造学園

 9 山口 真由(2) 北信  35,55.02 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾕ 長野西
大槻 美亜(1) 南信
ｵｵﾂｷ ﾐｱ 東海大諏訪
柴 百合香(1) 南信
ｼﾊﾞ ﾕﾘｶ 伊那西

※K2:ベント・ニーで3名以上がレッドカードを出した 規則230-7(a)

女子

5000mW

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
11    34

大会新
8   385

7   795

10  1978

2   866

9  1478

3  2134

6  1981

5   792

失格(K2)

1    27
失格(K2)

4   335



予選 9月22日  9:30
準決勝 9月22日 15:35
決勝 9月23日 14:35

大会記録(GR)        48.75

[ 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   2 諏訪二葉    87 中島 瑠衣(2)     51.73 Q  1   6 長野日大   953 一由 恵利佳(2)     49.44 Q

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ﾅｶｼﾞﾏ ﾙｲ ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ｲﾁﾖｼ ｴﾘｶ
   90 宮坂 育(1)   959 小島 すずか(2)

ﾐﾔｻｶ ｲｸ ｺｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ
   95 宮坂 麻絢(1)   950 下田 花菜(1)

ﾐﾔｻｶ ﾏﾋﾛ ｼﾓﾀ ﾊﾅ
   86 宮澤 歩(2)   958 春日 佑月(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ ｶｽｶﾞ ﾕﾂﾞｷ
 2   6 文化学園長野   982 田口 璃乃佳(2)     51.82 Q  2   5 岩村田  1280 井出 凛生(1)     50.71 Q

ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉ ﾀｸﾞﾁ ﾘﾉｶ ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ｲﾃﾞ ﾘｵ
  985 矢野 和(2)  1275 廣川 紗良(2)

ﾔﾉ ﾉﾄﾞｶ ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ
  996 相澤 こごみ(1)  1273 秋山 咲花(2)

ｱｲｻﾞﾜ ｺｺﾞﾐ ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ
  998 能瀬 麗捺(1)  1274 土屋 さくら(2)

ﾉｾ ﾚｲﾅ ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ
 3   9 佐久長聖  1303 荒井 菜々実(1)     51.95 Q  3   2 松本県ヶ丘  1805 北澤 優里愛(1)     52.08 Q

ｻｸﾁｮｳｾｲ ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾘｱ
 1305 横須賀 玲奈(1)  1793 北澤 詩織(2)

ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ
 1308 掛川 莉里(1)  1826 上條 のあ(2)

ｶｹｶﾞﾜ ﾘﾘ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ
 1306 米山 野乃佳(1)  1796 塩原 美里(2)

ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ ｼｵﾊﾗ ﾐｻﾄ
 4   5 大町岳陽  1675 齋藤 美空(1)     54.01  4   3 飯田風越   458 北原 沙希(2)     53.26 q

ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳ ｻｲﾄｳ ﾐｿﾗ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ｷﾀﾊﾗ ｻｷ
 1680 小澤 美祐(1)   463 伊藤 鈴音(1)

ｵｻﾞﾜ ﾐﾕ ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ
 1677 降幡 茉由(1)   466 清水 梨那(1)

ﾌﾙﾊﾀ ﾏﾕ ｼﾐｽﾞ ﾘﾅ
 1674 長谷尾 彩華(1)   456 松村 紫乃(2)

ﾊｾｵ ｱﾔｶ ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ
 5   7 塩尻志学館  1609 田近 亜紀(2)     54.04  5   7 諏訪実    55 伊藤 絵夢(2)     54.04 

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ ﾀﾁﾞｶ ｱｷ ｽﾜｼﾞﾂ ｲﾄｳ ｴﾑ
 1608 小尾 友音(2)    56 濱 奏美(2)

ｵﾋﾞ ﾕｳﾅ ﾊﾏ ｶﾅﾐ
 1614 小澤 桃子(1)    57 小林 尚美(2)

ｵｻﾞﾜ ﾓﾓｺ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ
 1612 倉沢 真奈(1)    59 五味 桃花(1)

ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ ｺﾞﾐ ﾓﾓｶ
 6   8 諏訪清陵  2057 伊藤 結菜(2)     56.25  6   8 松本蟻ヶ崎  1884 小林 あか里(1)     54.53 

ｽﾜｾｲﾘｮｳ ｲﾄｳ ﾕｲﾅ ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾘ
   76 鮎澤 ののか(1)  1885 望月 彩加(1)

ｱﾕｻﾞﾜ ﾉﾉｶ ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾔｶ
   77 吉田 楓(2)  1886 濱 綾華(1)

ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ ﾊﾏ ｱﾔｶ
 2058 繁田 奈々世(2)  1882 金井 向日葵(2)

ｼｹﾞﾀ ﾅﾅｾ ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ
 7   3 上田千曲  1491 塩崎 唯衣(1)     56.53  7   4 長野西   799 松橋 祐奈(1)   1,01.81 

ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ｼｵｻﾞｷ ﾕｲ ﾅｶﾞﾉﾆｼ ﾏﾂﾊｼ ﾕｳﾅ
 1488 伊東 海菜美(2)   794 武江 こころ(2)

ｲﾄｳ ﾐﾅﾐ ﾀｹｴ ｺｺﾛ
 1489 岡嶋 美空(1)   790 石田 桃香(2)

ｵｶｼﾞﾏ ﾐｸ ｲｼﾀﾞ ﾓﾓｶ
 1490 城下 琴音(1)   798 池田 薫(1)

ｼﾞｮｳｼﾀ ｺﾄﾈ ｲｹﾀﾞ ｶｵﾙ
 8   4 長野清泉  1012 長島 ちなみ(2)     56.63 

ﾅｶﾞﾉｾｲｾﾝ ﾅｶﾞｼ ﾏﾁﾅﾐ
 1034 小林 萌花(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ
 1013 吉岡 佳奈(1)

ﾖｼｵｶ ｶﾅ
 1033 三田 尚果(2)

ﾐﾀ ﾅｵｶ

女子

4×100mR

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



[ 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   3 市立長野   916 河田 璃音(1)     48.04 Q  1   5 松商学園  1951 深澤 由惟(2)     50.40 Q

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 大会新 ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ
  915 唐澤 花実(1)  1962 友田 有紀(1)

ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ
  917 田村 純菜(1)  1961 内川 未久(1)

ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ ｳﾁｶﾜ ﾐｸ
  911 永原 朱夏(2)  1950 斉藤 楓花(2)

ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ
 2   5 飯田   406 齊藤 由佳(2)     50.79 Q  2   6 上伊那農   233 清水 華乃(1)     51.42 Q

ｲｲﾀﾞ ｻｲﾄｳ ﾕｶ ｶﾐｲﾅﾉｳ ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ
  407 島岡 日和(2)   231 林 千尋(1)

ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ
  409 篠田 萌(2)   234 小山 礼華(1)

ｼﾉﾀﾞ ﾓｴ ｺﾔﾏ ｱﾔｶ
  416 宮下 真弥(1)   235 加藤 ほのか(1)

ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ ｶﾄｳ ﾎﾉｶ
 3   6 創造学園  1977 田中 愛(1)     51.41 Q  3   3 小諸  1338 宇都宮 悠奈(1)     53.03 Q

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ ｺﾓﾛ ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ
 1979 三和 瑠夏(1)  1336 丸山 那菜(1)

ﾐﾜ ﾙﾅ ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅ
 1990 小林 あゆみ(1)  1337 犬飼 楓(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ ｲﾇｶｲ ｶｴﾃﾞ
 1989 麻原 優花(1)  1333 酒井 夢実(2)

ｱｻﾊﾗ ﾕｳｶ ｻｶｲ ﾕﾒﾐ
 4   8 上田染谷丘  1469 宮越 菜緒(2)     53.11 q  4   4 飯山   586 堀 詩音(2)     53.94 q

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ﾐﾔｺｼ ﾅｵ ｲｲﾔﾏ ﾎﾘ ｼｵﾝ
 1472 内堀 陽日(2)   589 山岸 萌香(1)

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾋ ﾔﾏｷﾞｼ ﾓｴｶ
 1476 坂井 美藍(1)   590 小林 涼美(1)

ｻｶｲ ﾐｱｲ ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞﾐ
 1468 清水 思(2)   591 小林 幸音(1)

ｼﾐｽﾞ ｺﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾈ
 5   7 松川   387 今村 詩乃(1)     53.29 q  5   8 松代  1132 西 まりあ(1)     55.67 

ﾏﾂｶﾜ ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ ﾏﾂｼﾛ ﾆｼ ﾏﾘｱ
  384 牧野 明日香(2)  1128 栁沢 風夏(2)

ﾏｷﾉ ｱｽｶ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ
  405 小倉 心音(1)  1131 横田 和沙(1)

ｵｸﾞﾗ ｺｺﾈ ﾖｺﾀ ﾅｷﾞｻ
  386 中島 愛(1)  1129 横田 瑞希(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ ﾖｺﾀ ﾐｽﾞｷ
 6   2 上田  1429 依田 梢(2)     54.73   2 下諏訪向陽   122 篠原 花恋(1)

ｳｴﾀﾞ ﾖﾀﾞ ｺｽﾞｴ ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳ ｼﾉﾊﾗ ｶﾚﾝ 失格
 1415 児玉 菜緒(1)   116 天野 悠美(2) FS

ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ
 1418 瀬戸 愛果(1)   117 鈴木 菜々花(2)

ｾﾄ ﾏﾅｶ ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ
 1416 田中 風紗音(1)   119 百瀬 早姫(2)

ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ ﾓﾓｾ ｻｷ
 7   4 松本美須々ヶ丘  1834 三村 香乃(1)     54.76   7 野沢北  1221 青木 涼香(1)

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶ ﾐﾑﾗ ｶﾉ ﾉｻﾞﾜｷﾀ ｱｵｷ ｽｽﾞｶ 失格
 1831 中嶌 萌香(2)  1224 三浦 元海(1) R1(2-3)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴｶ ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ
 1832 中村 優里(2)  1222 碓氷 眞子(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ ｳｽｲ ﾏｺ
 1833 安坂侑莉菜(1)  1239 安藤 あかり(2)

ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ ｱﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ

女子

4×100mR



[ 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   7 長野日大   953 一由 恵利佳(2)     49.44 Q  1   4 市立長野   916 河田 璃音(1)     47.55 Q

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ｲﾁﾖｼ ｴﾘｶ ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 大会新
  959 小島 すずか(2)   915 唐澤 花実(1)

ｺｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ
  950 下田 花菜(1)   917 田村 純菜(1)

ｼﾓﾀ ﾊﾅ ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ
  958 春日 佑月(2)   911 永原 朱夏(2)

