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■この大会で樹立された記録

樋口 虹夏(2)
友田 有紀(2)
深澤 由惟(3)

5/3 大会新 女子 4×100mR 決勝 48秒91 内川 未久(2) 松商学園高 49秒26
5/3 大会新 男子 400mH 決勝 58秒45 中山 晃希(2) 松本美須々ヶ丘高 58秒66
5/3 大会新 男子 400mH 決勝 57秒89 渡部 翔太(1) 松本大 58秒66
5/3 大会新 男子 400mH 決勝 56秒31 倉田 歩夢(2) 松商学園高 58秒66
5/3 大会新 男子 400mH 決勝 55秒28 花形 駿介(2) 松本大 58秒66
5/3 大会新 男子 400mH 決勝 53秒27 小林 航(4) 松本大 58秒66

記録の種類
大会新
大会新
大会新
大会新
大会新
大会新
大会新
大会新

5/3 男子 3000mSC 決勝 10分26秒58 小松 晃人 松本大 10分29秒8大会新
5/3 男子 3000mSC 決勝 10分08秒29 上田 桂悟 松本国際高 10分29秒8大会新

樋口 虹夏(2)
友田 有紀(2)
深澤 由惟(3)

5/3 女子 4×100mR 予選 48秒58 内川 未久(2) 松商学園高 49秒26大会新
5/3 男子 800ｍ 準決勝 1分58秒67 畠山 龍大(3) 大町岳陽高 1分58秒67大会タイ
5/3 女子 200m 予選 25秒82 友田 有紀(2) 松商学園高 25秒91
5/3 男子 400mH 予選 58秒53 中山 晃希(2) 松本美須々ヶ丘高 58秒66
5/3 男子 400mH 予選 58秒43 一志 瑠衣斗(2) 松本国際高 58秒66
5/3 男子 400mH 予選 57秒95 渡部 翔太(1) 松本大 58秒66
5/3 男子 400mH 予選 57秒75 加藤 優馬(3) 豊科高 58秒66
5/3 男子 400mH 予選 57秒53 倉田 歩夢(2) 松商学園高 58秒66

58秒66
5/3 男子 400mH 予選 56秒23 花形 駿介(2) 松本大 58秒66

第42回中信地区陸上競技選手権大会

期 日
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記録・情報主任

月日 クラス 種目 ラウンド 記録 氏名(学年) 所属 従来の記録
5/3 男子 400mH 予選 53秒10 小林 航(4)

記 録 集

松本大



■グラウンドコンディション
5月3日(木) 5月4日(金)

■失格の理由を示す略号の説明

■フィールド競技における記号の説明

月日 記録の種類 クラス 種目 ラウンド 記録 氏名(学年) 所属 従来の記録

5/4 大会新 男子 10000m 決勝 33分07秒21 松野 淳司 塩尻市陸協 33分52秒8
5/4 大会新 男子 10000ｍ 決勝 32分52秒88 西沢 紀元 昭和電工大町 33分52秒8

5/4 大会新 女子 三段跳 決勝 10m51 木田 沙耶(2) 松本大 10m40

5/4 男子 ハンマー投 決勝 47m60 東井 航平(4) 信州大 34m58大会新
5/4 女子 1500m 決勝 4分51秒76 村岡 美玖(2) 波田中 4分56秒17大会新

湿度風速
(m/s)

風向

9:00 曇り 南西 3.7

時刻 天候 気温 湿度
(℃) (%)

20.0 68.0

21.0 49.0

10:00 曇り 西 2.5
11:00 曇り 南西 1.7

22.0 54.0
23.0 59.0

12:00 曇り 北西 3.5
13:00 曇り 南西 3.2

24.0 53.0
24.0 39.0

(m/s)(℃) (%)
時刻 天候 風向 風速気温

37.0
10:00 曇り 南西 1.813.5 39.0
9:30 曇り 南 2.614.0

34.0
12:00 曇り 西 5.216.0 32.0
11:00 曇り 南西 2.315.5

曇り 西 3.616.0 23.0

21.0
16:00 曇り 南西 4.015.5 30.0
15:00 曇り 南西 2.415.5
14:00
13:00

略号 　内容 　Rules

曇り 南西 0.415.5 21.014:00 曇り 南西 4.5
15:00 曇り 南 2.8
16:00 曇り 西 2.7

23.0 38.0
22.0 43.0

FS 不正スタート R162-7
T1 他の競技者を妨害した R163-2
T2 他のレーンに入った R163-3(a)
T3 縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った R163-3(b)
T4 ブレイクライン手前でレーンを離れ内側に入った R163-5
T5 競技者がトラックから勝手に離脱した R163-6
T6 ハードルを越えなかった R168-7
T7 足又は脚がハードルをはみ出してバーの高さより低い位置を通った R168-7(a)
T8 故意にハードルを倒した R168-7(b)

R1
リレーでテイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった

R170-7
()内は区間を表す　 (1-2) :1走→2走  (2-3) :2走→3走  (3-4): 3走→4走

K1 ロス・オブ・コンタクトで３名以上がレッドカードを出した R230-7(a)
K2 ベント・ニーで３名以上がレッドカードを出した R230-7(a)
K3 ロス・オブ・コンタクトとベント・ニーで３名以上がレッドカードを出した R230-7(a)
K4 ロス・オブ・コンタクトで競歩主任が単独で失格にした R230-4(a)
K5 ベント・ニーで競歩主任が単独で失格にした R230-4(a)

－ パス
ｒ 試合放棄（離脱）

記号 　内容 　備考
○ 成功（有効試技） 走高跳・棒高跳
× 失敗（無効試技）



第42回中信地区陸上競技選手権大会(18170520) ﾄﾗｯｸ審判長 小幡 泰俊/木戸岡 和孝
主催：中信地区陸上競技協会・松本市陸上競技協会・大北陸上競技協会・塩尻市陸上競技協会 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 田澤 稔
　　　  木曽郡陸上競技協会・安曇野市陸上競技協会 ｽﾀｰﾄ審判長 小川 淳
【開催日】 平成30年5月3日（木）・4日（金） 記録主任： 三代澤 芳男

【主催団体】 中信地区陸上競技協会・松本市,大北,塩尻市,木曽郡,安曇野市各 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子 【競技場】長野県松本平広域公園

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
 5/ 4 女子  -3.4瀧澤 祐未 13.17 長村 紋 13.31 安坂 侑莉菜(2) 13.41 熊谷 香織 13.41 松本 恵実(2) 13.52 齊藤 雅(3) 13.55 牧元 美沙(2) 13.56 青柳 里央(1) 13.65

100m with with 松本美須々ヶ丘高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 堀金中 豊科高 松本大 松本大
 5/ 3  -2.1瀧澤 祐未 26.47 齊藤 雅(3) 27.08 小尾 友音(3) 27.27 松本 恵実(2) 27.56 片桐 未音里(3) 27.97 栗原 すず(3) 28.43 麻原 優花(2) 28.47

200m with 豊科高 塩尻志学館高 堀金中 豊科北中 大町第一中 松本国際高
 5/ 4 三和 瑠夏(2) 1:00.69 木田 沙耶(2) 1:01.50 児玉 奈美(2) 1:02.76 金井 向日葵(3) 1:04.15 片桐 未音里(3) 1:05.82 三溝 梓乃(3) 1:07.12 降幡 茉由(2) 1:07.15

400m 松本国際高 松本大 松本大 松本蟻ヶ崎高 豊科北中 高綱中 大町岳陽高
 5/ 3 村岡 美玖(2) 2:24.67 杉村 奈津穂(3) 2:27.84 小岸 馨(2) 2:28.14 宮本 純伶(3) 2:29.95 根津 円(3) 2:30.57 安永 友麻(2) 2:32.06 塚本 萌(3) 2:33.36 宮坂 梨乃(3) 2:35.22

800m 波田中 松本県ヶ丘高 松本深志高 清水中 女鳥羽中 松本県ヶ丘高 鉢盛中 松本国際高
 5/ 4 村岡 美玖(2) 4:51.76 宮澤 花奈実(2) 4:56.50 蛭田 杏(3) 5:05.04 杉村 奈津穂(3) 5:08.21 根津 円(3) 5:08.46 宮城 稚子(3) 5:14.81 山田 唯綺(2) 5:15.69 塚本 萌(3) 5:16.65

1500m 波田中 GR 松本深志高 松本蟻ヶ崎高 松本県ヶ丘高 女鳥羽中 鉢盛中 豊科南中 鉢盛中
 5/ 3 宮澤 花奈実(2) 10:28.39 飯嶋 華央(3) 10:45.41 宮城 稚子(3) 11:24.95 工藤 愛菜(2) 11:29.24 竹川 希実(1) 12:37.97

3000m 松本深志高 松商学園高 鉢盛中 松本県ヶ丘高 穂高東中
 5/ 4  -0.3麻原 優花(2) 15.74 柳澤 結月(1) 16.84 倉沢 真奈(2) 16.98 高木 陽香(2) 17.14 渡邉 希(3) 17.35 鈴木 陽世梨(2) 17.59 吉岡 栞(3) 19.26 池田 里汐(3) 20.00

100mH(0.838m) 松本国際高 松本国際高 塩尻志学館高 松本県ヶ丘高 松本大 木曽青峰高 松本県ヶ丘高 信大附属松本中
 5/ 3 南澤 明音(3) 1:01.91 深澤 由惟(3) 1:07.13 倉沢 真奈(2) 1:08.84 小林 あゆみ(2) 1:09.77 柳澤 結月(1) 1:11.63 渡邉 希(3) 1:12.93 大月 来夢(3) 1:17.80 宮本 真花(2) 1:21.12

400mH(0.762m) 松本大 松商学園高 塩尻志学館高 松本国際高 松本国際高 松本大 松商学園高 松本深志高
 5/ 3 畑野 実優(2) 27:42.66 中藤 夏葵(2) 31:41.66 山本 佳奈(3) 33:02.35

5000m競歩 松本国際高 松本国際高 大町岳陽高
 5/ 4 菅沢 侑希(3) 1.40 今牧 未颯(3) 1.40 赤羽 菜々実(3) 1.40 奥原 夕奈(2) 1.40 佐野 紗葵(3) 1.40 平谷 紗菜(2) 1.40 大野田 朱華(3) 1.35 杉野 舞子(3) 1.35

走高跳 仁科台中 山辺中 松商学園高 木曽青峰高 堀金中 鉢盛中 筑摩野中 塩尻広陵中
 5/ 3 田中 愛(2) 2.60 谷川 慧佳(2) 2.50 川上 実咲(3) 2.40 丸山 とわ(3) 2.10

棒高跳 松本国際高 山辺中 山辺中 山辺中
 5/ 3 長谷尾彩華(2) 5.28(-0.4) 田中 愛(2) 4.94(+0.2) 松岡みず穂(3)4.91(-1.7) 鈴木 陽世梨(2)4.90(+1.7) 安田 弘江 4.73(-1.1) 山口 なず菜(3)4.65(+1.6) 望月 彩加(2) 4.56(+0.8) 倉沢 優里(3) 4.53(-1.0)

走幅跳 大町岳陽高 松本国際高 松本県ヶ丘高 木曽青峰高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 鉢盛中 松本蟻ヶ崎高 鉢盛中
 5/ 4 木田 沙耶(2)10.55(+3.4) 栗空 実穂(3) 9.94(+1.4)

三段跳 松本大 木曽青峰高
 5/ 4 小林 弥希(2) 11.05 藤本 優佳(3) 10.09 滋田 祐希(1) 9.55 田近 嵯季(1) 9.46 倉田 真瑚(3) 7.69 白河 凜加(3) 7.64 尾関 紗佳(2) 7.10 水落 凜(2) 6.78

砲丸投 松商学園高 木曽青峰高 松本大 木曽青峰高 山辺中 大町第一中 女鳥羽中 女鳥羽中
 5/ 3 巾 こと美(3) 30.63 藤本 優佳(3) 28.92 丸山 香奈恵(2) 27.95 岩下 早紀(2) 26.78 青島 まど華(3) 25.96 田近 嵯季(1) 25.10 滋田 祐希(1) 24.78 洞 祥子(2) 23.13

円盤投 木曽青峰高 木曽青峰高 大町岳陽高 松本大 木曽青峰高 木曽青峰高 松本大 大町岳陽高
 5/ 4 青島 まど華(3) 33.35 小林 弥希(2) 26.67

ﾊﾝﾏｰ投 木曽青峰高 松商学園高
 5/ 3 巾 こと美(3) 38.45 小川 桃果(3) 25.75 洞 祥子(2) 23.48 奥原 夕奈(2) 23.26 吉岡 栞(3) 21.62 山名 咲歩(2) 11.47

やり投 木曽青峰高 松本国際高 大町岳陽高 木曽青峰高 松本県ヶ丘高 名経大陸上競技ｸﾗﾌﾞ
 5/ 3 松商学園高  48.91 松本大  49.48 松本国際高  50.19 豊科高  51.04 松本県ヶ丘高  51.99 堀金中  53.10 豊科北中  53.61 北安松川中  53.62

