
大会コード 18170747

： ２０１８年４月８日（日）
： 長野市営陸上競技場（競技場コード 172070）
： (一財)長野陸上競技協会 長野市支部

長野市陸上競技協会
： 長野市陸上競技協会
： 小林 靖志
： 玉城 良二(トラック)　浦野 義忠(フィールド)
： 瀧沢 佳生

■この競技会で樹立された記録
なし

■グラウンドコンディション

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

■失格の略号の説明
不正スタート (R162-7)
他の競技者を妨害した (R163-2)
他のレーンに入った (R163-3a)
縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った (R163-3b)
ブレイクライン手前でレーンを離れ内側に入った (R163-5)
競技者がトラックから勝手に離脱した (R163-6)
リレーでテイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった (R170-7)
()内は区間を表す　 (1-2) :1走→2走  (2-3) :2走→3走  (3-4): 3走→4走
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第11回長野市陸上競技記録会                                                              
期日：平成30年4月8日(日)                                                        
場所：長野市営陸上競技場                                                        

ＴＯＰ８一覧表
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
04/08 女子 河田 璃音(2) 12.77 田村 純菜(2) 12.89 永原 朱夏(3) 12.98 宮岡 万優莉(3) 13.03 田口 璃乃佳(3) 13.37 一由 恵利佳(3) 13.43 長澤 妙(2) 13.69 相澤 こごみ(2) 13.72

100m 高校･市立長野高 高校･市立長野高 高校･市立長野高 中学･長野東部中 高校･文化学園長野高 高校･長野日大高 大学･信州大 高校･文化学園長野高
04/08 滝澤 朱(3) 27.34 水元 叶(3) 28.43 小池 愛美(3) 28.76 内藤 理木(3) 28.79 弓本 あかり(2) 29.88 近藤 愛(3) 29.96 宮原 舞(3) 30.54 丸山 こころ(2) 31.46

200m 中学･長野東部中 中学･長野東部中 中学･犀陵中 中学･長野北部中 高校･長野商業高 高校･長野高 中学･長野北部中 中学･櫻ヶ岡中
04/08 唐澤 花実(2) 59.84 内山 実音(2) 1,00.38 下田 花菜(2) 1,00.64 春日 佑月(3) 1,02.55 山崎 萌々子(3) 1,02.59 佐藤 未空(3) 1,12.61 中澤 里桜(3) 1,13.61 酒井 ゆきね(3) 1,14.62

400m 高校･市立長野高 高校･長野日大高 高校･長野日大高 高校･長野日大高 一般･長野高専 中学･若穂中 中学･柳町中 中学･若穂中
04/08 佐藤 里桜(3) 2,28.19 大橋 朱里(3) 2,28.42 市川 笑花(2) 2,32.37 岩村 有紀(2) 2,33.11 高野 真未(3) 2,33.57 原田 璃美(3) 2,37.73 小林 妃莉(3) 2,39.28 竹内 海月(3) 2,39.81

800m 中学･高社中 一般･長野高専 中学･野沢中 高校･市立長野高 中学･三陽中 中学･長野北部中 中学･長野東部中 中学･高社中
04/08 萩谷 楓(3) 4,26.73 高松 いずみ(2) 4,28.26 小林 成美(3) 4,28.37 小原 茉莉(2) 4,35.06 高安 結衣(3) 4,41.09 中村 朱里(3) 4,42.23 高木 更紗(2) 4,44.93 和田 帆香(2) 4,49.02

1500m 高校･長野東高 高校･長野東高 高校･長野東高 高校･長野東高 高校･長野東高 高校･長野東高 高校･長野東高 高校･長野東高
04/08 古旗 葵(3) 10,58.69

3000m 中学･戸倉上山田中
04/08  -1.3 内山 彩夏(2) 17.75 若松 怜佑(2) 18.11 室伏 真奈(2) 18.34 宮島 志歩(3) 18.94 山田 真菜(2) 19.70

100mH(0.838m) 高校･長野日大高 大学･信州大 大学･信州大 高校･屋代高 高校･長野日大高
04/08 齊藤 あやみ(3) 1,13.57 淀 日南子(2) 1,16.00

400mH(0.762m) 高校･市立長野高 高校･市立長野高
04/08 市立長野高       48.40 坂城中       51.07 長野東部中       51.40 信州大       52.46 文化学園長野高      53.26 犀陵中       54.82 更北中       54.97 長野北部中       55.20

4×100mR 河田 璃音(2) 富山 萌衣(2) 上垣外 奈緒(3) 長澤 妙(2) 田口 璃乃佳(3) 関 あおい(3) 永原 柚凪(3) 成田 彩乃(3)
唐澤 花実(2) 宮原 凛成(2) 宮岡 万優莉(3) 榊原 南実(3) 矢野 和(3) 坂爪 美柚(2) 伊東 里奈(3) 宮原 舞(3)
田村 純菜(2) 宮下 留花(2) 水元 叶(3) 小野塚 未夏(3) 相澤 こごみ(2) 中村 來央(3) 関口 ほの香(2) 栗田 実里子(3)
永原 朱夏(3) 牧内 愛実(2) 滝澤 朱(3) 若松 怜佑(2) 内山 明未花(3) 小池 愛美(3) 池田 楓香(3) 内藤 理木(3)

04/08 片平 真理子 1.60 小林 弓珠(3) 1.55 栗林 月碧(3) 1.45 宮崎 愛美(3) 中学･長野東部中 1.45 戸谷 はるか(2) 1.45 土屋 みやび(3) 1.40 宇都宮 悠奈(2) 1.40
走高跳 一般･長野吉田AC 中学･南宮中 中学･南宮中 細尾 咲衣(2) 高校･長野日大高 高校･長野吉田高 高校･上田西高 高校･小諸高

04/08 榊原 南実(3) 5.45(+0.6) 根橋 佑奈(3) 4.97(+0.4) 常田 麻奈(3) 4.91(-0.2) 牧内 愛実(2) 4.87(+1.0) 富山 萌衣(2) 4.83(+2.0) 宮入 響(2) 4.80(+0.4) 兼松わか菜(2) 4.66(+0.1) 宮下 留花(2) 4.60(-0.9)
走幅跳 大学･信州大 高校･長野日大高 高校･長野日大高 中学･坂城中 中学･坂城中 高校･長野日大高 高校･長野日大高 中学･坂城中

04/08 髙橋 雪衣(2) 9.65(+3.0) 中村 咲貴(3) 9.54(-0.1) 髙橋 朱華(2) 9.49(+6.0) 武田 真奈(2) 9.48(-0.5) 栁沢 風夏(3) 9.30(+2.2) 内山明未花(3) 8.72(-0.7)
三段跳 高校･須坂創成高 高校･長野南 高校･須坂創成高 高校･長野商業高 高校･松代高 高校･文化学園長野高

04/08 臼井 華(2) 10.06 阿部 佳乃(2) 7.29
砲丸投(4.000kg) 高校･更級農業高 高校･須坂創成高

04/08 新津 まり菜(4) 34.00 井川 遥菜(2) 24.16 飯沼 菜生(3) 22.21 宮嵜 円花(2) 21.87 石田 桃香(3) 21.49 小澤 雪乃(2) 19.69 池田 彩香(3) 18.53 浦野 陽菜(2) 18.51
円盤投(1.000kg) 大学･信州大 大学･信州大 高校･更級農業高 高校･篠ﾉ井高 高校･長野西高 高校･中野西高 高校･長野商業高 高校･篠ﾉ井高

04/08 神頭 那奈(2) 19.94
ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg) 高校･長野西高

04/08 犬飼 楓(2) 39.16 小野塚 未夏(3) 34.67 松本 優花(2) 33.06 横田 和沙(2) 28.72 横田 瑞希(3) 27.53 小林 詩織(3) 27.28 石田 結希乃(3) 25.93 西澤 早紀(3) 24.22
やり投(0.600kg) 高校･小諸高 大学･信州大 高校･更級農業高 高校･松代高 高校･松代高 高校･長野西高 高校･長野商業高 高校･長野東高

04/08 中学女子 永原 柚凪(3) 16.18 鈴木 葵衣(3) 17.88 大鹿 愛和(2) 18.15 黒岩 怜水(3) 18.34 中西 陽香(3) 18.39 伊東 里奈(3) 18.44 飯島 茉央(3) 19.03 池田 楓香(3) 19.14
100mH(0.762m) 中学･更北中 中学･長野東部中 中学･野沢中 中学･若穂中 中学･長野東部中 中学･更北中 中学･長野東部中 中学･更北中

04/08 松林 萌(3) 10.49 森田 夏未(2) 9.19 小柳 夏菜(2) 8.28 坂爪 美柚(2) 8.08 竹内 涼(2) 7.66 月岡 こまち(2) 7.15 北澤 紗暉(2) 6.81 山本 千和(3) 6.70
砲丸投(2.721kg) 中学･七二会中 中学･犀陵中 中学･七二会中 中学･犀陵中 中学･南宮中 中学･栄中 中学･更北中 中学･篠ﾉ井西中



決勝 4月8日 12:30

県記録              11.56

[ 1組] 風速 -0.5 [ 2組] 風速 -0.7

 1 河田 璃音(2) 高校     12.77  1 長澤 妙(2) 大学     13.69 
ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 市立長野高 ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ 信州大

 2 田村 純菜(2) 高校     12.89  2 相澤 こごみ(2) 高校     13.72 
ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 市立長野高 ｱｲｻﾞﾜ ｺｺﾞﾐ 文化学園長野高

 3 永原 朱夏(3) 高校     12.98  3 関 明日美(2) 高校     13.97 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ 市立長野高 ｾｷ ｱｽﾐ 中野西高

 4 宮岡 万優莉(3) 中学     13.03  4 髙橋 結愛(3) 中学     14.03 
ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ 長野東部中 ﾀｶﾊｼ ﾕｱ 裾花中

 5 田口 璃乃佳(3) 高校     13.37  5 古川 絢梨(3) 中学     14.20 
ﾀｸﾞﾁ ﾘﾉｶ 文化学園長野高 ﾌﾙｶﾜ ｱﾔﾘ 櫻ヶ岡中