ｶｽｶﾞ ﾕﾂﾞｷ ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ
 2   6 松商学園  1951 深澤 由惟(2)     50.29 Q  2   8 創造学園  1977 田中 愛(1)     50.53 Q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ
 1962 友田 有紀(1)  1979 三和 瑠夏(1)

ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ ﾐﾜ ﾙﾅ
 1961 内川 未久(1)  1990 小林 あゆみ(1)

ｳﾁｶﾜ ﾐｸ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ
 1950 斉藤 楓花(2)  1989 麻原 優花(1)

ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ ｱｻﾊﾗ ﾕｳｶ
 3   5 飯田   406 齊藤 由佳(2)     50.83 Q  3   7 岩村田  1280 井出 凛生(1)     50.75 Q

ｲｲﾀﾞ ｻｲﾄｳ ﾕｶ ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ｲﾃﾞ ﾘｵ
  407 島岡 日和(2)  1275 廣川 紗良(2)

ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ
  409 篠田 萌(2)  1273 秋山 咲花(2)

ｼﾉﾀﾞ ﾓｴ ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ
  416 宮下 真弥(1)  1274 土屋 さくら(2)

ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ
 4   4 上伊那農   233 清水 華乃(1)     51.42  4   6 諏訪二葉    87 中島 瑠衣(2)     50.83 q

ｶﾐｲﾅﾉｳ ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ﾅｶｼﾞﾏ ﾙｲ
  231 林 千尋(1)    90 宮坂 育(1)

ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ ﾐﾔｻｶ ｲｸ
  234 小山 礼華(1)    95 宮坂 麻絢(1)

ｺﾔﾏ ｱﾔｶ ﾐﾔｻｶ ﾏﾋﾛ
  235 加藤 ほのか(1)    86 宮澤 歩(2)

ｶﾄｳ ﾎﾉｶ ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ
 5   8 佐久長聖  1303 荒井 菜々実(1)     51.85  5   5 文化学園長野   982 田口 璃乃佳(2)     51.34 q

ｻｸﾁｮｳｾｲ ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉ ﾀｸﾞﾁ ﾘﾉｶ
 1305 横須賀 玲奈(1)   985 矢野 和(2)

ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ ﾔﾉ ﾉﾄﾞｶ
 1308 掛川 莉里(1)   996 相澤 こごみ(1)

ｶｹｶﾞﾜ ﾘﾘ ｱｲｻﾞﾜ ｺｺﾞﾐ
 1306 米山 野乃佳(1)   998 能瀬 麗捺(1)

ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ ﾉｾ ﾚｲﾅ
 6   2 飯田風越   458 北原 沙希(2)     53.13  6   3 上田染谷丘  1469 宮越 菜緒(2)     52.47 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ｷﾀﾊﾗ ｻｷ ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ﾐﾔｺｼ ﾅｵ
  463 伊藤 鈴音(1)  1472 内堀 陽日(2)

ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾋ
  466 清水 梨那(1)  1476 坂井 美藍(1)

ｼﾐｽﾞ ﾘﾅ ｻｶｲ ﾐｱｲ
  456 松村 紫乃(2)  1468 清水 思(2)

ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ ｼﾐｽﾞ ｺﾄ
 7   3 松川   387 今村 詩乃(1)     53.17  7   9 小諸  1338 宇都宮 悠奈(1)     52.52 

ﾏﾂｶﾜ ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ ｺﾓﾛ ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ
  384 牧野 明日香(2)  1336 丸山 那菜(1)

ﾏｷﾉ ｱｽｶ ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅ
  405 小倉 心音(1)  1334 西入 由実(2)

ｵｸﾞﾗ ｺｺﾈ ﾆｼｲﾘ ﾕﾐ
  386 中島 愛(1)  1333 酒井 夢実(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ ｻｶｲ ﾕﾒﾐ
  9 松本県ヶ丘  1805 北澤 優里愛(1)  8   2 飯山   586 堀 詩音(2)     53.50 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾘｱ 棄権 ｲｲﾔﾏ ﾎﾘ ｼｵﾝ
 1793 北澤 詩織(2)   589 山岸 萌香(1)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ ﾔﾏｷﾞｼ ﾓｴｶ
 1826 上條 のあ(2)   590 小林 涼美(1)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞﾐ
 1796 塩原 美里(2)   591 小林 幸音(1)

ｼｵﾊﾗ ﾐｻﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾈ

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

女子

4×100mR



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 市立長野   916 河田 璃音(1)     47.70 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 大会新
  915 唐澤 花実(1)

ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ
  917 田村 純菜(1)

ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ
  911 永原 朱夏(2)

ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ
 2   7 松商学園  1951 深澤 由惟(2)     49.34 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ
 1962 友田 有紀(1)

ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ
 1961 内川 未久(1)

ｳﾁｶﾜ ﾐｸ
 1960 樋口 虹夏(1)

ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ
 3   5 長野日大   953 一由 恵利佳(2)     49.53 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ｲﾁﾖｼ ｴﾘｶ
  959 小島 すずか(2)

ｺｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ
  950 下田 花菜(1)

ｼﾓﾀ ﾊﾅ
  958 春日 佑月(2)

ｶｽｶﾞ ﾕﾂﾞｷ
 4   9 飯田   406 齊藤 由佳(2)     50.70 

ｲｲﾀﾞ ｻｲﾄｳ ﾕｶ
  407 島岡 日和(2)

ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ
  409 篠田 萌(2)

ｼﾉﾀﾞ ﾓｴ
  416 宮下 真弥(1)

ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ
 5   8 岩村田  1280 井出 凛生(1)     50.73 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ｲﾃﾞ ﾘｵ
 1275 廣川 紗良(2)

ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ
 1273 秋山 咲花(2)

ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ
 1274 土屋 さくら(2)

ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ
 6   4 創造学園  1977 田中 愛(1)     50.79 

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ
 1979 三和 瑠夏(1)

ﾐﾜ ﾙﾅ
 1990 小林 あゆみ(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ
 1989 麻原 優花(1)

ｱｻﾊﾗ ﾕｳｶ
 7   2 諏訪二葉    87 中島 瑠衣(2)     51.26 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ﾅｶｼﾞﾏ ﾙｲ
   90 宮坂 育(1)

ﾐﾔｻｶ ｲｸ
   95 宮坂 麻絢(1)

ﾐﾔｻｶ ﾏﾋﾛ
   86 宮澤 歩(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ
 8   3 文化学園長野   982 田口 璃乃佳(2)     51.66 

ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉ ﾀｸﾞﾁ ﾘﾉｶ
  985 矢野 和(2)

ﾔﾉ ﾉﾄﾞｶ
  996 相澤 こごみ(1)

ｱｲｻﾞﾜ ｺｺﾞﾐ
  998 能瀬 麗捺(1)

ﾉｾ ﾚｲﾅ

4×100mR
決勝

女子



予選 9月23日 15:45
準決勝 9月24日  9:30
決勝 9月24日 14:50

大会記録(GR)      3,53.86

[ 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   7 東海大諏訪    32 徳竹 美友(2)   4,00.69 Q  1   7 松商学園  1957 安元 実佑(2)   4,09.22 Q

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜ ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾔｽﾓﾄ ﾐﾕ
   31 小林 叶音(2)  1962 友田 有紀(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ
   35 藤岡 緩奈(2)  1961 内川 未久(1)

ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ ｳﾁｶﾜ ﾐｸ
   33 今井 希生(2)  1960 樋口 虹夏(1)

ｲﾏｲ ｷｷ ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ
 2   5 市立長野   911 永原 朱夏(2)   4,13.94 Q  2   2 上伊那農   236 加藤 こころ(1)   4,16.96 Q

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ ｶﾐｲﾅﾉｳ ｶﾄｳ ｺｺﾛ
  918 淀 日南子(1)   234 小山 礼華(1)

ﾖﾄﾞ ﾋﾅｺ ｺﾔﾏ ｱﾔｶ
  919 岩村 有紀(1)   243 小林 紗耶加(2)

ｲﾜﾑﾗ ｱｷ ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ
  914 齊藤 あやみ(2)   231 林 千尋(1)

ｻｲﾄｳ ｱﾔﾐ ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ
 3   4 佐久長聖  1303 荒井 菜々実(1)   4,22.03 Q  3   3 長野高専  3504 宮沢 知穂(1)   4,26.75 Q

ｻｸﾁｮｳｾｲ ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾁﾎ
 1308 掛川 莉里(1)  3503 大橋 朱里(2)

ｶｹｶﾞﾜ ﾘﾘ ｵｵﾊｼ ｱｶﾘ
 1307 中山 琉那(1)  3502 山崎 萌々子(2)

ﾅｶﾔﾏ ﾙﾅ ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ
 1305 横須賀 玲奈(1)  3505 五十嵐 万智(2)

ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ ｲｶﾞﾗｼ ﾏﾁ
 4   9 飯田風越   458 北原 沙希(2)   4,25.36 q  4   6 飯田   417 小嶋 織(1)   4,28.47 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ｷﾀﾊﾗ ｻｷ ｲｲﾀﾞ ｺｼﾞﾏ ﾊﾄﾘ
  456 松村 紫乃(2)   409 篠田 萌(2)

ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ ｼﾉﾀﾞ ﾓｴ
  464 神部 紫音(1)   415 小久保 茉耶(1)

ｶﾝﾍﾞ ｼｵﾝ ｺｸﾎﾞ ﾏﾔ
  459 仲田 ほの(2)   413 千葉 ほの香(1)

ﾅｶﾀ ﾎﾉ ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ
 5   2 上田  1429 依田 梢(2)   4,27.80 q  5   4 野沢北  1224 三浦 元海(1)   4,29.83 

ｳｴﾀﾞ ﾖﾀﾞ ｺｽﾞｴ ﾉｻﾞﾜｷﾀ ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ
 1415 児玉 菜緒(1)  1222 碓氷 眞子(1)

ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ ｳｽｲ ﾏｺ
 1413 永渡 真悠子(1)  1221 青木 涼香(1)

ﾅｶﾞﾜﾀﾘ ﾏﾕｺ ｱｵｷ ｽｽﾞｶ
 1416 田中 風紗音(1)  1239 安藤 あかり(2)

ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ ｱﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ
 6   8 大町岳陽  1675 齋藤 美空(1)   4,28.68   5 長野東

ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳ ｻｲﾄｳ ﾐｿﾗ ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼ 欠場
 1676 樋口 鈴乃(1)

ﾋｸﾞﾁ ﾘﾝﾉ
 1677 降幡 茉由(1)

ﾌﾙﾊﾀ ﾏﾕ
 1674 長谷尾 彩華(1)

ﾊｾｵ ｱﾔｶ
 7   3 長野商   854 弓本 あかり(1)   4,30.03   8 小諸

ﾅｶﾞﾉｼｮｳｷﾞｮｳ ﾕﾐﾓﾄ ｱｶﾘ ｺﾓﾛ 欠場
  853 土屋 槻里子(1)

