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◆ この大会で樹立された記録

◆ グラウンドコンディション

9/1 女子 やり投(0.600kg)

9/2

41秒46

決勝 35m13 木曽青峰 31m58

9/2

41秒79予選

9/1 女子 ハンマー投(4.000kg)

男子 八種競技 決勝 4971点 穂苅 康人 松商学園 4563点 大会新

木曽青峰 40m58

男子 4×100mR 決勝 41秒58
①神田 来夢 ②中島 謙　

松商学園 41秒79
③西村 陽杜 ④柳沢 直生

③西村 陽杜 ④小池 孝憲
松商学園

大会新29分51秒3629分12秒03 創造学園畑野 実優

大会新

大会新

備考従来の記録月日 ラウンド 氏　名 所　属記　録

①神田 来夢 ②中島 謙　

期　　日

会　　場

主　　催

種　目男女

4×100mR男子9/1

中信高等学校体育連盟

(一財)長野陸上競技協会

9/3

南 1.1

西 1.0

南東 2.5

33.0 南 1.2

晴 28.0 33.0 南 1.5

晴 28.0 33.0

女子

女子 5000ｍW 決勝

4×400mR9/3 決勝

晴 26.5 49.0

13:00

晴 27.5 41.0

湿度

曇 25.0 51.0

9/1(金) 9/2(土)

天候

晴  9:30

27.0

15:00 南西 1.3

晴 28.5

10:00

11:00

12:00

13:00

37.0 南東 3.7

晴 28.5 36.0 東南東 2.6

10:00

11:00

12:00 晴

晴 27.0 36.0 南東 2.9

晴 28.0 34.0 南南東 4.3

26.0 42.0 南東 2.1 曇 23.0 59.0

風向 風速m/s気温 湿度 風向 風速 m/s 天候 気温

2.6

晴

45.0 南南東 1.2

晴

46.0

風速m/s時刻 時刻 天候 気温 湿度 風向

晴 24.5 9:30

南東 2.2

14:00

平成29年度 中信高等学校新人体育大会 陸上競技大会

（競技場コード

時刻

10:30

11:00

12:00

13:00

14:00

大会新

決勝 41m83 巾 ことみ

27.0 40.0 南南西 2.8

藤本 優佳

南西 0.5

晴 25.0 44.0 南西 1.4

良波　克也総務

意欲的に やりがいを求めよう

平成２９年９月１日（金）・２日（土）・３日（日）

171020）

15:00

晴 26.0

晴 28.0 42.0 東南東 2.114:00

9/3(日)

26.5 42.0 南東 0.5

曇 25.0 44.0 南

記録・情報主任

藤森　茂幸

下川　泰秀

増田　喜代志中信高等学校体育連盟陸上競技専門部主　　管

大会コード

3分59秒78
①深澤 由惟 ②友田 有紀

松商学園 4分05秒08
③内川 未久 ④樋口 虹夏

大会新

大会新

17172006

高校新人

挑戦的に

フィールド審判長

トラック審判長

松本平広域公園陸上競技場



平成29年度 中信高等学校新人体育大会 陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森 茂幸
主催：中信高等学校体育連盟・（一財）長野陸上競技協会 跳躍審判長 下川 泰秀
主管：中信高等学校体育連盟陸上競技専門部 投擲審判長 下川 泰秀
【開催日】 平成29年9月1日(金)～3日(日) 混成審判長 藤森 茂幸
【主催団体】 中信高等学校体育連盟 決勝記録一覧表 記録主任： 増田 喜代志
(GR:大会新) 女  子 【競技場】県松本平広域公園

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 9/ 2 女子  +0.8友田 有紀(1) 12.52 齊藤 雅(2) 12.77 三和 瑠夏(1) 12.91 安坂侑莉菜(1) 13.05 内川 未久(1) 13.07 中村 夢見子(1) 13.17 小尾 友音(2) 13.28 北澤 優里愛(1) 13.56

100m 松商学園 豊科 創造学園 松本美須々ヶ丘 松商学園 木曽青峰 塩尻志学館 松本県ヶ丘
 9/ 3  -1.3友田 有紀(1) 25.80 樋口 虹夏(1) 25.87 齊藤 雅(2) 26.47 内川 未久(1) 26.64 三和 瑠夏(1) 26.66 安坂侑莉菜(1) 27.15 小尾 友音(2) 27.19 中村 夢見子(1) 27.49

200m 松商学園 松商学園 豊科 松商学園 創造学園 松本美須々ヶ丘 塩尻志学館 木曽青峰
 9/ 1 樋口 虹夏(1) 59.55 三和 瑠夏(1) 1:01.35 深澤 由惟(2) 1:01.85 金井 向日葵(2) 1:03.62 安元 実佑(2) 1:05.61 真野 ひな帆(1) 1:05.75 降幡 茉由(1) 1:08.37 濱 綾華(1) 1:09.94

400m 松商学園 創造学園 松商学園 松本蟻ヶ崎 松商学園 松本県ヶ丘 大町岳陽 松本蟻ヶ崎
 9/ 3 真野 ひな帆(1) 2:25.95 杉村 奈津穂(2) 2:28.19 安永 友麻(1) 2:29.60 宮坂 梨乃(2) 2:30.87 小岸 馨(1) 2:33.15 田近 亜紀(2) 2:34.55 高坂 珠実(1) 2:35.83 山田 好恵(1) 2:42.35

800m 松本県ヶ丘 松本県ヶ丘 松本県ヶ丘 創造学園 松本深志 塩尻志学館 松本蟻ヶ崎 松商学園
 9/ 1 宮澤 花奈実(1) 4:54.27 杉村 奈津穂(2) 4:56.77 伊藤 花織(1) 5:05.45 飯嶋 華央(2) 5:05.54 蛭田 杏(2) 5:13.80 高坂 珠実(1) 5:14.66 宮坂 梨乃(2) 5:21.31 田近 亜紀(2) 5:23.70

1500m 松本深志 松本県ヶ丘 松本県ヶ丘 松商学園 松本蟻ヶ崎 松本蟻ヶ崎 創造学園 塩尻志学館
 9/ 3 宮澤 花奈実(1) 10:39.15 飯嶋 華央(2) 10:45.62 蛭田 杏(2) 11:13.78 伊藤 花織(1) 11:37.63 下村 あきほ(2) 11:51.30 工藤 愛菜(1) 11:51.48 小林 若菜(2) 12:00.40 永田 千穂里(1) 13:42.31

3000m 松本深志 松商学園 松本蟻ヶ崎 松本県ヶ丘 木曽青峰 松本県ヶ丘 松本深志 松商学園
 9/ 1  +1.9上條 のあ(2) 15.50 麻原 優花(1) 15.67 田中 愛(1) 16.80 倉沢 真奈(1) 16.88 鈴木 陽世梨(1) 17.67 高木 陽香(1) 17.78 小林 あゆみ(1) 17.79 中村 優里(2) 17.85