 6 一由 恵利佳(3) 高校     13.43  6 髙藤 世那(3) 中学     14.21 
ｲﾁﾖｼ ｴﾘｶ 長野日大高 ﾀｶﾄｳ ｾﾅ 犀陵中

 7 宮﨑 夏希(3) 中学     13.75  7 髙野 蓮華(3) 高校     14.25 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾅﾂｷ 川中島中 ﾀｶﾉ ﾚﾝｶ 更級農業高

 8 上垣外 奈緒(3) 中学     13.84  8 平林 真奈(3) 中学     14.41 
ｶﾐｶﾞｲﾄ ﾅｵ 長野東部中 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ 裾花中
山﨑 あみ(2) 高校  9 関口 ほの香(2) 中学     15.23 
ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾐ 長野日大高 ｾｷｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 更北中

[ 3組] 風速 +1.0 [ 4組] 風速 -3.7

 1 柳澤 亜美(2) 中学     14.29  1 原野 茉優(2) 高校     14.66 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾐ 柳町中 ﾊﾗﾉ ﾏﾕ 小諸高

 2 北沢 姫羅理(2) 中学     14.32  2 江守 凜乃(3) 中学     15.09 
ｷﾀｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 柳町中 ｴﾓﾘ ﾘﾉ 裾花中

 3 丸山 那菜(2) 高校     14.35  3 山口 凜音(2) 中学     15.27 
ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅ 小諸高 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵﾝ 長野東部中

 4 小河原 望(1) 中学     14.39  4 山本 かりん(3) 中学     15.28 
ｵｶﾞﾜﾗ ﾉｿﾞﾐ 戸倉上山田中 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾘﾝ 川中島中

 5 西入 由実(3) 高校     14.50  5 倉澤 茜子(2) 中学     15.83 
ﾆｼｲﾘ ﾕﾐ 小諸高 ｸﾗｻﾜ ｱｶﾈ 長野東部中

 6 栗林 果奈(3) 高校     14.55  6 吉田 彩乃(3) 中学     15.89 
ｸﾘﾊﾞﾔｼｶﾅ 中野立志館高 ﾖｼﾀ ﾞｱﾔﾉ 長野北部中

 7 佐藤 茉唯(3) 中学     15.48  7 山岸 茜(2) 高校     15.98 
ｻﾄｳ ﾏﾕ 東北中 ﾔﾏｷﾞｼ ｱｶﾈ 上田西高
池田 薫(2) 高校  8 青山 明日香(2) 中学     17.26 
ｲｹﾀﾞ ｶｵﾙ 長野西高 ｱｵﾔﾏ ｱｽｶ 広徳中

[ 5組] 風速 -1.7 [ 6組] 風速 -0.5

 1 花石 柚希(3) 中学     14.57  1 福田 奈良(3) 中学     14.93 
ﾊﾅｲｼ ﾕｷ 川中島中 ﾌｸﾀﾞ ﾅﾗ 川中島中

 2 北島 京佳(3) 中学     14.68  2 滝澤 満月(1) 高校     14.95 
ｷﾀｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 篠ﾉ井西中 ﾀｷｻﾞﾜ ﾐﾂｷ 文化学園長野高

 3 宮﨑 若奈(3) 中学     14.76  3 小林 凜(2) 中学     15.02 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾜｶﾅ 篠ﾉ井西中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ 裾花中

 4 押鐘 万菜夏(3) 中学     14.97  4 西 まりあ(2) 高校     15.10 
ｵｼｶﾈ ﾏﾅｶ 南宮中 ﾆｼ ﾏﾘｱ 松代高

 5 佐藤 日和(3) 中学     15.06  5 宮川 舞姫(2) 中学     15.37 
ｻﾄｳ ﾋﾖﾘ 若穂中 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏｷ 川中島中

 6 萩原 麗(2) 高校     15.08  6 持田 ゆり(3) 中学     15.38 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｳﾗﾗ 小諸高 ﾓﾁﾀﾞ ﾕﾘ 東北中

 7 矢﨑 留奈(2) 中学     16.09  7 松田 莉子(2) 中学     15.63 
ﾔｻﾞｷ ﾙﾅ 裾花中 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｺ 長野北部中
上原 夢菜(3) 中学  8 宮﨑 ひなた(2) 中学     15.75 
ｳｴﾊﾗ ﾕﾅ 高社中 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 長野東部中欠場

1  5164 6  5488

4  5712 2  5670

7  1339 8  8712

5  5905 4  5948

3  5064 5  1132

8  5865 1  5713

6  5859 7   987

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  5969 3  5971

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

8   798 7  6043

7  8714 2  1539

4   650 3  5666

2  1334 1  5485

1  4767 6  5966

6  1336 8  5489

3  5370 5  5749

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  5372 4  1335

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

1   941 1  5981

8  5503 5  5756

4  5968 2  2147

5   953 3  5807

6   982 7  5450

2  5504 9  5760

9   911 6   667

3   917 4   996

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   916 8   103

女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



[ 7組] 風速 +2.7 [ 8組] 風速 +0.7

 1 塚田 桜奈(2) 中学     15.01  1 柏木 ひかる(2) 中学     15.60 
ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙﾅ 川中島中 ｶｼﾜｷﾞ ﾋｶﾙ 犀陵中

 2 白鳥 蒼空(2) 中学     15.06  2 萱沼 葵(2) 中学     16.06 
ｼﾗﾄﾘ ｿﾗ 川中島中 ｶﾔﾇﾏ ｱｵｲ 長野東部中

 3 工藤 ゆらら(2) 中学     15.09  3 太田 百音(2) 中学     16.07 
ｸﾄﾞｳ ﾕﾗﾗ 高社中 ｵｵﾀ ﾓﾈ 七二会中

 4 木村 うた(2) 中学     15.23  4 大舘 万莉菜(2) 中学     16.62 
ｷﾑﾗ ｳﾀ 柳町中 ｵｵﾀﾞﾃ ﾏﾘﾅ 川中島中

 5 磯部 美月(2) 中学     15.29  5 中島 楓華(3) 中学     17.49 
ｲｿﾍﾞ ﾐﾂﾞｷ 野沢中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾌｳｶ 墨坂中

 6 檀原 優花(3) 高校     15.82  6 松木 芹香(2) 中学     17.99 
ﾀﾞﾝﾊﾞﾗ ﾕｳｶ 長野日大高 ﾏﾂｷ ｾﾘｶ 墨坂中

 7 村田 雅(2) 中学     16.73 小林 愛乃(2) 中学
ﾑﾗﾀ ﾐﾔﾋﾞ 柳町中 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾉ 長野西部中
大出 夏芽(2) 中学 中村 ひな(2) 中学
ｵｵﾃﾞ ﾅﾂﾒ 若穂中 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅ 長野西部中

   1 河田 璃音(2) 高校 市立長野高     12.77 (-0.5)   1   1
   2 田村 純菜(2) 高校 市立長野高     12.89 (-0.5)   1   2
   3 永原 朱夏(3) 高校 市立長野高     12.98 (-0.5)   1   3
   4 宮岡 万優莉(3) 中学 長野東部中     13.03 (-0.5)   1   4
   5 田口 璃乃佳(3) 高校 文化学園長野高     13.37 (-0.5)   1   5
   6 一由 恵利佳(3) 高校 長野日大高     13.43 (-0.5)   1   6
   7 長澤 妙(2) 大学 信州大     13.69 (-0.7)   2   1
   8 相澤 こごみ(2) 高校 文化学園長野高     13.72 (-0.7)   2   2
   9 宮﨑 夏希(3) 中学 川中島中     13.75 (-0.5)   1   7
  10 上垣外 奈緒(3) 中学 長野東部中     13.84 (-0.5)   1   8
  11 関 明日美(2) 高校 中野西高     13.97 (-0.7)   2   3
  12 髙橋 結愛(3) 中学 裾花中     14.03 (-0.7)   2   4
  13 古川 絢梨(3) 中学 櫻ヶ岡中     14.20 (-0.7)   2   5
  14 髙藤 世那(3) 中学 犀陵中     14.21 (-0.7)   2   6
  15 髙野 蓮華(3) 高校 更級農業高     14.25 (-0.7)   2   7
  16 柳澤 亜美(2) 中学 柳町中     14.29 (+1.0)   3   1
  17 北沢 姫羅理(2) 中学 柳町中     14.32 (+1.0)   3   2
  18 丸山 那菜(2) 高校 小諸高     14.35 (+1.0)   3   3
  19 小河原 望(1) 中学 戸倉上山田中     14.39 (+1.0)   3   4
  20 平林 真奈(3) 中学 裾花中     14.41 (-0.7)   2   8
  21 西入 由実(3) 高校 小諸高     14.50 (+1.0)   3   5
  22 栗林 果奈(3) 高校 中野立志館高     14.55 (+1.0)   3   6
  23 花石 柚希(3) 中学 川中島中     14.57 (-1.7)   5   1
  24 原野 茉優(2) 高校 小諸高     14.66 (-3.7)   4   1
  25 北島 京佳(3) 中学 篠ﾉ井西中     14.68 (-1.7)   5   2
  26 宮﨑 若奈(3) 中学 篠ﾉ井西中     14.76 (-1.7)   5   3
  27 福田 奈良(3) 中学 川中島中     14.93 (-0.5)   6   1
  28 滝澤 満月(1) 高校 文化学園長野高     14.95 (-0.5)   6   2
  29 押鐘 万菜夏(3) 中学 南宮中     14.97 (-1.7)   5   4
  30 塚田 桜奈(2) 中学 川中島中     15.01 (+2.7)   7   1
  31 小林 凜(2) 中学 裾花中     15.02 (-0.5)   6   3
  32 白鳥 蒼空(2) 中学 川中島中     15.06 (+2.7)   7   2
  32 佐藤 日和(3) 中学 若穂中     15.06 (-1.7)   5   5
  34 萩原 麗(2) 高校 小諸高     15.08 (-1.7)   5   6
  35 江守 凜乃(3) 中学 裾花中     15.09 (-3.7)   4   2
  35 工藤 ゆらら(2) 中学 高社中     15.09 (+2.7)   7   3
  37 西 まりあ(2) 高校 松代高     15.10 (-0.5)   6   4
  38 木村 うた(2) 中学 柳町中     15.23 (+2.7)   7   4
  38 関口 ほの香(2) 中学 更北中     15.23 (-0.7)   2   9
  40 山口 凜音(2) 中学 長野東部中     15.27 (-3.7)   4   3
  41 山本 かりん(3) 中学 川中島中     15.28 (-3.7)   4   4
  42 磯部 美月(2) 中学 野沢中     15.29 (+2.7)   7   5
  43 宮川 舞姫(2) 中学 川中島中     15.37 (-0.5)   6   5
  44 持田 ゆり(3) 中学 東北中     15.38 (-0.5)   6   6
  45 佐藤 茉唯(3) 中学 東北中     15.48 (+1.0)   3   7
  46 柏木 ひかる(2) 中学 犀陵中     15.60 (+0.7)   8   1
  47 松田 莉子(2) 中学 長野北部中     15.63 (-0.5)   6   7
  48 宮﨑 ひなた(2) 中学 長野東部中     15.75 (-0.5)   6   8
  49 檀原 優花(3) 高校 長野日大高     15.82 (+2.7)   7   6
  50 倉澤 茜子(2) 中学 長野東部中     15.83 (-3.7)   4   5
  51 吉田 彩乃(3) 中学 長野北部中     15.89 (-3.7)   4   6
  52 山岸 茜(2) 高校 上田西高     15.98 (-3.7)   4   7
  53 萱沼 葵(2) 中学 長野東部中     16.06 (+0.7)   8   2
  54 太田 百音(2) 中学 七二会中     16.07 (+0.7)   8   3
  55 矢﨑 留奈(2) 中学 裾花中     16.09 (-1.7)   5   7
  56 大舘 万莉菜(2) 中学 川中島中     16.62 (+0.7)   8   4
  57 村田 雅(2) 中学 柳町中     16.73 (+2.7)   7   7
  58 青山 明日香(2) 中学 広徳中     17.26 (-3.7)   4   8
  59 中島 楓華(3) 中学 墨坂中     17.49 (+0.7)   8   5
  60 松木 芹香(2) 中学 墨坂中     17.99 (+0.7)   8   6
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決勝 4月8日 14:50

