
大会コード 19170003

： ２０１９年４月１３日(土) － １４日(日)
： 県松本平広域公園陸上競技場（競技場コード 171020）
： 一般財団法人長野陸上競技協会
： (公財)長野県スポーツ協会・長野県教育委員会

長野県高等学校体育連盟・長野県中学校体育連盟
： 松本市教育委員会・信濃毎日新聞社
： 内山 了治
： 玉城 良二(トラック)　 中津 敦喜(スタート)　

内堀 俊彦(跳躍)　 酒井 剛(跳躍)　
小林 至(投てき)　 小林 初美(招集所)　

： 瀧沢 佳生

■この大会で樹立された記録

■グラウンドコンディション
4月13日(土) 4月14日(日)

■失格の略号の説明
不正スタート (R162-7)
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)
ﾍﾞﾝﾄ･ﾆｰ で3名以上がレッドカードを出した (R230-7a)
ﾛｽ・ｵﾌﾞ・ｺﾝﾀｸﾄとﾍﾞﾝﾄ･ﾆｰ で3名以上がレッドカードを出した (R230-7a)
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

■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) パス
失敗・無効試技 試合放棄

第 59 回 長 野 県 陸 上 競 技 春 季 大 会
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第59回長野県陸上競技春季大会 ｽﾀｰﾄ審判長 中津 敦喜

兼 第74回国民体育大会陸上競技長野県予選会 ﾄﾗｯｸ審判長 玉城 良二
跳躍審判長 酒井 剛/内堀 俊彦

【開催日】 2019年4月13日-14日 投てき審判長 小林 至
【主催団体】 長野陸上競技協会 招集所審判長 小林 初美

決勝記録一覧表 記録主任 瀧沢 佳生

(GR:大会新) 女  子 【競技場】松本平広域公園陸上競技場
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

 4/14 女子  -3.3 北岡 依生希(2) 12.85 深澤 あまね(2) 13.04 綿貫 寧(2) 13.05 田村 純菜(3) 13.11 前田 望乃花(2) 13.19 安坂 侑莉菜(3) 13.32 中津 晴葉(2) 13.36

100m 東海大諏訪高 佐久長聖高 市立長野高 市立長野高 佐久長聖高 松本美須々ヶ丘高 佐久長聖高

 4/13 女子  -0.3 深澤 あまね(2) 25.10 北沢 栞(2) 25.19 前田 望乃花(2) 25.60 久保 愛夏(2) 25.68 友田 有紀(3) 25.79 藤本 遥(2) 26.48 内川 未久(3) 26.56 能瀬 麗捺(3) 26.74

200m 佐久長聖高 豊科高 佐久長聖高 小諸高 松商学園高 飯田高 松商学園高 文化学園長野高

 4/14 女子 井出 凛生(3) 59.60 金森 佑奈(1) 1:00.44 内山 実音(3) 1:00.45 小林 舞香(2) 1:01.52 伊藤 百合菜(2) 1:01.98 下田 花菜(3) 1:02.17 田中 里歩(2) 1:02.44 加藤 こころ(3) 1:02.51

400m 岩村田高 法大 長野日大高 東海大諏訪高 松商学園高 長野日大高 松川高 上伊那農高

 4/13 女子 内山 実音(3) 2:17.72 臼田 麻花(3) 2:23.43 和田 真菜(3) 2:24.30 宮澤 美裕(3) 2:25.35 小林 舞香(2) 2:26.28 小平 夢加(3) 2:31.03 岩村 有紀(3) 2:40.50

800m 長野日大高 下諏訪中 長野西高 長野日大高 東海大諏訪高 上伊那農高 市立長野高

 4/14 女子 佐藤 千晶(3) 4:53.04 宮澤 花奈実(3) 4:55.04 牧内 大華(2) 4:56.66 山田 葵香(2) 4:56.72 和田 真菜(3) 4:57.60 橋詰 史歩(2) 4:58.73 仁科 玲美(3) 4:59.73 森脇 光砂(3) 4:59.91

1500m 諏訪二葉高 松本深志高 丸子北中 長野東高 長野西高 上田第六中 川中島中 赤穂中

 4/13 女子 平出 藍未(3) 10:07.27 村岡 美玖(3) 10:19.76 筒井 心葉(3) 10:24.81 髙野 美穂(2) 10:24.87 守屋 有彩(3) 10:34.34 久保田 絢乃(3) 10:45.62 牧内 愛華(1) 10:54.31 碓氷 眞子(3) 10:54.72

3000m 諏訪二葉高 波田中 飯田高陵中 長野日大高 春富中 上田高 佐久長聖高 野沢北高

 4/14 女子  -2.9 中津 晴葉(2) 15.01 西村 千明(4) 15.48 塚田 菜々(2) 16.33 田中 風紗音(3) 16.36 池野 佳帆(2) 16.78 米山 野乃佳(3) 16.78 高木 陽香(3) 16.96 渡邉 希(4) 17.17

100mH(0.838m) 佐久長聖高 東学大 佐久長聖高 上田高 飯田高 佐久長聖高 松本県ヶ丘高 松本大

 4/14 女子少年B  -2.3 土屋 ほのか(1) 15.42

100mH(0.762-8.5m) 佐久長聖高

 4/13 女子 南澤 明音(4) 1:01.67 金森 佑奈(1) 1:04.94 林 千尋(3) 1:05.57 塚田 菜々(2) 1:07.45 林 知世(3) 1:08.03 加藤 こころ(3) 1:09.12 田中 風紗音(3) 1:09.81 田中 里歩(2) 1:10.08

400mH(0.762m) 松本大 法大 上伊那農高 佐久長聖高 岡谷南高 上伊那農高 上田高 松川高

 4/14 女子 大橋 朱里(4) 8:31.13

2000mSC(0.762m) 長野高専

 4/14 女子 稲垣 和奏(3) 26:02.95 畑野 実優(3) 26:52.90 中藤 夏葵(3) 27:37.37 塚田 絢子(3) 27:52.62 山口 智美(2) 29:17.51 井上 鈴奈(2) 29:20.72 小林 明日海(2) 29:23.96 加藤 智花(2) 29:30.23

5000m競歩 東海大諏訪高 松本国際高 松本国際高 上田染谷丘高 松本深志高 岩村田高 野沢南高 長野西高

 4/13 女子 市立長野高       47.67 佐久長聖高       48.18 松本大       48.77 松本国際高       49.01 松商学園高       49.74 飯田高       50.28 豊科高       50.85 長野日大高       50.98
4×100m 綿貫 寧(2) GR 中津 晴葉(2) 青柳 里央(2) 田中 愛(3) 伏見 怜奈(2) 池野 佳帆(2) 根本 樹(2) 山﨑 あみ(3)

唐澤 花実(3) 深澤 あまね(2) 南澤 明音(4) 三和 瑠夏(3) 窪田 結衣(1) 藤本 遥(2) 北沢 栞(2) 兼松 わか菜(3)

田村 純菜(3) 橋本 花甫(2) 今井 希生(1) 小林 あゆみ(3) 友田 有紀(3) 小久保 茉耶(3) 福田 莉子(2) 下田 花菜(3)

河田 璃音(3) 前田 望乃花(2) 児玉 奈美(3) 南山 歩乃伽(2) 樋口 虹夏(3) 宮下 真弥(3) 野口 沙彩(3) 曽根原 未尋(2)

 4/14 女子 佐久長聖高     4:04.95 松商学園高     4:06.75 長野日大高     4:08.69 上伊那農高     4:10.22 文化学園長野高    4:13.67 松本大     4:18.49 伊那北高     4:25.85
4×400m 横須賀 玲奈(3) 友田 有紀(3) 曽根原 未尋(2) 林 千尋(3) 相澤 こごみ(3) 児玉 奈美(3) 澁谷 果歩(3)

前田 望乃花(2) 伏見 怜奈(2) 内山 実音(3) 小平 夢加(3) 中村 茉椰(2) 渡邉 希(4) 星野 陽花里(2)

深澤 あまね(2) 内川 未久(3) 内山 彩夏(3) 加藤 こころ(3) 金井 紅羽(2) 菅沼 真洸(4) 長田 鼓美(2)

橋本 花甫(2) 伊藤 百合菜(2) 下田 花菜(3) 加藤 ほのか(3) 能瀬 麗捺(3) 木田 沙耶(3) 大前 歌音(2)

 4/13 女子 小林 弓珠(1) 1.66 若林 瑞季(2) 中野立志館高 1.55 宮下 優希菜(2) 1.55 宇都宮 悠奈(3) 1.55 岡田 朋佳(2) 1.50 臼井 花(3) 1.50 依田 智恵梨(2) 1.50
走高跳 長野日大高 中島 花梨(2) 市立長野高 文化学園長野高 小諸高 市立長野高 長野日大高 佐久長聖高

 4/14 女子 小林 由依(2) 3.30 有田 芽生(3) 3.10 岡田 莉歩(2) 3.00 森 奈乃佳(2) 2.90 清水 愛奈(3) 2.80 深尾 美希(2) 三郷中 2.40 谷川 慧佳(3) 2.40

棒高跳 下諏訪向陽高 松本深志高 軽井沢A&AC 長野工高 高遠高 偆道 心々美(3) 原中 山辺中

北澤 咲希(3)

上田第五中

 4/14 女子 西村 千明(4) 5.61(-0.8) 土屋 ほのか(1) 5.47(+0.2) 北岡 依生希(2) 5.40(+1.6) 宮原 凛成(3) 5.32(+1.2) 榊原 南実 5.32(-0.9) 鈴木 陽世梨(3) 5.27(+2.6) 宮澤 香音(2) 5.25(+0.4) 牧内 愛実(3) 5.01(-1.5)

走幅跳 東学大 佐久長聖高 東海大諏訪高 坂城中 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 木曽青峰高 下伊那農高 坂城中

 4/13 女子 児玉 菜緒(3) 11.57(+2.1) 兼松 わか菜(3)11.17(+2.3) 小林 涼美(3) 10.87(+2.5) 山岸 萌香(3) 10.86(+0.4) 唐澤 純夏(3) 10.81(+1.3) 吉村 葵(2) 10.66(+1.3) 髙橋 雪衣(3) 10.64(+0.7) 木田 沙耶(3) 10.62(+1.2)

三段跳 上田高 長野日大高 飯山高 飯山高 上伊那農高 岡谷東高 須坂創成高 松本大

 4/14 女子 臼井 華(3) 11.99 岩下 早紀(3) 10.57 田近 嵯季(2) 10.35 溝口 佳歩(3) 10.22 滋田 祐希(2) 10.19 倉田 紗優加(3) 9.94 佐藤 亜海(2) 8.51 髙橋 桃子(3) 8.46

砲丸投(4.000kg) 更級農高 松本大 木曽青峰高 佐久長聖高 松本大 南箕輪中 長野南高 上田高

 4/13 女子 溝口 佳歩(3) 34.98 小林 幸音(3) 34.89 坂井 美藍(3) 34.37 柄澤 真野 31.83 臼井 華(3) 30.07 小林 明日架(3) 29.10 佐藤 亜海(2) 26.87 今野 瑠奈(2) 26.47

円盤投(1.000kg) 佐久長聖高 飯山高 上田染谷丘高 FIVETOOL 更級農高 上田東高 長野南高 野沢南高

 4/13 女子 中島 未歩 51.94 小林 幸音(3) 43.06 渡利 美穂(3) 41.16 坂井 美藍(3) 37.61 荒井 葵凪(2) 37.45 坂爪 愛栞(2) 33.77 菅原 愛星(3) 33.07 神頭 那奈(3) 30.91

ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg) 飯田病院 飯山高 更級農高 上田染谷丘高 松本大 長野西高 梓川高 長野西高

 4/14 女子 井口 華穂(M) 51.39 濵 麗 47.96 湯本 珠実(2) 46.45 犬飼 楓(3) 42.59 北野 緋菜(1) 40.35 松本 優花(3) 39.46 小野塚 未夏(4) 36.99 小松 葉月(3) 36.04

やり投(600g) 新潟医福大 GR ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 新潟医福大 小諸高 新潟医福大 更級農高 信州大 赤穂高



予選 4月14日 11:20
準決勝 4月14日 14:35
決勝 4月14日 16:00

長野県記録(KR)                  11.56 宮澤 有紀                    富山大           2015/07/12  
長野県高校記録(KR)              12.03 モラード 華                  松商学園高       2014/06/21  
大会記録(GR)                    11.86 宮澤 有紀                    富山大           2014        

[ 1組] 風速 -1.4 [ 2組] 風速 -0.8

 1 北岡 依生希(2)     12.60 Q  1 安坂 侑莉菜(3)     12.95 Q
ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ 東海大諏訪高 ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 松本美須々ヶ丘高

 2 髙木 佑菜(3)     13.21 q  2 唐澤 花実(3)     13.34 
ﾀｶｷﾞ ﾕﾅ 下諏訪向陽高 ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 市立長野高

 3 長村 紋     13.28 q  3 長谷尾 彩華(3)     13.38 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ with ﾊｾｵ ｱﾔｶ 大町岳陽高

 4 伏見 怜奈(2)     13.43  4 牧内 愛実(3)     13.54 
ﾌｼﾐ ﾚｲﾅ 松商学園高 ﾏｷｳﾁ ｱﾐ 坂城中

 5 伊藤 桃香(2)     13.45  5 飯澤 優里(1)     13.78 
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪二葉高 ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ 諏訪清陵高

 6 髙橋 桃子(3)     13.51  6 田中 凜(1)     13.90 
ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ 上田高 ﾀﾅｶ ﾘﾝ 東海大諏訪高

 7 根本 樹(2)     13.60  7 森脇 涼羽(2)     13.98 
ﾈﾓﾄ ﾐｷ 豊科高 ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ 赤穂高

 8 柏木 萌(3)     14.28  8 伊藤 優凪(2)     14.06 
ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ 小諸東中 ｲﾄｳ ﾕｳﾅ 飯田風越高

  有田 芽生(3)       9 能登 愛琉(2)     14.13 
ｱﾘﾀ ﾒｲ 松本深志高 ﾉﾄ ｱｲﾙ 高森中

[ 3組] 風速 -0.4 [ 4組] 風速 -4.0

 1 前田 望乃花(2)     12.79 Q  1 綿貫 寧(2)     13.52 Q
ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 佐久長聖高 ﾜﾀﾇｷ ﾈｲ 市立長野高