ﾂﾁﾔ ｷﾘｺ
  852 久保田 すみれ(1)

ｸﾎﾞﾀ ｽﾐﾚ
  851 武田 真奈(1)

ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅ
 8   6 木曽青峰  1569 栗空 実穂(2)   4,38.78 

ｷｿｾｲﾎｳ ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ
 1577 横山 春香(1)

ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙｶ
 1573 下村 あきほ(2)

ｼﾓﾑﾗ ｱｷﾎ
 1576 鈴木 陽世梨(1)

ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ

女子

4×400mR

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



[ 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 長野日大   958 春日 佑月(2)   4,03.27 Q  1   5 岩村田  1280 井出 凛生(1)   4,15.32 Q

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ｶｽｶﾞ ﾕﾂﾞｷ ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ｲﾃﾞ ﾘｵ
  945 内山 実音(1)  1275 廣川 紗良(2)

ｳﾁﾔﾏ ﾐｵﾝ ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ
  959 小島 すずか(2)  1278 紫 美海(2)

ｺｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ ﾑﾗｻｷ ﾐｳ
  950 下田 花菜(1)  1273 秋山 咲花(2)

ｼﾓﾀ ﾊﾅ ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ
 2   4 下諏訪向陽   119 百瀬 早姫(2)   4,13.47 Q  2   2 文化学園長野   996 相澤 こごみ(1)   4,27.16 Q

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳ ﾓﾓｾ ｻｷ ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉ ｱｲｻﾞﾜ ｺｺﾞﾐ
  117 鈴木 菜々花(2)   998 能瀬 麗捺(1)

ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ ﾉｾ ﾚｲﾅ
  116 天野 悠美(2)   986 内山 明未花(2)

ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ ｳﾁﾔﾏ ｱﾐｶ
  123 髙木 佑菜(1)   985 矢野 和(2)

ﾀｶｷﾞ ﾕﾅ ﾔﾉ ﾉﾄﾞｶ
 3   7 上田染谷丘  1469 宮越 菜緒(2)   4,16.00 Q  3   4 諏訪二葉    90 宮坂 育(1)   4,28.16 Q

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ﾐﾔｺｼ ﾅｵ ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ﾐﾔｻｶ ｲｸ
 1471 酒井 菜々美(2)    91 佐藤 千晶(1)

ｻｶｲ ﾅﾅﾐ ｻﾄｳ ﾁｱｷ
 1472 内堀 陽日(2)    95 宮坂 麻絢(1)

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾋ ﾐﾔｻｶ ﾏﾋﾛ
 1479 有賀 香乃(1)    87 中島 瑠衣(2)

ｱﾘｶﾞ ｶﾉ ﾅｶｼﾞﾏ ﾙｲ
 4   6 松本県ヶ丘  1826 上條 のあ(2)   4,19.16 q  4   6 長野西   798 池田 薫(1)   4,29.56 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ ﾅｶﾞﾉﾆｼ ｲｹﾀﾞ ｶｵﾙ
 1801 真野 ひな帆(1)   799 松橋 祐奈(1)

ﾏﾉ ﾋﾅﾎ ﾏﾂﾊｼ ﾕｳﾅ
 1793 北澤 詩織(2)   794 武江 こころ(2)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ ﾀｹｴ ｺｺﾛ
 1802 安永 友麻(1)   792 山口 真由(2)

ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳﾏ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾕ
 5   2 伊那北   267 百瀬 果奈(1)   4,20.51 q   8 松川   384 牧野 明日香(2)

ｲﾅｷﾀ ﾓﾓｾ ｶﾅ ﾏﾂｶﾜ ﾏｷﾉ ｱｽｶ 失格
  291 京澤 夏子(2)   387 今村 詩乃(1) T3

ｷｮｳｻﾜ ﾅﾂｺ ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ
  268 澁谷 果歩(1)   386 中島 愛(1)

ｼﾌﾞﾔ ｶﾎ ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ
  292 池上 葵(2)   382 原田 未朱(2)

ｲｹｶﾞﾐ ｱｵｲ ﾊﾗﾀﾞ ﾐｼｭ
 6   8 松本深志  1774 宮本 真花(1)   4,36.05   3 創造学園  1979 三和 瑠夏(1)

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅｶ ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾐﾜ ﾙﾅ 欠場
 1771 小岸 馨(1)  1990 小林 あゆみ(1)

ｺｷﾞｼ ｶｵﾙ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ
 1773 有田 芽生(1)  1978 畑野 実優(1)

ｱﾘﾀ ﾒｲ ﾊﾀﾉ ﾐｳ
 1772 宮澤 花奈実(1)  1989 麻原 優花(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾐ ｱｻﾊﾗ ﾕｳｶ
  3 飯山   7 穂高商

ｲｲﾔﾏ 欠場 ﾎﾀｶｼｮｳ 欠場

女子

4×400mR



[ 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 東海大諏訪    32 徳竹 美友(2)   3,59.30 Q  1   6 長野日大   958 春日 佑月(2)   4,00.83 Q

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜ ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ｶｽｶﾞ ﾕﾂﾞｷ
   31 小林 叶音(2)   945 内山 実音(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ ｳﾁﾔﾏ ﾐｵﾝ
   35 藤岡 緩奈(2)   959 小島 すずか(2)

ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ ｺｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ
   33 今井 希生(2)   950 下田 花菜(1)

ｲﾏｲ ｷｷ ｼﾓﾀ ﾊﾅ
 2   6 下諏訪向陽   116 天野 悠美(2)   4,10.38 Q  2   4 松商学園  1957 安元 実佑(2)   4,06.43 Q

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳ ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾔｽﾓﾄ ﾐﾕ
  117 鈴木 菜々花(2)  1962 友田 有紀(1)

ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ
  123 髙木 佑菜(1)  1961 内川 未久(1)

ﾀｶｷﾞ ﾕﾅ ｳﾁｶﾜ ﾐｸ
  120 若狹 藍子(2)  1951 深澤 由惟(2)

ﾜｶｻ ｱｲｺ ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ
 3   7 岩村田  1280 井出 凛生(1)   4,10.75 Q  3   5 上伊那農   234 小山 礼華(1)   4,07.80 Q

ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ｲﾃﾞ ﾘｵ ｶﾐｲﾅﾉｳ ｺﾔﾏ ｱﾔｶ
 1273 秋山 咲花(2)   236 加藤 こころ(1)

ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ ｶﾄｳ ｺｺﾛ
 1275 廣川 紗良(2)   243 小林 紗耶加(2)

ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ
 1278 紫 美海(2)   231 林 千尋(1)

ﾑﾗｻｷ ﾐｳ ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ
 4   9 上田染谷丘  1469 宮越 菜緒(2)   4,16.56 q  4   7 市立長野   911 永原 朱夏(2)   4,10.34 q

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ﾐﾔｺｼ ﾅｵ ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ
 1471 酒井 菜々美(2)   918 淀 日南子(1)

ｻｶｲ ﾅﾅﾐ ﾖﾄﾞ ﾋﾅｺ
 1470 田川 実侑(2)   919 岩村 有紀(1)

ﾀｶﾞﾜ ﾐﾕｳ ｲﾜﾑﾗ ｱｷ
 1472 内堀 陽日(2)   914 齊藤 あやみ(2)

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾋ ｻｲﾄｳ ｱﾔﾐ
 5   2 松本県ヶ丘  1793 北澤 詩織(2)   4,21.01  5   9 佐久長聖  1303 荒井 菜々実(1)   4,18.22 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ ｻｸﾁｮｳｾｲ ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ
 1799 杉村 奈津穂(2)  1308 掛川 莉里(1)

ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾂﾎ ｶｹｶﾞﾜ ﾘﾘ
 1802 安永 友麻(1)  1307 中山 琉那(1)

ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳﾏ ﾅｶﾔﾏ ﾙﾅ
 1804 高木 陽香(1)  1305 横須賀 玲奈(1)

ﾀｶｷﾞ ﾊﾙｶ ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ
 6   3 上田  1429 依田 梢(2)   4,21.33  6   3 伊那北   267 百瀬 果奈(1)   4,20.11 

ｳｴﾀﾞ ﾖﾀﾞ ｺｽﾞｴ ｲﾅｷﾀ ﾓﾓｾ ｶﾅ
 1415 児玉 菜緒(1)   291 京澤 夏子(2)

ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ ｷｮｳｻﾜ ﾅﾂｺ
 1413 永渡 真悠子(1)   268 澁谷 果歩(1)

ﾅｶﾞﾜﾀﾘ ﾏﾕｺ ｼﾌﾞﾔ ｶﾎ
 1416 田中 風紗音(1)   292 池上 葵(2)

ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ ｲｹｶﾞﾐ ｱｵｲ
 7   8 諏訪二葉    90 宮坂 育(1)   4,21.84  7   8 長野高専  3504 宮沢 知穂(1)   4,24.49 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ﾐﾔｻｶ ｲｸ ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾁﾎ
   92 田中 実菜子(1)  3503 大橋 朱里(2)

ﾀﾅｶ ﾐﾅｺ ｵｵﾊｼ ｱｶﾘ
   95 宮坂 麻絢(1)  3502 山崎 萌々子(2)

ﾐﾔｻｶ ﾏﾋﾛ ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ
   87 中島 瑠衣(2)  3505 五十嵐 万智(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾙｲ ｲｶﾞﾗｼ ﾏﾁ
  4 文化学園長野   996 相澤 こごみ(1)  8   2 飯田風越   456 松村 紫乃(2)   4,28.13 

ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉ ｱｲｻﾞﾜ ｺｺﾞﾐ 棄権 ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ
  998 能瀬 麗捺(1)   464 神部 紫音(1)

ﾉｾ ﾚｲﾅ ｶﾝﾍﾞ ｼｵﾝ
  986 内山 明未花(2)   460 伊藤 舞(2)

ｳﾁﾔﾏ ｱﾐｶ ｲﾄｳ ﾏｲ
  985 矢野 和(2)   459 仲田 ほの(2)

ﾔﾉ ﾉﾄﾞｶ ﾅｶﾀ ﾎﾉ

女子

4×400mR
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 所属名 No. 氏  名 記録／備考 ※T3:縁石のうえ、内側のライン上またはその内側を走った 規則163-３(b)
 1   4 長野日大   958 春日 佑月(2)   3,57.51 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ｶｽｶﾞ ﾕﾂﾞｷ
  945 内山 実音(1)

ｳﾁﾔﾏ ﾐｵﾝ
  959 小島 すずか(2)

ｺｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ
  950 下田 花菜(1)

ｼﾓﾀ ﾊﾅ
 2   5 東海大諏訪    32 徳竹 美友(2)   3,58.80 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜ ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ
   31 小林 叶音(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ
   35 藤岡 緩奈(2)

ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ
   33 今井 希生(2)

ｲﾏｲ ｷｷ
 3   6 松商学園  1951 深澤 由惟(2)   3,59.71 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ
 1962 友田 有紀(1)

ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ
 1961 内川 未久(1)

ｳﾁｶﾜ ﾐｸ
 1960 樋口 虹夏(1)

ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ
 4   2 市立長野   911 永原 朱夏(2)   4,04.70 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ
  914 齊藤 あやみ(2)

ｻｲﾄｳ ｱﾔﾐ
  916 河田 璃音(1)

ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ
  917 田村 純菜(1)

ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ
 5   9 上伊那農   234 小山 礼華(1)   4,10.21 

ｶﾐｲﾅﾉｳ ｺﾔﾏ ｱﾔｶ
  236 加藤 こころ(1)

ｶﾄｳ ｺｺﾛ
  243 小林 紗耶加(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ
  231 林 千尋(1)

ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ
 6   8 岩村田  1280 井出 凛生(1)   4,12.70 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ｲﾃﾞ ﾘｵ
 1273 秋山 咲花(2)

ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ
 1275 廣川 紗良(2)

ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ
 1278 紫 美海(2)

ﾑﾗｻｷ ﾐｳ
 7   7 下諏訪向陽   116 天野 悠美(2)   4,15.31 

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳ ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ
  117 鈴木 菜々花(2)

ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ
  119 百瀬 早姫(2)

ﾓﾓｾ ｻｷ
  120 若狹 藍子(2)

ﾜｶｻ ｱｲｺ
 8   3 上田染谷丘  1471 酒井 菜々美(2)   4,15.55 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ｻｶｲ ﾅﾅﾐ
 1468 清水 思(2)

ｼﾐｽﾞ ｺﾄ
 1472 内堀 陽日(2)

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾋ
 1470 田川 実侑(2)

ﾀｶﾞﾜ ﾐﾕｳ

4×400mR
決勝

女子



決勝 9月24日 10:00

大会記録(GR)         1.70

塩原 美里(2) 中信
ｼｵﾊﾗ ﾐｻﾄ 松本県ヶ丘
細尾 咲衣(1) 北信
ﾎｿｵ ｻｴ 長野日大
櫻井 裕梨(2) 東信
ｻｸﾗｲ ﾕﾘ 野沢北
能瀬 麗捺(1) 北信
ﾉｾ ﾚｲﾅ 文化学園長野
臼井 花(1) 北信
ｳｽｲ ﾊﾅ 長野日大
戸谷 はるか(1) 北信
ﾄﾔ ﾊﾙｶ 長野吉田
小林 萌花(2) 北信
ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ 長野清泉
濱 奏美(2) 南信
ﾊﾏ ｶﾅﾐ 諏訪実
宇都宮 悠奈(1) 東信
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ 小諸
土屋 みやび(2) 東信
ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ 上田西
北原 沙希(2) 南信
ｷﾀﾊﾗ ｻｷ 飯田風越
今井 歌乃(1) 南信
ｲﾏｲ ｶﾉ 伊那弥生ヶ丘
百瀬 早姫(2) 南信
ﾓﾓｾ ｻｷ 下諏訪向陽
北原 紗里(1) 南信 記録なし
ｷﾀﾊﾗ ｻﾘ 下伊那農
岩村 有紀(1) 北信 記録なし
ｲﾜﾑﾗ ｱｷ 市立長野
伊藤 結菜(2) 南信 記録なし
ｲﾄｳ ﾕｲﾅ 諏訪清陵
山田 千翔(2) 北信 記録なし
ﾔﾏﾀﾞ ﾁｶ 市立長野
城下 理彩子(1) 東信 記録なし
ｼﾞｮｳｼﾀ ﾘｻｺ 上田
青木 涼香(1) 東信 記録なし
ｱｵｷ ｽｽﾞｶ 野沢北
飯島 萌希(1) 東信 記録なし
ｲｲｼﾞﾏ ﾓｴｷ 上田染谷丘
五味 桃花(1) 南信 記録なし
ｺﾞﾐ ﾓﾓｶ 諏訪実
松橋 香乃(1) 北信 記録なし
ﾏﾂﾊｼ ｶﾉ 長野西
下平 佳穂里(2) 南信 記録なし
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶﾎﾘ 飯田
中田 萌(2) 中信 記録なし
ﾅｶﾀ ﾓｴ 松本深志
谷口 真生(2) 中信 記録なし
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｵ 松商学園
赤羽 菜々実(2) 中信 記録なし
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅﾐ 松商学園
翠川 明日香(1) 東信 記録なし
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｱｽｶ 丸子修学館
奥原 夕奈(1) 中信 記録なし
ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾅ 木曽青峰
土屋 さくら(2) 東信 欠場
ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ 岩村田

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1m40 1m45 1m50 1m55 1m60
1 28  1796

- - O XO XXX  1.55

2 29   942
O O O XXX  1.50

3 26  1238
O O XXX  1.45

4 15   998
XO O XXX  1.45

5 25   943
XXO O XXX  1.45

6 12   774
O XO XXX  1.45

7 21  1034
O XXO XXX  1.45

8 13    56
O XXX  1.40

8 17  1338
O XXX  1.40

8 18  1532
O XXX  1.40

8 19   458
O XXX  1.40

8 23   303
O XXX  1.40

8 27   119
O XXX  1.40

1   490
XXX

2   919
XXX

3  2057
XXX

4   913
XXX

5  1417
XXX

6  1221
XXX

7  1477
XXX

8    59
XXX

9   796
XXX

10   408
XXX

11  1770
XXX

14  1953
XXX

20  1958
XXX

22  1381
XXX

24  1575
XXX

16  1274



決勝 9月23日 10:00

県高記録(KR)         3.65

3m20 3m30
北村 美結(2) 北信 - - - - XX- O - - O -
ｷﾀﾑﾗ ﾐﾕｳ 長野工 XXO XXX
清水 愛奈(1) 南信 - - O O XXO XXX
ｼﾐｽﾞ ﾏﾕﾅ 高遠
三田 尚果(2) 北信 O O O XXX
ﾐﾀ ﾅｵｶ 長野清泉
有田 芽生(1) 中信 O O XXO XXX
ｱﾘﾀ ﾒｲ 松本深志
北原 きらら(1) 南信 - O XXX
ｷﾀﾊﾗ ｷﾗﾗ 辰野
中田 萌(2) 中信 O O XXX
ﾅｶﾀ ﾓｴ 松本深志
寺島 千加(2) 中信 XXX 記録なし
ﾃﾗｼﾏ ﾁｶ 松本深志

 1773
 2.30

1  1768

5 7  1770
 2.10

2 5   254
 2.60

5 2   212
 2.10

4 4

3m10

1 6   856

記録

3 3  1033
 2.30

 3.20

備考
1m90 2m10 2m30 2m50 2m60 2m70 2m80 2m90 3m00

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22日 10:20

大会記録(GR)         5.86

宮澤 歩(2) 南信   4.39    X   5.42   5.52   5.50   5.25    5.52 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 諏訪二葉   +2.1   +0.1   +1.0   +0.2    +0.1
田村 純菜(1) 北信   5.06   5.04    X   5.10   5.20    X    5.20 
ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 市立長野   +1.7   +1.6   +0.7   -0.2    -0.2
長谷尾 彩華(1) 中信   5.03   5.12   4.82   4.63   5.00   4.98    5.12 
ﾊｾｵ ｱﾔｶ 大町岳陽   +0.6   +1.6   +2.0   +2.2   +1.4   +0.5    +1.6
根橋 佑奈(2) 北信    X   5.09   4.69   5.10    X   4.97    5.10 
ﾈﾊﾞｼ ﾕｳﾅ 長野日大   +4.0   +1.1   +2.4   +1.7    +2.4
唐澤 純夏(1) 南信    X    X   4.96    X   4.84   4.69    4.96 
ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ 上伊那農   +0.9   +0.5   +0.8    +0.9
寺澤 舞歩(2) 北信   4.84   4.86   4.95    X   4.63   4.89    4.95 
ﾃﾗｻﾜ ﾏﾎ 長野商   +2.2   +1.0   +1.3   +0.4   +0.7    +1.3
小林 涼美(1) 北信    X   4.93   4.81    X    X   4.77    4.93 
ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞﾐ 飯山   +1.1   +0.1   +1.5    +1.1
加藤 ほのか(1) 南信   4.72   4.82   4.91   4.77   4.79   4.55    4.91 
ｶﾄｳ ﾎﾉｶ 上伊那農   +1.5   +2.5   +0.4   +1.3   +0.5   +2.3    +0.4
常田 麻奈(2) 北信   4.90    X   4.83    4.90 
ﾄｷﾀﾞ ﾏﾅ 長野日大   +1.3   +0.1    +1.3
土屋 さくら(2) 東信   4.87   4.63    X    4.87 
ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ 岩村田   +1.5   +1.6    +1.5
山岸 萌香(1) 北信    X   4.85    X    4.85 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾓｴｶ 飯山   +2.6    +2.6
濱 奏美(2) 南信   4.84    X   4.75    4.84 
ﾊﾏ ｶﾅﾐ 諏訪実   +1.9   +1.0    +1.9
鈴木 陽世梨(1) 中信   4.65   4.55   4.80    4.80 
ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ 木曽青峰   +2.2   +0.8   +0.7    +0.7
兼松 わか菜(1) 北信   4.55   4.70   4.56    4.70 
ｶﾈﾏﾂ ﾜｶﾅ 長野日大   +3.0   +2.4   +0.4    +2.4
北原 沙希(2) 南信   4.70    X   4.50    4.70 
ｷﾀﾊﾗ ｻｷ 飯田風越   +2.1   +0.5    +2.1
松岡 みず穂(2) 中信   4.68    X   4.47    4.68 
ﾏﾂｵｶ ﾐｽﾞﾎ 松本県ヶ丘   +1.6   -1.0    +1.6
小澤 桃子(1) 中信   4.57   4.65   4.65    4.65 
ｵｻﾞﾜ ﾓﾓｺ 塩尻志学館   +1.8   +1.0   +1.1    +1.0
伊藤 絵夢(2) 南信   4.65   4.53   4.55    4.65 
ｲﾄｳ ｴﾑ 諏訪実   +1.5   +1.2   +1.1    +1.5
上條 のあ(2) 中信   3.98   4.65    -    4.65 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 松本県ヶ丘   -0.8   +1.2    +1.2
栗空 実穂(2) 中信   4.59   4.60    4.60 
ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ 木曽青峰   +0.1   +2.6   +1.1    +1.1
岡嶋 美空(1) 東信   4.42   4.59    -    4.59 
ｵｶｼﾞﾏ ﾐｸ 上田千曲   +2.6   +2.1    +2.1
小久保 茉耶(1) 南信   4.46   4.27   4.19    4.46 
ｺｸﾎﾞ ﾏﾔ 飯田   +2.1   +2.4   +0.6    +2.1
児玉 菜緒(1) 東信   4.21   4.29   4.43    4.43 
ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ 上田   +3.2   +1.3   +0.1    +0.1
武藤 衣里加(2) 東信    X   4.41   4.41    4.41 
ﾑﾄｳ ｴﾘｶ 野沢南   +3.2   +1.2    +1.2
繁田 奈々世(2) 南信    X    X   4.39    4.39 
ｼｹﾞﾀ ﾅﾅｾ 諏訪清陵   +1.5    +1.5
望月 彩加(1) 中信   4.36    X   4.31    4.36 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎   +1.2   +0.9    +1.2
碓氷 眞子(1) 東信   3.50   4.24    -    4.24 
ｳｽｲ ﾏｺ 野沢北   +1.2   +2.2    +2.2
清水 思(2) 東信    X    X    X 記録なし
ｼﾐｽﾞ ｺﾄ 上田染谷丘
森 琴音(1) 北信    X    X    X 記録なし
ﾓﾘ ｺﾄﾈ 篠ﾉ井
荒井 杏奈(2) 東信 欠場
ｱﾗｲ ｱﾝﾅ 佐久平総合
伊東 海菜美(2) 東信 欠場
ｲﾄｳ ﾐﾅﾐ 上田千曲
田中 愛(1) 中信 欠場
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 創造学園