100mH(0.838m) 松本県ヶ丘 創造学園 創造学園 塩尻志学館 木曽青峰 松本県ヶ丘 創造学園 松本美須々ヶ丘
 9/ 2 深澤 由惟(2) 1:07.91 倉沢 真奈(1) 1:10.56 小林 あゆみ(1) 1:11.15 大月 来夢(2) 1:13.56 鈴木 陽世梨(1) 1:16.87 高木 陽香(1) 1:17.31 齋藤 美空(1) 1:17.34 宮本 真花(1) 1:21.65

400mH(0.762m) 松商学園 塩尻志学館 創造学園 松商学園 木曽青峰 松本県ヶ丘 大町岳陽 松本深志
 9/ 3 畑野 実優(1) 29:12.03 中藤 夏葵(1) 34:34.81

5000m競歩 創造学園 GR 創造学園
 9/ 3 塩原 美里(2) 1.60 奥原 夕奈(1) 1.43 赤羽 菜々実(2) 1.40 谷口 真生(2) 1.35 中田 萌(2) 1.30

走高跳 松本県ヶ丘 木曽青峰 松商学園 松商学園 松本深志
 9/ 2 中田 萌(2) 1.80 有田 芽生(1) 1.80 寺島 千加(2) 1.60

棒高跳 松本深志 松本深志 松本深志
 9/ 1 長谷尾 彩華(1)5.13(+0.9) 田中 愛(1) 4.88(+1.0) 鈴木 陽世梨(1)4.84(+0.7) 望月 彩加(1) 4.79(+3.1) 栗空 実穂(2) 4.72(+1.2) 小澤 桃子(1) 4.59(+0.1) 松岡 みず穂(2)4.58(+3.1) 上條 のあ(2) 4.53(-0.7)

走幅跳 大町岳陽 創造学園 木曽青峰 松本蟻ヶ崎 木曽青峰 塩尻志学館 松本県ヶ丘 松本県ヶ丘
 9/ 3 塩原 美里(2)10.43(-0.2) 栗空 実穂(2)10.03(+0.3) 松岡 みず穂(2)9.26(-0.5) 内田 佑香(2) 9.15(-0.2) 小澤 桃子(1) 9.01(-0.7)

三段跳 松本県ヶ丘 木曽青峰 松本県ヶ丘 松本県ヶ丘 塩尻志学館
 9/ 2 巾 こと美(2) 11.39 小林 弥希(1) 10.84 藤本 優佳(2) 10.00 藤原 希(2) 7.53 小口 維吹(1) 7.15 菅原 愛星(1) 6.57 吉岡 栞(2) 5.96 高野 由衣(2) 5.82

砲丸投 木曽青峰 松商学園 木曽青峰 大町岳陽 都市大塩尻 梓川 松本県ヶ丘 都市大塩尻
 9/ 3 巾 こと美(2) 29.09 藤本 優佳(2) 28.09 青島 まど華(2) 23.15 藤原 希(2) 22.88 丸山 香奈恵(1) 22.57 井島 まどか(2) 21.13 高橋 朋美(1) 21.11 小川 桃果(2) 16.40

円盤投 木曽青峰 木曽青峰 木曽青峰 大町岳陽 大町岳陽 梓川 創造学園 創造学園
 9/ 1 藤本 優佳(2) 35.13 高橋 朋美(1) 30.36 青島 まど華(2) 29.74 石井 愛音(1) 22.94 菅原 愛星(1) 22.68 岩原 麗乃(2) 19.68 藤原 希(2) 19.63 井島 まどか(2) 11.01

ﾊﾝﾏｰ投 木曽青峰 GR 創造学園 木曽青峰 創造学園 梓川 梓川 大町岳陽 梓川
 9/ 1 巾 こと美(2) 41.83 小林 弥希(1) 28.85 丸山 香奈恵(1) 26.42 奥原 夕奈(1) 25.14 栗空 実穂(2) 21.83 小川 桃果(2) 21.11 小口 維吹(1) 19.18 小林 ひかる(1) 18.91

やり投 木曽青峰 GR 松商学園 大町岳陽 木曽青峰 木曽青峰 創造学園 都市大塩尻 梓川
 9/ 2 松商学園       48.85 創造学園       50.97 松本県ヶ丘       51.86 塩尻志学館       53.15 大町岳陽       53.22 松本蟻ヶ崎       55.30 松本美須々ヶ丘      56.03

4×100m 深澤 由惟(2) 田中 愛(1) 北澤 優里愛(1) 田近 亜紀(2) 齋藤 美空(1) 濱 綾華(1) 三村 香乃(1)
友田 有紀(1) 三和 瑠夏(1) 北澤 詩織(2) 小尾 友音(2) 小澤 美祐(1) 望月 彩加(1) 中嶌 萌香(2)
内川 未久(1) 小林 あゆみ(1) 上條 のあ(2) 小澤 桃子(1) 降幡 茉由(1) 小林 あか里(1) 中村 優里(2)
樋口 虹夏(1) 麻原 優花(1) 塩原 美里(2) 倉沢 真奈(1) 長谷尾 彩華(1) 金井 向日葵(2) 安坂侑莉菜(1)

 9/ 3 松商学園     3:59.78 創造学園     4:15.22 松本県ヶ丘     4:22.25 木曽青峰     4:29.19 大町岳陽     4:30.57 松本深志     4:31.90 穂高商     4:42.43
4×400m 深澤 由惟(2) GR 三和 瑠夏(1) 塩原 美里(2) 中村 夢見子(1) 小澤 美祐(1) 宮本 真花(1) 廣瀬 綾菜(1)

友田 有紀(1) 小林 あゆみ(1) 北澤 詩織(2) 栗空 実穂(2) 山本 佳奈(2) 小岸 馨(1) 諌山 ありさ(1)
内川 未久(1) 田中 愛(1) 安永 友麻(1) 横山 春香(1) 樋口 鈴乃(1) 有田 芽生(1) 片桐 永莉華(1)
樋口 虹夏(1) 宮坂 梨乃(2) 杉村 奈津穂(2) 鈴木 陽世梨(1) 長谷尾 彩華(1) 宮澤 花奈実(1) 丸山 真尋(1)

 9/ 3 上條 のあ(2) 3337 田中 愛(1) 3228 麻原 優花(1) 3021 奥原 夕奈(1) 2775 小林 あゆみ(1) 2716 吉岡 栞(2) 2531
七種競技 松本県ヶ丘 創造学園 創造学園 木曽青峰 創造学園 松本県ヶ丘

学校対抗(女子) 松商学園 木曽青峰 創造学園 松本県ヶ丘 松本深志 大町岳陽 塩尻志学館 松本蟻ヶ崎
学校別得点 32 29118 116 116 115 51 42



予選 9月1日 15:20
決勝 9月2日 12:30

長野県高校記録(KR)              12.03 モラード 華                  松商学園         2014/06/21  
大会記録(GR)                    12.37 モラード 華                  松商学園         2013        

[ 1組] 風速 +1.3 [ 2組] 風速 +0.5

 1 齊藤 雅(2)     12.81 Q  1 友田 有紀(1)     12.53 Q
ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 豊科 ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 松商学園