4×100m 内川 未久(2) GR 児玉 奈美(2) 田中 愛(2) 野口 沙彩(2) 佐藤 優花(1) 丸山 結愛(3) 丸山 夏希(2) 山一 実希(3)
深澤 由惟(3) 南澤 明音(3) 三和 瑠夏(2) 齊藤 雅(3) 北澤 詩織(3) 松本 恵実(2) 片桐 未音里(3) 原 知愛(3)
友田 有紀(2) 牧元 美沙(2) 小林 あゆみ(2) 根本 樹(1) 上條 のあ(3) 前田 百葉(2) 秋山 七海(3) 田中 彩水(3)
樋口 虹夏(2) 木田 沙耶(2) 麻原 優花(2) 北沢 栞(1) 塩原 美里(3) 佐野 紗葵(3) 坂口 輝(3) 橋本 珠(3)

 5/ 4 松本大  4:04.31 松商学園高  4:07.90 鉢盛中  4:18.75 松本国際高  4:22.99 松本県ヶ丘高  4:24.05 松本蟻ヶ崎高  4:27.25 大町岳陽高  4:27.67 木曽青峰高  4:27.69
4×400m 児玉 奈美(2) 伊藤 百合菜(1) 宮城 稚子(3) 三和 瑠夏(2) 上條 のあ(3) 蛭田 杏(3) 降幡 茉由(2) 中村 夢見子(2)

南澤 明音(3) 深澤 由惟(3) 中村 綾花(3) 柳澤 結月(1) 真野 ひな帆(2) 濱 綾華(2) 樋口 鈴乃(2) 栗空 実穂(3)
菅沼 真洸(3) 瀧澤 美結(1) 住吉 叶(3) 木村 実夢(1) 北澤 詩織(3) 望月 彩加(2) 小澤 美祐(2) 横山 春香(2)
木田 沙耶(2) 樋口 虹夏(2) 山口 なず菜(3) 宮坂 梨乃(3) 高木 陽香(2) 金井 向日葵(3) 長谷尾 彩華(2) 鈴木 陽世梨(2)



予選 5月4日 10:50
準決勝 5月4日 13:45
決勝 5月4日 15:05

長野県記録(KR)                  11.56 宮澤　有紀                   富山大           2015/07/12  
大会記録(GR)                    12.22 

[ 1組] 風速 -4.8 [ 2組] 風速 -2.2

 1 熊谷 香織     13.83 Q  1 北沢 栞(1)     13.68 Q
ｸﾏｶﾞｲ ｶｵﾘ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 豊科高

 2 野口 沙彩(2)     14.47  2 上條 翔子(3)     14.33 
ﾉｸﾞﾁ ｻｱﾔ 豊科高 ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺ 三郷中

 3 木村 実夢(1)     14.70  3 菅沼 真洸(3)     14.40 
ｷﾑﾗ ﾐﾕﾒ 松本国際高 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 松本大

 4 倉沢 優里(3)     15.06  4 伊勢 美里(3)     14.54 
ｸﾗｻﾜ ﾕﾘ 鉢盛中 ｲｾ ﾐｻﾄ 塩尻広陵中

 5 廣瀬 綾菜(2)     15.98  5 笠原 英(3)     15.29 
ﾋﾛｾ ｱﾔﾅ 穂高商業高 ｶｻﾊﾗ ﾊﾅ 筑摩野中

 6 曽山 ちはる(3)     16.19  6 有山 美桜菜(2)     15.35 
ｿﾔﾏ ﾁﾊﾙ 三郷中 ｱﾘﾔﾏ ﾐｵﾅ 波田中

 7 小倉 ゆきの(3)     16.44  7 中川 采羽(2)     15.71 
ｵｸﾞﾗ ﾕｷﾉ 信明中 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾊ 開成中

 8 髙木 菜々子(3)     16.56  8 古幡 千寿穂(3)     15.81 
ﾀｶｷﾞ ﾅﾅｺ 筑摩野中 ﾌﾙﾊﾀ ﾁｽﾞﾎ 菅野中

 9 一山 いぶき(2)     16.70  9 中斎 陽葵(3)     16.21 
ｲﾁﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 高綱中 ﾅｶｻｲ ﾋﾏﾜﾘ 高綱中

[ 3組] 風速 -2.3 [ 4組] 風速 -0.8

 1 瀧澤 祐未     13.08 Q  1 佐々木 響子(3)     14.07 Q
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ with ｻｻｷ ｷｮｳｺ 塩尻広陵中

 2 奈良 実咲(3)     13.73 q  2 磯谷 唯衣(2)     14.31 
ﾅﾗ ﾐｻｷ 波田中 ｲｿﾔ ﾕｲ 筑摩野中

 3 矢口 ほの夏(3)     14.05 q  3 中川 夏津希(3)     14.78 
ﾔｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 穂高東中 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅﾂｷ 鉢盛中

 4 五十嵐 歩佳(2)     14.63  4 新田 光咲(3)     14.87 
ｲｶﾞﾗｼ ｱﾕｶ 信大附属松本中 ﾆｯﾀ ﾐｻｷ 穂高東中

 5 津幡 祐衣(1)     15.23  5 上條 菫子(2)     14.92 
ﾂﾊﾞﾀ ﾕｲ 松本国際高 ｶﾐｼﾞｮｳ ｽﾐﾚｺ 三郷中

 6 上條 愛美(2)     15.26  6 村上 百々花(3)     15.04 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅﾐ 鉢盛中 ﾑﾗｶﾐ ﾓﾓｶ 波田中

 7 大西 愛菜(3)     15.32  7 髙山 樹音(2)     16.35 
ｵｵﾆｼ ﾏﾅ 大町第一中 ﾀｶﾔﾏ ｼﾞｭﾉﾝ 松島中

 8 奥原 紗希(2)     15.93 福田 柚菜(2)
ｵｸﾊﾗ ｻｷ 松島中 ﾌｸﾀﾞ ﾕｽﾞﾅ 旭町中

 9 都竹 菜々花(2)     16.02 友田 有紀(2)
ﾂﾂﾞｸ ﾅﾅｶ 木曽町中 ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 松商学園高

[ 5組] 風速 +3.7 [ 6組] 風速 -0.7

 1 齊藤 雅(3)     13.15 Q  1 松本 恵実(2)     13.37 Q
ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 豊科高 ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐ 堀金中

 2 守屋 咲芭(2)     13.88 q  2 原 知愛(3)     13.68 q
ﾓﾘﾔ ｻｷﾊ 三郷中 ﾊﾗ ﾁﾅﾘ 北安松川中

 3 奥原 奏衣(3)     14.05 q  3 中村 紗生(2)     13.94 q
ｵｸﾊﾗ ｶﾉｲ 木曽町中 ﾅｶﾑﾗ ｻｲ 波田中

 4 北澤 詩織(3)     14.17 q  4 小口 瑞生(2)     14.38 
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘高 ｵｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 塩尻広陵中

 5 濱 陽菜乃(2)     14.56  5 秋山 七海(3)     14.57 
ﾊﾏ ﾋﾅﾉ 信明中 ｱｷﾔﾏ ﾅﾅﾐ 豊科北中

 6 古厩 美音(3)     15.33  6 須澤 奏心(2)     14.90 
ﾌﾙﾏﾔ ﾐｵ 高綱中 ｽｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 丸ﾉ内中

 7 種田 夏弓(3)     15.54  7 城 ひかり(2)     15.85 
ﾀﾈﾀﾞ ﾅﾂﾐ 鉢盛中 ｼﾞｮｳ ﾋｶﾘ 信明中

 8 赤羽 吟(3)     15.75  8 井口 裕加里(3)     15.97 
ｱｶﾊﾈ ｳﾀ 梓川中 ｲｸﾞﾁ ﾕｶﾘ 山辺中
斉藤 凛咲(2)
ｻｲﾄｳ ﾘｻ 筑摩野中

4  7246
欠場

7  7357 8  7156

8  7428 4  7000

9  7188 5  7021

5  7002 1  6641

3  1793 6  6496

2  6284 3  7404

1  6713 7  6787

6  1995 2  6693
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  6286 7  1962
欠場

4  7104 1  7050
欠場

3  6880 2  7105

6  7431 3  7397

9  1984 6  6716

7  7489 8  6562

1  6578 4  7424

2  7396 5  7263

8  9003 9  6486
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1  7193 7  7192

8  7245 3  7205

2  7019 2  7127

9  6707 6  7399

7  1704 4  7256

4  7448 9  6489

6  1986 8  9066

5  1998 1  6705

3  9010 5  2002

女子

100m

予選 通過基準  12組  1着 + 12 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

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



[ 7組] 風速 -3.1 [ 8組] 風速 -0.5

 1 小尾 友音(3)     13.64 Q  1 安坂 侑莉菜(2)     13.15 Q
ｵﾋﾞ ﾕｳﾅ 塩尻志学館高 ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 松本美須々ヶ丘高

 2 青柳 里央(1)     13.78 q  2 中村 夢見子(2)     13.44 q
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ 松本大 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ 木曽青峰高

 3 丸山 結愛(3)     14.59  3 池田 歩(2)     14.38 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲﾅ 堀金中 ｲｹﾀﾞ ｱﾕﾐ 穂高東中

 4 加島 小浦(2)     14.83  4 前田 百葉(2)     14.45 
ｶｼﾏ ｺｳﾗ 女鳥羽中 ﾏｴﾀﾞ ﾓﾓﾊ 堀金中

 5 山一 実希(3)     15.35  5 坂口 輝(3)     14.46 
ﾔﾏｲﾁ ﾐｷ 北安松川中 ｻｶｸﾞﾁ ﾋｶﾘ 豊科北中

 6 松原 美夢(2)     15.41  6 丸山 綾香(2)     14.83 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾑ 豊科北中 ﾏﾙﾔﾏ ｱﾔｶ 女鳥羽中

 7 前澤 花(2)     15.70  7 中沢 由菜(2)     15.39 
ﾏｴｻﾞﾜ ﾊﾅ 信明中 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕﾅ 波田中
岩城 こころ(2)  8 古林 叶愛(3)     15.55 
ｲﾜｷ ｺｺﾛ 丸ﾉ内中 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 高綱中

[ 9組] 風速 -2.6 [ 10組] 風速 -4.2

 1 長村 紋     13.34 Q  1 伏見 怜奈(1)     14.04 Q
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ with ﾌｼﾐ ﾚｲﾅ 松商学園高

 2 河上 乃愛(3)     14.25 q  2 佐藤 優花(1)     14.48 
ｶﾜｶﾐ ﾉｱ 信大附属松本中 ｻﾄｳ ﾕｳｶ 松本県ヶ丘高

 3 川上 菜(3)     14.45  3 佐野 紗葵(3)     14.62 
ｶﾜｶﾐ ｻｲ 仁科台中 ｻﾉ ｻｷ 堀金中

 4 上野 夏澄(2)     14.86  4 倉田 侑季(2)     14.80 
ｳｴﾉ ｶｽﾐ 丸ﾉ内中 ｸﾗﾀ ｳｷ 三郷中

 5 福田 莉子(1)     15.02  5 手塚 都和(3)     15.10 
ﾌｸﾀﾞ ﾘｺ 豊科高 ﾃﾂﾞｶ ﾄﾜ 松島中

 6 小林 美澪(3)     15.08  6 田中 彩水(3)     15.20 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾚｲ 菅野中 ﾀﾅｶ ｱﾔﾐ 北安松川中

 7 丸山 夏希(2)     15.23  7 村田 遥(3)     15.66 
ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ 豊科北中 ﾑﾗﾀ ﾊﾙｶ 信大附属松本中

 8 西村 菜央(2)     16.47  8 中村 万智(2)     16.02 
ﾆｼﾑﾗ ﾅｵ 女鳥羽中 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾁ 鉢盛中

[ 11組] 風速 -4.8 [ 12組] 風速 -1.2

 1 牧元 美沙(2)     14.11 Q  1 窪田 結衣(3)     13.11 Q
ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 松本大 ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ 信明中

 2 中村 栞菜(3)     14.43  2 北澤 優里愛(2)     13.73 q
ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ 旭町中 ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾘｱ 松本県ヶ丘高

 3 根本 樹(1)     14.98  3 喜島 晴(2)     13.98 q
ﾈﾓﾄ ﾐｷ 豊科高 ｷｼﾞﾏ ﾊﾙ 女鳥羽中

 4 森下 結衣(3)     15.26  4 伊藤 沙優香(2)     14.52 
ﾓﾘｼﾀ ﾕｲ 松島中 ｲﾄｳ ｻﾔｶ 穂高東中

 5 宮田 くるみ(2)     15.50  5 中嶋 由衣(2)     14.84 
ﾐﾔﾀ ｸﾙﾐ 穂高東中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｲ 信大附属松本中

 6 上條 莉央(2)     15.88  6 神保 藍織(2)     14.97 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾘｵ 塩尻広陵中 ｼﾞﾝﾎﾞｳ ｲｵﾘ 豊科南中

 7 中嶋 実咲(3)     16.00  7 大久保 唯菜(3)     15.58 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻｷ 信大附属松本中 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｲﾅ 山辺中