県記録              23.73

[ 1組] 風速 -1.6 [ 2組] 風速 -2.1

 1 滝澤 朱(3) 中学     27.34  1 近藤 愛(3) 高校     29.96 
ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ 長野東部中 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｲ 長野高

 2 水元 叶(3) 中学     28.43  2 宮原 舞(3) 中学     30.54 
ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾅｳ 長野東部中 ﾐﾔﾊﾗ ﾏｲ 長野北部中

 3 小池 愛美(3) 中学     28.76  3 丸山 こころ(2) 中学     31.46 
ｺｲｹ ｱﾐ 犀陵中 ﾏﾙﾔﾏ ｺｺﾛ 櫻ヶ岡中

 4 内藤 理木(3) 中学     28.79  4 土屋 茉広(3) 中学     32.29 
ﾅｲﾄｳ ﾘｺ 長野北部中 ﾂﾁﾔ ﾏﾋﾛ 野沢中

 5 弓本 あかり(2) 高校     29.88  5 宮﨑 千華(2) 高校     32.48 
ﾕﾐﾓﾄ ｱｶﾘ 長野商業高 ﾐﾔｻﾞｷ ﾁﾊﾙ 長野南
小島 すずか(3) 高校  6 黒川 心寧(2) 中学     33.67 
ｺｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 長野日大高 ｸﾛｶﾜ ｺｺﾈ 若穂中
酒井 夢実(3) 高校
ｻｶｲ ﾕﾒﾐ 小諸高

   1 滝澤 朱(3) 中学 長野東部中     27.34 (-1.6)   1   1
   2 水元 叶(3) 中学 長野東部中     28.43 (-1.6)   1   2
   3 小池 愛美(3) 中学 犀陵中     28.76 (-1.6)   1   3
   4 内藤 理木(3) 中学 長野北部中     28.79 (-1.6)   1   4
   5 弓本 あかり(2) 高校 長野商業高     29.88 (-1.6)   1   5
   6 近藤 愛(3) 高校 長野高     29.96 (-2.1)   2   1
   7 宮原 舞(3) 中学 長野北部中     30.54 (-2.1)   2   2
   8 丸山 こころ(2) 中学 櫻ヶ岡中     31.46 (-2.1)   2   3
   9 土屋 茉広(3) 中学 野沢中     32.29 (-2.1)   2   4
  10 宮﨑 千華(2) 高校 長野南     32.48 (-2.1)   2   5
  11 黒川 心寧(2) 中学 若穂中     33.67 (-2.1)   2   6

決勝 4月8日 14:30

県記録              54.56

[ 1組] [ 2組]

 1 唐澤 花実(2) 高校     59.84  1 山崎 萌々子(3) 一般   1,02.59 
ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 市立長野高 ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 長野高専

 2 内山 実音(2) 高校   1,00.38  2 佐藤 未空(3) 中学   1,12.61 
ｳﾁﾔﾏ ﾐｵﾝ 長野日大高 ｻﾄｳ ﾐｸ 若穂中

 3 下田 花菜(2) 高校   1,00.64  3 中澤 里桜(3) 中学   1,13.61 
ｼﾓﾀ ﾊﾅ 長野日大高 ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｵ 柳町中

 4 春日 佑月(3) 高校   1,02.55  4 酒井 ゆきね(3) 中学   1,14.62 
ｶｽｶﾞ ﾕﾂﾞｷ 長野日大高 ｻｶｲ ﾕｷﾈ 若穂中

 5 小林 由依(2) 中学   1,17.70 矢野 和(3) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 裾花中 ﾔﾉ ﾉﾄﾞｶ 文化学園長野高

   1 唐澤 花実(2) 高校 市立長野高       59.84   1   1
   2 内山 実音(2) 高校 長野日大高     1,00.38   1   2
   3 下田 花菜(2) 高校 長野日大高     1,00.64   1   3
   4 春日 佑月(3) 高校 長野日大高     1,02.55   1   4
   5 山崎 萌々子(3) 一般 長野高専     1,02.59   2   1
   6 佐藤 未空(3) 中学 若穂中     1,12.61   2   2
   7 中澤 里桜(3) 中学 柳町中     1,13.61   2   3
   8 酒井 ゆきね(3) 中学 若穂中     1,14.62   2   4
   9 小林 由依(2) 中学 裾花中     1,17.70   1   5
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決勝 4月8日 13:45

県記録            2,05.78

[ 1組] [ 2組]

 1 佐藤 里桜(3) 中学   2,28.19  1 小林 妃莉(3) 中学   2,39.28 
ｻﾄｳ ﾘｵ 高社中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾏﾘ 長野東部中

 2 大橋 朱里(3) 一般   2,28.42  2 竹内 海月(3) 中学   2,39.81 
ｵｵﾊｼ ｱｶﾘ 長野高専 ﾀｹｳﾁ ﾐﾂｷ 高社中

 3 市川 笑花(2) 中学   2,32.37  3 飯島 空(2) 中学   2,44.17 
ｲﾁｶﾜ ｴﾐｶ 野沢中 ｲｲｼﾞﾏ ｿﾗ 三陽中

 4 岩村 有紀(2) 高校   2,33.11  4 宮島 未歩(3) 中学   2,50.77 
ｲﾜﾑﾗ ｱｷ 市立長野高 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾐﾎ 長野東部中

 5 高野 真未(3) 中学   2,33.57  5 千村 莉佳子(3) 中学   2,51.40 
ﾀｶﾉ ﾏﾐ 三陽中 ﾁﾑﾗ ﾘｶｺ 裾花中

 6 原田 璃美(3) 中学   2,37.73  6 石井 悠貴(3) 中学   3,00.57 
ﾊﾗﾀ ﾞﾘﾐ 長野北部中 ｲｼｲ ﾕｷ 裾花中
武田 ほたる(3) 中学  7 山田 柚葵(2) 中学   3,03.32 
ﾀｹﾀﾞ ﾎﾀﾙ 高社中 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｽﾞｷ 高社中

[ 3組] [ 4組]

 1 山﨑 友紀(3) 中学   2,47.29  1 塚田 百香(2) 中学   2,59.85 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ 墨坂中 ﾂｶﾀﾞ ﾓﾓｶ 裾花中

 2 戸井田 香穂(3) 中学   2,52.24  2 髙橋 柚希(3) 中学   3,00.36 
ﾄｲﾀﾞ ｶﾎ 若穂中 ﾀｶﾊｼ ﾕｽﾞｷ 犀陵中

 3 田中 仁珠(2) 中学   2,56.51  3 北嶌 彩希(2) 中学   3,01.32 
ﾀﾅｶ ﾋﾄﾐ 墨坂中 ｷﾀｼﾞﾏ ｻｷ 若穂中

 4 小林 由菜(3) 中学   2,58.98  4 清水 泉吹(2) 中学   3,03.47 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 東北中 ｼﾐｽﾞ ｲﾌﾞｷ 裾花中

 5 松尾 果南(3) 中学   3,00.82  5 大久保 みなみ(3)中学   3,15.22 
ﾏﾂｵ ｶﾅﾐ 篠ﾉ井西中 ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ 柳町中

 6 町田 愛実(2) 中学   3,02.90 山岸 彩乃(3) 中学
ﾏﾁﾀﾞ ｱｲﾐ 墨坂中 ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾔﾉ 犀陵中
山田 彩愛(3) 中学
ﾔﾏﾀﾞ ｻｴ 東北中