 2 安坂侑莉菜(1)     13.08 q  2 中村 夢見子(1)     13.07 q
ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 松本美須々ヶ丘 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ 木曽青峰

 3 斉藤 楓花(2)     13.73  3 小尾 友音(2)     13.23 q
ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ 松商学園 ｵﾋﾞ ﾕｳﾅ 塩尻志学館

 4 有田 芽生(1)     13.80  4 北澤 詩織(2)     13.40 
ｱﾘﾀ ﾒｲ 松本深志 ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘

 5 廣瀬 綾菜(1)     14.87 寺島 千加(2)
ﾋﾛｾ ｱﾔﾅ 穂高商 ﾃﾗｼﾏ ﾁｶ 松本深志

 6 太田 菜奈(1)     15.48 望月 彩加(1)
ｵｵﾀ ﾅﾅ 松本秀峰 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎
金井 向日葵(2) 吉川 真子(2)
ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ 松本蟻ヶ崎 ｷｯｶﾜ ﾏｺ 松本秀峰

[ 3組] 風速 +1.5

 1 三和 瑠夏(1)     12.93 Q
ﾐﾜ ﾙﾅ 創造学園

 2 内川 未久(1)     13.07 q
ｳﾁｶﾜ ﾐｸ 松商学園

 3 北澤 優里愛(1)     13.37 q
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾘｱ 松本県ヶ丘

 4 野口 沙彩(1)     13.81 
ﾉｸﾞﾁ ｻｱﾔ 豊科

 5 小澤 美祐(1)     14.25 
ｵｻﾞﾜ ﾐﾕ 大町岳陽
濱 綾華(1)
ﾊﾏ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎

風速 +0.8

 1 友田 有紀(1)     12.52 
ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 松商学園

 2 齊藤 雅(2)     12.77 
ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 豊科

 3 三和 瑠夏(1)     12.91 
ﾐﾜ ﾙﾅ 創造学園

 4 安坂侑莉菜(1)     13.05 
ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 松本美須々ヶ丘

 5 内川 未久(1)     13.07 
ｳﾁｶﾜ ﾐｸ 松商学園

 6 中村 夢見子(1)     13.17 
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ 木曽青峰

 7 小尾 友音(2)     13.28 
ｵﾋﾞ ﾕｳﾅ 塩尻志学館

 8 北澤 優里愛(1)     13.56 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾘｱ 松本県ヶ丘

3  1950

女子

100m

予選 通過基準  3組  1着 + 5 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

5  1833

順 ﾚｰﾝ No. 記録／備考
4  1995

氏  名 所属名

7

 1882

28  1704

2  2090

 1773

 1768

8  2087

7  1885

6  1574

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1962

3  1793
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予選 9月3日  9:55
決勝 9月3日 13:10

長野県高校記録(KR)              24.72 青木 利佳                    中野西           1989/06/25  
大会記録(GR)                    25.33 猪田 有紗                    松本蟻ヶ崎       2007        

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 -0.5

 1 齊藤 雅(2)     26.48 Q  1 樋口 虹夏(1)     26.77 Q
ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 豊科 ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ 松商学園

 2 内川 未久(1)     26.86 q  2 安坂侑莉菜(1)     27.36 q
ｳﾁｶﾜ ﾐｸ 松商学園 ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 松本美須々ヶ丘

 3 小尾 友音(2)     27.12 q  3 金井 向日葵(2)     28.08 
ｵﾋﾞ ﾕｳﾅ 塩尻志学館 ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ 松本蟻ヶ崎

 4 中村 夢見子(1)     27.37 q  4 北澤 詩織(2)     28.45 
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ 木曽青峰 ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘

 5 中村 優里(2)     28.21  5 諌山 ありさ(1)     29.37 
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ 松本美須々ヶ丘 ｲｻﾔﾏ ｱﾘｻ 穂高商

 6 廣瀬 綾菜(1)     31.89  6 小澤 美祐(1)     29.40 
ﾋﾛｾ ｱﾔﾅ 穂高商 ｵｻﾞﾜ ﾐﾕ 大町岳陽

 7 宮本 真花(1)     30.61 
ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅｶ 松本深志

[ 3組] 風速 +0.2

 1 友田 有紀(1)     26.38 Q
ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 松商学園

 2 三和 瑠夏(1)     26.77 q
ﾐﾜ ﾙﾅ 創造学園

 3 野口 沙彩(1)     28.83 
ﾉｸﾞﾁ ｻｱﾔ 豊科

 4 北澤 優里愛(1)     28.86 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾘｱ 松本県ヶ丘

 5 中嶌 萌香(2)     28.93 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴｶ 松本美須々ヶ丘

 6 降幡 茉由(1)     30.14 
ﾌﾙﾊﾀ ﾏﾕ 大町岳陽

風速 -1.3

 1 友田 有紀(1)     25.80 
ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 松商学園

 2 樋口 虹夏(1)     25.87 
ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ 松商学園

 3 齊藤 雅(2)     26.47 
ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 豊科

 4 内川 未久(1)     26.64 
ｳﾁｶﾜ ﾐｸ 松商学園

 5 三和 瑠夏(1)     26.66 
ﾐﾜ ﾙﾅ 創造学園

 6 安坂侑莉菜(1)     27.15 
ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 松本美須々ヶ丘

 7 小尾 友音(2)     27.19 
ｵﾋﾞ ﾕｳﾅ 塩尻志学館

 8 中村 夢見子(1)     27.49 
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ 木曽青峰
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予選 9月1日 11:55
決勝 9月1日 14:40

長野県高校記録(KR)              55.42 山本 瑞                      小諸             2011/08/03  
瀧澤 彩                      長野             2012/07/29  

大会記録(GR)                    57.34 望月 絵美                    豊科             2011        

[ 1組] [ 2組]

 1 樋口 虹夏(1)   1:01.59 Q  1 三和 瑠夏(1)   1:02.91 Q
ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ 松商学園 ﾐﾜ ﾙﾅ 創造学園

 2 金井 向日葵(2)   1:03.64 Q  2 深澤 由惟(2)   1:03.92 Q
ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ 松本蟻ヶ崎 ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ 松商学園

 3 真野 ひな帆(1)   1:04.74 q  3 安元 実佑(2)   1:04.93 q
ﾏﾉ ﾋﾅﾎ 松本県ヶ丘 ﾔｽﾓﾄ ﾐﾕ 松商学園

 4 降幡 茉由(1)   1:07.70 q  4 濱 綾華(1)   1:08.30 q
ﾌﾙﾊﾀ ﾏﾕ 大町岳陽 ﾊﾏ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎

 5 小岸 馨(1)   1:09.41  5 齋藤 美空(1)   1:09.25 
ｺｷﾞｼ ｶｵﾙ 松本深志 ｻｲﾄｳ ﾐｿﾗ 大町岳陽

 6 諌山 ありさ(1)   1:10.33  6 小林 あか里(1)   1:10.08 
ｲｻﾔﾏ ｱﾘｻ 穂高商 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾘ 松本蟻ヶ崎