 2 中村 夢見子(3)     13.32 q  2 野村 優香(3)     13.78 
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ 木曽青峰高 ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ 南箕輪中

 3 相澤 こごみ(3)     13.57  3 藤本 遥(2)     13.90 
ｱｲｻﾞﾜ ｺｺﾞﾐ 文化学園長野高 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 飯田高

 4 曽根原 未尋(2)     13.57  4 宮坂 育(3)     14.07 
ｿﾈﾊﾗ ﾐﾋﾛ 長野日大高 ﾐﾔｻｶ ｲｸ 諏訪二葉高

 5 宮岡 万優莉(1)     13.67  5 古谷 柚季(2)     14.19 
ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ 市立長野高 ﾌﾙﾔ ﾕｽﾞｷ 丘中

 6 水元 叶(1)     13.78  6 保科 真歩(2)     14.25 
ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾅｳ 市立長野高 ﾎｼﾅ ﾏﾎ 長野吉田高

 7 山田 茉優(2)     13.96  7 倉科 瑠奈(3)     14.61 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ 東海大諏訪高 ｸﾗｼﾅ ﾙﾅ 山辺中

 8 三嶋 渚沙(2)     14.32  8 鎮西 花(3)     14.66 
ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ 赤穂中

  中島 愛(3)       9 田中 咲(1)     14.99 
ﾅｶｼﾞﾏ  ｱｲ 松川高 ﾀﾅｶ ｻｷ 丸子修学館高

[ 5組] 風速 -3.8 [ 6組] 風速 -0.1

 1 友田 有紀(3)     13.57 Q  1 田村 純菜(3)     12.96 Q
ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 松商学園高 ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 市立長野高

 2 宮下 真弥(3)     13.69  2 青柳 里央(2)     13.23 q
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 飯田高 ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ 松本大

 3 濵田 みなと(3)     13.99  3 能瀬 麗捺(3)     13.48 
ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅｵ 春富中 ﾉｾ ﾚｲﾅ 文化学園長野高

 4 宮澤 けい(2)     14.04  4 古田 波音(2)     13.69 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ 赤穂中 ﾌﾙﾀ ﾊﾉﾝ 丸ﾉ内中

 5 中山 愛梨(3)     14.07  5 佐藤 優花(2)     14.02 
ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ 緑ヶ丘中 ｻﾄｳ ﾕｳｶ 松本県ヶ丘高

 6 橋本 春花(2)     14.35  6 山田 優芽(3)     14.33 
ﾊｼﾓﾄ  ﾊﾙｶ T&F佐久平 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ 赤穂中

 7 佐野 涼楓(2)     14.46  7 髙尾 玲良(1)     15.02 
ｻﾉ ｽｽﾞｶ 赤穂中 ﾀｶｵ ﾚｲﾗ 上田染谷丘高

 8 中村 映夢(3)     14.57   西島 美幸(1)      
ﾅｶﾑﾗ ｴﾑ 春富中 ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ 松川高

 9 山本 紗帆(2)     14.73   久保 愛夏(2)      
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾎ 小諸東中 ｸﾎﾞ ﾏﾅｶ 小諸高

9  8608 6

DNS

1  8236 7  1453

DNS
5  4282 4  1340
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4  9001 5  8820

8  8172 1   382

7  8234 8  7022

6  8173 2   998

7  8734 4  8821

2   416 9  9018

1   386 1  1384

3  1962 3   917
No. 氏  名

DNS

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

5   927 5  6446

2    30 9  7168

9   928 3   756

4   954 2    90

8   996 8   411

6  4306 7   446

6  1574 7  8054

8  1773 9  8387

3  1309 6   921
No. 氏  名

DNS

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

4  2003 8   368

7  1414 4    32

3   123 6   915

2    98 1  2046

5  1968 2  4735

9  9003 3  1674

女子

100m

予選 通過基準  9組  1着 + 7 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順
1    29 5  1833

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



[ 7組] 風速 +0.2 [ 8組] 風速 -1.9

 1 深澤 あまね(2)     12.86 Q  1 北沢 栞(2)     12.66 Q
ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 佐久長聖高 ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 豊科高

 2 中津 晴葉(2)     13.14 q  2 松本 恵実(3)     13.28 q
ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ 佐久長聖高 ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐ 堀金中

 3 内川 未久(3)     13.43  3 熊谷 香織     13.35 
ｳﾁｶﾜ ﾐｸ 松商学園高 ｸﾏｶﾞｲ ｶｵﾘ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 4 今村 詩乃(3)     13.50  4 北澤 優里愛(3)     13.43 
ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ 松川高 ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾘｱ 松本県ヶ丘高

 5 小林 柑南(2)     14.04  5 福田 笑未(2)     13.61 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾅ 三郷中 ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ 堀金中

 6 加藤 ほのか(3)     14.31  6 山﨑 あみ(3)     13.62 
ｶﾄｳ ﾎﾉｶ 上伊那農高 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾐ 長野日大高

  長澤 妙(3)       7 永井 望ノ美(2)     13.95 
ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ 信州大 ﾅｶﾞｲ ﾉﾉﾐ 佐久長聖高

  森谷 純礼(2)       8 海沼 結(2)     14.39 
ﾓﾘﾔ ｽﾐﾚ 飯田風越高 ｶｲﾇﾏ ﾕｳ 南箕輪中

  氣賀澤 杏香(2)       9 杉下 舞彩(1)     14.62 
ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ 上伊那農高 ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ 諏訪清陵高

[ 9組] 風速 +1.4

 1 河田 璃音(3)     12.96 Q
ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 市立長野高

 2 橋本 花甫(2)     13.07 q
ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ 佐久長聖高

 3 窪田 結衣(1)     13.66 
ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ 松商学園高

 4 坂田 栞菜(2)     13.67 
ｻｶﾀ ｶﾝﾅ 長野高

 5 清水 華乃(3)     13.80 
ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 上伊那農高

 6 永原 可那(2)     14.15 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｶﾅ 市立長野高

 7 小河原 望(2)     14.41 
ｵｱｶﾞﾜﾗ ﾉｿﾞﾐ 戸倉上山田中

 8 髙橋 結愛(1)     15.30 
ﾀｶﾊｼ ﾕｱ 市立長野高

[ 1組] 風速 -2.8 [ 2組] 風速 -2.4

 1 北岡 依生希(2)     12.80 Q  1 北沢 栞(2)     12.56 Q
ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ 東海大諏訪高 ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 豊科高

 2 綿貫 寧(2)     12.93 Q  2 前田 望乃花(2)     12.96 Q
ﾜﾀﾇｷ ﾈｲ 市立長野高 ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 佐久長聖高

 3 深澤 あまね(2)     12.95 Q  3 田村 純菜(3)     12.98 Q
ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 佐久長聖高 ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 市立長野高

 4 安坂 侑莉菜(3)     12.98 q  4 中津 晴葉(2)     13.11 q
ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 松本美須々ヶ丘高 ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ 佐久長聖高

 5 青柳 里央(2)     13.23  5 友田 有紀(3)     13.12 
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ 松本大 ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 松商学園高

 6 橋本 花甫(2)     13.32  6 河田 璃音(3)     13.19 
ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ 佐久長聖高 ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 市立長野高

 7 中村 夢見子(3)     13.43  7 松本 恵実(3)     13.44 
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ 木曽青峰高 ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐ 堀金中

 8 髙木 佑菜(3)     13.47  8 長村 紋     13.58 
ﾀｶｷﾞ ﾕﾅ 下諏訪向陽高 ｵｻﾑﾗ ｱﾔ with

風速 -3.3

 1 北岡 依生希(2)     12.85 
ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ 東海大諏訪高

 2 深澤 あまね(2)     13.04 
ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 佐久長聖高

 3 綿貫 寧(2)     13.05 
ﾜﾀﾇｷ ﾈｲ 市立長野高

 4 田村 純菜(3)     13.11 
ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 市立長野高

 5 前田 望乃花(2)     13.19 
ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 佐久長聖高

 6 安坂 侑莉菜(3)     13.32 
ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 松本美須々ヶ丘高

 7 中津 晴葉(2)     13.36 
ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ 佐久長聖高

  北沢 栞(2)      
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 豊科高

6  2002
DQ (FS)

4  1309

3  1833

2  1300

8  1304

5   921

9   917

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7    29

8   123 3  9003

 1574 2  6693
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9  1302 6   916
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6  4767

3   929

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

4   817

7   233

5   922
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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2  9028 2  1299

1   235 5   941
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4  1300 3  6693

所属名 記録／備考
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100m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

女子



予選 4月13日 11:30
決勝 4月13日 15:55

長野県記録(KR)                  23.73 今井 沙緒里                  飯田病院         2017/06/24  
長野県高校記録(KR)              24.67 河田 璃音                    市立長野高       2017/09/24  
大会記録(GR)                    24.63 今井 沙緒里                  飯田病院         2016        

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 +1.4

 1 深澤 あまね(2)     25.51 Q  1 前田 望乃花(2)     25.93 Q
ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 佐久長聖高 ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 佐久長聖高

 2 加藤 詩萌(2)     26.80  2 能瀬 麗捺(3)     26.66 q
ｶﾄｳ ｼﾎ 長野県立大 ﾉｾ ﾚｲﾅ 文化学園長野高

 3 竹花 碧乃(3)     26.96  3 井出 凛生(3)     26.78 
ﾀｹﾊﾅ  ｱｵﾉ T&F佐久平 ｲﾃﾞ ﾘｵ 岩村田高

 4 北澤 優里愛(3)     27.48  4 古田 波音(2)     27.53 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾘｱ 松本県ヶ丘高 ﾌﾙﾀ ﾊﾉﾝ 丸ﾉ内中

 5 髙栁 菜乃香(2)     27.64  5 宮坂 育(3)     27.56 
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾅﾉｶ 岩村田高 ﾐﾔｻｶ ｲｸ 諏訪二葉高

 6 宮下 莉瑚(3)     27.75  6 下田 花菜(3)     27.62 
ﾐﾔｼﾀ ﾘｺ 豊丘中 ｼﾓﾀ ﾊﾅ 長野日大高

 7 伊藤 沙優香(3)     28.02  7 小林 由依(2)     28.08 
ｲﾄｳ ｻﾔｶ 穂高東中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 下諏訪向陽高

 8 藤森 七海(3)     28.21  8 朱 櫻華(4)     28.40 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪西中 ｼｭ ｻｸﾗｺ 信大医陸

 9 氣賀澤 杏香(2)     28.30  9 山田 優芽(3)     29.15 
ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ 上伊那農高 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ 赤穂中

[ 3組] 風速 -0.3 [ 4組] 風速 -1.5

 1 内川 未久(3)     26.80 Q  1 友田 有紀(3)     27.03 Q
ｳﾁｶﾜ ﾐｸ 松商学園高 ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 松商学園高

 2 樋口 虹夏(3)     26.83  2 髙木 佑菜(3)     27.47 
ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ 松商学園高 ﾀｶｷﾞ ﾕﾅ 下諏訪向陽高

 3 宮下 真弥(3)     27.10  3 中山 愛梨(3)     27.69 
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 飯田高 ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ 緑ヶ丘中

 4 相澤 こごみ(3)     27.29  4 宮岡 万優莉(1)     27.88 
ｱｲｻﾞﾜ ｺｺﾞﾐ 文化学園長野高 ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ 市立長野高

 5 松本 恵実(3)     27.48  5 宮下 留花(3)     28.01 
ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐ 堀金中 ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ 坂城中

 6 山﨑 あみ(3)     28.07  6 水元 叶(1)     28.03 
ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾐ 長野日大高 ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾅｳ 市立長野高

 7 鎮西 花(3)     28.76  7 清水 華乃(3)     28.21 
ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ 赤穂中 ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 上伊那農高

 8 佐藤 優花(2)     28.89  8 安田 莉穂(3)     30.45 
ｻﾄｳ ﾕｳｶ 松本県ヶ丘高 ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ 諏訪西中

 9 青木 沙絵(3)     29.93   菅沼 真洸(4)      
ｱｵｷ ｻｴ 篠ﾉ井西中 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 松本大

[ 5組] 風速 +1.0 [ 6組] 風速 +1.8

 1 北沢 栞(2)     25.71 Q  1 久保 愛夏(2)     25.99 Q
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 豊科高 ｸﾎﾞ ﾏﾅｶ 小諸高

 2 橋本 花甫(2)     26.77  2 藤本 遥(2)     26.61 q
ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ 佐久長聖高 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 飯田高

 3 児玉 奈美(3)     26.84  3 中村 夢見子(3)     27.17 
ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 松本大 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ 木曽青峰高

 4 森脇 涼羽(2)     28.14  4 曽根原 未尋(2)     27.39 
ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ 赤穂高 ｿﾈﾊﾗ ﾐﾋﾛ 長野日大高

 5 伊藤 桃香(2)     28.45  5 坂田 栞菜(2)     27.80 
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪二葉高 ｻｶﾀ ｶﾝﾅ 長野高

 6 保科 真歩(2)     28.55  6 小堀 ほたる     27.98 
ﾎｼﾅ ﾏﾎ 長野吉田高 ｺﾎﾞﾘ ﾎﾀﾙ 信大医陸

 7 永井 望ノ美(2)     28.69  7 松尾 玲佳(3)     28.31 
ﾅｶﾞｲ ﾉﾉﾐ 佐久長聖高 ﾏﾂｵ ﾚｲｶ 下伊那農高

 8 田中 咲(1)     29.31  8 中村 睦(2)     28.75 
ﾀﾅｶ ｻｷ 丸子修学館高 ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂﾐ 小諸高

  池田 薫(3)      
ｲｹﾀﾞ ｶｵﾙ 長野西高

女子

200m

予選 通過基準  6組  1着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順
4  1304 7  1309
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No. 氏  名
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8    98 4   817

6  1384 8  1342

3  1299 9   491

1   798
DNS



風速 -0.3

 1 深澤 あまね(2)     25.10 
ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 佐久長聖高

 2 北沢 栞(2)     25.19 
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 豊科高

 3 前田 望乃花(2)     25.60 
ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 佐久長聖高

 4 久保 愛夏(2)     25.68 
ｸﾎﾞ ﾏﾅｶ 小諸高

 5 友田 有紀(3)     25.79 
ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 松商学園高