   1 佐藤 里桜(3) 中学 高社中     2,28.19   1   1
   2 大橋 朱里(3) 一般 長野高専     2,28.42   1   2
   3 市川 笑花(2) 中学 野沢中     2,32.37   1   3
   4 岩村 有紀(2) 高校 市立長野高     2,33.11   1   4
   5 高野 真未(3) 中学 三陽中     2,33.57   1   5
   6 原田 璃美(3) 中学 長野北部中     2,37.73   1   6
   7 小林 妃莉(3) 中学 長野東部中     2,39.28   2   1
   8 竹内 海月(3) 中学 高社中     2,39.81   2   2
   9 飯島 空(2) 中学 三陽中     2,44.17   2   3
  10 山﨑 友紀(3) 中学 墨坂中     2,47.29   3   1
  11 宮島 未歩(3) 中学 長野東部中     2,50.77   2   4
  12 千村 莉佳子(3) 中学 裾花中     2,51.40   2   5
  13 戸井田 香穂(3) 中学 若穂中     2,52.24   3   2
  14 田中 仁珠(2) 中学 墨坂中     2,56.51   3   3
  15 小林 由菜(3) 中学 東北中     2,58.98   3   4
  16 塚田 百香(2) 中学 裾花中     2,59.85   4   1
  17 髙橋 柚希(3) 中学 犀陵中     3,00.36   4   2
  18 石井 悠貴(3) 中学 裾花中     3,00.57   2   6
  19 松尾 果南(3) 中学 篠ﾉ井西中     3,00.82   3   5
  20 北嶌 彩希(2) 中学 若穂中     3,01.32   4   3
  21 町田 愛実(2) 中学 墨坂中     3,02.90   3   6
  22 山田 柚葵(2) 中学 高社中     3,03.32   2   7
  23 清水 泉吹(2) 中学 裾花中     3,03.47   4   4
  24 大久保 みなみ(3) 中学 柳町中     3,15.22   4   5

女子

800m

決勝

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  5161 8  5513

7  3503 4  5162

5  4075 3  5619

8   919 5  5518

4  5610 7  5751

6  5661 2  5748

3  5165 6  5168
欠場

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  4951 4  5716

8  5910 5  5804

2  4957 3  5897

3  8717 2  5715

 5806

4  5862 6  5400

欠場
7  8715

欠場

6  4954 7

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 組 順位
 5161
 3503
 4075
  919

記録 備考

 5610
 5661
 5513
 5162
 5619
 4951
 5518
 5751
 5910
 4957
 8717
 5716

 5715
 5400

 5804
 5748
 5862
 5897
 4954
 5168



決勝 4月8日 10:30

県記録            4,17.77

[ 1組] [ 2組]

 1 萩谷 楓(3) 高校   4,26.73  1 北沢 凜夏(2) 中学   4,58.80 
ﾊｷﾞﾀﾆ ｶｴﾃﾞ 長野東高 ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾝｶ 川中島中

 2 高松 いずみ(2) 高校   4,28.26  2 仁科 玲美(2) 中学   5,05.13 
ﾀｶﾏﾂ ｲｽﾞﾐ 長野東高 ﾆｼﾅ ﾚﾐ 川中島中

 3 小林 成美(3) 高校   4,28.37  3 阿部 優杏(2) 中学   5,10.37 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾙﾐ 長野東高 ｱﾍ ﾞﾕｱ 木島平中

 4 小原 茉莉(2) 高校   4,35.06  4 高山 史歩(2) 中学   5,11.54 
ｺﾊﾗ ﾏﾂﾘ 長野東高 ﾀｶﾔﾏ ｼﾎ 川中島中

 5 高安 結衣(3) 高校   4,41.09  5 齊藤 結花(3) 中学   5,13.75 
ﾀｶﾔｼ ﾕｲ 長野東高 ｻｲﾄｳ ﾕｲｶ 上田第三中

 6 中村 朱里(3) 高校   4,42.23  6 渡邉 葵(3) 中学   5,14.62 
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 長野東高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵｲ 川中島中

 7 高木 更紗(2) 高校   4,44.93  7 土屋 槻里子(2) 高校   5,19.45 
ﾀｶｷﾞ ｻﾗｻ 長野東高 ﾂﾁﾔ ｷﾘｺ 長野商業高

 8 和田 帆香(2) 高校   4,49.02  8 鈴木 菜生(2) 中学   5,22.57 
ﾜﾀﾞ ﾎﾉｶ 長野東高 ｽｽﾞｷ ﾅｵ 上田第二中

 9 宮澤 実亜(3) 中学   4,56.11  9 宮島 よしの(2) 高校   5,24.24 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｱ 川中島中 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾖｼﾉ 長野吉田高

10 北原 千菜(2) 高校   4,57.02 10 佐野 夏穂(2) 高校   5,24.30 
ｷﾀﾊﾗ ﾁﾅ 長野東高 ｻﾉ ﾅﾂﾎ 長野高

11 和田 美紗妃(2) 高校   4,57.73 11 佐藤 夏子(4) 大学   5,27.56 
ﾜﾀﾞ ﾐｻｷ 長野東高 ｻﾄｳ ﾅﾂｺ 信州大

12 臼田 悠花(3) 高校   4,57.79 12 宮島 永真(2) 中学   5,29.82 
ｳｽﾀﾞ ﾕｳｶ 長野東高 ﾐﾔｼﾞﾏ ｴﾏ 更北中

13 仲條 夏葵(3) 高校   5,07.97 13 髙森 唯花(3) 中学   5,30.30 
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾅﾂｷ 飯山高 ﾀｶﾓﾘ ﾕｲｶ 柳町中

14 峰岸 羽那(2) 中学   5,10.30 14 田幸 舞桜(3) 中学   5,32.31 
ﾐﾈｷﾞｼ ﾊﾅ 三陽中 ﾏｺｳ ﾏｵ 広徳中
竹内 美翔(2) 大学 15 小林 ほの花(2) 中学   5,44.41 
ﾀｹｳﾁ ﾐｳ 信州大 ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ 東北中
唐澤 七瀬(3) 高校 16 熊代 眞陽琉(2) 中学   5,50.85 
ｶﾗｻﾜ ﾅﾅｾ 長野東高 ｸﾏｼﾛ ﾏﾋﾙ 高社中
臼田 彩花(3) 高校 17 淀 小南津(3) 中学   6,21.32 
ｳｽﾀﾞ ｻﾔｶ 長野東高 ﾖﾄﾞ ｺﾅﾂ 川中島中
和田 真菜(2) 高校
ﾜﾀﾞ ﾏﾅ 長野西高

[ 3組]

 1 桑原 実世(1) 中学   5,32.72 
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾖ 戸倉上山田中

 2 野田 越百(2) 高校   5,36.92 
ﾉﾀﾞ ｺｽﾓ 飯山高

 3 風間 和佳(2) 中学   5,47.51 
ｶｻﾞﾏ ﾉﾄﾞｶ 篠ﾉ井西中

 4 丸山 未記(3) 中学   5,47.68 
ﾏﾙﾔﾏ ﾐｷ 長野東部中

 5 山田 愛夏(3) 中学   5,49.80 
ﾔﾏﾀﾞ ｱｲｶ 高社中

 6 丑山 凜乃(2) 中学   5,50.19 
ｳｼﾔﾏ ﾘﾝﾉ 戸倉上山田中

 7 金井 祭(2) 中学   5,54.31 
ｶﾅｲ ﾏﾂﾘ 野沢中

 8 村山 琴美(3) 中学   5,55.49 
ﾑﾗﾔﾏ ｺﾄﾐ 犀陵中

 9 小林 璃生(2) 中学   5,58.43 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵ 東北中

10 山崎 心優(2) 高校   6,04.81 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾕ 長野東高

11 坂戸 春菜(3) 中学   6,15.55 
ｻｶﾄ ﾊﾙﾅ 裾花中

12 岡村 南美(3) 中学   6,15.58 
ｵｶﾑﾗ ﾐﾅﾐ 裾花中
林 さくら(2) 中学
ﾊﾔｼ ｻｸﾗ 野沢中
伊藤 渚紗(3) 中学
ｲﾄｳ ﾅｷﾞｻ 長野北部中
祢津 小町(2) 高校
ﾈﾂ ｺﾏﾁ 中野西高
五十嵐 万智(3) 一般
ｲｶﾞﾗｼ ﾏﾁ 長野高専
倉島 美桜(2) 高校
ｸﾗｼﾏ ﾐｵ 長野西高