 7 横山 春香(1)   1:12.22  7 丸山 真尋(1)   1:14.16 
ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙｶ 木曽青峰 ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾋﾛ 穂高商
中嶌 萌香(2) 北澤 詩織(2)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴｶ 松本美須々ヶ丘 ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘

 1 樋口 虹夏(1)     59.55 
ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ 松商学園

 2 三和 瑠夏(1)   1:01.35 
ﾐﾜ ﾙﾅ 創造学園

 3 深澤 由惟(2)   1:01.85 
ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ 松商学園

 4 金井 向日葵(2)   1:03.62 
ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ 松本蟻ヶ崎

 5 安元 実佑(2)   1:05.61 
ﾔｽﾓﾄ ﾐﾕ 松商学園

 6 真野 ひな帆(1)   1:05.75 
ﾏﾉ ﾋﾅﾎ 松本県ヶ丘

 7 降幡 茉由(1)   1:08.37 
ﾌﾙﾊﾀ ﾏﾕ 大町岳陽

 8 濱 綾華(1)   1:09.94 
ﾊﾏ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎
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予選 9月2日 11:40
決勝 9月3日 12:00

長野県高校記録(KR)            2:05.78 山本 瑞                      小諸             2011/10/29  
大会記録(GR)                  2:15.00 那須野 綺音                  大町             2015        

[ 1組] [ 2組]

 1 杉村 奈津穂(2)   2:28.69 Q  1 真野 ひな帆(1)   2:29.26 Q
ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾂﾎ 松本県ヶ丘 ﾏﾉ ﾋﾅﾎ 松本県ヶ丘

 2 小岸 馨(1)   2:30.82 Q  2 安永 友麻(1)   2:32.31 Q
ｺｷﾞｼ ｶｵﾙ 松本深志 ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳﾏ 松本県ヶ丘

 3 山田 好恵(1)   2:34.59 q  3 田近 亜紀(2)   2:33.65 q
ﾔﾏﾀﾞ ｺﾉｴ 松商学園 ﾀﾁﾞｶ ｱｷ 塩尻志学館

 4 宮坂 梨乃(2)   2:35.09 q  4 高坂 珠実(1)   2:34.75 q
ﾐﾔｻｶ ﾘﾉ 創造学園 ｺｳｻｶ ﾀﾏﾐ 松本蟻ヶ崎

 5 小林 あか里(1)   2:37.63  5 大丸 夏星(2)   2:40.15 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾘ 松本蟻ヶ崎 ﾀﾞｲﾏﾙ ｶﾎ 松商学園

 6 樋口 鈴乃(1)   2:45.20  6 山本 佳奈(2)   2:44.23 
ﾋｸﾞﾁ ﾘﾝﾉ 大町岳陽 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 大町岳陽

 7 上條 優里(1)   2:52.90  7 横山 春香(1)   2:51.99 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕﾘ 塩尻志学館 ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙｶ 木曽青峰

 8 市川 結(1)   2:58.53 
ｲﾁｶﾜ ﾕｲ 松本秀峰

 1 真野 ひな帆(1)   2:25.95 
ﾏﾉ ﾋﾅﾎ 松本県ヶ丘

 2 杉村 奈津穂(2)   2:28.19 
ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾂﾎ 松本県ヶ丘

 3 安永 友麻(1)   2:29.60 
ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳﾏ 松本県ヶ丘

 4 宮坂 梨乃(2)   2:30.87 
ﾐﾔｻｶ ﾘﾉ 創造学園

 5 小岸 馨(1)   2:33.15 
ｺｷﾞｼ ｶｵﾙ 松本深志

 6 田近 亜紀(2)   2:34.55 
ﾀﾁﾞｶ ｱｷ 塩尻志学館

 7 高坂 珠実(1)   2:35.83 
ｺｳｻｶ ﾀﾏﾐ 松本蟻ヶ崎

 8 山田 好恵(1)   2:42.35 
ﾔﾏﾀﾞ ｺﾉｴ 松商学園
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決勝 9月1日 15:00

長野県高校記録(KR)            4:17.77 和田 有菜                    長野東           2017/06/24  
大会記録(GR)                  4:41.67 那須野 綺音                  大町             2015        

 1 宮澤 花奈実(1)   4:54.27 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 松本深志

 2 杉村 奈津穂(2)   4:56.77 
ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾂﾎ 松本県ヶ丘

 3 伊藤 花織(1)   5:05.45 
ｲﾄｳ ｶｵﾘ 松本県ヶ丘

 4 飯嶋 華央(2)   5:05.54 
ｲｲｼﾞﾏ ｶｵ 松商学園

 5 蛭田 杏(2)   5:13.80 
ﾋﾙﾀ ｱﾝ 松本蟻ヶ崎

 6 高坂 珠実(1)   5:14.66 
ｺｳｻｶ ﾀﾏﾐ 松本蟻ヶ崎

 7 宮坂 梨乃(2)   5:21.31 
ﾐﾔｻｶ ﾘﾉ 創造学園

 8 田近 亜紀(2)   5:23.70 
ﾀﾁﾞｶ ｱｷ 塩尻志学館

 9 山田 好恵(1)   5:28.10 
ﾔﾏﾀﾞ ｺﾉｴ 松商学園

10 工藤 愛菜(1)   5:28.83 
ｸﾄﾞｳ ﾏﾅ 松本県ヶ丘

11 下村 あきほ(2)   5:30.15 
ｼﾓﾑﾗ ｱｷﾎ 木曽青峰

12 山本 佳奈(2)   5:32.11 
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 大町岳陽

13 小林 若菜(2)   5:42.58 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ 松本深志

14 樋口 鈴乃(1)   5:45.84 
ﾋｸﾞﾁ ﾘﾝﾉ 大町岳陽

15 片桐 永莉華(1)   5:50.60 
ｶﾀｷﾞﾘ ｴﾘｶ 穂高商

16 市川 結(1)   6:26.84 
ｲﾁｶﾜ ﾕｲ 松本秀峰
小口 満里奈(2)
ｵｸﾞﾁ ﾏﾘﾅ 松本秀峰
永田 千穂里(1)
ﾅｶﾞﾀ ﾁﾎﾘ 松商学園
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決勝 9月3日 11:00

長野県高校記録(KR)            9:04.25 和田 有菜                    長野東           2017/08/02  
大会記録(GR)                 10:01.39 須澤 麻希                    松商学園         2005        

 1 宮澤 花奈実(1)  10:39.15 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 松本深志

 2 飯嶋 華央(2)  10:45.62 
ｲｲｼﾞﾏ ｶｵ 松商学園

 3 蛭田 杏(2)  11:13.78 
ﾋﾙﾀ ｱﾝ 松本蟻ヶ崎

 4 伊藤 花織(1)  11:37.63 
ｲﾄｳ ｶｵﾘ 松本県ヶ丘

 5 下村 あきほ(2)  11:51.30 
ｼﾓﾑﾗ ｱｷﾎ 木曽青峰

 6 工藤 愛菜(1)  11:51.48 
ｸﾄﾞｳ ﾏﾅ 松本県ヶ丘

 7 小林 若菜(2)  12:00.40 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ 松本深志

 8 永田 千穂里(1)  13:42.31 
ﾅｶﾞﾀ ﾁﾎﾘ 松商学園
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予選 9月1日 12:20
決勝 9月1日 14:05