 6 藤本 遥(2)     26.48 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 飯田高

 7 内川 未久(3)     26.56 
ｳﾁｶﾜ ﾐｸ 松商学園高

 8 能瀬 麗捺(3)     26.74 
ﾉｾ ﾚｲﾅ 文化学園長野高

女子

200m
決勝

3   411

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

 1309

8  1961

2   998

7  1304

4  2002

5

6  1340

9  1962



予選 4月14日 13:05
決勝 4月14日 15:15

長野県記録(KR)                  54.56 竹内 昌子                    福島大           2003/05/05  
長野県高校記録(KR)              55.42 山本 瑞                      小諸高           2011/08/03  
                                      瀧澤 彩                      長野高           2012/07/29  
大会記録(GR)                    56.83 佐藤 静香                    新潟医福大       2014        

[ 1組] [ 2組]

 1 小林 舞香(2)   1:01.90 Q  1 内山 実音(3)   1:00.87 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 東海大諏訪高 ｳﾁﾔﾏ ﾐｵﾝ 長野日大高

 2 髙栁 菜乃香(2)   1:04.05  2 横須賀 玲奈(3)   1:02.93 
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾅﾉｶ 岩村田高 ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ 佐久長聖高

 3 松尾 玲佳(3)   1:05.47  3 宮沢 真那果(2)   1:04.33 
ﾏﾂｵ ﾚｲｶ 下伊那農高 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾅｶ 大町岳陽高

 4 安永 友麻(3)   1:05.98  4 吉川 凜(2)   1:05.52 
ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳﾏ 松本県ヶ丘高 ﾖｼｶﾜ ﾘﾝ 松本深志高

 5 今村 詩乃(3)   1:06.32  5 丸山 那菜(3)   1:05.67 
ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ 松川高 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅ 小諸高

 6 中島 遙佳(2)   1:07.62  6 横山 春香(3)   1:06.56 
ﾅｶｼﾏ ﾊﾙｶ 松本美須々ヶ丘高 ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙｶ 木曽青峰高

 7 篠原 花恋(3)   1:07.78  7 小澤 美祐(3)   1:07.96 
ｼﾉﾊﾗ ｶﾚﾝ 下諏訪向陽高 ｵｻﾞﾜ ﾐﾕ 大町岳陽高

  三和 瑠夏(3)        山崎 萌々子(4)      
ﾐﾜ ﾙﾅ 松本国際高 ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 長野高専

  池田 薫(3)        本田 媛海(2)      
ｲｹﾀﾞ ｶｵﾙ 長野西高 ﾎﾝﾀﾞ ｴﾐ 信州大

[ 3組] [ 4組]

 1 金森 佑奈(1)   1:02.00 Q  1 井出 凛生(3)   1:00.34 Q
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 法大 ｲﾃﾞ ﾘｵ 岩村田高

 2 加藤 こころ(3)   1:02.77 q  2 伊藤 百合菜(2)   1:02.02 q
ｶﾄｳ ｺｺﾛ 上伊那農高 ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ 松商学園高

 3 小平 夢加(3)   1:05.33  3 下田 花菜(3)   1:02.21 q
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾒｶ 上伊那農高 ｼﾓﾀ ﾊﾅ 長野日大高

 4 中村 睦(2)   1:06.37  4 田中 里歩(2)   1:02.58 q
ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂﾐ 小諸高 ﾀﾅｶ ﾘﾎ 松川高

 5 降幡 茉由(3)   1:07.41  5 樋口 鈴乃(3)   1:06.82 
ﾌﾙﾊﾀ ﾏﾕ 大町岳陽高 ﾋｸﾞﾁ ﾘﾝﾉ 大町岳陽高

 6 遠藤 和泉(2)   1:09.12  6 丸山 いより(2)   1:07.91 
ｴﾝﾄﾞｳ ｲｽﾞﾐ 佐久長聖高 ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 飯田風越高

  中原 希空(1)        林 知世(3)      
ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ 東海大諏訪高 ﾊﾔｼ ﾁｾ 岡谷南高

  野口 沙彩(3)        小山 礼華(3)      
ﾉｸﾞﾁ ｻｱﾔ 豊科高 ｺﾔﾏ ｱﾔｶ 上伊那農高

  山浦 日菜乃(2)      
ﾔﾏｳﾗ ﾋﾅﾉ 岩村田高

 1 井出 凛生(3)     59.60 
ｲﾃﾞ ﾘｵ 岩村田高

 2 金森 佑奈(1)   1:00.44 
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 法大

 3 内山 実音(3)   1:00.45 
ｳﾁﾔﾏ ﾐｵﾝ 長野日大高

 4 小林 舞香(2)   1:01.52 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 東海大諏訪高

 5 伊藤 百合菜(2)   1:01.98 
ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ 松商学園高

 6 下田 花菜(3)   1:02.17 
ｼﾓﾀ ﾊﾅ 長野日大高

 7 田中 里歩(2)   1:02.44 
ﾀﾅｶ ﾘﾎ 松川高

 8 加藤 こころ(3)   1:02.51 
ｶﾄｳ ｺｺﾛ 上伊那農高

2   399

3   236

7  1284
DNS

決勝

順 ﾚｰﾝ

9   950

7  1280

6  9044

5

4    28

8  1969

No. 氏  名 所属名 記録／備考

  945

DNS DNS

8  1677 7  1676

4    33 3   189

6  1297 8   447

5  1998 5   234
DNS DNS

2  1342 9   399

1  9044 6  1280

3   238 2   950

9   236 4  1969

No. 氏  名 所属名 記録／備考

DNS DNS

 9039
DNS DNS

2  9029

 1680

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

8  1979 1

9   798

2   122 3

7  1839 9  1577

1  1281 6  1305

4   387 4  1336

6  1802 5  1785

3   491 7  1687

女子

400m
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予選 4月13日 13:15
決勝 4月13日 15:35

長野県記録(KR)                2:05.78 山本 瑞                      小諸高           2011/10/29  
長野県高校記録(KR)            2:05.78 山本 瑞                      小諸高           2011/10/29  
大会記録(GR)                  2:11.25 山本 瑞                      中大             2014        

[ 1組] [ 2組]

 1 臼田 麻花(3)   2:25.53 Q  1 和田 真菜(3)   2:24.76 Q
ｳｽﾀﾞ ｱｻｶ 下諏訪中 ﾜﾀﾞ ﾏﾅ 長野西高

 2 松下 輝来(3)   2:25.73  2 碓氷 眞子(3)   2:25.87 
ﾏﾂｼﾀ ｷﾗ 仁科台中 ｳｽｲ ﾏｺ 野沢北高

 3 辻 芽衣(2)   2:26.36  3 山田 好恵(3)   2:29.56 
ﾂｼﾞ ﾒｲ 三郷中 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾉｴ 松商学園高

 4 吉川 凜(2)   2:26.81  4 真柴 萌菜(3)   2:30.54 
ﾖｼｶﾜ ﾘﾝ 松本深志高 ﾏｼﾊﾞ ﾓｴﾅ 春富中

 5 宮沢 真那果(2)   2:26.97  5 大橋 朱里(4)   2:32.81 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾅｶ 大町岳陽高 ｵｵﾊｼ ｱｶﾘ 長野高専

 6 篠原 花恋(3)   2:32.71  6 樋口 鈴乃(3)   2:33.58 
ｼﾉﾊﾗ ｶﾚﾝ 下諏訪向陽高 ﾋｸﾞﾁ ﾘﾝﾉ 大町岳陽高

 7 宮下 紗采(2)   2:33.09  7 阿部 優杏(3)   2:37.26 
ﾐﾔｼﾀ ｻｱﾔ 上田西高 ｱﾍﾞ ﾕｱ 木島平中

 8 渡辺 彩那(2)   2:33.18  8 上野 美結(3)   2:40.77 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ 三陽中 ｳｴﾉ ﾐﾕ 上田東高

 9 丸山 美優(2)   2:38.44  9 風間 和佳(3)   2:41.37 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕﾐ 飯綱中 ｶｻﾞﾏ ﾉﾄﾞｶ 篠ﾉ井西中

  田中 実菜子(3)      
ﾀﾅｶ ﾐﾅｺ 諏訪二葉高

[ 3組] [ 4組]

 1 宮澤 美裕(3)   2:26.99 Q  1 小林 舞香(2)   2:23.49 Q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾕ 長野日大高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 東海大諏訪高

 2 瀬戸 郁美(2)   2:28.44  2 岩村 有紀(3)   2:25.46 q
ｾﾄ ｲｸﾐ 伊那西高 ｲﾜﾑﾗ ｱｷ 市立長野高

 3 安永 友麻(3)   2:28.70  3 宮澤 花奈実(3)   2:26.45 
ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳﾏ 松本県ヶ丘高 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 松本深志高

 4 小岸 馨(3)   2:29.74  4 峯岸 羽那(3)   2:28.35 
ｺｷﾞｼ ｶｵﾙ 松本深志高 ﾐﾈｷﾞｼﾊﾅ 三陽中

 5 宮澤 紅葉(3)   2:32.66  5 山﨑 吏桜(2)   2:30.75 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｸﾚﾊ 辰野高 ﾔﾏｻﾞ ｷﾘｵ 木島平中

 6 土屋 槻里子(3)   2:33.02  6 宮島 よしの(3)   2:35.49 
ﾂﾁﾔ ｷﾘｺ 長野商高 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾖｼﾉ 長野吉田高

 7 下嶋 優菜(2)   2:33.21  7 小嶋 楓來(3)   2:42.23 
ｼﾓｼﾞﾏ ﾕｳﾅ 下條中 ｺｼﾞﾏ ｶｴﾗ 原中

  臼井 羽耶(2)        髙木 萌子(3)      
ｳｽｲ ﾊﾔ 佐久長聖高 ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ 南箕輪中

  宮下 綺実(2)        松井 美蓉(2)      
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ 諏訪二葉高 ﾏﾂｲ ﾐﾖ 飯田高

[ 5組]

 1 内山 実音(3)   2:20.22 Q
ｳﾁﾔﾏ ﾐｵﾝ 長野日大高

 2 小平 夢加(3)   2:23.34 q
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾒｶ 上伊那農高

 3 牧内 大華(2)   2:24.10 q
ﾏｷｳﾁ ﾋﾛｶ 丸子北中

 4 橋詰 史歩(2)   2:25.90 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｼﾎ 上田第六中

 5 森脇 光砂(3)   2:30.04 
ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ 赤穂中

 6 山田 唯綺(3)   2:32.84 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 豊科南中

 7 下村 真由(1)   2:36.45 
ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕ 佐久長聖高

 8 桑原 実世(2)   2:36.71 
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾖ 戸倉上山田中

 9 岩城 こころ(3)   2:47.84 
ｲﾜｷ ｺｺﾛ 丸ﾉ内中
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 1 内山 実音(3)   2:17.72 
ｳﾁﾔﾏ ﾐｵﾝ 長野日大高

 2 臼田 麻花(3)   2:23.43 
ｳｽﾀﾞ ｱｻｶ 下諏訪中

 3 和田 真菜(3)   2:24.30 
ﾜﾀﾞ ﾏﾅ 長野西高

 4 宮澤 美裕(3)   2:25.35 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾕ 長野日大高

 5 小林 舞香(2)   2:26.28 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 東海大諏訪高

 6 小平 夢加(3)   2:31.03 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾒｶ 上伊那農高

 7 岩村 有紀(3)   2:40.50 
ｲﾜﾑﾗ ｱｷ 市立長野高

  牧内 大華(2)      
ﾏｷｳﾁ ﾋﾛｶ 丸子北中

女子
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予選 4月14日 12:15
決勝 4月14日 16:10

長野県記録(KR)                4:16.76 和田 有菜                    名城大           2018/05/05  
長野県高校記録(KR)            4:17.77 和田 有菜                    長野東高         2017/06/24  
大会記録(GR)                  4:35.93 萩谷 楓                      長野東高         2017        

[ 1組] [ 2組]

 1 仁科 玲美(3)   4:56.76 Q  1 牧内 大華(2)   4:48.52 Q
ﾆｼﾅ ﾚﾐ 川中島中 ﾏｷｳﾁ ﾋﾛｶ 丸子北中

 2 橋詰 史歩(2)   5:00.15 Q  2 平出 藍未(3)   4:53.07 Q
ﾊｼﾂﾞﾒ ｼﾎ 上田第六中 ﾋﾗｲﾃﾞ ｱｲﾐ 諏訪二葉高

 3 小岸 馨(3)   5:05.73 Q  3 和田 真菜(3)   4:56.85 Q
ｺｷﾞｼ ｶｵﾙ 松本深志高 ﾜﾀﾞ ﾏﾅ 長野西高

 4 北沢 凜夏(3)   5:06.92 q  4 森脇 光砂(3)   5:04.17 q
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾝｶ 川中島中 ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ 赤穂中

 5 山﨑 吏桜(2)   5:08.09 q  5 増田 彩花(2)   5:12.41 
ﾔﾏｻﾞ ｷﾘｵ 木島平中 ﾏｽﾀ ｱﾔｶ 松本県ヶ丘高

 6 桑原 実世(2)   5:09.96  6 峯岸 羽那(3)   5:15.33 
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾖ 戸倉上山田中 ﾐﾈｷﾞｼﾊﾅ 三陽中

 7 高山 史歩(3)   5:11.25  7 嶺山 和佳(3)   5:19.55 
ﾀｶﾔﾏ ｼﾎ 川中島中 ﾐﾈﾔﾏ ﾉﾄﾞｶ 堀金中

 8 田中 聖(2)   5:16.83  8 一本木 楓(2)   5:20.04 
ﾀﾅｶ ﾋｼﾞﾘ 三陽中 ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ｶｴﾃﾞ 松本美須々ヶ丘高

 9 矢口 萌叶(1)   5:28.35  9 小林 心渚(2)   5:40.10 
ﾔｸﾞﾁ ﾓｶ 松本国際高 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾅ 長峰中

10 伊藤 花織(3)   5:36.76 10 丸山 萌葉(2)   5:41.96 
ｲﾄｳ ｶｵﾘ 松本県ヶ丘高 ﾏﾙﾔﾏ ﾓｴﾊ 飯山高

  久保田 絢乃(3)        臼井 羽耶(2)      
ｸﾎﾞﾀ ｱﾔﾉ 上田高 ｳｽｲ ﾊﾔ 佐久長聖高

  橋村 英里(1)        宮澤 実亜(1)      
ﾊｼﾑﾗ ｴﾘ 長野東高 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｱ 長野東高