女子

1500m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
1   882 7  5972

7   888 17  5974

6   878 8  5025

8   886 4  5973

5   879 2  4635

14   881 11  5963

13   887 10   853

17   889 15  4600

12  5961 16   775

15   885 14   820

3   890 12   105

9   875 5  5982

16   605 9  5404

10  5615 6  6060

2   107 13  5644
欠場

4   877 3  5170
欠場

11   876 1  5962
欠場

18   793
欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  4768

17   592

3  5873

5  5516

4  5166

7  4765

10  4077

2  5805

12  5622

11   866

16  5754

8  5759

1  4080
欠場

6  5660
欠場

13   668
欠場

14  3505
欠場

15   797
欠場



   1 萩谷 楓(3) 高校 長野東高     4,26.73   1   1
   2 高松 いずみ(2) 高校 長野東高     4,28.26   1   2
   3 小林 成美(3) 高校 長野東高     4,28.37   1   3
   4 小原 茉莉(2) 高校 長野東高     4,35.06   1   4
   5 高安 結衣(3) 高校 長野東高     4,41.09   1   5
   6 中村 朱里(3) 高校 長野東高     4,42.23   1   6
   7 高木 更紗(2) 高校 長野東高     4,44.93   1   7
   8 和田 帆香(2) 高校 長野東高     4,49.02   1   8
   9 宮澤 実亜(3) 中学 川中島中     4,56.11   1   9
  10 北原 千菜(2) 高校 長野東高     4,57.02   1  10
  11 和田 美紗妃(2) 高校 長野東高     4,57.73   1  11
  12 臼田 悠花(3) 高校 長野東高     4,57.79   1  12
  13 北沢 凜夏(2) 中学 川中島中     4,58.80   2   1
  14 仁科 玲美(2) 中学 川中島中     5,05.13   2   2
  15 仲條 夏葵(3) 高校 飯山高     5,07.97   1  13
  16 峰岸 羽那(2) 中学 三陽中     5,10.30   1  14
  17 阿部 優杏(2) 中学 木島平中     5,10.37   2   3
  18 高山 史歩(2) 中学 川中島中     5,11.54   2   4
  19 齊藤 結花(3) 中学 上田第三中     5,13.75   2   5
  20 渡邉 葵(3) 中学 川中島中     5,14.62   2   6
  21 土屋 槻里子(2) 高校 長野商業高     5,19.45   2   7
  22 鈴木 菜生(2) 中学 上田第二中     5,22.57   2   8
  23 宮島 よしの(2) 高校 長野吉田高     5,24.24   2   9
  24 佐野 夏穂(2) 高校 長野高     5,24.30   2  10
  25 佐藤 夏子(4) 大学 信州大     5,27.56   2  11
  26 宮島 永真(2) 中学 更北中     5,29.82   2  12
  27 髙森 唯花(3) 中学 柳町中     5,30.30   2  13
  28 田幸 舞桜(3) 中学 広徳中     5,32.31   2  14
  29 桑原 実世(1) 中学 戸倉上山田中     5,32.72   3   1
  30 野田 越百(2) 高校 飯山高     5,36.92   3   2
  31 小林 ほの花(2) 中学 東北中     5,44.41   2  15
  32 風間 和佳(2) 中学 篠ﾉ井西中     5,47.51   3   3
  33 丸山 未記(3) 中学 長野東部中     5,47.68   3   4
  34 山田 愛夏(3) 中学 高社中     5,49.80   3   5
  35 丑山 凜乃(2) 中学 戸倉上山田中     5,50.19   3   6
  36 熊代 眞陽琉(2) 中学 高社中     5,50.85   2  16
  37 金井 祭(2) 中学 野沢中     5,54.31   3   7
  38 村山 琴美(3) 中学 犀陵中     5,55.49   3   8
  39 小林 璃生(2) 中学 東北中     5,58.43   3   9
  40 山崎 心優(2) 高校 長野東高     6,04.81   3  10
  41 坂戸 春菜(3) 中学 裾花中     6,15.55   3  11
  42 岡村 南美(3) 中学 裾花中     6,15.58   3  12
  43 淀 小南津(3) 中学 川中島中     6,21.32   2  17

決勝 4月8日 15:25

県記録            9,01.36

 1 古旗 葵(3) 中学  10,58.69 
ﾌﾙﾊﾀ ｱｵｲ 戸倉上山田中

女子

1500m               
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
  882
  888
  878
  886
  879
  881
  887
  889
 5961
  885
  890
  875
 5972
 5974
  605
 5615
 5025
 5973
 4635
 5963
  853
 4600
  775
  820
  105
 5982
 5404
 6060
 4768
  592
 5644
 5873
 5516
 5166
 4765
 5170
 4077
 5805

所属名 記録／備考

 5622
  866
 5754
 5759
 5962

1  4764

女子

3000m               

決勝

順 No. 氏  名



決勝 4月8日 11:20

県記録              13.81

風速 -1.3

 1 内山 彩夏(2) 高校     17.75 
ｳﾁﾔﾏ ｻﾔｶ 長野日大高

 2 若松 怜佑(2) 大学     18.11 
ﾜｶﾏﾂ ﾘｮｳ 信州大

 3 室伏 真奈(2) 大学     18.34 
ﾑﾛﾌｼ ﾏﾅ 信州大

 4 宮島 志歩(3) 高校     18.94 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎ 屋代高

 5 山田 真菜(2) 高校     19.70 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ 長野日大高
秋元 南乃(3) 高校
ｱｷﾓﾄ ﾖｼﾉ 市立長野高
岡田 真奈(2) 高校
ｵｶﾀﾞ ﾏﾅ 須坂東高

決勝 4月8日 11:30

県中記録            14.18

[ 1組] 風速 -2.7 [ 2組] 風速 -3.5

 1 永原 柚凪(3) 中学     16.18  1 鈴木 葵衣(3) 中学     17.88 
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾕﾅ 更北中 ｽｽﾞｷ ｱｵｲ 長野東部中

 2 大鹿 愛和(2) 中学     18.15  2 飯島 茉央(3) 中学     19.03 
ｵｵｼｶ ﾏﾅ 野沢中 ｲｲｼﾞﾏ ﾏﾋﾛ 長野東部中

 3 黒岩 怜水(3) 中学     18.34  3 池田 楓香(3) 中学     19.14 
ｸﾛｲﾜ ﾚﾐ 若穂中 ｲｹﾀﾞ ﾌｳｶ 更北中

 4 中西 陽香(3) 中学     18.39  4 長原 佳南(3) 中学     19.98 
ﾅｶﾆｼ ﾊﾙｶ 長野東部中 ﾅｶﾞﾊﾗ ｶﾅﾝ 篠ﾉ井西中

 5 伊東 里奈(3) 中学     18.44  5 竹内 優唯(2) 中学     20.38 
ｲﾄｳ ﾘﾅ 更北中 ﾀｹｳﾁ ﾕｲ 更北中

 6 藤倉 かれん(3) 中学     20.11  6 五十嵐 凜(3) 中学     21.19 
ﾌｼﾞｸﾗ ｶﾚﾝ 柳町中 ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾝ 櫻ヶ岡中

 7 千野 里花(2) 中学     20.13 
ﾁﾉ ﾘｶ 山ﾉ内中

[ 3組] 風速 +3.4 [ 4組] 風速 +2.4

 1 山田 乃愛(3) 中学     20.02  1 池田 直生(2) 中学     20.39 
ﾔﾏﾀﾞ ﾉｱ 櫻ヶ岡中 ｲｹﾀ ﾞﾅｵ 篠ﾉ井西中

 2 谷口 海羽(3) 中学     20.05  2 小野里 帆純(3) 中学     20.53 
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐｳ 櫻ヶ岡中 ｵﾉｻﾞﾄ ﾎｽﾞﾐ 長野北部中

 3 藤井 結菜(2) 中学     20.19  3 藤原 留衣(2) 中学     20.87 
ﾌｼﾞｲ ﾕｲﾅ 篠ﾉ井西中 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾙｲ 更北中

 4 大西 早紀(3) 中学     20.23  4 児玉 しおり(2) 中学     21.16 
ｵｵﾆｼ ｻｷ 南宮中 ｺﾀﾞﾏ ｼｵﾘ 篠ﾉ井西中

 5 北沢 妃愛華(3) 中学     20.42  5 清水 加奈子(3) 中学     26.65 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾒｶ 柳町中 ｼﾐｽﾞ ｶﾅｺ 犀陵中
藤本 伊吹(2) 中学 北村 真穂(3) 中学
ﾌｼﾞﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 篠ﾉ井西中 ｷﾀﾑﾗ ﾏﾎ 柳町中

女子

100mH(0.838m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   951

7   104

5   102

3  1143

2   947

4   912
欠場

8   721
欠場

中学女子

100mH(0.762m)       

決勝

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  6017 7  5514

7  4076 6  5505

6  5902 4  6024

3  5506 5  5858

4  6018 3  5985

5  5403 2  5445

8  5002

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  5447 6  5871

5  5451 7  5693

6  5868 3  5980

3  5060 5  5866

4  5405 2  5803

7  5874 4  5402
欠場 欠場



   1 永原 柚凪(3) 中学 更北中     16.18 (-2.7)   1   1
   2 鈴木 葵衣(3) 中学 長野東部中     17.88 (-3.5)   2   1
   3 大鹿 愛和(2) 中学 野沢中     18.15 (-2.7)   1   2
   4 黒岩 怜水(3) 中学 若穂中     18.34 (-2.7)   1   3
   5 中西 陽香(3) 中学 長野東部中     18.39 (-2.7)   1   4
   6 伊東 里奈(3) 中学 更北中     18.44 (-2.7)   1   5
   7 飯島 茉央(3) 中学 長野東部中     19.03 (-3.5)   2   2
   8 池田 楓香(3) 中学 更北中     19.14 (-3.5)   2   3
   9 長原 佳南(3) 中学 篠ﾉ井西中     19.98 (-3.5)   2   4
  10 山田 乃愛(3) 中学 櫻ヶ岡中     20.02 (+3.4)   3   1
  11 谷口 海羽(3) 中学 櫻ヶ岡中     20.05 (+3.4)   3   2
  12 藤倉 かれん(3) 中学 柳町中     20.11 (-2.7)   1   6
  13 千野 里花(2) 中学 山ﾉ内中     20.13 (-2.7)   1   7
  14 藤井 結菜(2) 中学 篠ﾉ井西中     20.19 (+3.4)   3   3
  15 大西 早紀(3) 中学 南宮中     20.23 (+3.4)   3   4
  16 竹内 優唯(2) 中学 更北中     20.38 (-3.5)   2   5
  17 池田 直生(2) 中学 篠ﾉ井西中     20.39 (+2.4)   4   1
  18 北沢 妃愛華(3) 中学 柳町中     20.42 (+3.4)   3   5
  19 小野里 帆純(3) 中学 長野北部中     20.53 (+2.4)   4   2
  20 藤原 留衣(2) 中学 更北中     20.87 (+2.4)   4   3
  21 児玉 しおり(2) 中学 篠ﾉ井西中     21.16 (+2.4)   4   4
  22 五十嵐 凜(3) 中学 櫻ヶ岡中     21.19 (-3.5)   2   6
  23 清水 加奈子(3) 中学 犀陵中     26.65 (+2.4)   4   5

決勝 4月8日  9:40

県記録              58.27

 1 齊藤 あやみ(3) 高校   1,13.57 
ｻｲﾄｳ ｱﾔﾐ 市立長野高

 2 淀 日南子(2) 高校   1,16.00 
ﾖﾄﾞ ﾋﾅｺ 市立長野高

中学女子

100mH(0.762m)       
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
 6017
 5514
 4076
 5902
 5506
 6018
 5505
 6024
 5858
 5447
 5451
 5403
 5002
 5868
 5060
 5985