長野県高校記録(KR)              14.28 長崎 寛子                    中野実業         1996/10/14  
大会記録(GR)                    15.2  清水 美輝                    松本県ヶ丘       1981        

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +0.4

 1 上條 のあ(2)     16.68 Q  1 麻原 優花(1)     16.26 Q
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 松本県ヶ丘 ｱｻﾊﾗ ﾕｳｶ 創造学園

 2 倉沢 真奈(1)     17.51 Q  2 田中 愛(1)     16.99 Q
ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ 塩尻志学館 ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 創造学園

 3 小林 あゆみ(1)     17.68 q  3 高木 陽香(1)     17.49 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 創造学園 ﾀｶｷﾞ ﾊﾙｶ 松本県ヶ丘

 4 中村 優里(2)     18.38 q  4 鈴木 陽世梨(1)     18.15 q
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ 松本美須々ヶ丘 ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ 木曽青峰

 5 大月 来夢(2)     18.46  5 斉藤 楓花(2)     20.21 
ｵｵﾂｷ ﾗｲﾑ 松商学園 ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ 松商学園

 6 廣瀬 綾菜(1)     21.57  6 北原 香子(2)     20.30 
ﾋﾛｾ ｱﾔﾅ 穂高商 ｷﾀﾊﾗ ｷｮｳｺ 松本深志

風速 +1.9

 1 上條 のあ(2)     15.50 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 松本県ヶ丘

 2 麻原 優花(1)     15.67 
ｱｻﾊﾗ ﾕｳｶ 創造学園

 3 田中 愛(1)     16.80 
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 創造学園

 4 倉沢 真奈(1)     16.88 
ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ 塩尻志学館

 5 鈴木 陽世梨(1)     17.67 
ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ 木曽青峰

 6 高木 陽香(1)     17.78 
ﾀｶｷﾞ ﾊﾙｶ 松本県ヶ丘

 7 小林 あゆみ(1)     17.79 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 創造学園

 8 中村 優里(2)     17.85 
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ 松本美須々ヶ丘
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予選 通過基準  2組  2着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

6  1990

 1950

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

 1704

6  1977

2

順

7  1955

3

 1826

 1832

所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ No.
4

氏  名 記録／備考
4  1989

所属名

決勝

7  1769

5  1612

3  1804

2

5  1576

6  1989

7  1826
順 ﾚｰﾝ No. 所属名 記録／備考氏  名

2  1576

4  1977

5  1612

9  1804

8  1990

3  1832



予選 9月2日 10:00
決勝 9月2日 12:00

長野県高校記録(KR)              58.27 瀧澤 彩                      長野             2012/07/31  
大会記録(GR)                  1:05.73 安田 若菜                    木曽青峰         2014        

[ 1組] [ 2組]

高木 陽香(1) 丸山 真尋(1)
ﾀｶｷﾞ ﾊﾙｶ 松本県ヶ丘 ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾋﾛ 穂高商
北原 香子(2) 宮本 真花(1)
ｷﾀﾊﾗ ｷｮｳｺ 松本深志 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅｶ 松本深志
深澤 由惟(2) 倉沢 真奈(1)
ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ 松商学園 ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ 塩尻志学館
小林 あゆみ(1) 大月 来夢(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 創造学園 ｵｵﾂｷ ﾗｲﾑ 松商学園
鈴木 陽世梨(1) 齋藤 美空(1)
ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ 木曽青峰 ｻｲﾄｳ ﾐｿﾗ 大町岳陽

 1 深澤 由惟(2)   1:07.91 
ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ 松商学園

 2 倉沢 真奈(1)   1:10.56 
ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ 塩尻志学館

 3 小林 あゆみ(1)   1:11.15 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 創造学園

 4 大月 来夢(2)   1:13.56 
ｵｵﾂｷ ﾗｲﾑ 松商学園

 5 鈴木 陽世梨(1)   1:16.87 
ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ 木曽青峰

 6 高木 陽香(1)   1:17.31 
ﾀｶｷﾞ ﾊﾙｶ 松本県ヶ丘

 7 齋藤 美空(1)   1:17.34 
ｻｲﾄｳ ﾐｿﾗ 大町岳陽

 8 宮本 真花(1)   1:21.65 
ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅｶ 松本深志

 9 北原 香子(2)   1:28.59 
ｷﾀﾊﾗ ｷｮｳｺ 松本深志

女子

400mH(0.762m)

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

No. 氏  名 所属名 順 ﾚｰﾝ

4  1951

記録／備考

3

2  1804

6  1576

5  1990

順 ﾚｰﾝ

 1769

No. 氏  名 所属名 記録／備考

 1612

2  1706

No. 氏  名 所属名 記録／備考

 1675

4

5

 1951

3  1774

 1955

6

8  1576

決勝

順 ﾚｰﾝ
6

1  1804

5  1612

7  1990

4  1955

9  1774

3  1675

2  1769



決勝 9月3日 10:15

長野県高校記録(KR)           23:10.04 鳥羽 詩織                    長野東           2009/05/04  
大会記録(GR)                 29:51.36 巾崎 友里江                  松本県ヶ丘       2011        

 1 畑野 実優(1)  29:12.03 
ﾊﾀﾉ ﾐｳ 創造学園

 2 中藤 夏葵(1)  34:34.81 
ﾅｶﾌｼﾞ ﾅﾂｷ 創造学園

女子

5000m競歩

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1978

大会新
5  1981



予選 9月1日 10:30
決勝 9月2日 14:00

長野県高校記録(KR)              47.46 市立長野                     市立長野         2017/06/17  
（河田 璃音・唐澤 花実・田村 純菜・永原 朱夏）

大会記録(GR)                    48.66 松商学園                     松商学園         2012        
（中村 泉紀・モラード 華・奥島 美空・ディアスタイナ）

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 松商学園  1951 深澤 由惟(2)     50.17 q  1   4 創造学園  1977 田中 愛(1)     51.79 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
 1960 樋口 虹夏(1)  1988 宮坂 梨乃(2)

ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ ﾐﾔｻｶ ﾘﾉ
 2   6 木曽青峰  1574 中村 夢見子(1)     52.93 q  2   5 松本県ヶ丘  1805 北澤 優里愛(1)     52.09 q

ｷｿｾｲﾎｳ ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾘｱ
 1571 巾 こと美(2)  1793 北澤 詩織(2)

ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ
 1569 栗空 実穂(2)  1826 上條 のあ(2)

ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ
 1576 鈴木 陽世梨(1)  1796 塩原 美里(2)

ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ ｼｵﾊﾗ ﾐｻﾄ
 3   2 塩尻志学館  1609 田近 亜紀(2)     54.29 q  3   3 大町岳陽  1675 齋藤 美空(1)     54.63 q