  松井 美蓉(2)        五味 叶花(2)      
ﾏﾂｲ ﾐﾖ 飯田高 ｺﾞﾐ ｷｮｳｶ 長野東高

  佐藤 希美(1)        鈴木 菜生(3)      
ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 長野東高 ｽｽﾞｷ ﾅｵ 上田第二中

  阿部 優杏(3)        中村 綾花(1)      
ｱﾍﾞ ﾕｱ 木島平中 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ 長野東高

[ 3組]

 1 佐藤 千晶(3)   4:56.72 Q
ｻﾄｳ ﾁｱｷ 諏訪二葉高

 2 宮澤 花奈実(3)   4:57.78 Q
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 松本深志高

 3 山田 葵香(2)   4:59.01 Q
ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｶ 長野東高

 4 下嶋 優菜(2)   5:13.94 
ｼﾓｼﾞﾏ ﾕｳﾅ 下條中

 5 牧内 愛華(1)   5:16.67 
ﾏｷｳﾁ ﾏﾅｶ 佐久長聖高

 6 宮下 紗采(2)   5:17.69 
ﾐﾔｼﾀ ｻｱﾔ 上田西高

 7 中島 愛(2)   5:19.18 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾒｸﾞﾐ 松本美須々ヶ丘高

 8 宮澤 紅葉(3)   5:25.46 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｸﾚﾊ 辰野高

 9 下村 真由(1)   5:25.72 
ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕ 佐久長聖高

10 翠川 由理佳(3)   5:25.81 
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾕﾘｶ 長野日大高

11 宮島 よしの(3)   5:32.43 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾖｼﾉ 長野吉田高

12 北澤 向日葵(3)   5:49.13 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾏﾜﾘ 長野日大高

  山田 凜々花(3)      
ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾘｶ 長野日大高

  高松 いずみ(3)      
ﾀｶﾏﾂ ｲｽﾞﾐ 長野東高

  北澤 美月(3)      
ｷﾀｻﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ 諏訪二葉高

ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
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 1 佐藤 千晶(3)   4:53.04  7 仁科 玲美(3)   4:59.73 
ｻﾄｳ ﾁｱｷ 諏訪二葉高 ﾆｼﾅ ﾚﾐ 川中島中

 2 宮澤 花奈実(3)   4:55.04  8 森脇 光砂(3)   4:59.91 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 松本深志高 ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ 赤穂中

 3 牧内 大華(2)   4:56.66  9 北沢 凜夏(3)   5:04.14 
ﾏｷｳﾁ ﾋﾛｶ 丸子北中 ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾝｶ 川中島中

 4 山田 葵香(2)   4:56.72 10 小岸 馨(3)   5:10.53 
ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｶ 長野東高 ｺｷﾞｼ ｶｵﾙ 松本深志高

 5 和田 真菜(3)   4:57.60 11 山﨑 吏桜(2)   5:14.54 
ﾜﾀﾞ ﾏﾅ 長野西高 ﾔﾏｻﾞ ｷﾘｵ 木島平中

 6 橋詰 史歩(2)   4:58.73   平出 藍未(3)      
ﾊｼﾂﾞﾒ ｼﾎ 上田第六中 ﾋﾗｲﾃﾞ ｱｲﾐ 諏訪二葉高

決勝 4月13日 14:55

長野県記録(KR)                9:00.50 和田 有菜                    名城大　         2018/07/11  
長野県高校記録(KR)            9:01.36 和田 有菜                    長野東高         2017/10/09  
大会記録(GR)                  9:28.39 萩谷 楓                      長野東高         2018        

 1 平出 藍未(3)  10:07.27 
ﾋﾗｲﾃﾞ ｱｲﾐ 諏訪二葉高

 2 村岡 美玖(3)  10:19.76 
ﾑﾗｵｶ ﾐｸ 波田中

 3 筒井 心葉(3)  10:24.81 
ﾂﾂｲ ｺｺﾊ 飯田高陵中

 4 髙野 美穂(2)  10:24.87 
ﾀｶﾉ ﾐﾎ 長野日大高

 5 守屋 有彩(3)  10:34.34 
ﾓﾘﾔ ｱﾘｻ 春富中

 6 久保田 絢乃(3)  10:45.62 
ｸﾎﾞﾀ ｱﾔﾉ 上田高

 7 牧内 愛華(1)  10:54.31 
ﾏｷｳﾁ ﾏﾅｶ 佐久長聖高

 8 碓氷 眞子(3)  10:54.72 
ｳｽｲ ﾏｺ 野沢北高

 9 佐々木 夏海(2)  11:08.15 
ｻｻｷ ﾅﾂﾐ 伊那西高

10 篠原 さら(3)  11:08.30 
ｼﾉﾊﾗ ｻﾗ 茅野東部中

11 大槻 美亜(3)  11:08.97 
ｵｵﾂｷ ﾐｱ 東海大諏訪高

12 青木 弥佳(2)  11:30.80 
ｱｵｷ ﾐｶ 松本大

13 日野 まほろ(3)  11:34.99 
ﾋﾉ ﾏﾎﾛ 伊那北高

14 有賀 由紀恵(3)  11:55.25 
ｱﾙｶﾞ ﾕｷｴ 上伊那農高

15 神部 紫音(3)  12:25.99 
ｶﾝﾍﾞ ｼｵﾝ 飯田風越高

  丸山 萌葉(2)      
ﾏﾙﾔﾏ ﾓｴﾊ 飯山高

  工藤 愛菜(3)      
ｸﾄﾞｳ ﾏﾅ 松本県ヶ丘高

  伊藤 心子(2)      
ｲﾄｳ ｺｺﾛｺ 塩尻志学館高

  佐藤 千晶(3)      
ｻﾄｳ ﾁｱｷ 諏訪二葉高

  武田 実咲(2)      
ﾀｹﾀﾞ ﾐｻｷ 長野日大高

  北澤 美月(3)      
ｷﾀｻﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ 諏訪二葉高
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予選 4月14日 14:00
決勝 4月14日 15:35

長野県記録(KR)                  13.81 茂木 多美江                  小諸高校教員     1978/10/15  
長野県高校記録(KR)              14.28 長崎 寛子                    中野実高         1996/10/14  
大会記録(GR)                    14.61 秋元 南乃                    市長野高         2017        

[ 1組] 風速 -3.5 [ 2組] 風速 -2.3

 1 塚田 菜々(2)     16.57 Q  1 中津 晴葉(2)     15.16 Q
ﾂｶﾀﾞ ﾅﾅ 佐久長聖高 ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ 佐久長聖高

 2 高木 陽香(3)     16.96 Q  2 米山 野乃佳(3)     17.15 Q
ﾀｶｷﾞ ﾊﾙｶ 松本県ヶ丘高 ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 佐久長聖高

 3 渡邉 希(4)     17.33 q  3 池野 佳帆(2)     17.33 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 松本大 ｲｹﾉ ｶﾎ 飯田高

 4 若松 怜佑(3)     17.67  4 柳澤 結月(2)     17.62 
ﾜｶﾏﾂ ﾘｮｳ 信州大 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂｷ 松本国際高

 5 淀 日南子(3)     17.85  5 内山 彩夏(3)     17.80 
ﾖﾄﾞ ﾋﾅｺ 市立長野高 ｳﾁﾔﾏ ｻﾔｶ 長野日大高

  宮下 華乃(2)       6 清水 あかね(2)     18.20 
ﾐﾔｼﾀ ｶﾉ 長野吉田高 ｼﾐｽﾞ ｱｶﾈ 上田高

  林 千尋(3)       7 澁谷 果歩(3)     19.53 
ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 上伊那農高 ｼﾌﾞﾔ ｶﾎ 伊那北高

[ 3組] 風速 -2.1

 1 西村 千明(4)     15.28 Q
ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 東学大

 2 田中 風紗音(3)     16.69 Q
ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ 上田高

 3 倉沢 真奈(3)     17.44 
ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ 塩尻志学館高

 4 根本 樹(2)     17.98 
ﾈﾓﾄ ﾐｷ 豊科高

 5 髙橋 雪衣(3)     18.03 
ﾀｶﾊｼ ﾕｲ 須坂創成高

 6 栗田 怜奈(2)     18.66 
ｸﾘﾀ ﾚｲﾅ 岩村田高

風速 -2.9

 1 中津 晴葉(2)     15.01 
ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ 佐久長聖高

 2 西村 千明(4)     15.48 
ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 東学大

 3 塚田 菜々(2)     16.33 
ﾂｶﾀﾞ ﾅﾅ 佐久長聖高

 4 田中 風紗音(3)     16.36 
ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ 上田高

 5 池野 佳帆(2)     16.78 
ｲｹﾉ ｶﾎ 飯田高

 6 米山 野乃佳(3)     16.78 
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 佐久長聖高

 7 高木 陽香(3)     16.96 
ﾀｶｷﾞ ﾊﾙｶ 松本県ヶ丘高

 8 渡邉 希(4)     17.17 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 松本大

決勝 4月14日 15:30

長野県高校記録(KR)              14.11 瀧澤 彩                      長野高           2010/10/03  
長野県中学記録(CR)              13.83 土屋 ほのか                  軽井沢中         2018/10/07  
大会記録(GR)                    14.75 中津 晴葉                    佐久長聖高       2018        

風速 -2.3

 1 土屋 ほのか(1)     15.42 
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 佐久長聖高

  中村 栞菜(1)      
ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ 松本国際高

  竹内 里桜(1)      
ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 諏訪二葉高

  柏木 萌(3)      
ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ 小諸東中
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予選 4月13日 12:30
決勝 4月13日 15:15

長野県記録(KR)                  58.27 瀧澤 彩                      長野高           2012/07/31  
長野県高校記録(KR)              58.27 瀧澤 彩                      長野高           2012/07/31  
大会記録(GR)                  1:00.12 瀧澤 彩                      慶大             2013        

[ 1組] [ 2組]

 1 金森 佑奈(1)   1:05.44 Q  1 林 千尋(3)   1:07.34 Q
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 法大 ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 上伊那農高

 2 加藤 こころ(3)   1:06.75 Q  2 田中 里歩(2)   1:08.85 Q
ｶﾄｳ ｺｺﾛ 上伊那農高 ﾀﾅｶ ﾘﾎ 松川高

 3 本田 媛海(2)   1:10.69  3 内山 彩夏(3)   1:09.06 
ﾎﾝﾀﾞ ｴﾐ 信州大 ｳﾁﾔﾏ ｻﾔｶ 長野日大高

 4 倉沢 真奈(3)   1:11.07  4 小林 あゆみ(3)   1:11.54 
ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ 塩尻志学館高 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 松本国際高

 5 伊藤 鈴音(3)   1:11.20  5 南澤 胡桃(2)   1:11.93 
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ 飯田風越高 ﾐﾅﾐｻﾜ ｸﾙﾐ 長野商高

 6 高木 陽香(3)   1:11.80  6 金子 莉彩(2)   1:12.88 
ﾀｶｷﾞ ﾊﾙｶ 松本県ヶ丘高 ｶﾈｺ ﾘｻ 長野吉田高

 7 齋藤 美空(3)   1:14.46  7 澁谷 果歩(3)   1:14.44 
ｻｲﾄｳ ﾐｿﾗ 大町岳陽高 ｼﾌﾞﾔ ｶﾎ 伊那北高

  澁谷 美帆(2)       8 宮本 真花(3)   1:17.11 
ｼﾌﾞﾔ ﾐﾎ 長野吉田高 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅｶ 松本深志高

  宮下 華乃(2)        山崎 萌々子(4)      
ﾐﾔｼﾀ ｶﾉ 長野吉田高 ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 長野高専

[ 3組]

 1 南澤 明音(4)   1:02.31 Q
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 松本大

 2 田中 風紗音(3)   1:07.42 Q
ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ 上田高

 3 塚田 菜々(2)   1:07.63 q
ﾂｶﾀﾞ ﾅﾅ 佐久長聖高

 4 林 知世(3)   1:08.50 q
ﾊﾔｼ ﾁｾ 岡谷南高

 5 渡邉 希(4)   1:11.81 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 松本大

 6 三浦 元海(3)   1:12.93 
ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ 野沢北高

 7 柳澤 結月(2)   1:13.25 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂｷ 松本国際高

 8 清水 あかね(2)   1:13.39 
ｼﾐｽﾞ ｱｶﾈ 上田高

 9 小山 礼華(3)   1:14.36 
ｺﾔﾏ ｱﾔｶ 上伊那農高

 1 南澤 明音(4)   1:01.67 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 松本大

 2 金森 佑奈(1)   1:04.94 
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 法大

 3 林 千尋(3)   1:05.57 
ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 上伊那農高

 4 塚田 菜々(2)   1:07.45 
ﾂｶﾀﾞ ﾅﾅ 佐久長聖高

 5 林 知世(3)   1:08.03 
ﾊﾔｼ ﾁｾ 岡谷南高

 6 加藤 こころ(3)   1:09.12 
ｶﾄｳ ｺｺﾛ 上伊那農高

 7 田中 風紗音(3)   1:09.81 
ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ 上田高

 8 田中 里歩(2)   1:10.08 
ﾀﾅｶ ﾘﾎ 松川高
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決勝 4月14日 15:00

長野県記録(KR)                6:44.23 高安 結衣                    長野東高         2017/08/27  
大会記録(GR)                          

 1 大橋 朱里(4)   8:31.13 
ｵｵﾊｼ ｱｶﾘ 長野高専

決勝 4月14日 10:30

長野県記録(KR)               22:25.61 溝口 友己歩                  早大             2017/10/09  
長野県高校記録(KR)           23:10.04 鳥羽 詩織                    長野東高         2009/05/04  
大会記録(GR)                 23:25.6  鳥羽 詩織                    長野東高         2009        

 1 稲垣 和奏(3)  26:02.95 
ｲﾅｶﾞｷ ﾜｶﾅ 東海大諏訪高

 2 畑野 実優(3)  26:52.90 
ﾊﾀﾉ ﾐｳ 松本国際高

 3 中藤 夏葵(3)  27:37.37 
ﾅｶﾌｼﾞ ﾅﾂｷ 松本国際高

 4 塚田 絢子(3)  27:52.62 
ﾂｶﾀﾞ ｱﾔｺ 上田染谷丘高

 5 山口 智美(2)  29:17.51 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 松本深志高

 6 井上 鈴奈(2)  29:20.72 
ｲﾉｳｴ ﾚｲﾅ 岩村田高

 7 小林 明日海(2)  29:23.96 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽﾐ 野沢南高