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考
1 31    86

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

2 30   917

3 29  1674

4 18   956

5 23   232

6 10   850

7 22   590

8 27   235

9 6   961

10 28  1274

11 26   589

12 11    56

13 21  1576

14 14   955

15 15   458

16 5  1797

17 9  1614

18 19    55

19 1  1826

20 13  1569

21 16  1489

22 7   415

23 20  1415

24 12  1246

25 3  2058

26 17  1885

27 8  1222

32  1468

2  1083

25  1977

4  1290

24  1488



決勝 9月24日  9:45

宮澤 歩(2) 南信  11.41  11.28  11.70  11.90    X  11.45   11.90 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 諏訪二葉   -0.1   -0.6    0.0   -0.2   -0.6    -0.2
山岸 萌香(1) 北信  10.50  10.53  10.62  10.40  10.48  10.18   10.62 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾓｴｶ 飯山    0.0   -1.0    0.0   -1.1    0.0   -0.7     0.0
塩原 美里(2) 中信  10.23  10.45    -    -    -    -   10.45 
ｼｵﾊﾗ ﾐｻﾄ 松本県ヶ丘    0.0   -1.3    -1.3
根橋 佑奈(2) 北信  10.20  10.23  10.31  10.13  10.33  10.32   10.33 
ﾈﾊﾞｼ ﾕｳﾅ 長野日大   -1.0   -1.1    0.0   -1.2    0.0   -0.9     0.0
伊藤 絵夢(2) 南信   9.77   9.48  10.14  10.08  10.23  10.28   10.28 
ｲﾄｳ ｴﾑ 諏訪実   -1.1   -1.2    0.0   -0.1    0.0   -0.8    -0.8
土屋 さくら(2) 東信  10.26   9.18  10.27   9.53  10.17  10.09   10.27 
ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ 岩村田    0.0   -0.6    0.0    0.0    0.0   -0.7     0.0
永原 朱夏(2) 北信   9.86   9.58  10.20   9.97   9.92  10.27   10.27 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ 市立長野   -0.5   -2.0    0.0    0.0    0.0   -1.8    -1.8
唐澤 純夏(1) 南信   9.75  10.09  10.17   9.91    X   9.82   10.17 
ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ 上伊那農   -0.6   -0.3    0.0    0.0    0.0     0.0
伊東 海菜美(2) 東信   9.70  10.13   9.92   10.13 
ｲﾄｳ ﾐﾅﾐ 上田千曲   -1.5   -1.8   -0.5    -1.8
小林 涼美(1) 北信   9.88   9.95  10.06   10.06 
ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞﾐ 飯山   -1.2   -0.9    0.0     0.0
栗空 実穂(2) 中信    X    X   9.97    9.97 
ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ 木曽青峰    0.0     0.0
繁田 奈々世(2) 南信   9.83   9.87    X    9.87 
ｼｹﾞﾀ ﾅﾅｾ 諏訪清陵    0.0   -1.4    -1.4
髙橋 朱華(1) 北信   9.69   9.63   9.70    9.70 
ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ 須坂創成    0.0    0.0   -0.4    -0.4
加藤 ほのか(1) 南信   9.49   9.66   9.62    9.66 
ｶﾄｳ ﾎﾉｶ 上伊那農   +0.7    0.0   -0.5     0.0
栗林 果奈(2) 北信   9.52    X   9.18    9.52 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 中野立志館   -0.8   -0.9    -0.8
金箱 ちひろ(2) 東信   9.43   9.44   9.22    9.44 
ｶﾈﾊﾞｺ ﾁﾋﾛ 上田東    0.0    0.0    0.0     0.0
小澤 桃子(1) 中信   9.03   9.03   9.42    9.42 
ｵｻﾞﾜ ﾓﾓｺ 塩尻志学館    0.0    0.0    0.0     0.0
兼松 わか菜(1) 北信   9.40    X    X    9.40 
ｶﾈﾏﾂ ﾜｶﾅ 長野日大    0.0     0.0
内田 佑香(2) 中信    X   9.18    X    9.18 
ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｶ 松本県ヶ丘   -0.6    -0.6
栁沢 風夏(2) 北信    X    X    X 記録なし
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ 松代
小林 明日架(1) 東信    X    X    X 記録なし
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ 上田東
青木 涼香(1) 東信    X    X    X 記録なし
ｱｵｷ ｽｽﾞｶ 野沢北
松岡 みず穂(2) 中信    X    X    X 記録なし
ﾏﾂｵｶ ﾐｽﾞﾎ 松本県ヶ丘
武藤 衣里加(2) 東信 欠場
ﾑﾄｳ ｴﾘｶ 野沢南

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 24    86

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

2 23   589

3 21  1796

4 19   956

5 20    55

6 22  1274

7 11   911

8 16   232

9 18  1488

10 15   590

11 17  1569

12 12  2058

13 7   687

14 8   235

15 2   650

16 6  1431

17 5  1614

18 4   955

19 9  1798

1  1128

3  1436

14  1246

10  1221

13  1797



決勝 9月23日 11:45

大会記録(GR )       12.18

巾 こと美(2) 中信
ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ 木曽青峰
小林 弥希(1) 中信
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 松商学園
藤本 優佳(2) 中信
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｶ 木曽青峰
臼井 華(1) 北信
ｳｽｲ ﾊﾅ 更級農
溝口 佳歩(1) 東信
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｶﾎ 佐久長聖
金子 真菜(2) 南信
ｶﾈｺ ﾏﾅ 諏訪実
梅田 佳奈(2) 東信
ｳﾒﾀﾞ ｶﾅ 野沢北
酒井 美咲(1) 東信
ｻｶｲ ﾐｻｷ 丸子修学館
小林 幸音(1) 北信
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾈ 飯山
坂井 美藍(1) 東信
ｻｶｲ ﾐｱｲ 上田染谷丘
伊藤 舞(2) 南信
ｲﾄｳ ﾏｲ 飯田風越
池田 彩香(2) 北信
ｲｹﾀﾞ ｱﾔｶ 長野商
阿部 佳乃(1) 北信
ｱﾍﾞ ｶﾉ 須坂創成
櫻本 奈々(1) 南信
ｻｸﾗﾓﾄ ﾅﾅ 岡谷工
藤原 希(2) 中信
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾉｿﾞﾐ 大町岳陽
城下 琴音(1) 東信
ｼﾞｮｳｼﾀ ｺﾄﾈ 上田千曲
小口 維吹(1) 中信
ｵｸﾞﾁ ｲﾌﾞｷ 都市大塩尻
林 実玲(1) 東信
ﾊﾔｼ ﾐﾚｲ 野沢北
小澤 雪乃(1) 北信
ｵｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 中野西
北野 緋菜(2) 南信
ｷﾀﾉ ﾋﾅ 阿南
中静 美優(1) 北信
ﾅｶｼｽﾞ ﾐﾕｳ 須坂
渡利 美穂(1) 北信
ﾜﾀﾘ ﾐﾎ 更級農
原野 茉優(1) 東信
ﾊﾗﾉ ﾏﾕ 小諸
菅原 愛星(1) 中信
ｽｶﾞﾜﾗ ﾏﾅｾ 梓川
吉岡 栞(2) 中信
ﾖｼｵｶ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘
髙橋 雪衣(1) 北信
ﾀｶﾊｼ ﾕｲ 須坂創成
今井 美月(1) 南信
ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ 下諏訪向陽
高野 由衣(2) 中信
ﾀｶﾉ ﾕｲ 都市大塩尻
山田 舞(1) 南信
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲ 飯田風越
戸枝 星(2) 南信
ﾄｴﾀﾞ ｱｶﾘ 赤穂
小平 美来(2) 東信 記録なし
ｺﾀﾞｲﾗ ﾐｸ 野沢南
若林 咲理菜(1) 南信 欠場
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾘﾅ 上伊那農