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ ﾀﾁﾞｶ ｱｷ ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳ ｻｲﾄｳ ﾐｿﾗ
 1608 小尾 友音(2)  1680 小澤 美祐(1)

ｵﾋﾞ ﾕｳﾅ ｵｻﾞﾜ ﾐﾕ
 1614 小澤 桃子(1)  1677 降幡 茉由(1)

ｵｻﾞﾜ ﾓﾓｺ ﾌﾙﾊﾀ ﾏﾕ
 1612 倉沢 真奈(1)  1674 長谷尾 彩華(1)

ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ ﾊｾｵ ｱﾔｶ
 4   3 松本蟻ヶ崎  1886 濱 綾華(1)     55.58 q  4   2 松本美須々ヶ丘  1834 三村 香乃(1)     55.00 q

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ﾊﾏ ｱﾔｶ ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶ ﾐﾑﾗ ｶﾉ
 1885 望月 彩加(1)  1831 中嶌 萌香(2)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾔｶ ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴｶ
 1884 小林 あか里(1)  1832 中村 優里(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾘ ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ
 1882 金井 向日葵(2)  1833 安坂侑莉菜(1)

ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ
 5   5 松本深志  1768 寺島 千加(2)     55.80 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ﾃﾗｼﾏ ﾁｶ
 1773 有田 芽生(1)

ｱﾘﾀ ﾒｲ
 1770 中田 萌(2)

ﾅｶﾀ ﾓｴ
 1774 宮本 真花(1)

ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅｶ

女子

4×100m

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 松商学園  1951 深澤 由惟(2)     48.85 

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
 2   5 創造学園  1977 田中 愛(1)     50.97 

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
 1988 宮坂 梨乃(2)

ﾐﾔｻｶ ﾘﾉ
 3   4 松本県ヶ丘  1805 北澤 優里愛(1)     51.86 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾘｱ
 1793 北澤 詩織(2)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ
 1826 上條 のあ(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ
 1796 塩原 美里(2)

ｼｵﾊﾗ ﾐｻﾄ
 4   8 塩尻志学館  1609 田近 亜紀(2)     53.15 

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ ﾀﾁﾞｶ ｱｷ
 1608 小尾 友音(2)

ｵﾋﾞ ﾕｳﾅ
 1614 小澤 桃子(1)

ｵｻﾞﾜ ﾓﾓｺ
 1612 倉沢 真奈(1)

ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ
 5   9 大町岳陽  1675 齋藤 美空(1)     53.22 

ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳ ｻｲﾄｳ ﾐｿﾗ
 1680 小澤 美祐(1)

ｵｻﾞﾜ ﾐﾕ
 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
 6   3 松本蟻ヶ崎  1886 濱 綾華(1)     55.30 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ﾊﾏ ｱﾔｶ
 1885 望月 彩加(1)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾔｶ
 1884 小林 あか里(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾘ
 1882 金井 向日葵(2)

ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ
 7   2 松本美須々ヶ丘  1834 三村 香乃(1)     56.03 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶ ﾐﾑﾗ ｶﾉ
 1831 中嶌 萌香(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴｶ
 1832 中村 優里(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ
 1833 安坂侑莉菜(1)

ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ
  7 木曽青峰  1574 中村 夢見子(1)

ｷｿｾｲﾎｳ ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ 途中棄権
 1571 巾 こと美(2) DNF

ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ
 1569 栗空 実穂(2)

ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ
 1576 鈴木 陽世梨(1)

ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ

女子

4×100m
決勝



決勝 9月3日 14:20

長野県高校記録(KR)            3:46.50 長野吉田                     長野吉田         2013/08/03  
（小山 綾菜・内山 成実・村上 りさ子
・鈴木 千穂
）

大会記録(GR)                  4:05.08 木曽青峰                     木曽青峰         2014        
（畑 美織・胡桃澤 佑衣・安田 若菜・田中 美菜）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 松商学園  1951 深澤 由惟(2)   3:59.78 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ 大会新
 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
 2   3 創造学園  1979 三和 瑠夏(1)   4:15.22 

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾐﾜ ﾙﾅ
 1990 小林 あゆみ(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ
 1977 田中 愛(1)

ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ
 1988 宮坂 梨乃(2)

ﾐﾔｻｶ ﾘﾉ
 3   5 松本県ヶ丘  1796 塩原 美里(2)   4:22.25 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ｼｵﾊﾗ ﾐｻﾄ
 1793 北澤 詩織(2)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ
 1802 安永 友麻(1)

ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳﾏ
 1799 杉村 奈津穂(2)

ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾂﾎ
 4   9 木曽青峰  1574 中村 夢見子(1)   4:29.19 

ｷｿｾｲﾎｳ ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ
 1569 栗空 実穂(2)

ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ
 1577 横山 春香(1)

ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙｶ
 1576 鈴木 陽世梨(1)

ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ
 5   7 大町岳陽  1680 小澤 美祐(1)   4:30.57 

ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳ ｵｻﾞﾜ ﾐﾕ
 1671 山本 佳奈(2)

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ
 1676 樋口 鈴乃(1)

ﾋｸﾞﾁ ﾘﾝﾉ
 1674 長谷尾 彩華(1)

ﾊｾｵ ｱﾔｶ
 6   6 松本深志  1774 宮本 真花(1)   4:31.90 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅｶ
 1771 小岸 馨(1)

ｺｷﾞｼ ｶｵﾙ
 1773 有田 芽生(1)

ｱﾘﾀ ﾒｲ
 1772 宮澤 花奈実(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾐ
 7   8 穂高商  1704 廣瀬 綾菜(1)   4:42.43 

ﾎﾀｶｼｮｳ ﾋﾛｾ ｱﾔﾅ
 1705 諌山 ありさ(1)

ｲｻﾔﾏ ｱﾘｻ
 1707 片桐 永莉華(1)

ｶﾀｷﾞﾘ ｴﾘｶ
 1706 丸山 真尋(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾋﾛ
  2 松本蟻ヶ崎  1884 小林 あか里(1)

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾘ 欠場
 1886 濱 綾華(1)

ﾊﾏ ｱﾔｶ
 1885 望月 彩加(1)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾔｶ
 1882 金井 向日葵(2)

ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ

女子

4×400m

決勝



決勝 9月3日 10:30

長野県高校記録(KR)               1.77 上原 久美恵                  岡谷東           1977/10/03  
大会記録(GR)                     1.63 高柳 千帆                    木曽             1988        

1m60 1m64
塩原 美里(2) - - - - - - - - o o
ｼｵﾊﾗ ﾐｻﾄ 松本県ヶ丘 xxo xxx
奥原 夕奈(1) - - o o xxo xo o xxx
ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾅ 木曽青峰
赤羽 菜々実(2) o - - o o xo xxx
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅﾐ 松商学園
谷口 真生(2) - - - o o xxx
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｵ 松商学園
中田 萌(2) - - o o xxx
ﾅｶﾀ ﾓｴ 松本深志