 5803

 5871
 5405
 5693
 5980
 5866
 5445

女子

400mH(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   914

2   918



決勝 4月8日 15:45

県記録              45.98

[ 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 市立長野高   916 河田 璃音(2)     48.40  1   4 更北中  6017 永原 柚凪(3)     54.97 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ ｺｳﾎｸﾁｭｳ ﾅｶﾞﾊﾗ ﾕﾅ
  915 唐澤 花実(2)  6018 伊東 里奈(3)

ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ ｲﾄｳ ﾘﾅ
  917 田村 純菜(2)  5981 関口 ほの香(2)

ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ ｾｷｸﾞﾁ ﾎﾉｶ
  911 永原 朱夏(3)  6024 池田 楓香(3)

ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ ｲｹﾀﾞ ﾌｳｶ
 2   8 坂城中  4732 富山 萌衣(2)     51.07  2   5 南宮中  5069 田中 笙奈(2)     55.26 

ｻｶｷﾁｭｳ ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ ﾅﾝｸﾞｳﾁｭｳ ﾀﾅｶ ｾｲﾅ
 4733 宮原 凛成(2)  5067 栗林 月碧(3)

ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾙﾉｱ
 4734 宮下 留花(2)  5061 小林 奈津(3)

ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂ
 4735 牧内 愛実(2)  5062 小林 弓珠(3)

ﾏｷｳﾁ ｱﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞ
 3   2 長野東部中  5503 上垣外 奈緒(3)     51.40  3   3 柳町中  5405 北沢 妃愛華(3)     55.64 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｶﾐｶﾞｲﾄ ﾅｵ ﾔﾅｷﾞﾏﾁﾁｭｳ ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾒｶ
 5504 宮岡 万優莉(3)  5403 藤倉 かれん(3)

ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ ﾌｼﾞｸﾗ ｶﾚﾝ
 5517 水元 叶(3)  5372 柳澤 亜美(2)

ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾅｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾐ
 5508 滝澤 朱(3)  5370 北沢 姫羅理(2)

ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ ｷﾀｻﾞﾜ ｷﾗﾘ
 4   5 信州大   103 長澤 妙(2)     52.46  4   6 櫻ヶ岡中  5446 花﨑 万葉子(3)     55.65 

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳ ﾊﾅｻｷ ﾏｱｺ
  101 榊原 南実(3)  5448 武田 結希(3)

ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ ﾀｹﾀﾞ ﾕｷ
  100 小野塚 未夏(3)  5458 丸山 こころ(2)

ｵﾉﾂﾞｶ ﾐｶ ﾏﾙﾔﾏ ｺｺﾛ
  104 若松 怜佑(2)  5450 古川 絢梨(3)

ﾜｶﾏﾂ ﾘｮｳ ﾌﾙｶﾜ ｱﾔﾘ
 5   3 文化学園長野高  982 田口 璃乃佳(3)     53.26  5   2 篠ﾉ井西中  5859 北島 京佳(3)     56.29 

ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉｺｳ ﾀｸﾞﾁ ﾘﾉｶ ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳ ｷﾀｼﾞﾏ ｷｮｳｶ
  985 矢野 和(3)  5861 戸谷 春音(3)

ﾔﾉ ﾉﾄﾞｶ ﾄﾔ ﾊﾙﾈ
  996 相澤 こごみ(2)  5858 長原 佳南(3)

ｱｲｻﾞﾜ ｺｺﾞﾐ ﾅｶﾞﾊﾗ ｶﾅﾝ
  986 内山 明未花(3)  5865 宮﨑 若奈(3)

ｳﾁﾔﾏ ｱﾐｶ ﾐﾔｻﾞｷ ﾜｶﾅ
 6   4 裾花中  5749 江守 凜乃(3)     55.42  6   7 松代高  1132 西 まりあ(2)     56.63 

ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳ ｴﾓﾘ ﾘﾉ ﾏﾂｼﾛｺｳ ﾆｼ ﾏﾘｱ
 5756 平林 真奈(3)  1128 栁沢 風夏(3)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ
 5761 土屋 利里花(3)  1131 横田 和沙(2)

ﾂﾁﾔ  ﾘﾘｶ ﾖｺﾀ ﾅｷﾞｻ
 5760 髙橋 結愛(3)  1129 横田 瑞希(3)

ﾀｶﾊｼ ﾕｱ ﾖｺﾀ ﾐｽﾞｷ
 7   6 野沢中  4072 土屋 茉広(3)     56.19  7   8 高社中  5168 山田 柚葵(2)     56.76 

ﾉｻﾞﾜﾁｭｳ ﾂﾁﾔ ﾏﾋﾛ ｺｳｼｬﾁｭｳ ﾔﾏﾀﾞ ﾕｽﾞｷ
 4076 大鹿 愛和(2)  5161 佐藤 里桜(3)

ｵｵｼｶ ﾏﾅ ｻﾄｳ ﾘｵ
 4078 倉根 慧(2)  5171 工藤 ゆらら(2)

ｸﾗﾈ ｹｲ ｸﾄﾞｳ ﾕﾗﾗ
 4070 碓氷 和叶(3)  5162 竹内 海月(3)

ｳｽｲ ﾜｶﾅ ﾀｹｳﾁ ﾐﾂｷ
  9 長野日大高

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 欠場

女子

4×100mR

決勝



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 犀陵中  5801 関 あおい(3)     54.82 

ｻｲﾘｮｳﾁｭｳ ｾｷ ｱｵｲ
 5773 坂爪 美柚(2)

ｻｶﾂﾒ ﾐﾕ
 5802 中村 來央(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ
 5800 小池 愛美(3)

ｺｲｹ ｱﾐ
 2   6 長野北部中  5695 成田 彩乃(3)     55.20 

ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ﾅﾘﾀ ｱﾔﾉ
 5694 宮原 舞(3)

ﾐﾔﾊﾗ ﾏｲ
 5663 栗田 実里子(3)

ｸﾘﾀ ﾏﾘｺ
 5659 内藤 理木(3)

ﾅｲﾄｳ ﾘｺ
 3   5 川中島中  5966 山本 かりん(3)     55.75 

ｶﾜﾅｶｼﾞﾏﾁｭｳ ﾔﾏﾓﾄ ｶﾘﾝ
 5969 花石 柚希(3)

ﾊﾅｲｼ ﾕｷ
 5971 福田 奈良(3)

ﾌｸﾀﾞ ﾅﾗ
 5968 宮﨑 夏希(3)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾅﾂｷ
 4   3 東北中  8712 持田 ゆり(3)     58.47 

ﾄｳﾎｸﾁｭｳ ﾓﾁﾀﾞ ﾕﾘ
 8713 青柳 佑奈(3)

ｱｵﾔｷﾞ ﾕｳﾅ
 8714 佐藤 茉唯(3)

ｻﾄｳ ﾏﾕ
 8716 岩﨑 結月(3)

ｲﾜｻｷ ﾕﾂﾞｷ
 5   8 若穂中  5906 橋本 鈴(3)     58.91 

ﾜｶﾎﾁｭｳ ﾊｼﾓﾄ ﾘﾝ
 5911 酒井 ゆきね(3)

ｻｶｲ ﾕｷﾈ
 5905 佐藤 日和(3)

ｻﾄｳ ﾋﾖﾘ
 5902 黒岩 怜水(3)

ｸﾛｲﾜ ﾚﾐ
 6   4 山ﾉ内中  5001 田中 玲奈(2)     59.90 

ﾔﾏﾉｳﾁﾁｭｳ ﾀﾅｶ ﾚﾅ
 5002 千野 里花(2)

ﾁﾉ ﾘｶ
 5000 関 穂乃佳(2)

ｾｷ ﾎﾉｶ
 5003 松野 璃乃花(2)

ﾏﾂﾉ ﾘﾉｶ
  7 長野西高

ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ 欠場

   1 市立長野高     48.40 河田 璃音(2) 唐澤 花実(2) 田村 純菜(2) 永原 朱夏(3)   1   1
   2 坂城中     51.07 富山 萌衣(2) 宮原 凛成(2) 宮下 留花(2) 牧内 愛実(2)   1   2
   3 長野東部中     51.40 上垣外 奈緒(3)宮岡 万優莉(3)水元 叶(3) 滝澤 朱(3)   1   3
   4 信州大     52.46 長澤 妙(2) 榊原 南実(3) 小野塚 未夏(3)若松 怜佑(2)   1   4
   5 文化学園長野高     53.26 田口 璃乃佳(3)矢野 和(3) 相澤 こごみ(2)内山 明未花(3)  1   5
   6 犀陵中     54.82 関 あおい(3) 坂爪 美柚(2) 中村 來央(3) 小池 愛美(3)   3   1
   7 更北中     54.97 永原 柚凪(3) 伊東 里奈(3) 関口 ほの香(2)池田 楓香(3)   2   1
   8 長野北部中     55.20 成田 彩乃(3) 宮原 舞(3) 栗田 実里子(3)内藤 理木(3)   3   2
   9 南宮中     55.26 田中 笙奈(2) 栗林 月碧(3) 小林 奈津(3) 小林 弓珠(3)   2   2
  10 裾花中     55.42 江守 凜乃(3) 平林 真奈(3) 土屋 利里花(3)髙橋 結愛(3)   1   6
  11 柳町中     55.64 北沢 妃愛華(3)藤倉 かれん(3)柳澤 亜美(2) 北沢 姫羅理(2)  2   3
  12 櫻ヶ岡中     55.65 花﨑 万葉子(3)武田 結希(3) 丸山 こころ(2)古川 絢梨(3)   2   4
  13 川中島中     55.75 山本 かりん(3)花石 柚希(3) 福田 奈良(3) 宮﨑 夏希(3)   3   3
  14 野沢中     56.19 土屋 茉広(3) 大鹿 愛和(2) 倉根 慧(2) 碓氷 和叶(3)   1   7
  15 篠ﾉ井西中     56.29 北島 京佳(3) 戸谷 春音(3) 長原 佳南(3) 宮﨑 若奈(3)   2   5
  16 松代高     56.63 西 まりあ(2) 栁沢 風夏(3) 横田 和沙(2) 横田 瑞希(3)   2   6
  17 高社中     56.76 山田 柚葵(2) 佐藤 里桜(3) 工藤 ゆらら(2)竹内 海月(3)   2   7
  18 東北中     58.47 持田 ゆり(3) 青柳 佑奈(3) 佐藤 茉唯(3) 岩﨑 結月(3)   3   4
  19 若穂中     58.91 橋本 鈴(3) 酒井 ゆきね(3)佐藤 日和(3) 黒岩 怜水(3)   3   5
  20 山ﾉ内中     59.90 田中 玲奈(2) 千野 里花(2) 関 穂乃佳(2) 松野 璃乃花(2)  3   6