5   240

  5.47 

2  1244
  X   X   X

  5.66 

30 1   356
 5.47  5.27  5.42

  5.66 

29 9   467
 5.33  5.66  5.10

  6.07 

28 3  1913
 4.94  5.66  5.48

  6.41 

27 13   121
 5.60  6.07   X

  6.51 

26 8   686
 4.43  6.41   X

  6.64 

25 7  1795
 6.51  6.22  5.85

  6.68 

24 11  1748
 6.31  6.64  6.47

  6.70 

23 6  1335
 6.68  6.26  6.30

  6.91 

22 4  2142
 6.48  6.49  6.70

  7.02 

21 12   734
 6.50  6.91  6.29

  7.03 

20 17   547
 6.87   X  7.02

  7.08 

19 20   670
  X  7.03  6.93

  7.12 

18 10  1223
 6.97  7.08  7.04

  7.22 

17 15  1915
 7.09  7.12  6.91

  7.41 

16 14  1490
 7.22  7.10  6.59

  7.68 

15 19  1673
 7.41  6.03   X

  7.69 

14 25  2061
 7.68  7.48  7.53

  7.84 

13 24   688
 7.37  7.69  7.43

  7.88 

12 16   848
 7.59  7.42  7.84

  8.17 

11 21   460
 7.88  6.57  7.03

  8.47 

10 18  1476
 8.17  7.82  7.58

 8.37   8.76 

9 28   591
 8.47  8.34  7.48

 9.11   9.11 

8 26  1383
 8.07  8.76   X  8.58  8.21

 9.64   9.64 

7 22  1237
 8.88  8.26  8.61  8.82  8.87

 9.65   9.66 

6 29    58
 9.14   X  9.26  8.92  9.26

10.45  10.45 

5 30  1301
 9.53  9.42  9.66  9.62  9.62

10.47  10.62 

4 32  2141
 9.48  9.52 10.19  9.46 10.01

11.11  11.11 

3 23  1570
10.21 10.35 10.48 10.62 10.47

11.16  11.63 

2 27  1963
10.79 10.83 10.69 10.62 10.93

記録 備考
1 31  1571

11.63 10.91   X 11.15 10.99

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

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24日 13:20

大会記録(GR )       37.46

溝口 佳歩(1) 東信
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｶﾎ 佐久長聖
小林 幸音(1) 北信
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾈ 飯山
巾 こと美(2) 中信
ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ 木曽青峰
小平 美来(2) 東信
ｺﾀﾞｲﾗ ﾐｸ 野沢南
武藤 衣里加(2) 東信
ﾑﾄｳ ｴﾘｶ 野沢南
藤本 優佳(2) 中信
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｶ 木曽青峰
酒井 美咲(1) 東信
ｻｶｲ ﾐｻｷ 丸子修学館
坂井 美藍(1) 東信
ｻｶｲ ﾐｱｲ 上田染谷丘
伊藤 舞(2) 南信
ｲﾄｳ ﾏｲ 飯田風越
臼井 華(1) 北信
ｳｽｲ ﾊﾅ 更級農
金子 真菜(2) 南信
ｶﾈｺ ﾏﾅ 諏訪実
北野 緋菜(2) 南信
ｷﾀﾉ ﾋﾅ 阿南
青島 まど華(2) 中信
ｱｵｼﾏ ﾏﾄﾞｶ 木曽青峰
高橋 朋美(1) 中信
ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾐ 創造学園
松本 優花(1) 北信
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｶ 更級農
藤原 希(2) 中信
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾉｿﾞﾐ 大町岳陽
石田 桃香(2) 北信
ｲｼﾀﾞ ﾓﾓｶ 長野西
井嶋 まどか(2) 中信
ｲｼﾞﾏ ﾏﾄﾞｶ 梓川
横田 和沙(1) 北信
ﾖｺﾀ ﾅｷﾞｻ 松代
丸山 香奈恵(1) 中信
ﾏﾙﾔﾏ ｶﾅｴ 大町岳陽
飯沼 菜生(2) 北信
ｲｲﾇﾏ ﾅｵ 更級農
櫻本 奈々(1) 南信
ｻｸﾗﾓﾄ ﾅﾅ 岡谷工
永井 佑佳(1) 東信
ﾅｶﾞｲ ﾕｳｶ 東御清翔
西澤 早紀(2) 北信
ﾆｼｻﾞﾜ ｻｷ 長野東
阿部 佳乃(1) 北信
ｱﾍﾞ ｶﾉ 須坂創成
若林 咲理菜(1) 南信
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾘﾅ 上伊那農
林 実玲(1) 東信
ﾊﾔｼ ﾐﾚｲ 野沢北
小出 千夏(2) 南信
ｺｲﾃﾞ ﾁﾅﾂ 赤穂
中嶋 真唯香(2) 南信
ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾕｶ 赤穂
城下 琴音(1) 東信
ｼﾞｮｳｼﾀ ｺﾄﾈ 上田千曲
宮下 喜久美(2) 南信
ﾐﾔｼﾀ ｷｸﾐ 赤穂
小川 桃果(2) 中信 欠場
ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ 創造学園

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 29  1301

25.69 27.55 32.10 33.02   X 30.07  33.02 

2 30   591
  X   X 27.08   X 32.42 23.69  32.42 

3 31  1571
29.06 31.14   X 30.96 31.17 27.94  31.17 

4 17  1244
29.28 30.41 29.93 27.96 27.31 28.92  30.41 

5 25  1246
28.99 27.97 29.47 25.14 28.47   X  29.47 

6 27  1570
25.70 28.26 27.22   X 29.25 28.18  29.25 

7 13  1383
  X 25.99 23.24 27.26 25.11 24.79  27.26 

8 21  1476
  X 25.24 26.27   X   X   X  26.27 

9 28   460
22.25 25.56   X  25.56 

10 22  2141
22.58   X 25.34  25.34 

11 32    58
  X 24.47 25.24  25.24 

12 24   547
25.18   X 20.94  25.18 

13 23  1572
22.33   X 24.97  24.97 

14 7  1982
19.43 23.53 24.86  24.86 

15 26  2143
24.03 23.39 22.47  24.03 

16 19  1673
21.62 19.55 22.15  22.15 

17 14   790
20.30 20.88   X  20.88 

18 11  1731
  X 20.22   X  20.22 

19 10  1131
20.21   X 14.18  20.21 

20 15  1681
19.92 19.71 19.62  19.92 

21 18  2148
17.25 17.90 19.89  19.89 

22 20  2061
19.47 16.11 15.47  19.47 

23 9  1372
17.83 18.02 19.45  19.45 

24 2   884
19.05 18.36 17.94  19.05 

25 6   688
16.83 18.18 16.02  18.18 

26 16   240
13.37 14.45 17.89  17.89 

27 5  1223
17.02 15.78   X  17.02 

28 12   355
15.65 13.10   X  15.65 

29 4   359
14.15 14.06 15.42  15.42 

30 1  1490
  X 14.97 15.14  15.14 

31 8   358
11.44 12.83 12.72  12.83 

3  1976



決勝 9月23日 14:10

県高記録(KR)         44.45

藤本 優佳(2) 中信
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｶ 木曽青峰
高橋 朋美(1) 中信
ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾐ 創造学園
小林 幸音(1) 北信
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾈ 飯山
渡利 美穂(1) 北信
ﾜﾀﾘ ﾐﾎ 更級農
若林 咲理菜(1) 南信
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾘﾅ 上伊那農
石井 愛音(1) 中信
ｲｼｲ ﾁｶﾈ 創造学園
梅田 佳奈(2) 東信
ｳﾒﾀﾞ ｶﾅ 野沢北
青島 まど華(2) 中信
ｱｵｼﾏ ﾏﾄﾞｶ 木曽青峰
菅原 愛星(1) 中信
ｽｶﾞﾜﾗ ﾏﾅｾ 梓川
藤原 希(2) 中信
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾉｿﾞﾐ 大町岳陽
酒井 美咲(1) 東信
ｻｶｲ ﾐｻｷ 丸子修学館
岩原 麗乃(2) 中信
ｲﾜﾊﾗ ﾚﾉ 梓川
坂井 美藍(1) 東信
ｻｶｲ ﾐｱｲ 上田染谷丘
井嶋 まどか(2) 中信
ｲｼﾞﾏ ﾏﾄﾞｶ 梓川
小松 葉月(1) 南信
ｺﾏﾂ ﾊﾂﾞｷ 赤穂
宮越 菜緒(2) 東信
ﾐﾔｺｼ ﾅｵ 上田染谷丘
神頭 那奈(1) 北信
ｺｳｽﾞ ﾅﾅ 長野西
弓本 あかり(1) 北信
ﾕﾐﾓﾄ ｱｶﾘ 長野商

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 17  1570

34.59   X 34.53 33.82 32.50   X  34.59 

2 13  1982
33.66 32.76   X   X   X   X  33.66 

3 15   591
30.97 25.59   X   X   X   X  30.97 

4 11  2142
  X   X 29.97 27.35 29.03 30.61  30.61 

5 18   240
  X 25.52 25.17 24.84 25.05   X  25.52 

6 7  1980
24.37 21.77 23.73 22.68   X 24.07  24.37 

7 16  1237
19.42   X 23.99   X   X 23.09  23.99 

8 10  1572
  X   X 22.68 14.39   X   X  22.68 

9 4  1748
22.38   X   X  22.38 

10 2  1673
21.41 21.45 22.00  22.00 

11 12  1383
  X 18.29 21.38  21.38 

12 3  1733
15.01 18.30   X  18.30 

13 9  1476
14.16 16.56 17.28  17.28 

14 1  1731
  X 16.53 16.12  16.53 

15 14   362
15.42 15.67 16.11  16.11 

16 6  1469
  X 15.83   X  15.83 

17 8   800
12.95 14.34 14.35

14.34   X

 14.35 

18 5   854
13.56  14.34 



決勝 9月22日 15:00

大会記録(GR)        43.10

巾 こと美(2) 中信
ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ 木曽青峰
松本 優花(1) 北信
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｶ 更級農
北野 緋菜(2) 南信
ｷﾀﾉ ﾋﾅ 阿南
犬飼 楓(1) 東信
ｲﾇｶｲ ｶｴﾃﾞ 小諸
横田 和沙(1) 北信
ﾖｺﾀ ﾅｷﾞｻ 松代
林 実玲(1) 東信
ﾊﾔｼ ﾐﾚｲ 野沢北
原野 茉優(1) 東信
ﾊﾗﾉ ﾏﾕ 小諸
上野 七美(2) 北信
ｳｴﾉ ﾅﾅﾐ 中野立志館
横田 瑞希(2) 北信
ﾖｺﾀ ﾐｽﾞｷ 松代
梅田 佳奈(2) 東信
ｳﾒﾀﾞ ｶﾅ 野沢北
小林 詩織(2) 北信
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾘ 長野西
伊藤 舞(2) 南信
ｲﾄｳ ﾏｲ 飯田風越
石田 結希乃(2) 北信
ｲｼﾀﾞ ﾕｷﾉ 長野商
清水 思(2) 東信
ｼﾐｽﾞ ｺﾄ 上田染谷丘
石田 桃香(2) 北信
ｲｼﾀﾞ ﾓﾓｶ 長野西
奥原 夕奈(1) 中信
ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾅ 木曽青峰
西澤 早紀(2) 北信
ﾆｼｻﾞﾜ ｻｷ 長野東
小松 葉月(1) 南信
ｺﾏﾂ ﾊﾂﾞｷ 赤穂
小林 ひかる(1) 中信
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾙ 梓川
萩原 麗(1) 東信
ﾊｷﾞﾜﾗ ｳﾗﾗ 小諸
丸山 香奈恵(1) 中信
ﾏﾙﾔﾏ ｶﾅｴ 大町岳陽
岡嶋 美空(1) 東信
ｵｶｼﾞﾏ ﾐｸ 上田千曲
伊藤 優直(1) 南信
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ 辰野
小口 維吹(1) 中信
ｵｸﾞﾁ ｲﾌﾞｷ 都市大塩尻
藤田 萌愛(1) 東信
ﾌｼﾞﾀ ﾓｴ 上田染谷丘
熊谷 汐乃(2) 南信
ｸﾏｶﾞｲ ｼｵﾉ 飯田女子
中島 友希(2) 南信
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷ 赤穂
中山 ほのか(2) 南信 欠場
ﾅｶﾔﾏ ﾎﾉｶ 飯田女子
清水 愛奈(1) 南信 欠場
ｼﾐｽﾞ ﾏﾕﾅ 高遠
小川 桃果(2) 中信 欠場
ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ 創造学園
栗空 実穂(2) 中信 欠場
ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ 木曽青峰
小林 弥希(1) 中信 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 松商学園