 8 加藤 智花(2)  29:30.23 
ｶﾄｳ ﾄﾓｶ 長野西高

 9 廣部 梨花(2)  29:45.40 
ﾋﾛﾍﾞ ﾘﾝｶ 南安曇農高

10 峰村 麻衣(2)  29:56.08 
ﾐﾈﾑﾗ ﾏｲ 上田東高

  山﨑 心優(3)      
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾕ 長野東高

  名柄 香里(3)      
ﾅｶﾞﾗ ｶｵﾘ 文化学園長野高

  倉島 美桜(3)      
ｸﾗｼﾏ ﾐｵ 長野西高

2  1978

女子

5000m競歩

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
1    26

5  1981

4  1478

9  1790

3  1285

11  1253

10   802

13  1721

7  1437

DQ (K2)
8   797

DNF

6   866
DQ (K2)

12   988

1  9040

女子

2000mSC(0.762m)

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 4月13日  9:45
決勝 4月13日 14:15

長野県記録(KR)             47.28                              市立長野高       2017/10/27  
                                      （河田 璃音・唐澤 花実・田村 純菜・永原 朱夏）
長野県高校記録(KR)         47.28                              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)               47.80                              市立長野高       2018        
                                      （河田 璃音・唐澤 花実・田村 純菜・永原 朱夏）

[ 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   921 綿貫 寧(2)     49.20 Q  1   7 佐久長聖高  1300 中津 晴葉(2)     48.92 Q

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ﾜﾀﾇｷ ﾈｲ ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ
  915 唐澤 花実(3)  1304 深澤 あまね(2)

ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ
  917 田村 純菜(3)  1302 橋本 花甫(2)

ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ
  916 河田 璃音(3)  1309 前田 望乃花(2)

ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ
 2   9 豊科高  2003 根本 樹(2)     51.27 q  2   5 小諸高  1342 中村 睦(2)     52.66 

ﾄﾖｼﾅｺｳ ﾈﾓﾄ ﾐｷ ｺﾓﾛｺｳ ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂﾐ
 2002 北沢 栞(2)  1335 原野 茉優(3)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ ﾊﾗﾉ ﾏﾕ
 2004 福田 莉子(2)  1336 丸山 那菜(3)

ﾌｸﾀﾞ ﾘｺ ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅ
 1998 野口 沙彩(3)  1340 久保 愛夏(2)

ﾉｸﾞﾁ ｻｱﾔ ｸﾎﾞ ﾏﾅｶ
 3   5 信州大  9028 長澤 妙(3)     52.13  3   8 堀金中  6699 一志 琉月(2)     53.53 

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ｲｯｼ ﾙﾅ
 9029 本田 媛海(2)  8752 福田 笑未(2)

ﾎﾝﾀﾞ ｴﾐ ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ
 9026 小野塚 未夏(4)  6692 前田 百葉(3)

ｵﾉﾂﾞｶ ﾐｶ ﾏｴﾀﾞ ﾓﾓﾊ
 9024 若松 怜佑(3)  6693 松本 恵実(3)

ﾜｶﾏﾂ ﾘｮｳ ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐ
 4   2 松本美須々ヶ丘 1838 二木 愛心(2)     52.49  4   3 諏訪西中  7744 安田 莉穂(3)     54.31 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶｺｳｺｳ ﾌﾀﾂｷﾞ ｱｺ ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ
 1839 中島 遙佳(2)  7743 藤森 七海(3)

ﾅｶｼﾏ ﾊﾙｶ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ
 1840 一本木 楓(2)  7745 小松 美沙季(2)

ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ｶｴﾃﾞ ｺﾏﾂ ﾐｻｷ
 1833 安坂 侑莉菜(3)  7740 小口 葉奈(3)

ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ
 5   6 下諏訪向陽高   121 今井 美月(3)     52.75  5   9 豊科北中  6651 松原 美夢(3)     55.55 

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾑ
  123 髙木 佑菜(3)  6630 篠原 あかり(2)

ﾀｶｷﾞ ﾕﾅ ｼﾉﾊﾗ ｱｶﾘ
  122 篠原 花恋(3)  6633 小穴 都聖(2)

ｼﾉﾊﾗ ｶﾚﾝ ｵｱﾅ ﾐﾏｻ
  131 小林 由依(2)  6642 木村 歩実(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ ｷﾑﾗ ｱﾕﾐ
 6   4 木曽青峰高  1583 中澤 舞衣(2)     53.21  6   6 辰野高   210 伊藤 優直(3)     55.79 

ｷｿｾｲﾎｳｺｳ ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｲ ﾀﾂﾉｺｳ ｲﾄｳ ﾕｳﾅ
 1582 中村 亜由子(2)   212 北原 きらら(3)

ﾅｶﾑﾗ ｱﾕｺ ｷﾀﾊﾗ ｷﾗﾗ
 1575 奥原 夕奈(3)   213 青田 梨世(2)

ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾅ ｱｵﾀ ﾘｾ
 1574 中村 夢見子(3)   211 宮澤 紅葉(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ ﾐﾔｻﾞﾜ ｸﾚﾊ
 7   3 赤穂高   362 小松 葉月(3)     54.28  7   2 上田高  1414 髙橋 桃子(3)     58.20 

ｱｶﾎｺｳ ｺﾏﾂ ﾊﾂﾞｷ ｳｴﾀﾞｺｳ ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ
  368 森脇 涼羽(2)  1415 児玉 菜緒(3)

ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ
  366 小林 香絵(2)  1418 瀬戸 愛果(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ ｾﾄ ﾏﾅｶ
  347 春日 如乃(2)  1416 田中 風紗音(3)

ｶｽｶﾞ ﾕｷﾉ ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ
 8   8 松本深志高  1784 後藤 玲名(2)     55.29  8   4 穂高東中  6564 深澤 柚葉(3)     59.36 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼｺｳ ｺﾞﾄｳ ﾚﾅ ﾎﾀｶﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾌｶｻﾜ ﾕｽﾞﾊ
 1773 有田 芽生(3)  6566 宮田 くるみ(3)

ｱﾘﾀ ﾒｲ ﾐﾔﾀ ｸﾙﾐ
 1775 小松 雅侑(2)  6582 望月 心(3)

ｺﾏﾂ ﾐﾕｳ ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｺﾛ
 1774 宮本 真花(3)  6584 小幡 真子(3)

ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅｶ ｵﾊﾞﾀ ﾏｺ
 9   1 上田染谷丘高  1484 西 郁花(2)     56.02     1 松川高      

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ﾆｼ ﾌﾐｶ ﾏﾂｶﾜｺｳ DNS
 1453 髙尾 玲良(1)

ﾀｶｵ ﾚｲﾗ
 1483 田中 捺未(2)

ﾀﾅｶ ﾅﾂﾐ
 1485 石田 陽菜(2)

ｲｼﾀﾞ ﾋﾅ

女子

4×100m

予選 通過基準  5組  1着 + 3 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   7 松商学園高  1968 伏見 怜奈(2)     50.07 Q  1   4 松本大  9018 青柳 里央(2)     49.92 Q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾌｼﾐ ﾚｲﾅ ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ
 1973 窪田 結衣(1)  9020 南澤 明音(4)

ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ
 1962 友田 有紀(3)  9012 今井 希生(1)

ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ ｲﾏｲ ｷｷ
 1960 樋口 虹夏(3)  9021 木田 沙耶(3)

ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ ｷﾀﾞ ｻﾔ
 2   3 上伊那農高   236 加藤 こころ(3)     52.21  2   5 飯田高   412 池野 佳帆(2)     51.11 q

ｶﾐｲﾅﾉｳｺｳ ｶﾄｳ ｺｺﾛ ｲｲﾀﾞｺｳ ｲｹﾉ ｶﾎ
  235 加藤 ほのか(3)   411 藤本 遥(2)

ｶﾄｳ ﾎﾉｶ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ
  241 氣賀澤 杏香(2)   415 小久保 茉耶(3)

ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ ｺｸﾎﾞ ﾏﾔ
  231 林 千尋(3)   416 宮下 真弥(3)

ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ
 3   4 春富中  8161 田中 海羽     52.47  3   6 飯田風越高   446 伊藤 優凪(2)     52.56 

ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ﾀﾅｶ  ﾐｳ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｲﾄｳ ﾕｳﾅ
 8169 埋橋 凜   463 伊藤 鈴音(3)

ｳｽﾞﾊｼ  ﾘﾝ ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ
 8172 中村 映夢(3)   466 清水 梨那(3)

ﾅｶﾑﾗ ｴﾑ ｼﾐｽﾞ ﾘﾅ
 8173 濵田 みなと(3)   447 丸山 いより(2)

ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅｵ ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ
 4   6 松本県ヶ丘高  1805 北澤 優里愛(3)     53.70  4   9 岩村田高  1280 井出 凛生(3)     53.33 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾘｱ ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ｲﾃﾞ ﾘｵ
 1810 佐藤 優花(2)  1281 髙栁 菜乃香(2)

ｻﾄｳ ﾕｳｶ ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾅﾉｶ
 1804 高木 陽香(3)  1282 栗田 怜奈(2)

ﾀｶｷﾞ ﾊﾙｶ ｸﾘﾀ ﾚｲﾅ
 1802 安永 友麻(3)  1283 田村 菜々香(2)

ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳﾏ ﾀﾑﾗ ﾅﾅｶ
 5   9 諏訪清陵高  2046 飯澤 優里(1)     54.27  5   7 大町岳陽高  1675 齋藤 美空(3)     53.46 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳｺｳ ｻｲﾄｳ ﾐｿﾗ
 2047 杉下 舞彩(1)  1677 降幡 茉由(3)

ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ ﾌﾙﾊﾀ ﾏﾕ
   77 吉川 円香(2)  1676 樋口 鈴乃(3)

ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ ﾋｸﾞﾁ ﾘﾝﾉ
   81 長田 美羽(2)  1674 長谷尾 彩華(3)

ﾅｶﾞﾀ ﾐｳ ﾊｾｵ ｱﾔｶ
 6   2 三郷中  6721 深尾 美希(2)     54.35  6   8 豊科南中  6660 宮川 真緒(2)     55.00 

ﾐｻﾄﾁｭｳ ﾌｶｵ ﾐｷ ﾄﾖｼﾅﾐﾅﾐﾁｭｳ ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏｵ
 6719 小林 柑南(2)  6668 坂口 美樹(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾅ ｻｶｸﾞﾁ ﾐｷ
 6711 倉田 侑季(3)  6667 神保 藍織(3)

ｸﾗﾀ ｳｷ ｼﾞﾝﾎﾞｳ ｲｵﾘ
 6713 守屋 咲芭(3)  6666 山田 唯綺(3)

ﾓﾘﾔ ｻｷﾊ ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ
 7   8 伊那東部中  8128 田中 彩音(3)     58.62  7   3 丘中  6452 竹澤 瑠奈(2)     56.43 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾀﾅｶ ｱﾔﾈ ｵｶﾁｭｳ ﾀｹｻﾞﾜ ﾙﾅ
 8130 富山 唯奈(3)  6444 原 美月(3)

ﾄﾐﾔﾏ ﾕﾅ ﾊﾗ ﾐﾂﾞｷ
 8145 城倉 風花(2)  6445 松田 夢葉(3)

ｼﾞｮｳｸﾗ ﾌｳｶ ﾏﾂﾀ ﾞｲﾌﾞｷ
 8143 北原 柑那(2)  6446 古谷 柚季(2)

ｷﾀﾊﾗ ｶﾝﾅ ﾌﾙﾔ ﾕｽﾞｷ
    5 長野吉田高          2 長野商高      

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ DNS ﾅｶﾞﾉｼｮｳｺｳ DNS

女子

4×100m



[ 5組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 松本国際高  1977 田中 愛(3)     49.31 Q

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲ ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ
 1979 三和 瑠夏(3)

ﾐﾜ ﾙﾅ
 1990 小林 あゆみ(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ
 1987 南山 歩乃伽(2)

ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ
 2   2 長野日大高   941 山﨑 あみ(3)     51.66 q

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾐ
  955 兼松 わか菜(3)

ｶﾈﾏﾂ ﾜｶﾅ
  950 下田 花菜(3)

ｼﾓﾀ ﾊﾅ
  954 曽根原 未尋(2)

ｿﾈﾊﾗ ﾐﾋﾛ
 3   4 赤穂中  8234 宮澤 けい(2)     52.12 

ｱｶﾎﾁｭｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ
 8820 山田 優芽(3)

ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ
 8236 佐野 涼楓(2)

ｻﾉ ｽｽﾞｶ
 8821 鎮西 花(3)

ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ
 4   8 伊那北高   271 長田 鼓美(2)     52.45 

ｲﾅｷﾀｺｳ ｵｻﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ
  270 星野 陽花里(2)

ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ
  268 澁谷 果歩(3)

ｼﾌﾞﾔ ｶﾎ
  269 大前 歌音(2)

ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ
 5   6 南箕輪中  8055 海沼 結(2)     53.37 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳ ｶｲﾇﾏ ﾕｳ
 8048 髙橋 つきみ(2)

ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ
 8053 髙木 萌子(3)

ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ
 8054 野村 優香(3)

ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ
 6   9 松本蟻ヶ崎高  1891 雨宮 歩美(2)     55.57 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ｱﾒﾐﾔ ｱﾕﾐ
 1889 金澤 実佑(2)

ｶﾅｻﾞﾜ ﾐﾕ
 1886 濱 綾華(3)

ﾊﾏ ｱﾔｶ
 1885 望月 彩加(3)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾔｶ
 7   7 上田第四中  4658 関戸 葉奈瑛(2)     58.51 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝﾁｭｳ ｾｷﾄﾞ ﾊﾅｴ
 4648 上野 美咲(3)

ｳｴﾉ ﾐｻｷ
 4651 池田 心優(3)

ｲｹﾀﾞ ﾐﾕ
 4654 高橋 璃奈(3)

ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ
    5 長野西高   805 粟野原 瑠々子(2)      

ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ ｱﾜﾉﾊﾗ ﾙﾙｺ DNS
  798 池田 薫(3)

ｲｹﾀﾞ ｶｵﾙ
  801 髙野 華純(2)

ﾀｶﾉ ｶｽﾐ
  803 山本 満里奈(2)

ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘﾅ

女子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 市立長野高   921 綿貫 寧(2)     47.67 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ﾜﾀﾇｷ ﾈｲ 大会新
  915 唐澤 花実(3)

ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ
  917 田村 純菜(3)

ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ
  916 河田 璃音(3)

ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ
 2   4 佐久長聖高  1300 中津 晴葉(2)     48.18 

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ
 1304 深澤 あまね(2)

ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ
 1302 橋本 花甫(2)

ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ
 1309 前田 望乃花(2)

ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ
 3   6 松本大  9018 青柳 里央(2)     48.77 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ
 9020 南澤 明音(4)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ
 9012 今井 希生(1)

ｲﾏｲ ｷｷ
 9013 児玉 奈美(3)

ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ
 4   5 松本国際高  1977 田中 愛(3)     49.01 

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲ ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ
 1979 三和 瑠夏(3)

ﾐﾜ ﾙﾅ
 1990 小林 あゆみ(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ
 1987 南山 歩乃伽(2)

ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ
 5   9 松商学園高  1968 伏見 怜奈(2)     49.74 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾌｼﾐ ﾚｲﾅ
 1973 窪田 結衣(1)

ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ
 1962 友田 有紀(3)

ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ
 1960 樋口 虹夏(3)

ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ
 6   8 飯田高   412 池野 佳帆(2)     50.28 

ｲｲﾀﾞｺｳ ｲｹﾉ ｶﾎ
  411 藤本 遥(2)

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ
  415 小久保 茉耶(3)

ｺｸﾎﾞ ﾏﾔ
  416 宮下 真弥(3)

ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ
 7   3 豊科高  2003 根本 樹(2)     50.85 

ﾄﾖｼﾅｺｳ ﾈﾓﾄ ﾐｷ
 2002 北沢 栞(2)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ
 2004 福田 莉子(2)

ﾌｸﾀﾞ ﾘｺ
 1998 野口 沙彩(3)

ﾉｸﾞﾁ ｻｱﾔ
 8   2 長野日大高   941 山﨑 あみ(3)     50.98 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾐ
  955 兼松 わか菜(3)

ｶﾈﾏﾂ ﾜｶﾅ
  950 下田 花菜(3)

ｼﾓﾀ ﾊﾅ
  954 曽根原 未尋(2)

ｿﾈﾊﾗ ﾐﾋﾛ

4×100m
決勝

女子



予選 4月14日  9:30
決勝 4月14日 16:30

長野県記録(KR)                3:46.50                              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）
長野県高校記録(KR)            3:46.50                              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)                  3:58.27                              東海大諏訪高     2013        
                                      （北岡 依生希・今井 希生・小林 舞香・小林 叶音）

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 松商学園高  1962 友田 有紀(3)   4:09.29 Q  1   3 佐久長聖高  1305 横須賀 玲奈(3)   4:05.69 Q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ
 1974 山口 なず菜(1)  1309 前田 望乃花(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｽﾞﾅ ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ
 1961 内川 未久(3)  1304 深澤 あまね(2)

ｳﾁｶﾜ ﾐｸ ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ
 1969 伊藤 百合菜(2)  1302 橋本 花甫(2)

ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ
 2   7 松本大  9013 児玉 奈美(3)   4:16.11 Q  2   2 長野日大高   954 曽根原 未尋(2)   4:10.38 Q

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ｿﾈﾊﾗ ﾐﾋﾛ
 9019 渡邉 希(4)   945 内山 実音(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ ｳﾁﾔﾏ ﾐｵﾝ
 9016 菅沼 真洸(4)   951 内山 彩夏(3)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ ｳﾁﾔﾏ ｻﾔｶ
 9021 木田 沙耶(3)   950 下田 花菜(3)

ｷﾀﾞ ｻﾔ ｼﾓﾀ ﾊﾅ
 3   1 信州大  9028 長澤 妙(3)   4:20.63  3   6 伊那北高   268 澁谷 果歩(3)   4:18.89 q

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ ｲﾅｷﾀｺｳ ｼﾌﾞﾔ ｶﾎ
 9025 小池 七海(2)   270 星野 陽花里(2)

ｺｲｹ ﾅﾅﾐ ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ
 9024 若松 怜佑(3)   271 長田 鼓美(2)

ﾜｶﾏﾂ ﾘｮｳ ｵｻﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ
 9029 本田 媛海(2)   269 大前 歌音(2)

ﾎﾝﾀﾞ ｴﾐ ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ
 4   3 松本美須々ヶ丘 1839 中島 遙佳(2)   4:22.59  4   8 岩村田高  1281 髙栁 菜乃香(2)   4:21.82 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶｺｳｺｳ ﾅｶｼﾏ ﾊﾙｶ ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾅﾉｶ
 1837 中島 愛(2)  1280 井出 凛生(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾒｸﾞﾐ ｲﾃﾞ ﾘｵ
 1840 一本木 楓(2)  1282 栗田 怜奈(2)

ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ｶｴﾃﾞ ｸﾘﾀ ﾚｲﾅ
 1833 安坂 侑莉菜(3)  1283 田村 菜々香(2)

ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ ﾀﾑﾗ ﾅﾅｶ
 5   2 小諸高  1336 丸山 那菜(3)   4:29.65  5   7 大町岳陽高  1674 長谷尾 彩華(3)   4:23.03 

ｺﾓﾛｺｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅ ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳｺｳ ﾊｾｵ ｱﾔｶ
 1342 中村 睦(2)  1676 樋口 鈴乃(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂﾐ ﾋｸﾞﾁ ﾘﾝﾉ
 1341 小泉 有唯(2)  1677 降幡 茉由(3)

ｺｲｽﾞﾐ ｱｲ ﾌﾙﾊﾀ ﾏﾕ
 1338 宇都宮 悠奈(3)  1687 宮沢 真那果(2)

ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾅｶ
 6   6 三郷中  6721 深尾 美希(2)   4:42.81  6   4 長野商高   822 南澤 胡桃(2)   4:26.88 

ﾐｻﾄﾁｭｳ ﾌｶｵ ﾐｷ ﾅｶﾞﾉｼｮｳｺｳ ﾐﾅﾐｻﾜ ｸﾙﾐ
 6722 唐澤 萌香(2)   853 土屋 槻里子(3)

ｶﾗｻﾜ ﾎﾉｶ ﾂﾁﾔ ｷﾘｺ
 6723 石曽根 成那(2)   851 武田 真奈(3)

ｲｼｿﾞﾈ ｾｲﾅ ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅ
 6724 辻 芽衣(2)   854 弓本 あかり(3)

ﾂｼﾞ ﾒｲ ﾕﾐﾓﾄ ｱｶﾘ
    4 上田高       7   9 松本蟻ヶ崎高  1886 濱 綾華(3)   4:41.64 

ｳｴﾀﾞｺｳ DNS ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ﾊﾏ ｱﾔｶ
 1888 藤村 桃香(2)

ﾌｼﾞﾑﾗ ﾓﾓｶ
 1885 望月 彩加(3)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾔｶ
 1887 飯森 瑠花(2)

ｲｲﾓﾘ ﾙｶ
    8 飯田高          5 長野吉田高      

ｲｲﾀﾞｺｳ DNS ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ DNS

    9 松川高      
ﾏﾂｶﾜｺｳ DNS

女子

4×400m

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



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 上伊那農高   231 林 千尋(3)   4:12.36 Q

ｶﾐｲﾅﾉｳｺｳ ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ
  238 小平 夢加(3)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾒｶ
  234 小山 礼華(3)

ｺﾔﾏ ｱﾔｶ
  236 加藤 こころ(3)

ｶﾄｳ ｺｺﾛ
 2   4 文化学園長野高  996 相澤 こごみ(3)   4:15.44 Q

ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉｺｳ ｱｲｻﾞﾜ ｺｺﾞﾐ
  993 中村 茉椰(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾏﾔ
  992 金井 紅羽(2)

ｶﾅｲ ｸﾚﾊ
  998 能瀬 麗捺(3)

ﾉｾ ﾚｲﾅ
 3   7 松本国際高  1990 小林 あゆみ(3)   4:19.08 q

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ
 1985 柳澤 結月(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂｷ
 2491 栗原 すず(1)

ｸﾘﾊﾗ ｽｽﾞ
 1979 三和 瑠夏(3)

ﾐﾜ ﾙﾅ
 4   3 松本県ヶ丘高  1805 北澤 優里愛(3)   4:22.59 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾘｱ
 1804 高木 陽香(3)

ﾀｶｷﾞ ﾊﾙｶ
 1802 安永 友麻(3)

ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳﾏ
 1810 佐藤 優花(2)

ｻﾄｳ ﾕｳｶ
 5   9 松本深志高  1773 有田 芽生(3)   4:33.82 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼｺｳ ｱﾘﾀ ﾒｲ
 1785 吉川 凜(2)

ﾖｼｶﾜ ﾘﾝ
 1775 小松 雅侑(2)

ｺﾏﾂ ﾐﾕｳ
 1774 宮本 真花(3)

ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅｶ
    5 飯田風越高   447 丸山 いより(2)      

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ DQ
  446 伊藤 優凪(2) T2

ｲﾄｳ ﾕｳﾅ
  464 神部 紫音(3)

ｶﾝﾍﾞ ｼｵﾝ
  463 伊藤 鈴音(3)

ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ
    2 下諏訪向陽高      

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ DNS

    6 長野西高      
ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ DNS

女子

4×400m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 佐久長聖高  1305 横須賀 玲奈(3)   4:04.95 

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ
 1309 前田 望乃花(2)

ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ
 1304 深澤 あまね(2)

ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ
 1302 橋本 花甫(2)

ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ
 2   5 松商学園高  1962 友田 有紀(3)   4:06.75 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ
 1968 伏見 怜奈(2)

ﾌｼﾐ ﾚｲﾅ
 1961 内川 未久(3)

ｳﾁｶﾜ ﾐｸ
 1969 伊藤 百合菜(2)

ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ
 3   7 長野日大高   954 曽根原 未尋(2)   4:08.69 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ｿﾈﾊﾗ ﾐﾋﾛ
  945 内山 実音(3)

ｳﾁﾔﾏ ﾐｵﾝ
  951 内山 彩夏(3)

ｳﾁﾔﾏ ｻﾔｶ
  950 下田 花菜(3)

ｼﾓﾀ ﾊﾅ
 4   4 上伊那農高   231 林 千尋(3)   4:10.22 

ｶﾐｲﾅﾉｳｺｳ ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ
  238 小平 夢加(3)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾒｶ
  236 加藤 こころ(3)

ｶﾄｳ ｺｺﾛ
  235 加藤 ほのか(3)

ｶﾄｳ ﾎﾉｶ
 5   8 文化学園長野高  996 相澤 こごみ(3)   4:13.67 

ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉｺｳ ｱｲｻﾞﾜ ｺｺﾞﾐ
  993 中村 茉椰(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾏﾔ
  992 金井 紅羽(2)

ｶﾅｲ ｸﾚﾊ
  998 能瀬 麗捺(3)

ﾉｾ ﾚｲﾅ
 6   9 松本大  9013 児玉 奈美(3)   4:18.49 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ
 9019 渡邉 希(4)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ
 9016 菅沼 真洸(4)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
 9021 木田 沙耶(3)

ｷﾀﾞ ｻﾔ
 7   3 伊那北高   268 澁谷 果歩(3)   4:25.85 

ｲﾅｷﾀｺｳ ｼﾌﾞﾔ ｶﾎ
  270 星野 陽花里(2)

ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ
  271 長田 鼓美(2)

ｵｻﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ
  269 大前 歌音(2)

ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ
    2 松本国際高  1990 小林 あゆみ(3)      

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ DNS
 1985 柳澤 結月(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂｷ
 2491 栗原 すず(1)

ｸﾘﾊﾗ ｽｽﾞ
 1979 三和 瑠夏(3)

ﾐﾜ ﾙﾅ

女子

4×400m
決勝



決勝 4月13日 10:10

長野県記録(KR)                   1.81 屋ヶ田 直美                  中央大           1984/10/05  
長野県高校記録(KR)               1.77 上原 久美恵                  岡谷東高         1977/10/03  
大会記録(GR)                     1.75 小野 美紗                    日女体大      　 2018        

小林 弓珠(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞ 長野日大高
若林 瑞季(2)
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ 中野立志館高
中島 花梨(2)
ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾘﾝ 市立長野高
宮下 優希菜(2)
ﾐﾔｼﾀ ﾕｷﾅ 文化学園長野高
宇都宮 悠奈(3)
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ 小諸高
岡田 朋佳(2)
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 市立長野高
臼井 花(3)
ｳｽｲ ﾊﾅ 長野日大高
依田 智恵梨(2)
ﾖﾀﾞ ﾁｴﾘ 佐久長聖高
原田 栞里(3)
ﾊﾗﾀﾞ ｼｵﾘ 赤穂中
山田 真菜(3)
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ 長野日大高
細尾 咲衣(3)
ﾎｿｵ ｻｴ 長野日大高
戸谷 はるか(3)
ﾄﾔ ﾊﾙｶ 長野吉田高
長田 美羽(2)
ﾅｶﾞﾀ ﾐｳ 諏訪清陵高
田村 明日香(2)
ﾀﾑﾗ ｱｽｶ 諏訪清陵高
青木 沙絵(3)
ｱｵｷ ｻｴ 篠ﾉ井西中
田中 万葉(2)
ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾊ 市立長野高
今井 歌乃(3)
ｲﾏｲ ｶﾉ 伊那弥生ヶ丘高
池野 佳帆(2)
ｲｹﾉ ｶﾎ 飯田高
奥原 夕奈(3)
ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾅ 木曽青峰高
米山 野乃佳(3)
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 佐久長聖高
成澤 愛(2)
ﾅﾙｻﾜ ﾏﾅ 松商学園高
栗林 月碧(1) NM
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾙﾉｱ 中野立志館高
翠川 明日香(3) DNS
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｱｽｶ 丸子修学館高

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 記録 備考
1 23   958 - - o o o o xxo xo o xxx  1.66

1m58 1m61 1m63 1m66 1m70

 1.55

2 22   923 - - - o o xxx  1.55

2 21   653 - - o o o xxx

4 15   991 o o xo o o xxx

 1.50

5 10  1338 o xo o xo xxo xxx

 1.55

 1.55

 1.50

6 20   920 - o

7 9   943 o o o xo xxx

o o xxx

8 13  1310 - o xo xo xxx

 1.45

9 14  8825 - o o xxo xxx

 1.50

 1.50

 1.45

10 16   947 o o

10 19   942 - o o xxx

o xxx

12 12   774 o o xo xxx

 1.45

12 18    81 o o xo xxx

 1.45

 1.45

 1.45

14 7    80 - xo

15 6  5872 o o xxo xxx

xo xxx

16 4   925 o o xxx

 1.40

16 8   303
o o xxx

 1.40

 1.40

 1.35

18 2   412 xo xo

19 3  1575 o xxx

xxx

19 5  1306 o xxx

     