備考 ｵｰﾀﾞｰ1

女子

4×100mR

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録



決勝 4月8日 10:00

県記録               1.81

1m60 1m65
片平 真理子 一般 - - - - - - - - O -
ｶﾀﾋﾗ ﾏﾘｺ 長野吉田AC XO XXX
小林 弓珠(3) 中学 - - - - - O O XO XO O
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞ 南宮中 XXX
栗林 月碧(3) 中学 - - - - - O O O XXX
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾙﾉｱ 南宮中
宮崎 愛美(3) 中学 - - - - O O O XO XXX
ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾐ 長野東部中
細尾 咲衣(2) 高校 - - - - - - O XO XXX
ﾎｿｵ ｻｴ 長野日大高
戸谷 はるか(2) 高校 - - - - O O XO XO XXX
ﾄﾔ ﾊﾙｶ 長野吉田高
土屋 みやび(3) 高校 - - - - - O O XXX
ﾂﾁﾔ  ﾐﾔﾋﾞ 上田西高
宇都宮 悠奈(2) 高校 - - - - - XO O XXX
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ 小諸高
田中 笙奈(2) 中学 - - - O O O XO XXX
ﾀﾅｶ ｾｲﾅ 南宮中
小嶋 麻莉(2) 高校 - - - - O XO XO XXX
ｺｼﾞﾏ ﾏﾘ 中野西高
山田 千翔(3) 高校 - - - - O O XXO XXX
ﾔﾏﾀﾞ ﾁｶ 市立長野高
臼井 花(2) 高校 - - - - - O XXO XXX
ｳｽｲ ﾊﾅ 長野日大高
高柳 彩香(2) 高校 - - - - XXO O XXX
ﾀｶﾔﾅｷﾞｱﾔｶ 中野立志館高
関 あおい(3) 中学 - O O XO O XXX
ｾｷ ｱｵｲ 犀陵中
碓氷 和叶(3) 中学 O O O O XO XXX
ｳｽｲ ﾜｶﾅ 野沢中
山下 華那(3) 中学 O O O O XXX
ﾔﾏｼﾀ ｶﾅ 長野東部中
高木 玲実(3) 中学 O O O O XXX
ﾀｶｷﾞ ﾚﾐ 長野東部中
花﨑 万葉子(3) 中学 O O O O XXX
ﾊﾅｻｷ ﾏｱｺ 櫻ヶ岡中
松橋 香乃(2) 高校 - - XO O XXX
ﾏﾂﾊｼ ｶﾉ 長野西高
赤久保 ひかる(3) 中学 O O XO XXO XXX
ｱｶｸﾎﾞ ﾋｶﾙ 高社中
山田 瞳(2) 中学 O O O XXX
ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾄﾐ 長野北部中
栗田 実里子(3) 中学 O XO O XXX
ｸﾘﾀ ﾏﾘｺ 長野北部中
佐藤 つむぎ(2) 中学 O O XO XXX
ｻﾄｳ ﾂﾑｷﾞ 犀陵中
成田 彩乃(3) 中学 XO O XXX
ﾅﾘﾀ ｱﾔﾉ 長野北部中
武田 あき(2) 中学 欠場
ﾀｹﾀﾞ ｱｷ 高社中
能瀬 麗捺(2) 高校 欠場
ﾉｾ ﾚｲﾅ 文化学園長野高

19   998

24 1  5695
 1.15

2  5169

22 8  5663
 1.20

23 4  5776
 1.20

20 5  5163
 1.25

21 6  5672
 1.20

16 10  5446
 1.25

19 9   796
 1.25

16 3  5511
 1.25

16 7  5509
 1.25

14 11  5801
 1.30

15 12  4070
 1.30

11 21   943
 1.40

13 14   651
 1.35

10 13   669
 1.40

11 18   913
 1.40

8 22  1338
 1.40

9 16  5069
 1.40

6 15   774
 1.45

7 17  1532
 1.40

4 20  5512
 1.45

4 24   942
 1.45

2 23  5062
 1.55

3 25  5067
 1.45

記録 備考

1 26   109
 1.60

1m20 1m25
氏  名 所属名

1m50 1m551m30 1m35 1m40 1m45

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ
1m10 1m15



決勝 4月8日 12:10

県記録               6.41

榊原 南実(3) 大学   5.45   5.21    X    5.45 
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ 信州大   +0.6   -1.4    +0.6
根橋 佑奈(3) 高校   4.80   4.97   4.92    4.97 
ﾈﾊﾞｼ ﾕｳﾅ 長野日大高   +0.4   +0.4   -0.6    +0.4
常田 麻奈(3) 高校   4.91   4.84    X    4.91 
ﾄｷﾀﾞ ﾏﾅ 長野日大高   -0.2   -1.5    -0.2
牧内 愛実(2) 中学   4.87    X    X    4.87 
ﾏｷｳﾁ ｱﾐ 坂城中   +1.0    +1.0
富山 萌衣(2) 中学   4.78   4.83   4.55    4.83 
ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ 坂城中   +0.7   +2.0   -4.5    +2.0
宮入 響(2) 高校   4.68   4.80   4.63    4.80 
ﾐﾔｲﾘ ﾋﾋﾞｷ 長野日大高   -0.8   +0.4   -2.8    +0.4
兼松 わか菜(2) 高校    X    X   4.66    4.66 
ｶﾈﾏﾂ ﾜｶﾅ 長野日大高   +0.1    +0.1
宮下 留花(2) 中学    X   4.60   4.51    4.60 
ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ 坂城中   -0.9   +0.9    -0.9
矢島 冴子(2) 中学   4.56   4.50    X    4.56 
ﾔｼﾏ ｻｴｺ 長野北部中   +0.6   -0.1    +0.6
中村 來央(3) 中学    X   4.51   4.39    4.51 
ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ 犀陵中    0.0   -1.8     0.0
宮原 凛成(2) 中学    X   4.48    X    4.48 
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ 坂城中   -1.2    -1.2
宮沢 知穂(2) 一般   4.43   4.42   4.33    4.43 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾁﾎ 長野高専   +0.4   -1.4   -0.2    +0.4
青木 沙絵(2) 中学   4.26   2.87   2.98    4.26 
ｱｵｷ ｻｴ 篠ﾉ井西中   +2.4   +0.6   -3.7    +2.4
有馬 希美佳(2) 中学   4.25   4.11    X    4.25 
ｱﾘﾏ ｷﾐｶ 裾花中   +0.2   -0.2    +0.2
倉根 慧(2) 中学   4.20   4.23   4.16    4.23 
ｸﾗﾈ ｹｲ 野沢中   -0.8   -0.1   -0.9    -0.1
池田 咲音(3) 中学   4.07   4.18   4.03    4.18 
ｲｹﾀﾞ ｻﾄ 南宮中   -1.0   -0.2   +0.6    -0.2
森 琴音(2) 高校    X    X   4.12    4.12 
ﾓﾘ ｺﾄﾈ 篠ﾉ井高   -1.9    -1.9
工藤 奏美(3) 中学   3.50   4.11    X    4.11 
ｸﾄﾞｳ ｶﾅﾐ 長野北部中   -0.9   -0.1    -0.1
石井 爽絵(2) 中学   3.86   3.90   4.07    4.07 
ｲｼｲ ｻｴ 篠ﾉ井西中   +0.1   -1.2   +0.7    +0.7
武田 結希(3) 中学    X   3.99   3.97    3.99 
ﾀｹﾀﾞ ﾕｷ 櫻ヶ岡中   -0.1   -1.1    -0.1
小林 奈津(3) 中学    X    X   3.98    3.98 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂ 南宮中   -1.2    -1.2
吉村 朋華(3) 中学   3.89   3.94    X    3.94 
ﾖｼﾑﾗ ﾄﾓｶ 裾花中   -1.2   -1.5    -1.5
小林 叶恵(3) 中学   3.89   3.85   3.56    3.89 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅｴ 長野北部中   -2.0   -2.0   +2.0    -2.0
上野 愛生(3) 中学   3.71   3.76   3.87    3.87 
ｳｴﾉ ｱｲﾅ 櫻ヶ岡中   +0.1   +1.5   +0.3    +0.3
戸谷 春音(3) 中学   3.65   3.85   3.44    3.85 
ﾄﾔ ﾊﾙﾈ 篠ﾉ井西中   -0.9   +1.0   -2.0    +1.0
山田 結楽(2) 中学   3.64   3.78    X    3.78 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾗ 南宮中   +0.5   -1.9    -1.9
関 穂乃佳(2) 中学   3.76    X   3.74    3.76 
ｾｷ ﾎﾉｶ 山ﾉ内中   +2.0   +0.4    +2.0
古川 愉稀(3) 中学   3.65    X   3.60    3.65 
ﾌﾙｶﾜ ﾕｷ 更北中   +0.3   +1.4    +0.3
中村 あかり(3) 中学    X   3.31   3.62    3.62 
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 裾花中   +0.2    0.0     0.0
藤森 紗月(2) 中学   3.56   3.32   3.61    3.61 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾂｷ 更北中   +0.3   -1.3   +1.2    +1.2
田中 玲奈(2) 中学   3.48    X   3.55    3.55 
ﾀﾅｶ ﾚﾅ 山ﾉ内中   +0.9   +2.0    +2.0
藤澤 奈々美(3) 中学    X   3.33   3.55    3.55 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾅﾅﾐ 東北中   -0.5   +0.6    +0.6
橋本 鈴(3) 中学   3.51   3.33   3.35    3.51 
ﾊｼﾓﾄ ﾘﾝ 若穂中   -0.6   -0.2   -0.4    -0.6
川上 優奈(2) 中学   3.48   3.45   3.48    3.48 
ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾅ 川中島中   -1.1   +0.5   +2.0    -1.1
青木 菜那(2) 中学   3.14   2.98   3.45    3.45 
ｱｵｷ ﾅﾅ 七二会中   -0.4   -0.4   +0.7    +0.7
内堀 結衣(3) 中学   3.35   2.97   2.99    3.35 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾕｲ 若穂中   -0.1   +0.3   +0.9    -0.1
山田 真央(2) 中学   3.10   3.01   3.21    3.21 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｵ 七二会中   -1.1   -1.0   +0.2    +0.2

