
大会コード 19170524

： ２０１９年８月３１日(土) －９月１日(日)
： 長野市営陸上競技場（競技場コード 172070）
： 北信地区陸上競技協会　長野市陸上競技協会
： 長野市・長野市教育委員会

(公財)長野市スポーツ協会・信濃毎日新聞社
(公財)信毎文化事業財団・(一財)長野陸上競技協会

： 小林 靖志
： 小林 幸太郎 (トラック)　有賀 大成 (跳躍)　 小林 至 (投てき)　
： 瀧沢 佳生

■グラウンドコンディション
8月31日(土) 9月1日(日)

■この大会で樹立された記録

①富山 萌衣 (3②宮原 凛成 (3)
③宮下 留花 (3④牧内 愛実 (3)

①富山 萌衣 (3②宮原 凛成 (3)
③宮下 留花 (3④牧内 愛実 (3)

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

■失格の略号の説明
故意にハードルを倒した (R168-7b)
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
バトンを手以外で運んだ(R170-6)

後 援

総 務
審 判 長
記録・情報主任

時刻 天候

第61回北信地区陸上競技選手権大会

記 録 集
期 日
会 場
主 催

(m/s) (℃) (%)
風向 風速 気温 湿度

(m/s) (℃) (%)
風向 風速 気温 湿度時刻 天候

08:30 曇り 北北西 1.1 23.0 75.009:00 晴れ 東 1.1 26.2 60.0
09:00 雨 東南東 0.9 23.2 74.010:00 晴れ 東南東 1.9 27.1 54.0
10:00 曇り 南南西 0.7 24.1 71.011:00 晴れ 南南東 1.2 28.0 53.0
11:00 曇り 南南東 1.1 25.4 59.012:00 曇り 東南東 1.9 28.8 54.4
12:00 曇り 東南東 1.8 26.1 55.013:00 曇り 東北東 2.5 29.4 53.0
13:00 曇り 北東 1.6 27.1 55.014:00 曇り 北北東 3.2 29.5 51.0
14:00 曇り 北北東 1.1 27.3 56.015:00 曇り 北北東 3.1 28.4 52.0

16:00 曇り 北北東 1.5 26.7 57.0
15:00 曇り 北北東 2.1 27.2 57.0

氏名(学年) 所属 従来の記録チーム名 ﾒﾝﾊﾞｰ(学年)
8月31日 大会新 中学女子 4x100m 予選

日付 記録の種類 クラス 種目 ラウンド 記録

50.37 坂城中 50.69

8月31日 大会新 中学女子 走幅跳 決勝 5.45 宮原 凛成 (3) 坂城中 5.41
8月31日 大会新 男子 100m 予選 10.60 松橋 大夢 (4) 国士大 10.65
8月31日 大会新 中学女子 4x100m 決勝 50.48 坂城中 50.69

9月1日 大会新 中学男子 3000m 決勝 9:13.84 和田 瑛登 (3) 戸倉上山田中 9:17.88
宮﨑 蒼也 (3) 屋代中 9:17.88

9月1日 大会新 中学男子 110mH 予選 14.53 小池 集万 (3)
9月1日 大会新 中学男子 3000m 決勝 9:14.45

15.22

〇 ✖ － ｒ

犀陵中 15.01
9月1日 大会新 中学女子 100mH 決勝 15.21 千野 里花 (3) 山ノ内中
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第61回北信地区陸上競技選手権大会 ﾄﾗｯｸ審判長 小林 幸太郎

【開催日】 2019年8月31日(土)～9月1日(日) 跳躍審判長 有賀 大成
【主催団体】 北信地区陸上競技協会 投てき審判長 小林 至

記録･情報主任 瀧沢 佳生

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子 【競技場】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

 8/31 女子  +4.9 木田 沙耶 12.61 上垣外 奈緒(1) 12.74 唐澤 花実(3) 12.88 加藤 詩萌(2) 12.89 河田 璃音(3) 12.97 永原 朱夏(1) 13.17 田中 万葉(2) 13.21

100m 松本大 長野西高 市立長野高 長野県立大 市立長野高 長野県立大 市立長野高

 9/ 1  +1.0 滝澤 朱(1) 25.97 唐澤 花実(3) 26.38 水元 叶(1) 26.57 加藤 詩萌(2) 27.26 坂田 栞菜(2) 27.38 中村 茉椰(2) 27.41 内藤 理木(1) 27.44 栁澤 志帆(2) 28.45

200m 須坂創成高 市立長野高 市立長野高 長野県立大 長野高 文化学園長野高 長野日大高 須坂創成高

 8/31 小池 愛美(1) 1:00.27 宮岡 万優莉(1) 1:01.59 曽根原 未尋(2) 1:02.03 南澤 胡桃(2) 1:02.34 滝澤 朱(1) 1:05.32 藤岡 まそら(2) 1:06.69 佐藤 遥菜(2) 1:07.52 髙野 華純(2) 1:08.56