21 1  1970 xo xxx

 1.35

 1.35

     

17   654 - xxx

11  1381



決勝 4月14日 10:30

長野県記録(KR)                   4.01 前田 朋子                    ヤマトヤＴＣ     2005/08/08  
長野県高校記録(KR)               3.65 原 奈津美                    上伊那農高       2013/09/28  
大会記録(GR)                     3.80 前田 朋子                    中京大           2001        

3m20 3m30 3m40
小林 由依(2) - - - - - - o - o xo
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 下諏訪向陽高 o xxo xxx
有田 芽生(3) - - - - - - o - o xo
ｱﾘﾀ ﾒｲ 松本深志高 xxx
岡田 莉歩(2) - - - - xo xxo o xo xo xxx
ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 軽井沢A&AC
森 奈乃佳(2) - - - o o o o xxo xxx
ﾓﾘ ﾅﾉｶ 長野工高
清水 愛奈(3) - - - o o - xo xxx
ｼﾐｽﾞ ﾏﾕﾅ 高遠高
深尾 美希(2) - o o o xxx
ﾌｶｵ ﾐｷ 三郷中
偆道 心々美(3) - - - o xxx
ｼｭﾝﾄﾞｳ ｺｺﾐ 原中
谷川 慧佳(3) - - o xo xxx
ﾀﾆｶﾜ ｻﾄｶ 山辺中
北澤 咲希(3) - - - xo xxx
ｷﾀｻﾞﾜ ｻｷ 上田第五中
鈴木 天音(3) o o o xxx
ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ 浅間中
児島 里奈(3) - o xxx
ｺｼﾞﾏ ﾘﾅ 山辺中
北原 きらら(3) - xo xxx
ｷﾀﾊﾗ ｷﾗﾗ 辰野高
清水 梨那(3) o xxo xxx
ｼﾐｽﾞ ﾘﾅ 飯田風越高
磯田 梨那(3) xxx NM
ｲｿﾀﾞ ﾘﾅ 飯田風越高
岩下 栞(1) - - - - - xxx NM
ｲﾜｼﾀ ｼｵﾘ 佐久長聖高
田中 愛(3) DNS
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 松本国際高

16  1977      

1   465      

12  2251      

12 5   212  2.00

13 3   466  2.00

10 2  4154  2.20

11 4  7155  2.00

8 7  7158  2.40

8 11  4678  2.40

6 6  6721  2.40

6 8  8691  2.40

4 10   857  2.90

5 14   254  2.80

2 13  1773  3.10

3 9  4239  3.00

記録 備考

1 15   131  3.30

2m70 2m80 2m90 3m00 3m10

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m80 2m00 2m20 2m40 2m60



決勝 4月14日 10:00

長野県記録(KR)                   6.41 湶 純江                      長野スズキ       1976/04/25  
長野県高校記録(KR)               6.06 宮坂 楓                      東海大三高       2010/07/19  
大会記録(GR)                     6.41 湶 純江                      長野ｽｽﾞｷ         1976        

 ３回の
 最高記録

西村 千明(4)   5.27   x   5.34   5.34   5.55  5.55  5.61   5.61 
ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 東学大   -2.1        -2.4   -2.4   +2.4  +0.6  -0.8   -0.8
土屋 ほのか(1)   5.34  5.27  5.22   5.34   5.26  5.47  5.47   5.47 
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 佐久長聖高   -4.3  -4.3  -3.1   -4.3   -1.0  +0.2  +0.9   +0.2
北岡 依生希(2)   4.96   x    -    4.96   5.40   x   5.03   5.40 
ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ 東海大諏訪高   -0.3               -0.3   +1.6        +0.5   +1.6
宮原 凛成(3)   5.26  4.90   x    5.26   5.32  5.25   -    5.32 
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ 坂城中   -1.8  -0.6         -1.8   +1.2  +0.1         +1.2
榊原 南実    x   5.09  4.89   5.09   5.13  5.32  5.24   5.32 
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC         -3.5  -1.2   -3.5   -2.7  -0.9  +0.1   -0.9
鈴木 陽世梨(3)   5.04   x   4.97   5.04    x   5.26  5.27   5.27 
ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ 木曽青峰高   -0.6        -4.2   -0.6         +1.5  +2.6   +2.6
宮澤 香音(2)   4.93  4.62  5.13   5.13   5.25  5.07  5.15   5.25 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 下伊那農高   -1.8  -5.6  -3.8   -3.8   +0.4  +0.0  +1.9   +0.4
牧内 愛実(3)    x    x   5.01   5.01    x   4.62   -    5.01 
ﾏｷｳﾁ ｱﾐ 坂城中               -1.5   -1.5         +0.4         -1.5
長谷尾 彩華(3)   4.61  4.39  4.93   4.93             4.93 
ﾊｾｵ ｱﾔｶ 大町岳陽高   -2.7  -2.9  -0.6   -0.6                      -0.6
吉村 葵(2)   4.92  4.73  4.79   4.92             4.92 
ﾖｼﾑﾗ ｱｵｲ 岡谷東高   +0.7  +2.0  -0.9   +0.7                      +0.7
長澤 妙(3)   4.72  4.90   x    4.90             4.90 
ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ 信州大   -6.1  -3.7         -3.7                      -3.7
山岸 萌香(3)    x   4.87   x    4.87             4.87 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾓｴｶ 飯山高         +1.1         +1.1                      +1.1
宮入 響(3)   4.39  4.56  4.73   4.73             4.73 
ﾐﾔｲﾘ ﾋﾋﾞｷ 長野日大高   -0.6  -1.5  -2.6   -2.6                      -2.6
兼松 わか菜(3)   4.57  4.72   x    4.72             4.72 
ｶﾈﾏﾂ ﾜｶﾅ 長野日大高   -1.6  +0.2         +0.2                      +0.2
酒井 美玲(2)   4.67   x   4.68   4.68             4.68 
ｻｶｲ ﾐﾚｲ 高遠高   -2.3        -4.2   -4.2                      -4.2
今井 美月(3)   4.56  4.67  4.01   4.67             4.67 
ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ 下諏訪向陽高   +1.7  +0.2  -1.6   +0.2                      +0.2
有賀 明子(3)   4.65  4.38  4.51   4.65             4.65 
ｱﾙｶﾞ ｱｷｺ 上田第五中   -3.5  -3.1  -3.9   -3.5                      -3.5
長田 鼓美(2)   4.33  4.63  4.38   4.63             4.63 
ｵｻﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ 伊那北高   +2.1  +3.6  -0.4   +3.6                      +3.6
宮沢 知穂(3)   4.62  4.56  4.31   4.62             4.62 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾁﾎ 長野高専   +2.7  +0.0  -5.5   +2.7                      +2.7
加藤 ほのか(3)   4.36  4.41   x    4.41             4.41 
ｶﾄｳ ﾎﾉｶ 上伊那農高   -3.1  -1.6         -1.6                      -1.6
濵田 みなと(3)   4.06  4.40  4.32   4.40             4.40 
ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅｵ 春富中   -0.9  -6.1  -4.5   -6.1                      -6.1
中村 愛依(2)    x   4.39  4.10   4.39             4.39 
ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 市立長野高         -1.7  -4.6   -1.7                      -1.7
矢島 冴子(3)    x   4.23  4.14   4.23             4.23 
ﾔｼﾏ ｻｴｺ 長野北部中         -3.0  -6.6   -3.0                      -3.0
吉川 円香(2)   4.21  4.05  3.98   4.21             4.21 
ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 諏訪清陵高   +0.9  -2.1  -0.5   +0.9                      +0.9
石井 爽絵(3)   3.92  3.59  4.14   4.14             4.14 
ｲｼｲ ｻｴ 篠ﾉ井西中   -2.1  -0.6  -2.3   -2.3                      -2.3
酒井 珠良(4)    x   4.02   -    4.02             4.02 
ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ 松本大         +0.7         +0.7                      +0.7
丸茂 花愛(2)    x   3.79  3.94   3.94             3.94 
ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ 茅野東部中         -0.2  -3.3   -3.3                      -3.3
佐藤 幸奈(2)    x    x   2.53   2.53             2.53 
ｻﾄｳ ﾕｷﾅ 長野吉田高               -3.9   -3.9                      -3.9
須澤 奏心(3)    x    x    x                   NM
ｽｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 丸ﾉ内中                                                   
牛山 珠莉(1)    x    x    x                   NM
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 東海大諏訪高                                                   
小林 涼美(3)    x    x    -                   NM
ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞﾐ 飯山高                                                   
百瀬 果奈(3)                            DNS
ﾓﾓｾ ｶﾅ 伊那北高                                                   
唐澤 純夏(3)                            DNS
ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ 上伊那農高                                                   

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -6- 記録 備考-3-

27  4735

3 25    29

4 22  4733

5 33

1 31  9042

2 32  2253

 9006

-4- -5-

11 30  9028

6 23  1576

7 26   492

8

9 28  1674

10 16   144

12 8   589

13 10   946

14 20   955

15 4   255

16 11   121

17 13  4675

23 5  5671

18 15   271

19 12  3504

20

21 24  8173

22 3   924

19   235

24 7    77

25 6  5869

26 17  9015

27 1  7872

28 9   760

2  7021

21   232

14    31

29   590

18   267



決勝 4月13日 14:30

長野県記録(KR)                  13.10 三澤 涼子                    ヤマトヤＴＣ     2007/06/30  
長野県高校記録(KR)              12.40 田澤 愛                      松本深志高       2007/10/07  
大会記録(GR)                    12.76 三澤 涼子                    ヤマトヤＴＣ     2002

 ３回の
 最高記録

児玉 菜緒(3)  11.14 10.80 11.33  11.33  11.21 11.09 11.57  11.57 
ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ 上田高   +0.6  +2.7  +2.1   +2.1   +0.5  -1.5  +2.1   +2.1
兼松 わか菜(3)  10.71 11.17   x   11.17  10.87 10.67 11.13  11.17 
ｶﾈﾏﾂ ﾜｶﾅ 長野日大高   +0.9  +2.3         +2.3   +0.4  +0.4  +1.1   +2.3
小林 涼美(3)  10.87 10.44   x   10.87  10.37 10.23 10.30  10.87 
ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞﾐ 飯山高   +2.5  +4.2         +2.5   -0.8  -1.2  +0.0   +2.5
山岸 萌香(3)    x  10.78 10.51  10.78  10.86   x  10.66  10.86 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾓｴｶ 飯山高         +2.1  +0.9   +2.1   +0.4        +1.3   +0.4
唐澤 純夏(3)  10.60 10.36 10.71  10.71  10.42 10.81 10.43  10.81 
ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ 上伊那農高   +2.0  +1.8  +2.5   +2.5   -0.4  +1.3  +1.7   +1.3
吉村 葵(2)  10.14 10.66 10.50  10.66  10.55 10.40 10.03  10.66 
ﾖｼﾑﾗ ｱｵｲ 岡谷東高   +1.5  +1.3  +1.2   +1.3   -0.8  +0.4  +0.7   +1.3
髙橋 雪衣(3)  10.19 10.46 10.24  10.46  10.17 10.64 10.52  10.64 
ﾀｶﾊｼ ﾕｲ 須坂創成高   +3.6  +2.9  +4.1   +2.9   +0.6  +0.7  +0.3   +0.7
木田 沙耶(3)   9.41   x  10.62  10.62    x    x   9.56  10.62 
ｷﾀﾞ ｻﾔ 松本大   -0.2        +1.2   +1.2               -0.6   +1.2
西澤 香  10.29 10.29 10.43  10.43            10.43 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｵﾘ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +0.2  +1.5  +1.7   +1.7                      +1.7
栗空 亜沙美(4)    x    x  10.24  10.24            10.24 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 信州大               +2.5   +2.5                      +2.5
今井 美月(3)  10.23 10.22  9.78  10.23            10.23 
ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ 下諏訪向陽高   +2.2  +0.8  +2.1   +2.2                      +2.2
宮澤 香音(2)  10.21 10.18   x   10.21            10.21 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 下伊那農高   +0.5  +1.0         +0.5                      +0.5
小久保 茉耶(3)   9.50 10.12  9.98  10.12            10.12 
ｺｸﾎﾞ ﾏﾔ 飯田高   +1.9  +0.8  +0.8   +0.8                      +0.8
戸谷 はるか(3)  10.10  9.98 10.01  10.10            10.10 
ﾄﾔ ﾊﾙｶ 長野吉田高   +0.8  +0.8  +2.3   +0.8                      +0.8
篠原 さくら(2)   9.09   x  10.10  10.10            10.10 
ｼﾉﾊﾗ ｻｸﾗ 岡谷東高   +0.4        +2.5   +2.5                      +2.5
古田 真央(3)   9.69   x   9.96   9.96             9.96 
ﾌﾙﾀ ﾏｵ 丸子修学館高   +3.2        +1.5   +1.5                      +1.5
大島 涼香(3)    x    x   9.93   9.93             9.93 
ｵｵｼﾏ ｽｽﾞｶ 信州大               +1.8   +1.8                      +1.8
武田 真奈(3)   9.88   x   9.77   9.88             9.88 
ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅ 長野商高   +1.5        +1.7   +1.5                      +1.5
田村 遥(2)    x   9.60  9.87   9.87             9.87 
ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ 上田高         +0.9  +2.5   +2.5                      +2.5
星野 陽花里(2)    x   9.81  9.29   9.81             9.81 
ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ 伊那北高         +0.2  +2.0   +0.2                      +0.2
藤岡 まそら(2)    x   9.22   x    9.22             9.22 
ﾌｼﾞｵｶ ﾏｿﾗ 飯山高         +1.2         +1.2                      +1.2
小泉 有唯(2)    x    x   9.21   9.21             9.21 
ｺｲｽﾞﾐ ｱｲ 小諸高               -0.4   -0.4                      -0.4
佐藤 幸奈(2)                            DNS
ｻﾄｳ ﾕｷﾅ 長野吉田高                                                   

3   760

21 12   595

22 2  1341

19 7  1422

20 5   270

17 13  9027

18 6   851

15 8   142

16 1  1382

13 4   415

14 9   774

11 10   121

12 16   492

9 17  9005

10 11  9023

7 15   686

8 20  9021

5 19   232

6 14   144

3 23   590

4 21   589

1 18  1415

2 22   955

備考

女子

三段跳

決勝

順位 試技 -3- -4- -5- -6- 記録ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 4月14日 13:45