37 2  6077

35 5  6073

36 6  5907

33 4  5906

34 12  5949

31 10  5001

32 14  8718

29 20  5755

30 17  5984

27 18  5000

28 9  6019

25 28  5861

26 22  5072

23 24  5667

24 26  5449

21 31  5061

22 23  5763

19 25  5869

20 30  5448

17 34  1083

18 13  5662

15 32  4078

16 27  5066

13 37  5872

14 39  5711

11 47  4733

12 33  3504

9 38  5671

10 29  5802

7 44   955

8 43  4734

5 36  4732

6 35   946

3 42   961

4 45  4735

1 46   101

2 40   956

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



有沢 瑠々(2) 中学   2.63   2.64   2.99    2.99 
ｱﾘｻﾜ ﾙﾙ 野沢中   -2.6   -0.2   -0.5    -0.5
赤久保 はづき(2) 中学   2.87   2.63    X    2.87 
ｱｶｸﾎﾞ ﾊﾂﾞｷ 高社中   -1.5   +0.8    -1.5
小林 季菜里(2) 中学   2.76   2.79   2.80    2.80 
ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾅﾘ 南宮中   +0.3   +0.4   -0.9    -0.9
山﨑 純花(2) 中学    X    X    X 記録なし
ﾔﾏｻﾞｷ ｽﾐｶ 広徳中
山岸 愛奈(2) 中学 欠場
ﾔﾏｷﾞｼ ｱｲﾅ 南宮中
岡 希星(2) 中学 欠場
ｵｶ ｷﾗﾗ 栄中
山口 愛珠(2) 中学 欠場
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｼﾞｭ 広徳中
宮澤 由紀(2) 高校 欠場
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷ 須坂東高
松橋 祐奈(2) 高校 欠場
ﾏﾂﾊｼ ﾕｳﾅ 長野西高
寺澤 舞歩(3) 高校 欠場
ﾃﾗｻﾜ ﾏﾎ 長野商業高

決勝 4月8日 14:30

県記録              13.10

髙橋 雪衣(2) 高校   9.53   9.65   9.11    9.65 
ﾀｶﾊｼ ﾕｲ 須坂創成高   -0.5   +3.0   -3.4    +3.0
中村 咲貴(3) 高校   9.03   9.19   9.54    9.54 
ﾅｶﾑﾗ ｻｷ 長野南   +4.3   +3.7   -0.1    -0.1
髙橋 朱華(2) 高校    X   9.49   8.93    9.49 
ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ 須坂創成高   +6.0   -0.2    +6.0
武田 真奈(2) 高校   9.48   9.35   9.31    9.48 
ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅ 長野商業高   -0.5   +1.8   -1.7    -0.5
栁沢 風夏(3) 高校   9.30   9.14   8.41    9.30 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ 松代高   +2.2   +3.5   -1.0    +2.2
内山 明未花(3) 高校    X    X   8.72    8.72 
ｳﾁﾔﾏ ｱﾐｶ 文化学園長野高   -0.7    -0.7
上野 七美(3) 高校 欠場
ｳｴﾉﾅﾅﾐ 中野立志館高

21   799

41   850

16  8723

19   724

8  5071

15  5267

40 3  5068

11  8724

記録 備考
38 1  4073

39 7  5167

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

女子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

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 3   686

2 7   894

3 5   687

4 1   851

6   660

5 4  1128

6 2   986



決勝 4月8日  9:30

県記録              13.70

臼井 華(2) 高校
ｳｽｲ ﾊﾅ 更級農業高
阿部 佳乃(2) 高校
ｱﾍﾞ ｶﾉ 須坂創成高

決勝 4月8日  9:30

県中記録            13.55

松林 萌(3) 中学
ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾓｴ 七二会中
森田 夏未(2) 中学
ﾓﾘﾀ ﾅﾂﾐ 犀陵中
小柳 夏菜(2) 中学
ｺﾔﾅｷﾞ ｶﾅ 七二会中
坂爪 美柚(2) 中学
ｻｶﾂﾒ ﾐﾕ 犀陵中
竹内 涼(2) 中学
ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳ 南宮中
月岡 こまち(2) 中学
ﾂｷｵｶ ｺﾏﾁ 栄中
北澤 紗暉(2) 中学
ｷﾀｻﾞﾜ ｻｷ 更北中
山本 千和(3) 中学
ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾖﾘ 篠ﾉ井西中
松野 璃乃花(2) 中学
ﾏﾂﾉ ﾘﾉｶ 山ﾉ内中
吉原 陽愛乃(3) 中学
ﾖｼﾊﾗ ﾋﾅﾉ 篠ﾉ井西中
川住 祐香子(3) 中学
ｶﾜｽﾞﾐ ﾕｶｺ 櫻ヶ岡中
秋山 真穂(3) 中学
ｱｷﾔﾏ ﾏﾎ 櫻ヶ岡中
木鋪 花菜(3) 中学
ｷｼｸ ﾊﾅ 長野東部中
北澤 菜々琉(3) 中学
ｷﾀｻﾞﾜ ﾅﾅﾙ 若穂中
宮口 葵(3) 中学
ﾐﾔｸﾞﾁ ｱｵｲ 若穂中

  5.20 

  5.20 

15 1  5909
 5.20  4.92  4.91

  5.51 

14 3  5904
 4.95  5.20  4.69

  5.61 

13 4  5510
 4.91  5.51  4.42

  5.65 

12 8  5455
 5.61  5.18  5.31

  6.35 

11 6  5454
 5.65  5.28  5.64

  6.69 

10 9  5856
 6.16   X  6.35

  6.70 

9 5  5003
 6.69  6.06  6.03

  6.81 

8 7  5863
 6.33  6.70  6.25

  7.15 

7 10  5983
 6.81  6.61  6.67

  7.66 

6 11  5268
 6.88  6.92  7.15

  8.08 

5 2  5070
 7.55  7.66  7.55

  8.28 

4 13  5773
 7.45  8.08  7.82

  9.19 

3 12  6075
 8.07  8.28  7.84

 10.49 

2 15  5774
 8.56  8.57  9.19

記録 備考
1 14  6072

10.45 10.35 10.49

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

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

  7.29 

中学女子

砲丸投(2.721kg)

 10.06 

2 1   688
 6.73  7.29  7.24

1 2  2141
10.06   X  9.29

-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 4月8日 11:30

県記録              45.73

新津 まり菜(4) 大学
ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ 信州大
井川 遥菜(2) 大学
ｲｶﾞﾜ ﾊﾙﾅ 信州大
飯沼 菜生(3) 高校
ｲｲﾇﾏ ﾅｵ 更級農業高
宮嵜 円花(2) 高校
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏﾄﾞｶ 篠ﾉ井高
石田 桃香(3) 高校
ｲｼﾀﾞ ﾓﾓｶ 長野西高
小澤 雪乃(2) 高校
ｵｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 中野西高
池田 彩香(3) 高校
ｲｹﾀﾞ ｱﾔｶ 長野商業高
浦野 陽菜(2) 高校
ｳﾗﾉ ﾋﾅ 篠ﾉ井高
土屋 日実(2) 中学
ﾂﾁﾔ ﾋﾐ 高社中

決勝 4月8日 14:30

県記録              60.40

神頭 那奈(2) 高校
ｺｳｽﾞ ﾅﾅ 長野西高
渡利 美穂(2) 高校 記録なし
ﾜﾀﾘ ﾐﾎ 更級農業高

決勝 4月8日 13:00

県記録              57.17

犬飼 楓(2) 高校
ｲﾇｶｲ ｶｴﾃﾞ 小諸高
小野塚 未夏(3) 大学
ｵﾉﾂﾞｶ ﾐｶ 信州大
松本 優花(2) 高校
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｶ 更級農業高
横田 和沙(2) 高校
ﾖｺﾀ ﾅｷﾞｻ 松代高
横田 瑞希(3) 高校
ﾖｺﾀ ﾐｽﾞｷ 松代高
小林 詩織(3) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾘ 長野西高
石田 結希乃(3) 高校
ｲｼﾀﾞ ﾕｷﾉ 長野商業高
西澤 早紀(3) 高校
ﾆｼｻﾞﾜ ｻｷ 長野東高
武江 こころ(3) 高校
ﾀｹｴ ｺｺﾛ 長野西高

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 8   108

  O 34.00   X  34.00 

2 6   106
  O 24.16   X  24.16 

3 7  2148
  X 22.21   O  22.21 

4 5  1085
  X   O 21.87  21.87 

5 9   790
21.49   O   O  21.49 

6 1   670
19.69   X   O  19.69 

7 4   848
18.53   O   O  18.53 

8 3  1084
18.51   X   X

9 2  5172
11.53   O   X  11.53 

 18.51 

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 1   800

  O   O 19.94  19.94 

2  2142
  X   X   X

女子

やり投(0.600kg)

-6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- 記録 備考
1 7  1337

  X 39.16   O  39.16 

2 9   100
  O   X 34.67  34.67 

3 10  2143
33.06   O   X  33.06 

4 4  1131
  O 28.72   X  28.72 

5 6  1129
  O   O 27.53  27.53 

6 5   791
  O   O 27.28  27.28 

7 2   849
25.93   O   X  25.93 

8 3   884
24.22   X   X

 23.48 

 24.22 

9 8   794
  X   X 23.48
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