 8 上條 愛花(3)     16.01  8 笹川 真知楓(3)     16.76 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｱｲｶ 女鳥羽中 ｻｻｶﾞﾜ ﾏﾁｶ 高綱中

[ 1組] 風速 -1.9 [ 2組] 風速 -0.5

 1 安坂 侑莉菜(2)     13.15 Q  1 瀧澤 祐未     12.86 Q
ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 松本美須々ヶ丘高 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ with

 2 齊藤 雅(3)     13.29 Q  2 松本 恵実(2)     13.17 Q
ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 豊科高 ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐ 堀金中

 3 熊谷 香織     13.43 q  3 牧元 美沙(2)     13.25 q
ｸﾏｶﾞｲ ｶｵﾘ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 松本大

 4 奈良 実咲(3)     13.66  4 中村 夢見子(2)     13.54 
ﾅﾗ ﾐｻｷ 波田中 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ 木曽青峰高

 5 北澤 優里愛(2)     13.81  5 河上 乃愛(3)     13.97 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾘｱ 松本県ヶ丘高 ｶﾜｶﾐ ﾉｱ 信大附属松本中

 6 矢口 ほの夏(3)     13.99  6 中村 紗生(2)     14.04 
ﾔｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 穂高東中 ﾅｶﾑﾗ ｻｲ 波田中

 7 奥原 奏衣(3)     14.30  7 守屋 咲芭(2)     14.05 
ｵｸﾊﾗ ｶﾉｲ 木曽町中 ﾓﾘﾔ ｻｷﾊ 三郷中
伏見 怜奈(1) 小尾 友音(3)
ﾌｼﾐ ﾚｲﾅ 松商学園高 ｵﾋﾞ ﾕｳﾅ 塩尻志学館高棄権 棄権

5  1968 6  1608

3  6284 8  6713

2  6578 3  7404

9  1805 2  7482

8  7396 9  1574

6  9010 4  9078

7  1995 7  6693

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1833 5  9003

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

6  7298 5  7186

4  7484 2  7160

1  6495 1  6667

3  6566 6  7491

8  7101 7  6589

7  2003 4  7280

2  7074 3  1805

5  9078 8  7017
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  8741 1  7432

5  6650 6  7485

1  7201 8  6788

3  2004 2  7109

8  7020 4  6711

4  6930 3  6690

6  7482 5  1810

7  9004 7  1968
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  7049 5  7190
欠場

6  7004 7  7403

8  6651 8  8745

5  6786 2  6643

3  8744 6  6692

1  6691 1  6567

2  9068 3  1574

記録／備考
4  1608 4  1833

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

女子

100m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



[ 3組] 風速  0.0

 1 長村 紋     12.99 Q
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ with

 2 青柳 里央(1)     13.41 Q
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ 松本大

 3 原 知愛(3)     13.46 
ﾊﾗ ﾁﾅﾘ 北安松川中

 4 北沢 栞(1)     13.46 
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 豊科高

 5 喜島 晴(2)     13.82 
ｷｼﾞﾏ ﾊﾙ 女鳥羽中

 6 佐々木 響子(3)     13.90 
ｻｻｷ ｷｮｳｺ 塩尻広陵中

 7 北澤 詩織(3)     14.54 
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘高
窪田 結衣(3)
ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ 信明中

風速 -3.4

 1 瀧澤 祐未     13.17 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ with

 2 長村 紋     13.31 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ with

 3 安坂 侑莉菜(2)     13.41 
ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 松本美須々ヶ丘高

 4 熊谷 香織     13.41 
ｸﾏｶﾞｲ ｶｵﾘ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 5 松本 恵実(2)     13.52 
ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐ 堀金中

 6 齊藤 雅(3)     13.55 
ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 豊科高

 7 牧元 美沙(2)     13.56 
ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 松本大

 8 青柳 里央(1)     13.65 
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ 松本大

2  9078

9  9068

4  6693

8  1995

6  1833

3  9010

記録／備考
7  9003

5  9004

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2  1793

5  7017
棄権

3  7280

7  6486

8  6787

6  2002

4  9004

9  9068

女子

100m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 5月3日 11:00
準決勝 5月3日 14:30
決勝 5月3日 15:55

長野県記録(KR)                  23.73 今井　沙緒里                 飯田病院         2017/06/24  
大会記録(GR)                    25.91 

[ 1組] 風速 -3.6 [ 2組] 風速 -0.9

 1 瀧澤 祐未     26.60 Q  1 牧元 美沙(2)     27.31 Q
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ with ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 松本大

 2 栗原 すず(3)     28.30 Q  2 麻原 優花(2)     28.04 Q
ｸﾘﾊﾗ ｽｽﾞ 大町第一中 ｱｻﾊﾗ ﾕｳｶ 松本国際高

 3 奈良 実咲(3)     28.49 Q  3 中村 栞菜(3)     28.11 Q
ﾅﾗ ﾐｻｷ 波田中 ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ 旭町中

 4 前田 百葉(2)     29.76  4 中村 優里(3)     28.19 q
ﾏｴﾀﾞ ﾓﾓﾊ 堀金中 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ 松本美須々ヶ丘高

 5 奥原 奏衣(3)     30.26  5 原 萌々音(3)     30.06 
ｵｸﾊﾗ ｶﾉｲ 木曽町中 ﾊﾗ ﾓﾓﾈ 白馬中

 6 住 凜華(3)     30.74  6 埋橋 茉子(2)     30.89 
ｽﾐ ﾘﾝｶ 鉢盛中 ｳｽﾞﾊｼ ﾏｺ 清水中

 7 高岡 真彩(2)     31.40  7 石井 菜々美(2)     31.92 
ﾀｶｵｶ ﾏｱﾔ 女鳥羽中 ｲｼｲ ﾅﾅﾐ 梓川中

 8 望月 想(3)     31.52  8 種田 夏弓(3)     31.96 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｺﾛ 穂高東中 ﾀﾈﾀﾞ ﾅﾂﾐ 鉢盛中

 9 古林 叶愛(3)     32.24  9 山本 尚穂(3)     32.76 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 高綱中 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵ 山辺中

[ 3組] 風速 -3.7 [ 4組] 風速 -1.3

 1 友田 有紀(2)     25.82 Q  1 窪田 結衣(3)     27.27 Q
ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 松商学園高 ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ 信明中

 2 菅沼 真洸(3)     28.39 Q  2 片桐 未音里(3)     27.48 Q
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 松本大 ｶﾀｷﾞﾘ ﾐｵﾘ 豊科北中

 3 伊藤 沙優香(2)     28.70 Q  3 田中 優杏菜(2)     28.86 Q
ｲﾄｳ ｻﾔｶ 穂高東中 ﾀﾅｶ ﾕｱﾅ 信大附属松本中

 4 丸山 結愛(3)     28.87 q  4 釘町 恵美里(3)     29.39 q
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲﾅ 堀金中 ｸｷﾞﾏﾁ ｴﾐﾘ 波田中

 5 濱 陽菜乃(2)     30.14  5 田中 彩水(3)     29.48 
ﾊﾏ ﾋﾅﾉ 信明中 ﾀﾅｶ ｱﾔﾐ 北安松川中

 6 中川 夏津希(3)     30.54  6 倉科 瑠奈(2)     29.81 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾅﾂｷ 鉢盛中 ｸﾗｼﾅ ﾙﾅ 山辺中

 7 吉沢 桃佳(2)     31.20  7 神保 藍織(2)     30.73 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾓﾓｶ 波田中 ｼﾞﾝﾎﾞｳ ｲｵﾘ 豊科南中

 8 古厩 美音(3)     31.80 横沢 こころ(3)
ﾌﾙﾏﾔ ﾐｵ 高綱中 ﾖｺｻﾞﾜ ｺｺﾛ 菅野中
丸山 来美(1) 藤原 奈々(3)
ﾏﾙﾔﾏ ｸﾙﾐ 松本国際高 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅﾅ 穂高東中

[ 5組] 風速 -2.8 [ 6組] 風速 -2.0

 1 内川 未久(2)     26.53 Q  1 小尾 友音(3)     27.18 Q
ｳﾁｶﾜ ﾐｸ 松商学園高 ｵﾋﾞ ﾕｳﾅ 塩尻志学館高

 2 野口 沙彩(2)     27.59 Q  2 安坂 侑莉菜(2)     27.52 Q
ﾉｸﾞﾁ ｻｱﾔ 豊科高 ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 松本美須々ヶ丘高

 3 川上 菜(3)     28.65 Q  3 斉藤 楓花(3)     28.45 Q
ｶﾜｶﾐ ｻｲ 仁科台中 ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ 松商学園高

 4 山一 実希(3)     30.62  4 中尾 ありさ(2)     29.45 
ﾔﾏｲﾁ ﾐｷ 北安松川中 ﾅｶｵ ｱﾘｻ 松本大

 5 松原 美夢(2)     31.00  5 深澤 柚葉(2)     30.07 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾑ 豊科北中 ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｽﾞﾊ 穂高東中

 6 有山 美桜菜(2)     31.83  6 上條 愛美(2)     30.59 
ｱﾘﾔﾏ ﾐｵﾅ 波田中 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅﾐ 鉢盛中

 7 望月 心(2)     32.56  7 津幡 祐衣(1)     30.90 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｺﾛ 穂高東中 ﾂﾊﾞﾀ ﾕｲ 松本国際高
斉藤 凛咲(2)  8 丸山 夏希(2)     31.17 
ｻｲﾄｳ ﾘｻ 筑摩野中 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ 豊科北中
中嶌 萌香(3)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴｶ 松本美須々ヶ丘高
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2  7246 3  6650
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8  1998 8  1833

7  1961 4  1608
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2  7406 3  6667

6  7424 4  7168

3  7002 1  6788
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[ 7組] 風速 -2.5

 1 齊藤 雅(3)     27.26 Q
ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 豊科高

 2 松本 恵実(2)     27.96 Q
ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐ 堀金中

 3 三溝 梓乃(3)     29.20 Q
ｻﾐｿﾞ ｼﾉ 高綱中

 4 木村 実夢(1)     29.76 
ｷﾑﾗ ﾐﾕﾒ 松本国際高

 5 槫沼 香乃花(2)     30.05 
ｸﾚﾇﾏ ｺﾉｶ 梓川中

 6 横水 杏実(3)     30.18 
ﾖｺﾐｽﾞ ｱﾐ 鉢盛中

 7 秋山 紗奈(2)     31.45 
ｱｷﾔﾏ ｻﾅ 三郷中
小林 詩織(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾘ 菅野中

[ 1組] 風速 -2.0 [ 2組] 風速 +0.3

 1 瀧澤 祐未     26.33 Q  1 齊藤 雅(3)     26.78 Q
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ with ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 豊科高

 2 小尾 友音(3)     27.19 Q  2 松本 恵実(2)     26.94 Q
ｵﾋﾞ ﾕｳﾅ 塩尻志学館高 ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐ 堀金中

 3 野口 沙彩(2)     27.99  3 片桐 未音里(3)     27.14 q
ﾉｸﾞﾁ ｻｱﾔ 豊科高 ｶﾀｷﾞﾘ ﾐｵﾘ 豊科北中

 4 安坂 侑莉菜(2)     28.03  4 中村 優里(3)     27.93 
ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 松本美須々ヶ丘高 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ 松本美須々ヶ丘高

 5 中村 栞菜(3)     28.50  5 奈良 実咲(3)     28.14 
ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ 旭町中 ﾅﾗ ﾐｻｷ 波田中

 6 斉藤 楓花(3)     28.88  6 菅沼 真洸(3)     28.70 
ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ 松商学園高 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 松本大

 7 丸山 結愛(3)     29.79  7 田中 優杏菜(2)     28.77 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲﾅ 堀金中 ﾀﾅｶ ﾕｱﾅ 信大附属松本中

 8 三溝 梓乃(3)     30.09 内川 未久(2)
ｻﾐｿﾞ ｼﾉ 高綱中 ｳﾁｶﾜ ﾐｸ 松商学園高

[ 3組] 風速 -1.2

 1 牧元 美沙(2)     27.05 Q
ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 松本大

 2 麻原 優花(2)     27.32 Q
ｱｻﾊﾗ ﾕｳｶ 松本国際高

 3 栗原 すず(3)     27.48 q
ｸﾘﾊﾗ ｽｽﾞ 大町第一中

 4 川上 菜(3)     28.58 
ｶﾜｶﾐ ｻｲ 仁科台中

 5 伊藤 沙優香(2)     28.75 
ｲﾄｳ ｻﾔｶ 穂高東中

 6 釘町 恵美里(3)     29.23 
ｸｷﾞﾏﾁ ｴﾐﾘ 波田中
窪田 結衣(3)
ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ 信明中
友田 有紀(2)
ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 松商学園高

風速 -2.1

 1 瀧澤 祐未     26.47 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ with

 2 齊藤 雅(3)     27.08 
ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 豊科高

 3 小尾 友音(3)     27.27 
ｵﾋﾞ ﾕｳﾅ 塩尻志学館高

 4 松本 恵実(2)     27.56 
ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐ 堀金中

 5 片桐 未音里(3)     27.97 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾐｵﾘ 豊科北中