1m35 1m40
備考

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m25

1 5  1796
 1.60

1m49 1m55
記録

1m30 1m43 1m46

 1.43

3 1  1958
 1.40

1m15 1m20

2 4  1575

5 2  1770
 1.30

4 3  1953
 1.35



決勝 9月2日 10:30

長野県高校記録(KR)               3.65 原 奈津美                    上伊那農         2013/09/28  
大会記録(GR)                     2.20 進藤 綾音                    松本県ヶ丘       2016        

中田 萌(2)
ﾅｶﾀ ﾓｴ 松本深志
有田 芽生(1)
ｱﾘﾀ ﾒｲ 松本深志
寺島 千加(2)
ﾃﾗｼﾏ ﾁｶ 松本深志

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考

 1.80

1m60 1m80 2m00

xxx

記録
1 3  1770

xo o

xo xxx
2 1  1773

o  1.80

3 2  1768
o xxx  1.60



決勝 9月1日 10:45

長野県高校記録(KR)               6.06 宮坂 楓                      東海大三         2010/07/19  
大会記録(GR)                     5.69 森本 知隼                    松本県ヶ丘       2015        

 ３回の
 最高記録

長谷尾 彩華(1)   4.61   4.63   4.46    4.63   4.88   5.13   4.87    5.13 
ﾊｾｵ ｱﾔｶ 大町岳陽   +1.7   +0.9   +0.8    +0.9   +1.2   +0.9   -0.1    +0.9
田中 愛(1)   4.69   4.57   4.31    4.69   4.58   4.88   4.75    4.88 
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 創造学園   +2.5   +0.5   -0.3    +2.5   +0.3   +1.0   +1.1    +1.0
鈴木 陽世梨(1)   4.76   4.64   4.63    4.76   4.76   4.84   4.82    4.84 
ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ 木曽青峰   +0.2   +0.8   -0.7    +0.2   +1.4   +0.7   -0.6    +0.7
望月 彩加(1)    x    x   4.51    4.51    x   4.63   4.79    4.79 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎   +1.1    +1.1   +1.2   +3.1    +3.1
栗空 実穂(2)   4.72   4.63   4.60    4.72    x   4.59    x    4.72 
ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ 木曽青峰   +1.2   -1.4   +0.5    +1.2   +0.7    +1.2
小澤 桃子(1)    x   4.47   4.35    4.47   4.59   4.46    x    4.59 
ｵｻﾞﾜ ﾓﾓｺ 塩尻志学館   -0.1    0.0    -0.1   +0.1   -0.8    +0.1
松岡 みず穂(2)    x   4.40   4.43    4.43   4.47    x   4.58    4.58 
ﾏﾂｵｶ ﾐｽﾞﾎ 松本県ヶ丘   +0.6   -0.1    -0.1   -0.4   +3.1    +3.1
上條 のあ(2)   4.53   4.30   4.45    4.53   4.43   3.74   4.27    4.53 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 松本県ヶ丘   -0.7   +1.0   +0.9    -0.7   +0.6   +0.7   +1.4    -0.7
内田 佑香(2)    x    x   4.40    4.40    4.40 
ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｶ 松本県ヶ丘   +0.5    +0.5    +0.5
有田 芽生(1)   4.15   4.31   4.24    4.31    4.31 
ｱﾘﾀ ﾒｲ 松本深志   -0.7   +2.0   +0.1    +2.0    +2.0
赤羽 菜々実(2)   3.90   4.01   4.04    4.04    4.04 
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅﾐ 松商学園   -0.4   +1.9   +0.5    +0.5    +0.5
由比ヶ濵 吏(2)   3.63   3.71   3.79    3.79    3.79 
ﾕｲｶﾞﾊﾏ ﾂｶｻ 南安曇農   +0.9   +1.3   -0.2    -0.2    -0.2
小林 ひかる(1)   3.57   3.79   3.70    3.79    3.79 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾙ 梓川   -0.2   +1.0   +1.2    +1.0    +1.0

6

13 3  1737

11 1  1958

12

10 5  1773

2  1721

 1826

9 8  1798

8

6 9  1614

7 10  1797

4 4  1885

5 11  1569

2 12  1977

3 7  1576

-3- -4-

1 13  1674

-1- -2-氏  名 所属名 記録 備考

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ -5- -6-



決勝 9月3日 11:30

長野県高校記録(KR)              12.40 田澤 愛                      松本深志         2007/10/07  
大会記録(GR)                    11.70 森本 知隼                    松本県ヶ丘       2016        

 ３回の
 最高記録

塩原 美里(2)  10.42  10.43  10.34   10.43  10.33    -    x   10.43 
ｼｵﾊﾗ ﾐｻﾄ 松本県ヶ丘   -1.9   -0.2   +0.7    -0.2   +2.6    -0.2
栗空 実穂(2)   9.89    x    x    9.89   9.87   9.90  10.03   10.03 
ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ 木曽青峰   -2.9    -2.9   -0.6   +0.7   +0.3    +0.3
松岡 みず穂(2)   8.96   8.80    x    8.96   9.20   9.26   8.94    9.26 
ﾏﾂｵｶ ﾐｽﾞﾎ 松本県ヶ丘   -1.8   +0.1    -1.8   +1.8   -0.5   +0.5    -0.5
内田 佑香(2)   8.93   8.97   9.13    9.13   9.15   8.65   8.91    9.15 
ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｶ 松本県ヶ丘   -2.7   +0.1   -2.5    -2.5   -0.2   +0.8   -3.3    -0.2
小澤 桃子(1)   8.59   8.55   9.01    9.01    x   8.97   8.99    9.01 
ｵｻﾞﾜ ﾓﾓｺ 塩尻志学館    0.0   +0.5   -0.7    -0.7   -1.3   -0.9    -0.7

4 1  1798

5 2  1614

2 4  1569

3 3  1797

記録 備考

1 5  1796

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

女子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月2日 12:00

長野県高校記録(KR)              13.65 大矢 結麻                    丸子実業         2006/05/13  
大会記録(GR)                    11.96 上原 綾                      田川             1996        

 ３回の
 最高記録

巾 こと美(2)
ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ 木曽青峰
小林 弥希(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 松商学園
藤本 優佳(2)
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｶ 木曽青峰
藤原 希(2)
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾉｿﾞﾐ 大町岳陽
小口 維吹(1)
ｵｸﾞﾁ ｲﾌﾞｷ 都市大塩尻
菅原 愛星(1)
ｽｶﾞﾜﾗ ﾏﾅｾ 梓川
吉岡 栞(2)
ﾖｼｵｶ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘
高野 由衣(2)
ﾀｶﾉ ﾕｲ 都市大塩尻
小川 桃果(2)
ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ 創造学園

備考

女子

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -5- -6-

 10.73

-2--1-

 10.46

-3- -4- 記録

2 9  1963
 10.50    -

1 8  1571
 10.62

 10.84 

  10.73  10.52  10.94  11.39  11.39 

 10.84    -

 1673
  7.53

 10.00

   -   10.50    -

  6.81   6.41  7.33

3 6  1570
   x   9.73

4 7
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  7.39    7.53   6.87   7.53 