長野県記録(KR)                  13.70 鷹野 絹子                    東女体大         1980/10/16  
長野県高校記録(KR)              13.65 大矢 結麻                    丸子実高         2006/05/13  
大会記録(GR)                    13.12 大矢 結麻                    丸子実高         2006        

 ３回の
 最高記録

臼井 華(3)
ｳｽｲ ﾊﾅ 更級農高
岩下 早紀(3)
ｲﾜｼﾀ ｻｷ 松本大
田近 嵯季(2)
ﾀﾁﾞｶ ｻｷ 木曽青峰高
溝口 佳歩(3)
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｶﾎ 佐久長聖高
滋田 祐希(2)
ｼｹﾞﾀ ﾕｳｷ 松本大
倉田 紗優加(3)
ｸﾗﾀ ｻﾕｶ 南箕輪中
佐藤 亜海(2)
ｻﾄｳ ｱﾐ 長野南高
髙橋 桃子(3)
ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ 上田高
阿部 佳乃(3)
ｱﾍﾞ ｶﾉ 須坂創成高
城下 琴音(3)
ｼﾞｮｳｼﾀ  ｺﾄﾈ 上田千曲高
二木 愛心(2)
ﾌﾀﾂｷﾞ ｱｺ 松本美須々ヶ丘高
原野 茉優(3)
ﾊﾗﾉ ﾏﾕ 小諸高
小池 明日美(2)
ｺｲｹ ｱｽﾐ 長峰中
安達 朋笑(1)
ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓｴ 上田染谷丘高
小林 明日架(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ 上田東高
田部 亜美花(2)
ﾀﾍﾞ ｱﾐｶ 長野日大高
栗田 怜奈(2)
ｸﾘﾀ ﾚｲﾅ 岩村田高

女子

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -6- 備考

1 17  2141  11.23 11.22 11.20  11.23

 10.14  10.14  10.10 10.01

-4- -5-

 11.00 11.05

-1- -2- -3-

 11.99 11.99 

記録

 10.57 10.57 

3 12  1578  10.10 10.02 10.03  10.10  10.23 10.35  9.93 10.35 

2 13  9010   9.91 10.01

 10.13  9.63 10.19 

4 16  1301   9.80  9.51  9.88   9.88   9.70 10.22 

5 15  9014   9.45  9.70 10.11  10.11  10.19

 10.22 10.03

  9.83  9.94 

   8.51   7.87  8.12  7.85  8.51 

6 14  8051   9.94  9.85  8.47   9.94   9.42  9.63

7 10   896   7.88  8.51  8.29

  7.35  8.46 

9 7   690   7.46  7.24  8.27   8.27            8.27 

8 9  1414   7.95  7.77  8.29   8.29   8.46   x

        8.07 

10 5  1490   7.03  7.65  8.15   8.15      8.15 

11 11  1838   6.94  7.84  8.07   8.07    

   7.96       

      

     7.96 

   7.83            7.83 

 1454   7.59  6.81

12 3  1335   7.63  7.77  7.96

  7.12

17 1  1282
  6.46  7.12   -    7.12    

13 8  7844   6.89  7.83  7.54

15 6  1436   7.29  6.69  7.52   7.52    

14 4

16 2   962   7.27  6.73  6.77   7.27      7.27       

   7.59       

        7.12 

     7.59 

        7.52 



決勝 4月13日 12:35

長野県記録(KR)                  45.73 中島 沙織                    国士舘大         2008/08/30  
長野県高校記録(KR)              44.69 中島 未歩                    丸子修学館高     2010/10/01  
大会記録(GR)                    42.02 倉井 恵子                    東女体大         1977        

 ３回の
 最高記録

溝口 佳歩(3)
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｶﾎ 佐久長聖高
小林 幸音(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾈ 飯山高
坂井 美藍(3)
ｻｶｲ ﾐｱｲ 上田染谷丘高
柄澤 真野
ｶﾗｻﾜ ﾏﾔ FIVETOOL
臼井 華(3)
ｳｽｲ ﾊﾅ 更級農高
小林 明日架(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ 上田東高
佐藤 亜海(2)
ｻﾄｳ ｱﾐ 長野南高
今野 瑠奈(2)
ｺﾝﾉ ﾙﾅ 野沢南高
澤崎 恵未
ｻﾜｻﾞｷ ｴﾐ 信大医陸
城下 琴音(3)
ｼﾞｮｳｼﾀ  ｺﾄﾈ 上田千曲高
田近 嵯季(2)
ﾀﾁﾞｶ ｻｷ 木曽青峰高
犬飼 楓(3)
ｲﾇｶｲ ｶｴﾃﾞ 小諸高
阿部 佳乃(3)
ｱﾍﾞ ｶﾉ 須坂創成高
藤田 萌愛(3)
ﾌｼﾞﾀ ﾓｴ 上田染谷丘高
森 奈乃佳(2)
ﾓﾘ ﾅﾉｶ 長野工高
菅原 愛星(3)
ｽｶﾞﾊﾗ ﾏﾅｾ 梓川高
井川 遥菜(3) NM
ｲｶﾞﾜ ﾊﾙﾅ 信州大
丸山 香奈恵(3) DNS
ﾏﾙﾔﾏ ｶﾅｴ 大町岳陽高

女子

円盤投(1.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 備考

1 18  1301    x  34.98 34.29  34.98  30.14

-2- -3-

 34.98 

記録

 27.49 34.89

-4- -5- -6-

 31.51 32.65

2 17   591  32.91 30.00 33.65  34.46 34.89 

3 15  1476  34.25 31.64

4 13  9000  30.30 28.20 31.83    x  31.83 

 34.37  34.37  31.96 34.01 29.97 34.37 

  31.83  31.27   x

  33.65

 24.33  24.54    x  27.22 30.07 30.07 

  29.10  25.68 28.38 25.49  27.57 29.10 

5 16  2141  24.54 23.46

6 9  1436  29.10 25.70

 26.18  26.40  26.33 26.87 25.82 26.87 

  24.83  26.40 26.47 24.83  21.78 26.47 

7 12   896  24.16 26.40

8 7  1254  23.25 23.40

 19.41  24.31           24.31 

  24.00        22.93     24.00 

9 10  9032  20.37 24.31

10 5  1490  21.56 24.00

 23.54  23.54           23.54 

  21.60        21.60     21.60 

11 8  1578  22.30 21.87

12 3  1337  17.36 21.28

 17.96  19.91           19.91 

  19.89          x     19.89 

13 6   690  19.91 19.11

14 2  1480  19.89   x

15 1   857  17.69 19.01

             

16 4  1748  17.49   x  15.83

 18.57  19.01           19.01 

  17.49       

   

    17.49 

11  9022
   x    x    x     

       14  1681                 



決勝 4月13日 15:15

長野県記録(KR)                  60.40 中島 未歩                    上田陸協         2016/07/10  
長野県高校記録(KR)              44.45 中島 未歩                    丸子修学館高     2010/10/03  
大会記録(GR)                    54.68 中島 未歩                    上田陸協         2016        

 ３回の
 最高記録

中島 未歩
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾎ 飯田病院
小林 幸音(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾈ 飯山高
渡利 美穂(3)
ﾜﾀﾘ ﾐﾎ 更級農高
坂井 美藍(3)
ｻｶｲ ﾐｱｲ 上田染谷丘高
荒井 葵凪(2)
ｱﾗｲ ｷﾅｷﾞ 松本大
坂爪 愛栞(2)
ｻｶﾂﾒ ﾏﾅｶ 長野西高
菅原 愛星(3)
ｽｶﾞﾊﾗ ﾏﾅｾ 梓川高
神頭 那奈(3)
ｺｳｽﾞ ﾅﾅ 長野西高
酒井 美咲(3)
ｻｶｲ ﾐｻｷ 丸子修学館高
粟野原 瑠々子(2)
ｱﾜﾉﾊﾗ ﾙﾙｺ 長野西高
井川 遥菜(3)
ｲｶﾞﾜ ﾊﾙﾅ 信州大
中静 美憂(3)
ﾅｶｼｽﾞ ﾐﾕｳ 須坂高
弓本 あかり(3)
ﾕﾐﾓﾄ ｱｶﾘ 長野商高
丸山 香奈恵(3) DNS
ﾏﾙﾔﾏ ｶﾅｴ 大町岳陽高
若林 咲理菜(3) DNS
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾘﾅ 上伊那農高

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-

  43.06    x  43.06  42.53 38.74

-4- -5- -6- 記録

 51.94

備考

1 15  9043  47.09   x  50.73  50.73  49.83 49.85

-3-

 51.94 

5 13  9011  33.54   x    x

2 14   591  39.17 42.65 43.06

   x  37.61 

  33.54  34.84 37.45   x

3 12  2142    x  37.00 36.53  37.00    x

 37.45 

4 11  1476    x  27.98 34.26  34.26  32.38 37.61

   x  41.16 41.16 

 32.42 33.77 

7 10  1748  29.12 31.55   x   31.55  31.09 31.37 33.07 33.07 

6 9   804  33.48 31.49 33.77  33.77  28.66 30.73

       30.08 

8 5   800    x  22.93 30.91  30.91  27.12 30.91 

9 6  1383  30.08 29.39   x   30.08    

 25.08 29.81

    29.99 

  29.47           29.47 

10 7   805    x  29.14 29.99  29.99       

11 1  9022  28.08 29.47   x

    25.39 

13 2   854  19.72 22.35 21.50  22.35           22.35 

12 3   734  25.39 22.98 25.25  25.39       

          

4  1681                     

8   240                 

      



決勝 4月14日 11:45

長野県記録(KR)                  57.17 山本 晴美                    長野市陸協       2001/06/08  
長野県高校記録(KR)              50.93 湯本 珠実                    松商学園高       2017/10/08  
大会記録(GR)                    51.07 井口 華穂                    新潟医福大       2017        

 ３回の
 最高記録

井口 華穂(M) 大会新
ｲｸﾞﾁ ｶﾎ 新潟医福大
濵 麗
ﾊﾏ ｳﾗﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC
湯本 珠実(2)
ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 新潟医福大
犬飼 楓(3)
ｲﾇｶｲ ｶｴﾃﾞ 小諸高
北野 緋菜(1)
ｷﾀﾉ ﾋﾅ 新潟医福大
松本 優花(3)
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｶ 更級農高
小野塚 未夏(4)
ｵﾉﾂﾞｶ ﾐｶ 信州大
小松 葉月(3)
ｺﾏﾂ ﾊﾂﾞｷ 赤穂高
林 実玲(3)
ﾊﾔｼ ﾐﾚｲ 野沢北高
原野 茉優(3)
ﾊﾗﾉ ﾏﾕ 小諸高
鈴木 香琳(2)
ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 宇都宮大
今野 瑠奈(2)
ｺﾝﾉ ﾙﾅ 野沢南高
山田 真菜(3)
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ 長野日大高
大前 歌音(2)
ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ 伊那北高
横田 和沙(3)
ﾖｺﾀ ﾅｷﾞｻ 松代高
田部 亜美花(2)
ﾀﾍﾞ ｱﾐｶ 長野日大高
岡田 朋佳(2)
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 市立長野高
金子 莉彩(2)
ｶﾈｺ ﾘｻ 長野吉田高
青柳 真里奈(2)
ｱｵﾔｷﾞ ﾏﾘﾅ 松本美須々ヶ丘高
藤田 萌愛(3)
ﾌｼﾞﾀ ﾓｴ 上田染谷丘高
成澤 愛(2)
ﾅﾙｻﾜ ﾏﾅ 松商学園高
有賀 琳瑚(2)
ｱﾙｶﾞ ﾘﾝｺﾞ 岡谷東高
萩原 麗(3)
ﾊｷﾞﾜﾗ ｳﾗﾗ 小諸高
小林 ひかる(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾙ 梓川高
淀 日南子(3)
ﾖﾄﾞ ﾋﾅｺ 市立長野高
瀬戸 愛果(3) DNS
ｾﾄ ﾏﾅｶ 上田高
澤崎 恵未 DNS
ｻﾜｻﾞｷ ｴﾐ 信大医陸

          

3  1418                     

6  9032                 

      

    23.07 

25 1   918  20.95   x  21.34  21.34           21.34 

24 4  1737  22.31 21.74 23.07  23.07       

    25.13 

  25.01           25.01 

22 10   143  24.85   x  25.13  25.13       

23 5  1339    x  25.01   x

       25.52 

20 7  1480    x  26.51 25.89  26.51     26.51 

21 2  1970  25.52 23.73 24.17  25.52    

      

    27.65 

19 13  1836  27.40 23.33 26.63  27.40           27.40 

18 12   759  27.65   x  25.32  27.65       

    28.19 

  27.96           27.96 

16 9   962  28.19 20.46 24.56  28.19       

17 14   920
   x  26.44 27.96

       28.23 

14 8   269  26.40 27.15 30.13  30.13     30.13 

15 17  1131  22.91 28.23   -   28.23    

      

    32.53 

13 15   947    x  30.25 29.99  30.25           30.25 

12 16  1254  29.64 32.53 31.91  32.53       

    34.23 

  34.06           34.06 

10 19  1335  34.23 29.72 32.19  34.23       

11 20  9008  32.68 31.67 34.06

 38.30

       34.46 

8 11   362  35.53 36.04 32.40  36.04  33.23 36.04 

9 18  1223  33.90 33.06 34.46  34.46    

 31.68   x

 45.55 45.70 46.45 

 38.63 39.46 

7 21  9026  34.05 36.99 33.57  36.99  36.30   -    -  36.99 

6 22  2143  33.06 38.07 38.34  38.34  39.46

 38.74 42.59 

  40.35  37.99 39.89   x

3 25  9037  42.81 46.45 44.26  46.45  45.58

 40.35 

4 26  1337  38.11 36.08 37.79  38.11  36.44 42.59

5 23  9038  39.90 40.35   x

2 24  9007  47.09 47.96   x

備考

1 27  9033  47.51 48.25 51.39  51.39  51.20   x

-3-

 51.39 

  47.96  46.83 47.96  45.49 47.69

-4- -5- -6- 記録

 47.29

女子

やり投(600g)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-
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