 6 栗原 すず(3)     28.43 
ｸﾘﾊﾗ ｽｽﾞ 大町第一中

 7 麻原 優花(2)     28.47 
ｱｻﾊﾗ ﾕｳｶ 松本国際高
牧元 美沙(2)
ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 松本大 棄権
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決勝
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予選 5月4日 12:15
決勝 5月4日 14:55

長野県記録(KR)                  54.56 竹内　昌子                   福島大           2003/05/05  
大会記録(GR)                    57.52 

[ 1組] [ 2組]

 1 木田 沙耶(2)   1:02.38 Q  1 降幡 茉由(2)   1:06.87 Q
ｷﾀﾞ ｻﾔ 松本大 ﾌﾙﾊﾀ ﾏﾕ 大町岳陽高

 2 金井 向日葵(3)   1:03.52 Q  2 三溝 梓乃(3)   1:08.24 Q
ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ 松本蟻ヶ崎高 ｻﾐｿﾞ ｼﾉ 高綱中

 3 片桐 未音里(3)   1:05.33 q  3 永井 千晴(2)   1:09.52 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾐｵﾘ 豊科北中 ﾅｶﾞｲ ﾁﾊﾙ 松島中

 4 朱 櫻華(3)   1:05.65  4 瀧澤 美結(1)   1:10.13 
ｼｭ ｻｸﾗｺ 信大医陸部 ﾀｷｻﾞﾜ ﾐﾕ 松商学園高

 5 安元 実佑(3)   1:07.38  5 横水 杏実(3)   1:10.35 
ﾔｽﾓﾄ ﾐﾕ 松商学園高 ﾖｺﾐｽﾞ ｱﾐ 鉢盛中

 6 齋藤 美空(2)   1:09.06 南山 歩乃伽(1)
ｻｲﾄｳ ﾐｿﾗ 大町岳陽高 ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ 松本国際高

 7 小出 柚羽(3)   1:10.77 中嶌 萌香(3)
ｺｲﾃﾞ ﾕｽﾞﾊ 高綱中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴｶ 松本美須々ヶ丘高
竹岡 紗代(3) 南澤 明音(3)
ﾀｹｵｶ ｻﾖ 堀金中 ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 松本大
小林 あゆみ(2) 内川 未久(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 松本国際高 ｳﾁｶﾜ ﾐｸ 松商学園高

[ 3組]

 1 三和 瑠夏(2)   1:02.15 Q
ﾐﾜ ﾙﾅ 松本国際高

 2 児玉 奈美(2)   1:02.49 Q
ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 松本大

 3 伊藤 百合菜(1)   1:04.31 q
ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ 松商学園高

 4 小澤 美祐(2)   1:06.62 
ｵｻﾞﾜ ﾐﾕ 大町岳陽高

 5 安永 友麻(2)   1:07.56 
ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳﾏ 松本県ヶ丘高

 6 濱 綾華(2)   1:08.90 
ﾊﾏ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎高

 7 横山 春香(2)   1:09.36 
ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙｶ 木曽青峰高
中村 綾花(3)
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ 鉢盛中
丸山 真尋(2)
ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾋﾛ 穂高商業高

 1 三和 瑠夏(2)   1:00.69 
ﾐﾜ ﾙﾅ 松本国際高

 2 木田 沙耶(2)   1:01.50 
ｷﾀﾞ ｻﾔ 松本大

 3 児玉 奈美(2)   1:02.76 
ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 松本大

 4 金井 向日葵(3)   1:04.15 
ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ 松本蟻ヶ崎高

 5 片桐 未音里(3)   1:05.82 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾐｵﾘ 豊科北中

 6 三溝 梓乃(3)   1:07.12 
ｻﾐｿﾞ ｼﾉ 高綱中

 7 降幡 茉由(2)   1:07.15 
ﾌﾙﾊﾀ ﾏﾕ 大町岳陽高
伊藤 百合菜(1)
ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ 松商学園高
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5  9079
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予選 5月3日  9:40
準決勝 5月3日 12:45
決勝 5月3日 15:20

長野県記録(KR)                2:05.78 山本 瑞                      小諸高           2011/10/29  
大会記録(GR)                  2:19.98 

[ 1組] [ 2組]

 1 田近 亜紀(3)   2:35.67 Q  1 宮坂 梨乃(3)   2:33.54 Q
ﾀﾁﾞｶ ｱｷ 塩尻志学館高 ﾐﾔｻｶ ﾘﾉ 松本国際高

 2 樋口 鈴乃(2)   2:37.51 Q  2 加藤 杏由夏(3)   2:42.16 Q
ﾋｸﾞﾁ ﾘﾝﾉ 大町岳陽高 ｶﾄｳ ｱﾕｶ 山辺中

 3 高坂 珠実(2)   2:38.07 q  3 小山 日向(2)   2:46.77 
ｺｳｻｶ ﾀﾏﾐ 松本蟻ヶ崎高 ｺﾔﾏ ﾋﾅﾀ 塩尻広陵中

 4 永井 千晴(2)   2:38.83  4 萩原 楓(2)   2:48.36 
ﾅｶﾞｲ ﾁﾊﾙ 松島中 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｴﾃﾞ 信大附属松本中

 5 西牧 望来(2)   2:43.64  5 御子柴 涼生(3)   2:52.06 
ﾆｼﾏｷ ﾐｸﾙ 塩尻広陵中 ﾐｺｼﾊﾞ ﾘｵ 筑摩野中

 6 白澤 瑚々那(2)   2:54.76  6 輪湖 いぶき(3)   2:53.79 
ｼﾗｻﾜ ｺｺﾅ 穂高東中 ﾜｺ ｲﾌﾞｷ 梓川中

 7 田中 千晴(2)   2:59.14 岩城 こころ(2)
ﾀﾅｶ ﾁﾊﾙ 信大附属松本中 ｲﾜｷ ｺｺﾛ 丸ﾉ内中
中村 綾花(3) 竹岡 紗代(3)
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ 鉢盛中 ﾀｹｵｶ ｻﾖ 堀金中
清水 花薫(3) 三浦 愛音(3)
ｼﾐｽﾞ ｶｵﾘ 清水中 ﾐｳﾗ ｱﾉﾝ 穂高東中

[ 3組] [ 4組]

 1 小岸 馨(2)   2:30.83 Q  1 根津 円(3)   2:30.58 Q
ｺｷﾞｼ ｶｵﾙ 松本深志高 ﾈﾂ ﾏﾄﾞｶ 女鳥羽中

 2 山田 唯綺(2)   2:32.56 Q  2 杉村 奈津穂(3)   2:31.78 Q
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 豊科南中 ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾂﾎ 松本県ヶ丘高

 3 永田 千穂里(2)   2:33.90 q  3 嶺山 和佳(2)   2:38.86 
ﾅｶﾞﾀ ﾁﾎﾘ 松商学園高 ﾐﾈﾔﾏ ﾉﾄﾞｶ 堀金中

 4 上村 梨緒(2)   2:36.79 q  4 小出 柚羽(3)   2:43.57 
ｶﾐﾑﾗ ﾘｵ 開成中 ｺｲﾃﾞ ﾕｽﾞﾊ 高綱中

 5 木村 友香(2)   2:40.83  5 高橋 優愛(3)   2:45.48 
ｷﾑﾗ ﾄﾓｶ 信大附属松本中 ﾀｶﾊｼ ﾕﾒ 信大附属松本中

 6 住吉 叶(3)   2:41.03  6 石井 澪(3)   2:52.33 
ｽﾐﾖｼ ｶﾅｳ 鉢盛中 ｲｼｲ ﾐｵ 穂高東中

 7 荻久保 結野(2)   2:43.20  7 石坂 美咲(2)   2:55.85 
ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾕﾉ 北安松川中 ｲｼｻﾞｶ ﾐｻｷ 鉢盛中

 8 中嶋 心愛(2)   2:55.22  8 塩澤 瑠美奈(2)   3:05.75 
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｺﾅ 信明中 ｼｵｻﾞﾜ ﾙﾐﾅ 旭町中
田中 美葉(3)
ﾀﾅｶ ﾐﾖ 丸ﾉ内中

[ 5組] [ 6組]

 1 宮本 純伶(3)   2:33.58 Q  1 村岡 美玖(2)   2:30.30 Q
ﾐﾔﾓﾄ ｽﾐﾚ 清水中 ﾑﾗｵｶ ﾐｸ 波田中

 2 塚本 萌(3)   2:35.36 Q  2 安永 友麻(2)   2:30.95 Q
ﾂｶﾓﾄ ﾓｴ 鉢盛中 ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳﾏ 松本県ヶ丘高

 3 赤羽 真衣佳(2)   2:42.17  3 大丸 夏星(3)   2:33.70 q
ｱｶﾊﾈ ﾏｲｶ 女鳥羽中 ﾀﾞｲﾏﾙ ｶﾎ 松商学園高

 4 下澤 実央(3)   2:43.31  4 山田 うらら(2)   2:42.63 
ｼﾓｻﾞﾜ ﾐｵ 白馬中 ﾔﾏﾀﾞ ｳﾗﾗ 筑摩野中

 5 森 咲彩(2)   2:51.35  5 早川 麗(2)   2:49.14 
ﾓﾘ ｻｱﾔ 信明中 ﾊﾔｶﾜ ﾚｲ 信明中

 6 村上 明(2)   2:52.05  6 小竹 ひより(3)   2:51.63 
ﾑﾗｶﾐ ｱｶﾘ 塩尻広陵中 ｵﾀｹ ﾋﾖﾘ 女鳥羽中

 7 森田 彩心(2)   2:55.49  7 日笠 遥(3)   2:53.67 
ﾓﾘﾀ ｱﾔﾐ 木曽町中 ﾋｶﾞｻ ﾊﾙｶ 鉢盛中
小林 さら咲(1)  8 清水 佳乃(2)   2:56.68 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾗｻ 田川高 ｼﾐｽﾞ ｶﾉ 信大附属松本中

3  1756 5  7490
欠場

4  6285 2  7423

8  6494 9  7297

5  7005 6  7003

7  6821 8  7266

2  7284 3  1954

6  7426 7  1802

9  6946 4  7400
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  7042
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

9  7001 6  7078

1  6792 9  7433

7  7425 7  6560

2  7492 8  7483

5  7131 3  7189

3  1965 5  6694

6  6666 4  1799

4  1771 2  7295
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  6945 7  6588
欠場 欠場

1  7420 3  6689
欠場 欠場

6  7486 2  7049
欠場

3  6565 4  7359

8  6499 8  7249

7  7106 1  7493

5  1883 5  6497

4  1676 9  7150

9  1609 6  1988

女子

800m

予選 通過基準  6組  2着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

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



[ 1組] [ 2組]

 1 村岡 美玖(2)   2:30.55 Q  1 小岸 馨(2)   2:30.76 Q
ﾑﾗｵｶ ﾐｸ 波田中 ｺｷﾞｼ ｶｵﾙ 松本深志高

 2 杉村 奈津穂(3)   2:30.61 Q  2 安永 友麻(2)   2:31.15 Q
ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾂﾎ 松本県ヶ丘高 ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳﾏ 松本県ヶ丘高

 3 宮坂 梨乃(3)   2:32.40 Q  3 根津 円(3)   2:32.82 Q
ﾐﾔｻｶ ﾘﾉ 松本国際高 ﾈﾂ ﾏﾄﾞｶ 女鳥羽中

 4 宮本 純伶(3)   2:36.12 q  4 塚本 萌(3)   2:34.73 q
ﾐﾔﾓﾄ ｽﾐﾚ 清水中 ﾂｶﾓﾄ ﾓｴ 鉢盛中

 5 大丸 夏星(3)   2:36.89  5 田近 亜紀(3)   2:36.38 
ﾀﾞｲﾏﾙ ｶﾎ 松商学園高 ﾀﾁﾞｶ ｱｷ 塩尻志学館高

 6 高坂 珠実(2)   2:37.63  6 永田 千穂里(2)   2:37.47 
ｺｳｻｶ ﾀﾏﾐ 松本蟻ヶ崎高 ﾅｶﾞﾀ ﾁﾎﾘ 松商学園高

 7 山田 唯綺(2)   2:43.06  7 上村 梨緒(2)   2:37.58 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 豊科南中 ｶﾐﾑﾗ ﾘｵ 開成中

 8 加藤 杏由夏(3)   2:43.42  8 樋口 鈴乃(2)   2:38.75 
ｶﾄｳ ｱﾕｶ 山辺中 ﾋｸﾞﾁ ﾘﾝﾉ 大町岳陽高

 1 村岡 美玖(2)   2:24.67 
ﾑﾗｵｶ ﾐｸ 波田中

 2 杉村 奈津穂(3)   2:27.84 
ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾂﾎ 松本県ヶ丘高

 3 小岸 馨(2)   2:28.14 
ｺｷﾞｼ ｶｵﾙ 松本深志高

 4 宮本 純伶(3)   2:29.95 
ﾐﾔﾓﾄ ｽﾐﾚ 清水中

 5 根津 円(3)   2:30.57 
ﾈﾂ ﾏﾄﾞｶ 女鳥羽中

 6 安永 友麻(2)   2:32.06 
ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳﾏ 松本県ヶ丘高