  10.00   9.52    x   9.66  10.00 

  6.43  6.56

5 5  1915
  6.67   7.15

6 1  1748
  5.81

   5.96   5.79

  6.57 

   7.15   7.09   6.93   6.92   7.15 

  6.57

4  1795
  5.96   5.90

  6.44    6.56  6.11

  5.67   5.68   5.19   5.82 

  5.77

8 3  1913
  5.74

7
  5.42    x   5.96 

9 2  1976
  5.22

  5.82    5.82  5.73

  5.22   4.79   4.86    5.22



決勝 9月3日 12:30

長野県高校記録(KR)              44.69 中島 未歩                    丸子修学館       2010/10/01  
大会記録(GR)                    33.58 上原 綾                      田川             1996        

 ３回の
 最高記録

巾 こと美(2)
ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ 木曽青峰
藤本 優佳(2)
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｶ 木曽青峰
青島 まど華(2)
ｱｵｼﾏ ﾏﾄﾞｶ 木曽青峰
藤原 希(2)
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾉｿﾞﾐ 大町岳陽
丸山 香奈恵(1)
ﾏﾙﾔﾏ ｶﾅｴ 大町岳陽
井島 まどか(2)
ｲｼﾞﾏ ﾏﾄﾞｶ 梓川
高橋 朋美(1)
ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾐ 創造学園
小川 桃果(2)
ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ 創造学園
菅原 愛星(1)
ｽｶﾞﾜﾗ ﾏﾅｾ 梓川
石井 愛音(1)
ｲｼｲ ﾁｶﾈ 創造学園
岩原 麗乃(2)
ｲﾜﾊﾗ ﾚﾉ 梓川
洞 祥子(1) 欠場
ﾎﾗ ｼｮｳｺ 大町岳陽
小林 弥希(1) 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 松商学園
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 22.88 
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   o

   o   27.03    x
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3 8  1572
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  27.64  29.09    o    x  29.09 

2 12  1570
 27.03  28.09    o

   o

-3- -4- -5-

   o

1 10  1571
   o  27.64

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- -6- 記録 備考



決勝 9月1日 10:30

長野県高校記録(KR)              44.45 中島 未歩                    丸子修学館       2010/10/03  
大会記録(GR)                    31.58 荒井 葵凪                    塩尻志学館       2016        

 ３回の
 最高記録

藤本 優佳(2) 大会新
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｶ 木曽青峰
高橋 朋美(1)
ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾐ 創造学園
青島 まど華(2)
ｱｵｼﾏ ﾏﾄﾞｶ 木曽青峰
石井 愛音(1)
ｲｼｲ ﾁｶﾈ 創造学園
菅原 愛星(1)
ｽｶﾞﾜﾗ ﾏﾅｾ 梓川
岩原 麗乃(2)
ｲﾜﾊﾗ ﾚﾉ 梓川
藤原 希(2)
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾉｿﾞﾐ 大町岳陽
井島 まどか(2)
ｲｼﾞﾏ ﾏﾄﾞｶ 梓川
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所属名 -1-

女子

ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg)

決勝

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名順位 試技 -2-



決勝 9月1日 14:30

長野県高校記録(KR)              48.39 湯本 珠実                    松商学園         2017/06/16  
大会記録(GR)                    40.58 湯本 珠実                    松商学園         2016        

 ３回の
 最高記録

巾 こと美(2) 大会新
ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ 木曽青峰
小林 弥希(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 松商学園
丸山 香奈恵(1)
ﾏﾙﾔﾏ ｶﾅｴ 大町岳陽
奥原 夕奈(1)
ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾅ 木曽青峰
栗空 実穂(2)
ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ 木曽青峰
小川 桃果(2)
ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ 創造学園
小口 維吹(1)
ｵｸﾞﾁ ｲﾌﾞｷ 都市大塩尻
小林 ひかる(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾙ 梓川
吉岡 栞(2)
ﾖｼｵｶ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘
内田 佑香(2)
ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｶ 松本県ヶ丘
岩原 麗乃(2)
ｲﾜﾊﾗ ﾚﾉ 梓川
高野 由衣(2) 欠場
ﾀｶﾉ ﾕｲ 都市大塩尻
洞 祥子(1) 欠場
ﾎﾗ ｼｮｳｺ 大町岳陽
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  41.83    x    o    o  41.83    o

   -

備考-6--2- -3- -4- -5- 記録

女子

やり投(0.600kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



第１日目 2017/ 9/ 2
第２日目 2017/ 9/ 3

長野県高校記録(KR)               4598 太田 杏優                    市立長野         2017/06/18  
大会記録(GR)                     3627 中澤 久美                    松本蟻ヶ崎       2011        

[第１日目]

上條 のあ(2) 16.11(-1.4)        1.30        8.23 28.49(+1.7)   2117
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 松本県ヶ丘     701     409     414     593      1
田中 愛(1) 16.98(-1.4)        1.30        5.69 28.03(+1.7)   1888
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 創造学園     599     409     252     628      3
麻原 優花(1) 16.20(-1.4)        1.35        5.88 27.98(+1.7)   2046
ｱｻﾊﾗ ﾕｳｶ 創造学園     690     460     264     632      2
奥原 夕奈(1) 18.79(-1.4)        1.35        7.37 30.52(+1.7)   1675
ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾅ 木曽青峰     410     460     359     446      5
小林 あゆみ(1) 17.79(-1.4)        1.20        6.06 28.56(+1.7)   1684
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 創造学園     510     312     275     587      4
吉岡 栞(2) 19.49(-1.4)        1.25        5.78 29.91(+1.7)   1450
ﾖｼｵｶ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘     346     359     257     488      6

１日目得点
順位

女子

七種競技

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 100mH HJ SP

 1826

 1977

 1989

 1575

200m

 1990

 1795



[第２日目]

上條 のあ(2)  4.69(+0.3)       10.70     2:35.61   3337    1
松本県ヶ丘     477     119     624

田中 愛(1)  4.77(+0.8)       21.83     2:44.85   3228    2
創造学園     498     323     519

麻原 優花(1)  4.33(+0.5)       13.48     2:54.34   3021    3
創造学園     386     169     420

奥原 夕奈(1)  4.10(+0.1)       24.72     2:57.15   2775    4
木曽青峰     331     377     392

小林 あゆみ(1)  3.93(+0.8)       16.36     2:44.88   2716    5
創造学園     292     222     518

吉岡 栞(2)  4.34(-0.6)       19.96     2:55.79   2531    6
松本県ヶ丘     388     288     405

女子

七種競技

順位 備考ﾅﾝﾊﾞｰ
氏  名
所属名

LJ JT 800m
総合
得点

 1990

 1795

 1826

 1977

 1989

 1575



決勝 9月3日  9:55

長野県高校記録(KR)              24.72 青木 利佳                    中野西           1989/06/25  

風速 +0.2

 1 安元 実佑(2)     29.35 
ﾔｽﾓﾄ ﾐﾕ 松商学園

所属名 記録／備考
8  1957

ｵｰﾌﾟﾝ女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
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