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 30  1571

37.89   X 41.01 36.46 40.38 39.10  41.01 

2 32  2143
35.72 33.49 34.95 32.69 34.19   X  35.72 

3 31   547
29.14 35.40   - 31.31   - 33.34  35.40 

4 29  1337
  X 34.46 31.64 30.22 34.41 31.29  34.46 

5 28  1131
29.49   X 30.34   X 33.30 32.15  33.30 

6 25  1223
29.91 28.05 29.24 32.27 31.46 31.13  32.27 

7 17  1335
26.37   X 28.35 28.54   X 26.45  28.54 

8 20   660
28.01 27.77 27.72 25.04 20.25 26.47  28.01 

9 8  1129
  X 27.96 26.47  27.96 

10 13  1237
24.18 25.85 27.21  27.21 

11 16   791
26.96 23.17 26.69  26.96 

12 27   460
26.10 23.89   X  26.10 

13 12   849
24.45 24.98   X  24.98 

14 21  1468
24.96   X 24.69  24.96 

15 4   790
24.56   X 24.35  24.56 

16 18  1575
24.53 23.63 23.58  24.53 

17 24   884
  X 24.08   X  24.08 

18 23   362
23.38   X   X  23.38 

19 2  1737
22.67 18.81 17.79  22.67 

20 5  1339
20.96 22.14   X  22.14 

21 22  1681
  X 21.66   X  21.66 

22 9  1489
  X   X 20.49  20.49 

23 19   210
18.98   X   X  18.98 

24 6  1915
17.97 14.50 16.43  17.97 

25 1  1480
17.65   X 14.26  17.65 

26 11   437
15.02 16.63 17.11  17.11 

27 15   357
  X 16.34 15.55  16.34 

3   441

7   254

10  1976

14  1569

26  1963
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第１日目

(2)

事由

1 912 秋元 南乃 市立長野 (2)

１００ｍＨ (風) 走高跳

-1.0

競技結果

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
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(2)
4.17

446 417

2.55.38
2562
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-0.4

1489
325 587

-0.1
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26.83

423 251 549
0.5

17.96
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4.28
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4.48
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2851

4.47
0.7
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15.71
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4.22

477 332 548

2.42.16

2.32.27
3066

3277
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0.7
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9.98

(1)
22.32

8 1977 田中 愛 創造学園

362 433 649
0.0
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3457
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3333

山田 真菜 長野日大

443

6 947

上條 のあ 松本県ヶ丘 (2)
4.56

7

30.73

(1)
4.23

0.1
448 490 584

2.33.57

2.39.03
3465

4 794
552 736

0.5
33.96

4.58
(2)5 1468 清水 思 上田染谷丘

3 406

2.26.57

461 242 575
0.5

17.48 2.39.85
3517

3485武江 こころ 長野西 (2)
3.67

齊藤 由佳 飯田

235

(2)
27.11

(2)
4.63

418 422 747

2.25.75
3548

459 240 583
0.1

17.35

4.46
0.3

８００ｍ 得点計 事由

2.39.14
3792

2 117 鈴木 菜々花 下諏訪向陽

七種競技/2日目

競技結果

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 走幅跳 (風) やり投

1 912 秋元 南乃 市立長野 (2)
4.62



決勝 9月23日  9:20

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 -1.0

 1 武江 こころ(2) 北信 17.23(571)  1 田中 愛(1) 中信 16.85(614)
ﾀｹｴ ｺｺﾛ 長野西 ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 創造学園

 2 宮入 響(1) 北信 18.68(421)  2 上野 七美(2) 北信 17.52(539)
ﾐﾔｲﾘ ﾋﾋﾞｷ 長野日大 ｳｴﾉ ﾅﾅﾐ 中野立志館

 3 吉岡 栞(2) 中信 18.78(411)  3 米山 野乃佳(1) 東信 17.68(522)
ﾖｼｵｶ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘 ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 佐久長聖

 4 武田 真奈(1) 北信 18.91(399)  4 安藤 あかり(2) 東信 18.90(400)
ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅ 長野商 ｱﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ 野沢北

 5 岡嶋 美空(1) 東信 19.19(373)  5 伊藤 鈴音(1) 南信 19.28(365)
ｵｶｼﾞﾏ ﾐｸ 上田千曲 ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ 飯田風越
小林 あゆみ(1) 中信 麻原 優花(1) 中信
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 創造学園 ｱｻﾊﾗ ﾕｳｶ 創造学園
奥原 夕奈(1) 中信
ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾅ 木曽青峰

[ 3組] 風速 -1.0

 1 秋元 南乃(2) 北信 15.05(835)
ｱｷﾓﾄ ﾖｼﾉ 市立長野

 2 上條 のあ(2) 中信 16.60(642)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 松本県ヶ丘

 3 齊藤 由佳(2) 南信 16.77(623)
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田

 4 鈴木 菜々花(2) 南信 17.25(569)
ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 下諏訪向陽

 5 清水 思(2) 東信 17.94(495)
ｼﾐｽﾞ ｺﾄ 上田染谷丘

 6 山田 真菜(1) 北信 18.14(474)
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ 長野日大

決勝 9月23日 10:15

秋元 南乃(2) 北信
ｱｷﾓﾄ ﾖｼﾉ 市立長野 (610)
齊藤 由佳(2) 南信
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田 (577)
山田 真菜(1) 北信
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ 長野日大 (544)
米山 野乃佳(1) 東信
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 佐久長聖 (544)
上條 のあ(2) 中信
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 松本県ヶ丘 (512)
宮入 響(1) 北信
ﾐﾔｲﾘ ﾋﾋﾞｷ 長野日大 (460)
上野 七美(2) 北信
ｳｴﾉ ﾅﾅﾐ 中野立志館 (460)
安藤 あかり(2) 東信
ｱﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ 野沢北 (409)
鈴木 菜々花(2) 南信
ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 下諏訪向陽 (409)
伊藤 鈴音(1) 南信
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ 飯田風越 (409)
武江 こころ(2) 北信
ﾀｹｴ ｺｺﾛ 長野西 (409)
清水 思(2) 東信
ｼﾐｽﾞ ｺﾄ 上田染谷丘 (409)
吉岡 栞(2) 中信
ﾖｼｵｶ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘 (359)
武田 真奈(1) 北信
ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅ 長野商 (359)
田中 愛(1) 中信
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 創造学園 (359)
岡嶋 美空(1) 東信
ｵｶｼﾞﾏ ﾐｸ 上田千曲 (312)
小林 あゆみ(1) 中信 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 創造学園
奥原 夕奈(1) 中信 欠場
ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾅ 木曽青峰
麻原 優花(1) 中信 欠場
ｱｻﾊﾗ ﾕｳｶ 創造学園

8  1989

5  1575

3  1990

 1.25

 1.20
16 6  1489

O XXX

13 12  1977
O O XXX

 1.25

 1.25
13 2   851

O O XXX

13 1  1795
O O XXX

 1.30

 1.30
12 17  1468

O O XXO

XXX

XXX

11 7   794
O O XO

 1.30

 1.30
10 11   463

XO XO O

XXX

XXX

8 15   117
O O O

 1.35

 1.30
8 9  1239

O O O

XXO XXX

XXX

6 10   660
O O O

 1.40

 1.35
6 4   946

O O O

XXO XXO

XXO XXX

XXX
5 16  1826

- O O

 1.43

 1.43
4 13  1306

- O O XXO XXX

O O

O XO

XXO XXX

 1.49

 1.46

3 14   947
- - O

2 19   406
- - O O O

O XXO XXO XXX

O O XXX

記録 備考
1 18   912

- - O O O

1m46 1m49 1m521m30 1m35 1m40 1m43

七種競技

走高跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m20 1m25

七種競技

100mH(0.838m)
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ
8   794

5   946

7  1489

2  1795

6  1575
欠場

順

4  1990
欠場

3   851

No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  1977

4   660

7  1306

3  1239

5   463

2  1989
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   947

6   912

4  1826

5  1468

7   406

3   117



決勝 9月23日 13:45

上條 のあ(2) 中信
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 松本県ヶ丘 (422)
清水 思(2) 東信
ｼﾐｽﾞ ｺﾄ 上田染谷丘 (383)
鈴木 菜々花(2) 南信
ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 下諏訪向陽 (374)
山田 真菜(1) 北信
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ 長野日大 (370)
秋元 南乃(2) 北信
ｱｷﾓﾄ ﾖｼﾉ 市立長野 (354)
安藤 あかり(2) 東信
ｱﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ 野沢北 (337)
齊藤 由佳(2) 南信
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田 (335)
岡嶋 美空(1) 東信
ｵｶｼﾞﾏ ﾐｸ 上田千曲 (324)
武江 こころ(2) 北信
ﾀｹｴ ｺｺﾛ 長野西 (318)
上野 七美(2) 北信
ｳｴﾉ ﾅﾅﾐ 中野立志館 (310)
伊藤 鈴音(1) 南信
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ 飯田風越 (307)
田中 愛(1) 中信
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 創造学園 (290)
吉岡 栞(2) 中信
ﾖｼｵｶ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘 (274)
武田 真奈(1) 北信
ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅ 長野商 (253)
宮入 響(1) 北信
ﾐﾔｲﾘ ﾋﾋﾞｷ 長野日大 (208)
米山 野乃佳(1) 東信 棄権
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 佐久長聖
奥原 夕奈(1) 中信 欠場
ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾅ 木曽青峰
小林 あゆみ(1) 中信 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 創造学園
麻原 優花(1) 中信 欠場
ｱｻﾊﾗ ﾕｳｶ 創造学園

決勝 9月23日 15:10

[ 1組] 風速 +1.3 [ 2組] 風速 +0.8

 1 齊藤 由佳(2) 南信 27.09(704)  1 秋元 南乃(2) 北信 27.01(711)
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田 ｱｷﾓﾄ ﾖｼﾉ 市立長野

 2 武江 こころ(2) 北信 27.58(664)  2 田中 愛(1) 中信 27.67(657)
ﾀｹｴ ｺｺﾛ 長野西 ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 創造学園

 3 上條 のあ(2) 中信 27.86(642)  3 鈴木 菜々花(2) 南信 28.28(609)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 松本県ヶ丘 ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 下諏訪向陽