 7 塚本 萌(3)   2:33.36 
ﾂｶﾓﾄ ﾓｴ 鉢盛中

 8 宮坂 梨乃(3)   2:35.22 
ﾐﾔｻｶ ﾘﾉ 松本国際高

3  7426

9  1988

8  7295

7  1802

5  1771

2  6946

記録／備考
6  7400

4  1799

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

8  7150 9  1676

9  6666 2  7131

2  1883 3  1965

3  1954 4  1609

7  6946 8  7426

4  1988 5  7295

6  1799 6  1802

記録／備考
5  7400 7  1771

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

女子

800m
準決勝 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 5月4日  9:50
決勝 5月4日 14:35

長野県記録(KR)                4:17.77 和田 有菜                    長野東高         2017/06/24  
大会記録(GR)                  4:56.17 

[ 1組] [ 2組]

 1 宮澤 花奈実(2)   5:05.12 Q  1 杉村 奈津穂(3)   5:07.66 Q
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 松本深志高 ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾂﾎ 松本県ヶ丘高

 2 宮城 稚子(3)   5:19.60 Q  2 根津 円(3)   5:11.46 Q
ﾐﾔｷﾞ ﾜｶｺ 鉢盛中 ﾈﾂ ﾏﾄﾞｶ 女鳥羽中

 3 丸山 莉央(2)   5:19.96 Q  3 嶺山 和佳(2)   5:23.11 Q
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｵ 菅野中 ﾐﾈﾔﾏ ﾉﾄﾞｶ 堀金中

 4 山田 唯綺(2)   5:25.46 q  4 宮坂 梨乃(3)   5:25.21 q
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 豊科南中 ﾐﾔｻｶ ﾘﾉ 松本国際高

 5 赤羽 真衣佳(2)   5:33.21  5 真田 こころ(2)   5:26.00 q
ｱｶﾊﾈ ﾏｲｶ 女鳥羽中 ｻﾅﾀﾞ ｺｺﾛ 塩尻広陵中

 6 加藤 杏由夏(3)   5:35.90  6 小山 日向(2)   5:33.43 
ｶﾄｳ ｱﾕｶ 山辺中 ｺﾔﾏ ﾋﾅﾀ 塩尻広陵中

 7 西澤 瑞姫(2)   5:39.95  7 千野 唯花(2)   5:35.49 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ 小谷中 ﾁﾉ ﾕｲｶ 山辺中

 8 西牧 望来(2)   5:40.22  8 森 咲彩(2)   5:48.29 
ﾆｼﾏｷ ﾐｸﾙ 塩尻広陵中 ﾓﾘ ｻｱﾔ 信明中

 9 下村 あきほ(3)   5:41.12  9 日笠 遥(3)   5:49.97 
ｼﾓﾑﾗ ｱｷﾎ 木曽青峰高 ﾋｶﾞｻ ﾊﾙｶ 鉢盛中

10 辰巳 遥香(6)   5:50.54 10 安部 優理子(3)   5:55.69 
ﾀﾂﾐ ﾊﾙｶ 信大医陸部 ｱﾍﾞ ﾕﾘｺ 信大附属松本中

11 白澤 真帆(2)   6:01.23 11 湯口 朝香(2)   6:00.45 
ｼﾗｻﾜ ﾏﾎ 北安松川中 ﾕｸﾞﾁ ｱｻｶ 北安松川中

12 石坂 美咲(2)   6:09.60 12 片桐 永莉華(2)   6:09.74 
ｲｼｻﾞｶ ﾐｻｷ 鉢盛中 ｶﾀｷﾞﾘ ｴﾘｶ 穂高商業高

13 早川 麗(2)   6:13.24 13 竹内 美結(2)   6:52.10 
ﾊﾔｶﾜ ﾚｲ 信明中 ﾀｹｳﾁ ﾐﾕｳ 女鳥羽中

14 松村 歩咲(2)   6:48.13 山本 佳奈(3)
ﾏﾂﾑﾗ ﾌｳｻ 木曽町中 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 大町岳陽高
松木 恵理(3) 矢嶋 菜々美(2)
ﾏﾂｷ ｴﾘ 旭町中 ﾔｼﾞﾏ ﾅﾅﾐ 菅野中

[ 3組]

 1 村岡 美玖(2)   5:11.19 Q
ﾑﾗｵｶ ﾐｸ 波田中

 2 蛭田 杏(3)   5:11.53 Q
ﾋﾙﾀ ｱﾝ 松本蟻ヶ崎高

 3 塚本 萌(3)   5:26.66 Q
ﾂｶﾓﾄ ﾓｴ 鉢盛中

 4 工藤 愛菜(2)   5:27.83 
ｸﾄﾞｳ ﾏﾅ 松本県ヶ丘高

 5 下澤 実央(3)   5:33.34 
ｼﾓｻﾞﾜ ﾐｵ 白馬中

 6 栗原 すず(3)   5:43.53 
ｸﾘﾊﾗ ｽｽﾞ 大町第一中

 7 村松 日菜(2)   5:43.67 
ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾅ 清水中

 8 岩垂 優来(1)   5:56.25 
ｲﾜﾀﾞﾚ ﾕﾗ 田川高

 9 堀金 真華(3)   5:58.45 
ﾎﾘｶﾞﾈ ﾏﾅｶ 豊科北中

10 村上 明(2)   6:02.08 
ﾑﾗｶﾐ ｱｶﾘ 塩尻広陵中

11 中嶋 心愛(2)   6:06.94 
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｺﾅ 信明中

12 中林 咲月(2)   6:08.99 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｻﾂｷ 山辺中

13 小竹 ひより(3)   6:10.15 
ｵﾀｹ ﾋﾖﾘ 女鳥羽中

14 澤谷 美結(2)   6:32.01 
ｻﾜﾔ ﾐﾕ 菅野中

6  7297

11  7212

14  7001

12  7165
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2  6950

13  1754

3  6821

8  6881

4  7426

7  1803

5  7400

10  1881

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

12  7076 9  7215
欠場 欠場

11  6288 7  1671
欠場

3  7003 5  7283

9  7433 13  1707

15  6793 15  6795

6  9090 8  7480

4  1573 14  7423

5  6499 3  7005

10  6850 6  7162

13  7150 4  6497

1  7284 12  6493

8  6666 2  1988

14  7208 10  6694

7  7421 11  7295

2  1772 1  1799

女子

1500m

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

順 記録／備考記録／備考 順No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名



 1 村岡 美玖(2)   4:51.76 
ﾑﾗｵｶ ﾐｸ 波田中

 2 宮澤 花奈実(2)   4:56.50 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 松本深志高

 3 蛭田 杏(3)   5:05.04 
ﾋﾙﾀ ｱﾝ 松本蟻ヶ崎高

 4 杉村 奈津穂(3)   5:08.21 
ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾂﾎ 松本県ヶ丘高

 5 根津 円(3)   5:08.46 
ﾈﾂ ﾏﾄﾞｶ 女鳥羽中

 6 宮城 稚子(3)   5:14.81 
ﾐﾔｷﾞ ﾜｶｺ 鉢盛中

 7 山田 唯綺(2)   5:15.69 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 豊科南中

 8 塚本 萌(3)   5:16.65 
ﾂｶﾓﾄ ﾓｴ 鉢盛中

 9 丸山 莉央(2)   5:17.44 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｵ 菅野中

10 嶺山 和佳(2)   5:27.39 
ﾐﾈﾔﾏ ﾉﾄﾞｶ 堀金中

11 真田 こころ(2)   5:31.90 
ｻﾅﾀﾞ ｺｺﾛ 塩尻広陵中

12 宮坂 梨乃(3)   5:39.68 
ﾐﾔｻｶ ﾘﾉ 松本国際高

5  6493

3  1988

7  7208

8  6694

9  6666

11  7426

12  7295

2  7421

4  1881

1  1799

10  7400
大会新

6  1772

女子

1500m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月3日 15:40

長野県記録(KR)                9:01.36 和田 有菜                    長野東高         2017/10/09  
大会記録(GR)                 10:12.34 

 1 宮澤 花奈実(2)  10:28.39 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 松本深志高

 2 飯嶋 華央(3)  10:45.41 
ｲｲｼﾞﾏ ｶｵ 松商学園高

 3 宮城 稚子(3)  11:24.95 
ﾐﾔｷﾞ ﾜｶｺ 鉢盛中

 4 工藤 愛菜(2)  11:29.24 
ｸﾄﾞｳ ﾏﾅ 松本県ヶ丘高

 5 竹川 希実(1)  12:37.97 
ﾀｹｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 穂高東中
神田 新菜(1)
ｶﾝﾀﾞ ﾆﾅ 穂高東中

2  6568

4  6569
欠場

1  7421

3  1803

5  1772

6  1956

女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 5月4日 13:05
決勝 5月4日 14:15

長野県記録(KR)                  13.81 茂木　多美江                 小諸高校教員     1978/10/15  
大会記録(GR)                    14.94 

[ 1組] 風速 -4.9 [ 2組] 風速 -2.0

 1 麻原 優花(2)     16.17 Q  1 柳澤 結月(1)     17.38 Q
ｱｻﾊﾗ ﾕｳｶ 松本国際高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂｷ 松本国際高

 2 高木 陽香(2)     17.21 Q  2 倉沢 真奈(2)     17.61 Q
ﾀｶｷﾞ ﾊﾙｶ 松本県ヶ丘高 ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ 塩尻志学館高

 3 鈴木 陽世梨(2)     18.11 Q  3 渡邉 希(3)     17.72 Q
ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ 木曽青峰高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 松本大

 4 斉藤 楓花(3)     19.84  4 吉岡 栞(3)     19.36 q
ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ 松商学園高 ﾖｼｵｶ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘高
中村 優里(3)  5 池田 里汐(3)     19.80 q
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ 松本美須々ヶ丘高 ｲｹﾀﾞ ﾘﾅ 信大附属松本中
白川 茜(2)  6 北原 香子(3)     21.45 
ｼﾗｶﾜ ｱｶﾈ 山辺中 ｷﾀﾊﾗ ｷｮｳｺ 松本深志高
大月 若菜(2) 上條 のあ(3)
ｵｵﾂｷ ﾜｶﾅ 梓川中 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 松本県ヶ丘高
中島 千花(1) 青柳 菜々美(3)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾁﾊﾅ 田川高 ｱｵﾔｷﾞ ﾅﾅﾐ 山辺中

風速 -0.3

 1 麻原 優花(2)     15.74 
ｱｻﾊﾗ ﾕｳｶ 松本国際高

 2 柳澤 結月(1)     16.84 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂｷ 松本国際高

 3 倉沢 真奈(2)     16.98 
ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ 塩尻志学館高

 4 高木 陽香(2)     17.14 
ﾀｶｷﾞ ﾊﾙｶ 松本県ヶ丘高

 5 渡邉 希(3)     17.35 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 松本大

 6 鈴木 陽世梨(2)     17.59 
ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ 木曽青峰高

 7 吉岡 栞(3)     19.26 
ﾖｼｵｶ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘高

 8 池田 里汐(3)     20.00 
ｲｹﾀﾞ ﾘﾅ 信大附属松本中

2  1795

3  7481

9  9073

8  1576

4  1612

6  1804

記録／備考
7  1989

5  1985

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

7  1755 9  7154
欠場 欠場

6  7368 3  1826
欠場 欠場

4  7163 2  1769
欠場

3  1832 8  7481
欠場

8  1950 5  1795

2  1576 7  9073

5  1804 6  1612

9  1989 4  1985

女子

100mH(0.838m)

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

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



予選 5月3日  9:00
決勝 5月3日 15:00

長野県記録(KR)                  58.27 瀧澤 彩                      長野高           2012/07/31  
大会記録(GR)                          

[ 1組] [ 2組]

 1 小林 あゆみ(2)   1:10.29 Q  1 南澤 明音(3)   1:02.45 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 松本国際高 ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 松本大

 2 渡邉 希(3)   1:12.83 Q  2 深澤 由惟(3)   1:08.46 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 松本大 ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ 松商学園高

 3 大月 来夢(3)   1:15.86 Q  3 柳澤 結月(1)   1:09.42 Q
ｵｵﾂｷ ﾗｲﾑ 松商学園高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂｷ 松本国際高

 4 宮本 真花(2)   1:19.18 q  4 倉沢 真奈(2)   1:09.56 q
ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅｶ 松本深志高 ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ 塩尻志学館高

 5 小澤 美祐(2)   1:21.72 齋藤 美空(2)
ｵｻﾞﾜ ﾐﾕ 大町岳陽高 ｻｲﾄｳ ﾐｿﾗ 大町岳陽高
樋口 虹夏(2)
ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ 松商学園高

 1 南澤 明音(3)   1:01.91 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 松本大

 2 深澤 由惟(3)   1:07.13 
ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ 松商学園高

 3 倉沢 真奈(2)   1:08.84 
ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ 塩尻志学館高

 4 小林 あゆみ(2)   1:09.77 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 松本国際高

 5 柳澤 結月(1)   1:11.63 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂｷ 松本国際高

 6 渡邉 希(3)   1:12.93 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 松本大

 7 大月 来夢(3)   1:17.80 
ｵｵﾂｷ ﾗｲﾑ 松商学園高

 8 宮本 真花(2)   1:21.12 
ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅｶ 松本深志高

8  1955

2  1774

9  1985

7  9073

3  1612

6  1990

5  9077

4  1951

6  1960
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  1680 6  1675
欠場

4  1774 2  1612

5  1955 5  1985

7  9073 3  1951

2  1990 4  9077

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

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



決勝 5月3日 12:05

長野県記録(KR)               22:25.61 溝口　友己歩                 早大             2017/10/09  
大会記録(GR)                          

 1 畑野 実優(2)  27:42.66 
ﾊﾀﾉ ﾐｳ 松本国際高

 2 中藤 夏葵(2)  31:41.66 
ﾅｶﾌｼﾞ ﾅﾂｷ 松本国際高

 3 山本 佳奈(3)  33:02.35 
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 大町岳陽高

12  1671

13  1981

11  1978
氏  名 所属名 記録／備考順 No.

女子

5000m競歩

決勝



予選 5月3日 13:15
決勝 5月3日 16:30

長野県記録(KR)                  47.28 市立長野高                   市立長野高       2017/10/27  
（河田　璃音・唐澤　花実・田村　純菜・永原　朱夏）

大会記録(GR)                    49.26 

[ 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 松本県ヶ丘高  1805 北澤 優里愛(2)     52.65 Q  1   4 松本国際高  1977 田中 愛(2)     50.09 Q

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾘｱ ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲｺｳ ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ
 1793 北澤 詩織(3)  1979 三和 瑠夏(2)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ ﾐﾜ ﾙﾅ
 1826 上條 のあ(3)  1990 小林 あゆみ(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ
 1796 塩原 美里(3)  1989 麻原 優花(2)

ｼｵﾊﾗ ﾐｻﾄ ｱｻﾊﾗ ﾕｳｶ
 2   6 堀金中  6691 丸山 結愛(3)     52.82 q  2   7 豊科北中  6650 丸山 夏希(2)     52.98 q

ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲﾅ ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ
 6693 松本 恵実(2)  6640 片桐 未音里(3)

ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐ ｶﾀｷﾞﾘ ﾐｵﾘ
 6692 前田 百葉(2)  6641 秋山 七海(3)

ﾏｴﾀﾞ ﾓﾓﾊ ｱｷﾔﾏ ﾅﾅﾐ
 6690 佐野 紗葵(3)  6643 坂口 輝(3)

ｻﾉ ｻｷ ｻｶｸﾞﾁ ﾋｶﾘ
 3   9 北安松川中  6786 山一 実希(3)     52.82 q  3   8 穂高東中  6589 伊藤 沙優香(2)     53.85 

ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜﾁｭｳ ﾔﾏｲﾁ ﾐｷ ﾎﾀｶﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｲﾄｳ ｻﾔｶ
 6787 原 知愛(3)  6560 石井 澪(3)

ﾊﾗ ﾁﾅﾘ ｲｼｲ ﾐｵ
 6788 田中 彩水(3)  6573 望月 想(3)

ﾀﾅｶ ｱﾔﾐ ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｺﾛ
 6790 橋本 珠(3)  6578 矢口 ほの夏(3)

ﾊｼﾓﾄ ｽｽﾞ ﾔｸﾞﾁ ﾎﾉｶ
 4   8 女鳥羽中  8744 加島 小浦(2)     55.51  4   6 三郷中  6711 倉田 侑季(2)     54.32 

ﾒﾄﾊﾞﾁｭｳ ｶｼﾏ ｺｳﾗ ﾐｻﾄﾁｭｳ ｸﾗﾀ ｳｷ
 7280 喜島 晴(2)  6713 守屋 咲芭(2)

ｷｼﾞﾏ ﾊﾙ ﾓﾘﾔ ｻｷﾊ
 7298 上條 愛花(3)  6709 加納 優笑(3)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｱｲｶ ｶﾉｳ ﾕｴ
 8745 丸山 綾香(2)  6705 上條 翔子(3)

ﾏﾙﾔﾏ ｱﾔｶ ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺ
 5   5 信明中  7019 小倉 ゆきの(3)     55.91  5   5 大町第一中  6880 大西 愛菜(3)     55.88 

ｼﾝﾒｲﾁｭｳ ｵｸﾞﾗ ﾕｷﾉ ｵｵﾏﾁﾀﾞｲｲﾁｭｳ ｵｵﾆｼ ﾏﾅ
 7017 窪田 結衣(3)  6885 大藏 莉乃(3)

ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ ｵｵｸﾗ ﾘﾉ
 7005 森 咲彩(2)  6883 白河 凜加(3)

ﾓﾘ ｻｱﾔ ｼﾗｶﾜ ﾘﾝｶ
 7002 濱 陽菜乃(2)  6881 栗原 すず(3)

ﾊﾏ ﾋﾅﾉ ｸﾘﾊﾗ ｽｽﾞ
 6   4 塩尻広陵中  6495 上條 莉央(2)     55.95  6   2 旭町中  7078 塩澤 瑠美奈(2)     57.85 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾘｵ ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ ｼｵｻﾞﾜ ﾙﾐﾅ
 6496 小口 瑞生(2)  7074 中村 栞菜(3)

ｵｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ
 6483 中田 陽菜(3)  7079 中田 陽菜(2)

ﾅｶﾀ ﾊﾙﾅ ﾅｶﾀ ﾊﾙﾅ
 6482 杉野 舞子(3)  7050 福田 柚菜(2)

ｽｷﾞﾉ ﾏｲｺ ﾌｸﾀﾞ ﾕｽﾞﾅ
 7   3 丸ﾉ内中  7020 上野 夏澄(2)     56.78  7   3 清水中  6948 埋橋 茉子(2)     58.06 

ﾏﾙﾉｳﾁﾁｭｳ ｳｴﾉ ｶｽﾐ ｼﾐｽﾞﾁｭｳ ｳｽﾞﾊｼ ﾏｺ
 7021 須澤 奏心(2)  6949 小池 まどか(2)

ｽｻﾞﾜ ｶﾅﾐ ｺｲｹ ﾏﾄﾞｶ
 7044 小川原 和花(3)  6950 村松 日菜(2)

ｵｶﾞﾜﾊﾗ ﾉﾄﾞｶ ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾅ
 7042 田中 美葉(3)  6946 宮本 純伶(3)

ﾀﾅｶ ﾐﾖ ﾐﾔﾓﾄ ｽﾐﾚ
 8   7 木曽町中  6287 戸田 胡桃(2)     59.99 

ｷｿﾏﾁﾁｭｳ ﾄﾀﾞ ｸﾙﾐ
 6286 都竹 菜々花(2)

ﾂﾂﾞｸ ﾅﾅｶ
 6285 森田 彩心(2)

ﾓﾘﾀ ｱﾔﾐ
 6284 奥原 奏衣(3)

ｵｸﾊﾗ ｶﾉｲ

女子

4×100m

予選 通過基準  4組  1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 松本大  9055 児玉 奈美(2)     50.21 Q  1   5 松商学園高  1961 内川 未久(2)     48.58 Q

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｳﾁｶﾜ ﾐｸ 大会新
 9077 南澤 明音(3)  1951 深澤 由惟(3)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ
 9078 牧元 美沙(2)  1962 友田 有紀(2)

ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ
 9079 木田 沙耶(2)  1960 樋口 虹夏(2)

ｷﾀﾞ ｻﾔ ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ
 2   8 豊科高  1998 野口 沙彩(2)     50.81 q  2   7 大町岳陽高  1675 齋藤 美空(2)     53.08 

ﾄﾖｼﾅｺｳ ﾉｸﾞﾁ ｻｱﾔ ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳｺｳ ｻｲﾄｳ ﾐｿﾗ
 1995 齊藤 雅(3)  1677 降幡 茉由(2)

ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ ﾌﾙﾊﾀ ﾏﾕ
 2003 根本 樹(1)  1676 樋口 鈴乃(2)

ﾈﾓﾄ ﾐｷ ﾋｸﾞﾁ ﾘﾝﾉ
 2002 北沢 栞(1)  1674 長谷尾 彩華(2)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ ﾊｾｵ ｱﾔｶ
 3   5 波田中  7398 釘町 恵美里(3)     53.09  3   8 信大附属松本中 7491 中嶋 由衣(2)     54.35 

ﾊﾀﾁｭｳ ｸｷﾞﾏﾁ ｴﾐﾘ ｼﾝﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｲ
 7396 奈良 実咲(3)  7482 河上 乃愛(3)

ﾅﾗ ﾐｻｷ ｶﾜｶﾐ ﾉｱ
 7404 中村 紗生(2)  7489 五十嵐 歩佳(2)

ﾅｶﾑﾗ ｻｲ ｲｶﾞﾗｼ ｱﾕｶ
 7405 平林 明夏(2)  7487 田中 優杏菜(2)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾒｲｶ ﾀﾅｶ ﾕｱﾅ
 4   2 木曽青峰高  1575 奥原 夕奈(2)     53.50  4   6 筑摩野中  7256 笠原 英(3)     56.88 

ｷｿｾｲﾎｳｺｳ ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾅ ﾁｸﾏﾉﾁｭｳ ｶｻﾊﾗ ﾊﾅ
 1574 中村 夢見子(2)  7255 川上 奈々夏(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ ｶﾜｶﾐ ﾅﾅｶ
 1569 栗空 実穂(3)  7263 磯谷 唯衣(2)

ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ ｲｿﾔ ﾕｲ
 1576 鈴木 陽世梨(2)  7245 髙木 菜々子(3)

ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ ﾀｶｷﾞ ﾅﾅｺ
 5   7 鉢盛中  7420 中村 綾花(3)     53.71  5   4 梓川中  7362 石井 菜々美(2)     57.01 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾁｭｳ ｲｼｲ ﾅﾅﾐ
 7427 山口 なず菜(3)  7361 逸見 紗也乃(3)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｽﾞﾅ ﾍﾝﾐ ｻﾔﾉ
 7448 倉沢 優里(3)  7368 大月 若菜(2)

ｸﾗｻﾜ ﾕﾘ ｵｵﾂｷ ﾜｶﾅ
 7426 塚本 萌(3)  7356 鈴木 菜々香(3)

ﾂｶﾓﾄ ﾓｴ ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ
 6   4 山辺中  7154 青柳 菜々美(3)     55.91  6   3 白馬中  6822 原 萌々音(3)     58.26 

ﾔﾏﾍﾞﾁｭｳ ｱｵﾔｷﾞ ﾅﾅﾐ ﾊｸﾊﾞﾁｭｳ ﾊﾗ ﾓﾓﾈ
 7168 倉科 瑠奈(2)  6820 国本 梨紗(3)

ｸﾗｼﾅ ﾙﾅ ｸﾆﾓﾄ ﾘｻ
 7158 谷川 慧佳(2)  6821 下澤 実央(3)

ﾀﾆｶﾜ ｻﾄｶ ｼﾓｻﾞﾜ ﾐｵ
 8708 丸山 虹(3)  6823 髙原 つらら(2)

ﾏﾙﾔﾏ ｺｳ ﾀｶﾊﾗ ﾂﾗﾗ
 7   6 松島中  7101 森下 結衣(3)     58.66   2 仁科台中

ﾏﾂｼﾏﾁｭｳ ﾓﾘｼﾀ ﾕｲ ﾆｼﾅﾀﾞｲﾁｭｳ 欠場
 7103 島村 日和(3)

ｼﾏﾑﾗ ﾋﾖﾘ
 7107 飯島 秋音(2)

ｲｲｼﾞﾏ ｱｷﾈ
 7109 手塚 都和(3)

ﾃﾂﾞｶ ﾄﾜ

4×100m
女子



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 松商学園高  1961 内川 未久(2)     48.91 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｳﾁｶﾜ ﾐｸ 大会新
 1951 深澤 由惟(3)

ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ
 1962 友田 有紀(2)

ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ
 1960 樋口 虹夏(2)

ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ
 2   6 松本大  9055 児玉 奈美(2)     49.48 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ
 9077 南澤 明音(3)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ
 9078 牧元 美沙(2)

ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ
 9079 木田 沙耶(2)

ｷﾀﾞ ｻﾔ
 3   4 松本国際高  1977 田中 愛(2)     50.19 

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲｺｳ ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ
 1979 三和 瑠夏(2)

ﾐﾜ ﾙﾅ
 1990 小林 あゆみ(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ
 1989 麻原 優花(2)

ｱｻﾊﾗ ﾕｳｶ
 4   9 豊科高  1998 野口 沙彩(2)     51.04 

ﾄﾖｼﾅｺｳ ﾉｸﾞﾁ ｻｱﾔ
 1995 齊藤 雅(3)

ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ
 2003 根本 樹(1)