 4 宮入 響(1) 北信 28.34(604)  4 安藤 あかり(2) 東信 29.32(531)
ﾐﾔｲﾘ ﾋﾋﾞｷ 長野日大 ｱﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ 野沢北

 5 上野 七美(2) 北信 28.67(579)  5 岡嶋 美空(1) 東信 30.04(479)
ｳｴﾉ ﾅﾅﾐ 中野立志館 ｵｶｼﾞﾏ ﾐｸ 上田千曲

 6 吉岡 栞(2) 中信 29.39(526) 小林 あゆみ(1) 中信
ﾖｼｵｶ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 創造学園
米山 野乃佳(1) 東信
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 佐久長聖

[ 3組] 風速 +1.5

 1 清水 思(2) 東信 27.68(656)
ｼﾐｽﾞ ｺﾄ 上田染谷丘

 2 山田 真菜(1) 北信 28.07(625)
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ 長野日大

 3 武田 真奈(1) 北信 28.17(617)
ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅ 長野商

 4 伊藤 鈴音(1) 南信 28.33(605)
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ 飯田風越
麻原 優花(1) 中信
ｱｻﾊﾗ ﾕｳｶ 創造学園
奥原 夕奈(1) 中信
ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾅ 木曽青峰

欠場
6  1575

欠場

4   463

5  1989

7   851

2  1468

3   947

棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場
4  1306

8  1795 7  1990

5   660 6  1489

7   946 5  1239

3  1826 3   117

6   794 4  1977

記録／備考
2   406 2   912

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

七種競技

200m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 9  1826

 8.35   X   X   8.35 

2 8  1468
 7.37  7.49  7.75   7.75 

3 10   117
 7.61  7.33  7.18   7.61 

4 11   947
 7.54  7.36  6.95   7.54 

5 7   912
 6.94  7.30  6.96   7.30 

6 16  1239
 6.78  7.03  6.34   7.03 

7 6   406
 7.00  6.78  6.66   7.00 

8 19  1489
 6.66  6.83  6.29   6.83 

9 18   794
 6.73  6.58   X   6.73 

10 15   660
 6.51  6.61  6.36   6.61 

11 14   463
 6.21  6.33  6.56   6.56 

12 13  1977
 5.23  5.92  6.29   6.29 

13 5  1795
 5.63  5.81  6.05   6.05 

14 4   851
  X  5.71  5.36   5.71 

15 2   946
 4.55  4.97  5.00   5.00 

1  1575

3  1990

12  1306

17  1989



決勝 9月24日  9:20

田中 愛(1) 中信   4.69   4.61   4.60    4.69 
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 創造学園   +0.7   +0.3   +0.2    +0.7 (477)
齊藤 由佳(2) 南信   4.63   4.36   4.52    4.63 
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田   +0.5   +0.6   +0.1    +0.5 (461)
秋元 南乃(2) 北信   4.62   4.41   4.22    4.62 
ｱｷﾓﾄ ﾖｼﾉ 市立長野   +0.1   -0.8   +0.5    +0.1 (459)
清水 思(2) 東信    X   4.58   4.50    4.58 
ｼﾐｽﾞ ｺﾄ 上田染谷丘   +0.1   -0.6    +0.1 (448)
上野 七美(2) 北信   3.60   4.57   4.42    4.57 
ｳｴﾉ ﾅﾅﾐ 中野立志館   -0.6   -0.4   +1.0    -0.4 (446)
上條 のあ(2) 中信   4.42   4.37   4.56    4.56 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 松本県ヶ丘   +0.2   +0.5   -0.8    -0.8 (443)
伊藤 鈴音(1) 南信   4.31   4.47   4.49    4.49 
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ 飯田風越   +0.3   -0.6   -0.4    -0.4 (426)
武田 真奈(1) 北信   4.46   4.02   4.48    4.48 
ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅ 長野商   +0.1   +1.1   +0.5    +0.5 (423)
宮入 響(1) 北信   4.27   4.47   4.38    4.47 
ﾐﾔｲﾘ ﾋﾋﾞｷ 長野日大   -1.3   +0.7    0.0    +0.7 (421)
鈴木 菜々花(2) 南信   4.45   4.46   4.42    4.46 
ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 下諏訪向陽   +0.7   +0.3   +0.5    +0.3 (418)
岡嶋 美空(1) 東信   4.26   4.20   4.28    4.28 
ｵｶｼﾞﾏ ﾐｸ 上田千曲   -1.0   +0.2   -0.1    -0.1 (374)
山田 真菜(1) 北信   4.02   3.97   4.23    4.23 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ 長野日大   +0.8   +0.2    0.0     0.0 (362)
安藤 あかり(2) 東信    X   4.14   4.22    4.22 
ｱﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ 野沢北   -0.4   +0.8    +0.8 (359)
吉岡 栞(2) 中信    X   4.17   4.15    4.17 
ﾖｼｵｶ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘   +0.3   +0.7    +0.3 (347)
武江 こころ(2) 北信    X    X   3.67    3.67 
ﾀｹｴ ｺｺﾛ 長野西   +0.5    +0.5 (235)
米山 野乃佳(1) 東信 棄権
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 佐久長聖
小林 あゆみ(1) 中信 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 創造学園
奥原 夕奈(1) 中信 欠場
ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾅ 木曽青峰
麻原 優花(1) 中信 欠場
ｱｻﾊﾗ ﾕｳｶ 創造学園

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- 記録 備考
1 2  1977

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

2 9   406

3 8   912

4 7  1468

5 19   660

6 6  1826

7 1   463

8 11   851

9 13   946

10 5   117

11 15  1489

12 4   947

13 18  1239

14 10  1795

15 16   794

3  1306

12  1990

14  1575

17  1989



決勝 9月24日 11:40

武江 こころ(2) 北信
ﾀｹｴ ｺｺﾛ 長野西 (552)
清水 思(2) 東信
ｼﾐｽﾞ ｺﾄ 上田染谷丘 (490)
山田 真菜(1) 北信
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ 長野日大 (433)
鈴木 菜々花(2) 南信
ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 下諏訪向陽 (422)
上野 七美(2) 北信
ｳｴﾉ ﾅﾅﾐ 中野立志館 (417)
安藤 あかり(2) 東信
ｱﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ 野沢北 (365)
田中 愛(1) 中信
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 創造学園 (332)
岡嶋 美空(1) 東信
ｵｶｼﾞﾏ ﾐｸ 上田千曲 (325)
伊藤 鈴音(1) 南信
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ 飯田風越 (299)
齊藤 由佳(2) 南信
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田 (242)
秋元 南乃(2) 北信
ｱｷﾓﾄ ﾖｼﾉ 市立長野 (240)
武田 真奈(1) 北信
ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅ 長野商 (251)
吉岡 栞(2) 中信
ﾖｼｵｶ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘 (236)
宮入 響(1) 北信
ﾐﾔｲﾘ ﾋﾋﾞｷ 長野日大 (210)
上條 のあ(2) 中信
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 松本県ヶ丘 (106)
米山 野乃佳(1) 東信 欠場
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 佐久長聖
麻原 優花(1) 中信 欠場
ｱｻﾊﾗ ﾕｳｶ 創造学園
奥原 夕奈(1) 中信 欠場
ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾅ 木曽青峰
小林 あゆみ(1) 中信 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 創造学園

決勝 9月24日 14:00

[ 1組] [ 2組]

 1 安藤 あかり(2) 東信 2,32.27(665)  1 鈴木 菜々花(2) 南信 2,25.75(747)
ｱﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ 野沢北 ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 下諏訪向陽

 2 岡嶋 美空(1) 東信 2,38.79(587)  2 武江 こころ(2) 北信 2,26.57(736)
ｵｶｼﾞﾏ ﾐｸ 上田千曲 ﾀｹｴ ｺｺﾛ 長野西

 3 宮入 響(1) 北信 2,39.42(580)  3 山田 真菜(1) 北信 2,33.57(649)
ﾐﾔｲﾘ ﾋﾋﾞｷ 長野日大 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ 長野日大

 4 武田 真奈(1) 北信 2,42.08(549)  4 清水 思(2) 東信 2,39.03(584)
ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅ 長野商 ｼﾐｽﾞ ｺﾄ 上田染谷丘

 5 田中 愛(1) 中信 2,42.16(548)  5 秋元 南乃(2) 北信 2,39.14(583)
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 創造学園 ｱｷﾓﾄ ﾖｼﾉ 市立長野

 6 伊藤 鈴音(1) 南信 2,46.90(496)  6 齊藤 由佳(2) 南信 2,39.85(575)
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ 飯田風越 ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田

 7 吉岡 栞(2) 中信 2,55.38(409)  7 上條 のあ(2) 中信 2,40.61(566)
ﾖｼｵｶ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 松本県ヶ丘

上野 七美(2) 北信
ｳｴﾉ ﾅﾅﾐ 中野立志館

※T3:縁石のうえ、内側のライン上またはその内側を走った 規則163-３(b)

失格(T3)
8   660

8  1795 7  1826

3   463 3   406

2  1977 2   912

6   851 4  1468

5   946 5   947

7  1489 9   794

記録／備考
4  1239 6   117

No. 氏  名 所属名

七種競技

800m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 9   794

  O 33.96   O  33.96 

2 18  1468
30.73   O   X  30.73 

3 2   947
27.67   O   O  27.67 

4 1   117
  X 27.11   X  27.11 

5 6   660
  O   O 26.83  26.83 

6 7  1239
  O 24.07   X  24.07 

7 4  1977
  O   O 22.32  22.32 

8 10  1489
  O 21.96   O  21.96 

9 5   463
20.57   O   O  20.57 

10 16   406
  O   O 17.48  17.48 

11 17   912
17.35   X   X  17.35 

12 14   851
  X 17.16   O  17.16 

13 15  1795
17.14   X   X  17.14 

14 12   946
  O   O 15.21  15.21 

15 19  1826
  X  9.98   X   9.98 

3  1306

8  1989

11  1575

13  1990



決勝 9月23日 10:00

小林 奏(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅｴ 佐久長聖

決勝 9月22日 10:20

森本 知隼(3)    X   5.92    X    X    X    X    5.92 
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 松本県ヶ丘   +1.6    +1.6

決勝 9月22日 15:00

湯本 珠実(3)
ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 松商学園

 3.40
1 1  1300

O O XXX

所属名 記録 備考3m30 3m40 3m50

所属名 -1- -2-

オープン女子

棒高跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

-3- -4- -5-

オープン女子

やり投(0.600kg)
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

41.90 46.19 45.53 42.56
1 1  1940

  X 45.34  46.19 

記録 備考-6-

記録 備考-6-
1 1  1792

-3- -4- -5-

オープン女子

走幅跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-
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