ﾈﾓﾄ ﾐｷ
 2002 北沢 栞(1)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ
 5   7 松本県ヶ丘高  1810 佐藤 優花(1)     51.99 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ｻﾄｳ ﾕｳｶ
 1793 北澤 詩織(3)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ
 1826 上條 のあ(3)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ
 1796 塩原 美里(3)

ｼｵﾊﾗ ﾐｻﾄ
 6   8 堀金中  6691 丸山 結愛(3)     53.10 

ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲﾅ
 6693 松本 恵実(2)

ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐ
 6692 前田 百葉(2)

ﾏｴﾀﾞ ﾓﾓﾊ
 6690 佐野 紗葵(3)

ｻﾉ ｻｷ
 7   2 豊科北中  6650 丸山 夏希(2)     53.61 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ
 6640 片桐 未音里(3)

ｶﾀｷﾞﾘ ﾐｵﾘ
 6641 秋山 七海(3)

ｱｷﾔﾏ ﾅﾅﾐ
 6643 坂口 輝(3)

ｻｶｸﾞﾁ ﾋｶﾘ
 8   3 北安松川中  6786 山一 実希(3)     53.62 

ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜﾁｭｳ ﾔﾏｲﾁ ﾐｷ
 6787 原 知愛(3)

ﾊﾗ ﾁﾅﾘ
 6788 田中 彩水(3)

ﾀﾅｶ ｱﾔﾐ
 6790 橋本 珠(3)

ﾊｼﾓﾄ ｽｽﾞ

女子

4×100m
決勝



決勝 5月4日 16:00

長野県記録(KR)                3:46.50 長野吉田高                   長野吉田高       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)                          

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 松本大  9055 児玉 奈美(2)   4:04.31 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ
 9077 南澤 明音(3)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ
 9066 菅沼 真洸(3)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
 9079 木田 沙耶(2)

ｷﾀﾞ ｻﾔ
 2   7 松商学園高  1969 伊藤 百合菜(1)   4:07.90 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ
 1951 深澤 由惟(3)

ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ
 1967 瀧澤 美結(1)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾐﾕ
 1960 樋口 虹夏(2)

ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ
 3   5 鉢盛中  7421 宮城 稚子(3)   4:18.75 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ﾐﾔｷﾞ ﾜｶｺ
 7420 中村 綾花(3)

ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ
 7425 住吉 叶(3)

ｽﾐﾖｼ ｶﾅｳ
 7427 山口 なず菜(3)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｽﾞﾅ
 4   4 松本国際高  1979 三和 瑠夏(2)   4:22.99 

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲｺｳ ﾐﾜ ﾙﾅ
 1985 柳澤 結月(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂｷ
 1986 木村 実夢(1)

ｷﾑﾗ ﾐﾕﾒ
 1988 宮坂 梨乃(3)

ﾐﾔｻｶ ﾘﾉ
 5   9 松本県ヶ丘高  1826 上條 のあ(3)   4:24.05 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ
 1801 真野 ひな帆(2)

ﾏﾉ ﾋﾅﾎ
 1793 北澤 詩織(3)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ
 1804 高木 陽香(2)

ﾀｶｷﾞ ﾊﾙｶ
 6   3 松本蟻ヶ崎高  1881 蛭田 杏(3)   4:27.25 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷｺｳ ﾋﾙﾀ ｱﾝ
 1886 濱 綾華(2)

ﾊﾏ ｱﾔｶ
 1885 望月 彩加(2)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾔｶ
 1882 金井 向日葵(3)

ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ
 7   8 大町岳陽高  1677 降幡 茉由(2)   4:27.67 

ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳｺｳ ﾌﾙﾊﾀ ﾏﾕ
 1676 樋口 鈴乃(2)

ﾋｸﾞﾁ ﾘﾝﾉ
 1680 小澤 美祐(2)

ｵｻﾞﾜ ﾐﾕ
 1674 長谷尾 彩華(2)

ﾊｾｵ ｱﾔｶ
 8   2 木曽青峰高  1574 中村 夢見子(2)   4:27.69 

ｷｿｾｲﾎｳｺｳ ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ
 1569 栗空 実穂(3)

ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ
 1577 横山 春香(2)

ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙｶ
 1576 鈴木 陽世梨(2)

ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ

女子

4×400m

決勝



決勝 5月4日 13:00

長野県記録(KR)                   1.81 屋ヶ田　直美                 中央大           1984/10/05  
大会記録(GR)                     1.65 

菅沢 侑希(3)
ｽｹﾞｻﾜ ﾕｳｷ 仁科台中
今牧 未颯(3)
ｲﾏﾏｷ ﾐﾊﾔ 山辺中
赤羽 菜々実(3)
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅﾐ 松商学園高
奥原 夕奈(2)
ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾅ 木曽青峰高
佐野 紗葵(3)
ｻﾉ ｻｷ 堀金中
平谷 紗菜(2)
ﾋﾗﾔ ｽｽﾞﾅ 鉢盛中
大野田 朱華(3)
ｵｵﾉﾀ ｱｹﾞﾊ 筑摩野中
杉野 舞子(3)
ｽｷﾞﾉ ﾏｲｺ 塩尻広陵中
橋本 珠(3)
ﾊｼﾓﾄ ｽｽﾞ 北安松川中
山口 なず菜(3)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｽﾞﾅ 鉢盛中
塩野 七虹(3)
ｼｵﾉ ﾅﾅﾐ 仁科台中
大丸 夏星(3)
ﾀﾞｲﾏﾙ ｶﾎ 松商学園高
久保田 楓(3)
ｸﾎﾞﾀ ｶｴﾃﾞ 塩尻広陵中
住 凜華(3)
ｽﾐ ﾘﾝｶ 鉢盛中
畑中 梨沙(3)
ﾊﾀﾅｶ ﾘｻ 鉢盛中
住吉 叶(3)
ｽﾐﾖｼ ｶﾅｳ 鉢盛中
中田 萌(3)
ﾅｶﾀ ﾓｴ 松本深志高
小川原 和花(3)
ｵｶﾞﾜﾊﾗ ﾉﾄﾞｶ 丸ﾉ内中
中田 陽菜(3)
ﾅｶﾀ ﾊﾙﾅ 塩尻広陵中
中田 陽菜(2)
ﾅｶﾀ ﾊﾙﾅ 旭町中
吉沢 桃佳(2)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾓﾓｶ 波田中
石井 みなみ(3)
ｲｼｲ ﾐﾅﾐ 塩尻広陵中
丸山 結心(3)
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳ 三郷中
鈴木 菜々香(3)
ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 梓川中
大藏 莉乃(3)
ｵｵｸﾗ ﾘﾉ 大町第一中
小口 瑞生(2)
ｵｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 塩尻広陵中
板垣 瑚乃美(2)
ｲﾀｶﾞｷ ｺﾉﾐ 梓川中
釘町 恵美里(3)
ｸｷﾞﾏﾁ ｴﾐﾘ 波田中
工藤 有莉(3)
ｸﾄﾞｳ ﾕﾘ 丸ﾉ内中
二木 由依(2)
ﾌﾀﾂｷﾞ ﾕｲ 三郷中
花岡 美穂(3) 欠場
ﾊﾅｵｶ ﾐﾎ 丸ﾉ内中
田中 美葉(3) 欠場
ﾀﾅｶ ﾐﾖ 丸ﾉ内中
谷口 真生(3) 欠場
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｵ 松商学園高
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決勝 5月3日 11:00

長野県記録(KR)                   4.01 前田　朋子                   ヤマトヤＴＣ     2005/08/08  
大会記録(GR)                          

田中 愛(2)
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 松本国際高
谷川 慧佳(2)
ﾀﾆｶﾜ ｻﾄｶ 山辺中
川上 実咲(3)
ｶﾜｶﾐ ﾐｻｷ 山辺中
丸山 とわ(3)
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾜ 山辺中

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
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決勝 5月3日 10:30

長野県記録(KR)                   6.41 湶　純江                     長野スズキ       1976/04/25  
大会記録(GR)                     5.84 

 ３回の
 最高記録

長谷尾 彩華(2)   5.22   4.83   5.18    5.22   5.07    x   5.28    5.28 
ﾊｾｵ ｱﾔｶ 大町岳陽高   +1.6   -0.5    0.0    +1.6   +0.2   -0.4    -0.4
田中 愛(2)   4.61    x   4.94    4.94    -    -    -    4.94 
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 松本国際高   +0.8   +0.2    +0.2    +0.2
松岡 みず穂(3)   4.88   4.76   4.82    4.88   4.91   4.59   4.80    4.91 
ﾏﾂｵｶ ﾐｽﾞﾎ 松本県ヶ丘高   -0.3   -1.0   +2.9    -0.3   -1.7   +0.7   +0.8    -1.7
鈴木 陽世梨(2)   4.90    x    x    4.90    x    x    x    4.90 
ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ 木曽青峰高   +1.7    +1.7    +1.7
安田 弘江   4.54   4.72    x    4.72   4.73   4.18    -    4.73 
ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛｴ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   -0.1   +0.1    +0.1   -1.1   -3.0    -1.1
山口 なず菜(3)    x   4.65   4.54    4.65   4.32   4.34   4.62    4.65 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｽﾞﾅ 鉢盛中   +1.6   -1.4    +1.6   +0.7   +0.1    0.0    +1.6
望月 彩加(2)    x   4.24   4.56    4.56   4.52    x   4.00    4.56 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎高   +0.1   +0.8    +0.8   -0.9   +1.6    +0.8
倉沢 優里(3)   4.35   4.51   4.53    4.53   4.26   4.10    x    4.53 
ｸﾗｻﾜ ﾕﾘ 鉢盛中   -0.3   -0.8   -1.0    -1.0   +0.7   +0.3    -1.0
内田 佑香(3)    x   4.53   4.51    4.53    4.53 
ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｶ 松本県ヶ丘高   -0.8   -0.2    -0.8    -0.8
丸山 虹(3)    x    x   4.31    4.31    4.31 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳ 山辺中   -1.0    -1.0    -1.0
山田 久美子(3)   4.14   3.87   4.27    4.27    4.27 
ﾔﾏﾀﾞ ｸﾐｺ 北安松川中   +1.1   -0.8   +1.3    +1.3    +1.3
上野 夏澄(2)    x    x   4.20    4.20    4.20 
ｳｴﾉ ｶｽﾐ 丸ﾉ内中   -0.7    -0.7    -0.7
加島 小浦(2)   4.14   4.19    x    4.19    4.19 
ｶｼﾏ ｺｳﾗ 女鳥羽中   -0.1   +1.1    +1.1    +1.1
小林 彩乃(3)    x   4.16    x    4.16    4.16 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾉ 筑摩野中   +0.6    +0.6    +0.6
飯島 秋音(2)   3.94   4.12   3.86    4.12    4.12 
ｲｲｼﾞﾏ ｱｷﾈ 松島中   +0.3   -2.0   -0.1    -2.0    -2.0
手塚 都和(3)   4.09   4.02   3.56    4.09    4.09 
ﾃﾂﾞｶ ﾄﾜ 松島中   +1.0   +0.4   -4.8    +1.0    +1.0
喜島 晴(2)    x   4.01   4.09    4.09    4.09 
ｷｼﾞﾏ ﾊﾙ 女鳥羽中   -0.2   -1.0    -1.0    -1.0
赤羽 菜々実(3)   4.09   3.76   3.67    4.09    4.09 
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅﾐ 松商学園高   +0.9   -1.2   -0.5    +0.9    +0.9
東條 遥香(3)   4.07   3.10   3.96    4.07    4.07 
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾊﾙｶ 穂高東中   +0.8   -0.2   +0.3    +0.8    +0.8
荻上 かおる(3)   3.83   4.03   4.03    4.03    4.03 
ｵｷﾞｳｴ ｶｵﾙ 塩尻広陵中   +0.5   -0.2   -2.6    -2.6    -2.6
須澤 奏心(2)    x   4.00    x    4.00    4.00 
ｽｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 丸ﾉ内中   -1.6    -1.6    -1.6
石川 鈴菜(3)    x   3.99   3.87    3.99    3.99 
ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾅ 菅野中   +1.0   +0.5    +1.0    +1.0
大月 来夢(3)   3.84   3.74   3.99    3.99    3.99 
ｵｵﾂｷ ﾗｲﾑ 松商学園高   +3.5   -1.7   +0.3    +0.3    +0.3
川上 奈々夏(3)   3.95   3.83   3.93    3.95    3.95 
ｶﾜｶﾐ ﾅﾅｶ 筑摩野中   +0.6   +0.4   -2.0    +0.6    +0.6
赤羽 姫那(3)   3.72   3.94   3.77    3.94    3.94 
ｱｶﾊﾈ ﾋﾅ 塩尻広陵中   +1.5   -0.9   -0.6    -0.9    -0.9
国本 梨紗(3)    x   3.82   3.93    3.93    3.93 
ｸﾆﾓﾄ ﾘｻ 白馬中   -1.6   -0.9    -0.9    -0.9
髙原 つらら(2)   3.45   3.64   3.93    3.93    3.93 
ﾀｶﾊﾗ ﾂﾗﾗ 白馬中   +1.5   -1.9   +0.1    +0.1    +0.1
田中 麻由(1)   3.09   3.89   3.70    3.89    3.89 
ﾀﾅｶ ﾏﾕ 松本国際高   +1.3   -1.4   -0.3    -1.4    -1.4
畑中 梨沙(3)   3.68   3.83   3.80    3.83    3.83 
ﾊﾀﾅｶ ﾘｻ 鉢盛中   +1.1   +0.4   -1.5    +0.4    +0.4
金田 来未(2)   3.83    x   3.80    3.83    3.83 
ｶﾈﾀﾞ ｸﾙﾐ 菅野中   +0.8   -1.3    +0.8    +0.8
平谷 紗菜(2)   3.61    x   3.77    3.77    3.77 
ﾋﾗﾔ ｽｽﾞﾅ 鉢盛中   +2.7   -3.3    -3.3    -3.3
平林 明夏(2)   3.26   3.76   3.65    3.76    3.76 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾒｲｶ 波田中   +2.3   -0.3   -2.1    -0.3    -0.3
倉澤 愛巳(3)   3.68   3.60   3.57    3.68    3.68 
ｸﾗｻﾜ ｱﾐ 塩尻広陵中   +1.4   -0.3   +0.2    +1.4    +1.4
小澤 愛華(2)    x   3.68    x    3.68    3.68 
ｵｻﾞﾜ ﾏﾅｶ 波田中   +0.6    +0.6    +0.6
城 ひかり(2)   3.60    x   3.50    3.60    3.60 
ｼﾞｮｳ ﾋｶﾘ 信明中   -0.7   -2.4    -0.7    -0.7
松澤 優衣(2)   3.55   3.58   3.40    3.58    3.58 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｲ 三郷中   +1.6   +1.5   -0.9    +1.5    +1.5

35 25  7000

36 6  6718

33 5  6481

34 12  7402

31 9  7430

32 37  7405

29 30  7429

30 21  7207

27 19  6823

28 33  1982

25 18  6492

26 24  6820

23 40  1955

24 26  7255

21 44  7021

22 34  7202

19 35  6561

20 36  6490

17 45  7280

18 27  1958

15 20  7107

16 22  7109

13 42  8744

14 31  7250

11 43  6791

12 39  7020

9 51  1798

10 46  8708

7 48  1885

8 38  7448

5 49  9006

6 41  7427

3 53  1797

4 47  1576

1 50  1674

2 52  1977

-3- -4- -5- -6--1- -2- 記録 備考

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



 ３回の
 最高記録

小倉 ゆきの(3)   3.58    x   3.42    3.58    3.58 
ｵｸﾞﾗ ﾕｷﾉ 信明中   -0.4   -1.1    -0.4    -0.4
深澤 美結(3)   3.53    x   3.25    3.53    3.53 
ﾌｶｻﾞﾜ ﾐﾕ 丸ﾉ内中    0.0   -0.7     0.0     0.0
茅野 好花(2)    x   3.50    x    3.50    3.50 
ﾁﾉ ｺﾉｶ 女鳥羽中   +1.7    +1.7    +1.7
小池 まどか(2)    x   3.46   3.49    3.49    3.49 
ｺｲｹ ﾏﾄﾞｶ 清水中   +2.6   +0.7    +0.7    +0.7
逸見 紗也乃(3)   3.44   3.20   3.32    3.44    3.44 
ﾍﾝﾐ ｻﾔﾉ 梓川中   +0.5   +0.3   +0.2    +0.5    +0.5
中沢 由菜(2)   2.93    x   3.42    3.42    3.42 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕﾅ 波田中   +1.1   -0.6    -0.6    -0.6
西山 由奈(3)   3.38    x    x    3.38    3.38 
ﾆｼﾔﾏ ﾕｳﾅ 三郷中   -0.4    -0.4    -0.4
岡村 ここね(2)   3.01   3.15   3.24    3.24    3.24 
ｵｶﾑﾗ ｺｺﾈ 筑摩野中   -0.7   -0.6   +1.4    +1.4    +1.4
秋山 七海(3)   3.19   3.14   3.15    3.19    3.19 
ｱｷﾔﾏ ﾅﾅﾐ 豊科北中   +0.3   +1.3   +0.1    +0.3    +0.3
笹川 真知楓(3)   3.19    x   2.90    3.19    3.19 
ｻｻｶﾞﾜ ﾏﾁｶ 高綱中   +1.8   +1.0    +1.8    +1.8
藤牧 里紗(2)   3.14   2.81    x    3.14    3.14 
ﾌｼﾞﾏｷ ﾘｻ 菅野中   +0.9   +0.1    +0.9    +0.9
平林 珠色(2)   2.99   3.09   3.11    3.11    3.11 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾙｲ 筑摩野中   +2.2   -0.2   -2.3    -2.3    -2.3
大貫 有咲(2)    x   2.92   2.67    2.92    2.92 
ｵｵﾇｷ ｱﾘｻ 塩尻広陵中   +1.3   -1.0    +1.3    +1.3
小林 柚香(3)   2.63   2.44   2.29    2.63    2.63 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞｶ 高綱中   +1.5   +0.8   +1.1    +1.5    +1.5
中村 万智(2)    x    x    x     x 記録なし
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾁ 鉢盛中
等々力 芽依(2)    x    x    x     x 記録なし
ﾄﾄﾞﾘｷ ﾒｲ 三郷中
保月 香乃(3) 欠場
ﾎﾂﾞｷ ｶﾉ 筑摩野中

14  6717

28  7261

50 1  7191

7  7432

48 23  7253

49 11  6498

46 3  7186

47 15  7200

44 17  7259

45 32  6641

42 10  7403

43 29  6710

40 2  6949

41 4  7361

38 8  7047

39 13  8740

備考

37 16  7019

-4- -5- -6- 記録

女子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-



決勝 5月4日 11:00

長野県記録(KR)                  13.10 三澤　涼子                   ヤマトヤＴＣ     2007/06/30  
大会記録(GR)                    10.40 

 ３回の
 最高記録

木田 沙耶(2)  10.30 10.24   x   10.30  10.30 10.51 10.55  10.55 5回目
ｷﾀﾞ ｻﾔ 松本大   +3.0  -0.6    +3.0   +4.3  +0.8  +3.4   +3.4 大会新
栗空 実穂(3)   9.86  9.94   x    9.94   9.89   x   9.85   9.94 
ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ 木曽青峰高   +4.4  +1.4    +1.4   +1.0   +2.3   +1.4
酒井 珠良(3) 欠場
ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ 松本大

女子

三段跳

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  9058

1 3  9079

2 2  1569



決勝 5月4日 10:00

長野県記録(KR)                  13.70 鷹野　絹子                   東女体大         1980/10/16  
大会記録(GR)                    12.59 

 ３回の
 最高記録

小林 弥希(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 松商学園高
藤本 優佳(3)
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｶ 木曽青峰高
滋田 祐希(1)
ｼｹﾞﾀ ﾕｳｷ 松本大
田近 嵯季(1)
ﾀﾁﾞｶ ｻｷ 木曽青峰高
倉田 真瑚(3)
ｸﾗﾀ ﾏｺ 山辺中
白河 凜加(3)
ｼﾗｶﾜ ﾘﾝｶ 大町第一中
尾関 紗佳(2)
ｵｾﾞｷ ｻﾔｶ 女鳥羽中
水落 凜(2)
ﾐｽﾞｵﾁ ﾘﾝ 女鳥羽中
町田 栞(3)
ﾏﾁﾀﾞ ｼｵﾘ 仁科台中
山名 咲歩(2)
ﾔﾏﾅ ｻﾎ 名経大陸上競技ｸﾗﾌ
平林 彩香(2)
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 塩尻広陵中
森 まひろ(3)
ﾓﾘ ﾏﾋﾛ 塩尻広陵中
戸田 胡桃(2)
ﾄﾀﾞ ｸﾙﾐ 木曽町中
池田 陽花(3)
ｲｹﾀﾞ ﾋﾅ 塩尻広陵中

  4.55   4.63   4.63 

   5.03   5.03 

14 3  6484
  4.57  4.63

13 6  6287
  4.93  4.91  5.03

  5.17   5.52   5.52 

   5.97   5.97 

12 5  6491
  5.52  5.03

11 1  6500
  5.46  5.97  5.73

  5.91   6.10   6.10 

   6.56   6.56 

10 8  9093
  5.78  6.10

9 9  6935
  6.03  6.56  5.91

  6.52   6.78   6.66  6.65  6.76  6.78 

   7.10   6.03  6.75  6.77  7.10 

8 2  8742
  6.60  6.78

7 4  8743
  7.10  6.83  6.64

  7.40   7.64   6.12  7.51  7.47  7.64 

   6.93   7.69  7.43  7.57  7.69 

6 10  6883
  7.02  7.64

5 7  7161
  6.44  6.93  6.57

  9.05   9.14   8.85  9.18  9.46  9.46 

   9.55   9.43  9.49  9.31  9.55 

4 12  1578
   x   9.14

3 11  9056
  8.81  9.55  9.17

  9.97  10.09   9.91  9.85 10.07 10.09 

  11.05  10.90 10.18   x  11.05 

2 14  1570
  9.80 10.09

1 13  1963
 10.54 11.05 10.73

-3- -4- -5- -6- 記録 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 -1- -2-



決勝 5月3日 10:00

長野県記録(KR)                  45.73 中島　沙織                   国士舘大         2008/08/30  
大会記録(GR)                    33.76 

 ３回の
 最高記録

巾 こと美(3)
ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ 木曽青峰高
藤本 優佳(3)
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｶ 木曽青峰高
丸山 香奈恵(2)
ﾏﾙﾔﾏ ｶﾅｴ 大町岳陽高
岩下 早紀(2)
ｲﾜｼﾀ ｻｷ 松本大
青島 まど華(3)
ｱｵｼﾏ ﾏﾄﾞｶ 木曽青峰高
田近 嵯季(1)
ﾀﾁﾞｶ ｻｷ 木曽青峰高
滋田 祐希(1)
ｼｹﾞﾀ ﾕｳｷ 松本大
洞 祥子(2)
ﾎﾗ ｼｮｳｺ 大町岳陽高

   x   23.13  19.66 22.18

 22.86

 22.02 23.13 

  24.78  21.58   x  22.88 24.78 

   x

7 7  9056
 24.78   x

8 1  1678
 23.13

6

 9054

 25.10 

  25.96  25.24   x  25.54 25.96 

  24.91  25.01
6  1578

 19.89  25.10 24.62

   x

 24.91

   x   22.99  26.78

   x

5 4  1572
 25.96 24.61

4
 20.95  23.82   x

 26.75

 26.78 

  26.75  25.34 26.94 27.95 27.95 

  26.77  26.75

 22.99

3 5  1681
 26.07   x

2

3

 28.92 26.84

 30.63

 28.92 

  30.63  29.20 29.87 28.79 30.63 

 24.72 25.89

1 2  1571
 29.66 28.01

8  1570
 26.77

所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

円盤投(1.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名



決勝 5月4日 14:00

長野県記録(KR)                  60.40 中島　未歩                   上田陸協         2016/07/10  
大会記録(GR)                          

 ３回の
 最高記録

青島 まど華(3)
ｱｵｼﾏ ﾏﾄﾞｶ 木曽青峰高
小林 弥希(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 松商学園高
石井 愛音(2) 欠場
ｲｼｲ ﾁｶﾈ 松本国際高

2  1980

   x   26.67  26.45   x    x  26.67 

  31.14  31.22 27.18 33.35 33.35 

記録

2 1  1963
   x  26.67

1 3  1572
 30.90

-1-

 31.14

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

   x

-2- 備考

女子

ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月3日 14:00

長野県記録(KR)                  57.17 山本　晴美                   長野市陸協       2001/06/08  
大会記録(GR)                    50.68 

 ３回の
 最高記録

巾 こと美(3)
ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ 木曽青峰高
小川 桃果(3)
ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ 松本国際高
洞 祥子(2)
ﾎﾗ ｼｮｳｺ 大町岳陽高
奥原 夕奈(2)
ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾅ 木曽青峰高
吉岡 栞(3)
ﾖｼｵｶ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘高
山名 咲歩(2)
ﾔﾏﾅ ｻﾎ 名経大陸上競技ｸﾗﾌ
丸山 香奈恵(2) 欠場
ﾏﾙﾔﾏ ｶﾅｴ 大町岳陽高
新田 美月(1) 欠場
ﾆｯﾀ ﾐﾂﾞｷ 松本大

7  9064

6  1681

 10.58  10.58  11.47 10.62 10.38 11.47 

  21.62  19.78 19.82 19.82 21.62 

6 1  9093
  9.55  8.80

5 2  1795
 17.59 21.62 21.18

 21.92  21.92  22.28 23.26 22.56 23.26 

  23.48  18.41   -  23.42 23.48 

4 5  1575
   x  21.46

3 3  1678
 21.71 22.15 23.48

 21.32  22.14  21.80 25.54 25.75 25.75 

  36.67  33.36   x  38.45 38.45 

2 4  1976
   x  22.14

1 8  1571
 36.67 35.87 36.61

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-
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