400m 長野日大高 市立長野高 長野日大高 長野商高 須坂創成高 飯山高 須坂高 長野西高

 9/ 1 金井 紅羽(2) 2:34.21 山本 満里奈(2) 2:35.88 髙森 唯花(1) 2:36.35 西崎 楓音(1) 2:36.98 髙野 真未(1) 2:47.06 岡 杏奈(1) 2:49.53 小林 妃莉(1) 2:51.76 松田 ゆうか(1) 2:52.41

800m 文化学園長野高 長野西高 長野吉田高 長野吉田高 長野西高 須坂東高 市立長野高 市立長野高

 8/31 高木 更紗(3) 4:36.09 五味 叶花(2) 4:37.54 宮澤 実亜(1) 4:53.64 竹岡 紗代(1) 5:02.34 和田 美沙妃(3) 5:07.85 西崎 楓音(1) 5:19.95 丸山 夏乃(1) 5:22.38 高相 玲那(1) 5:28.91

1500m 長野東高 長野東高 長野東高 長野日大高 長野東高 長野吉田高 飯山高 中野立志館高

 9/ 1 髙野 美穂(2) 9:53.85 仁科 玲美(3) 9:59.79 渡邉 葵(1) 10:27.62 北沢 凜夏(3) 10:43.62 臼井 夏海 10:48.80 桑原 実世(2) 10:49.02 山崎 吏桜(2) 11:04.96 田中 聖(2) 11:07.83

3000m 長野日大高 川中島中 長野日大高 川中島中 中野市陸協 戸倉上山田中 木島平中 三陽中

 9/ 1  +1.8 永原 朱夏(1) 15.77 宮下 華乃(2) 16.00 平林 真奈(1) 16.63 岡田 朋佳(2) 16.73 宮城 吉乃(1) 17.23 澁谷 美帆(2) 17.70

100mH(0.838m) 長野県立大 長野吉田高 長野吉田高 市立長野高 飯山高 長野吉田高

 9/ 1 南澤 胡桃(2) 1:09.41 宮下 華乃(2) 1:09.62 澁谷 美帆(2) 1:12.18 田中 愛珠(2) 1:13.16 佐藤 遥菜(2) 1:15.00

400mH(0.762m) 長野商高 長野吉田高 長野吉田高 須坂高 須坂高

 8/31 市立長野高       50.65 長野日大高       51.58 長野吉田高       52.57 長野西高       52.61 中野立志館高       52.88 長野商高       53.78 長野清泉高       57.06
4×100m 田中 万葉(2) 永原 柚凪(1) 澁谷 美帆(2) 粟野原 瑠々子(2) 竹内 海月(1) 宮崎 若奈(1) 吉原 紗英(2)

唐澤 花実(3) 小池 愛美(1) 宮下 華乃(2) 上垣外 奈緒(1) 佐藤 里桜(1) 山本 愛華(1) 関 あおい(1)

水元 叶(1) 内藤 理木(1) 金子 莉彩(2) 髙野 華純(2) 浦山 紗季(1) 池田 楓香(1) 宮﨑 愛美(1)

宮岡 万優莉(1) 曽根原 未尋(2) 佐藤 幸奈(2) 山本 満里奈(2) 栗林 月碧(1) 南澤 胡桃(2) 粂井 菜那(2)

 9/ 1 市立長野高     4:17.66 長野吉田高     4:23.99 三陽中     4:27.86 長野西高     4:31.16
4×400m 宮岡 万優莉(1) 平林 真奈(1) 渡辺 彩那(2) 上垣外 奈緒(1)

髙橋 結愛(1) 金子 莉彩(2) 飯島 空(3) 粟野原 瑠々子(2)

中村 來央(1) 澁谷 美帆(2) 佐野坂 ひかり(2) 坂爪 愛栞(2)

水元 叶(1) 宮下 華乃(2) 峯岸 羽那(3) 髙野 華純(2)

 9/ 1 岡田 朋佳(2) 1.60 若林 瑞希(2) 中野立志館高 1.55 宮﨑 愛美(1) 1.50 田中 万葉(2) 市立長野高 1.40 赤久保 ひかる(1) 1.40

走高跳 市立長野高 小林 弓珠(1) 長野日大高 長野清泉高 栗林 月碧(1) 中野立志館高 中野立志館高

 8/31 森 奈乃佳(2) 2.80 松田 ゆうか(1) 2.40 大西 早紀(1) 2.10 上野 桃香(2) 1.80 佐藤 里桜(1) 1.70 赤久保 ひかる(1) 1.70

棒高跳 長野工高 市立長野高 長野工高 文化学園長野高 中野立志館高 中野立志館高

 8/31 榊原 南実 5.34(-0.3) 佐藤 里桜(1) 5.07(0.0) 山岸 萌香(3) 4.86(-0.5) 宮沢 知穂(3) 4.75(-0.6) 粂井 菜那(2) 4.74(0.0) 宮﨑 夏希(1) 4.68(+1.1) 中村 來央(1) 4.67(+2.1) 上垣外 奈緒(1) 4.50(-0.7)

走幅跳 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 中野立志館高 飯山高 長野高専 長野清泉高 長野南高 市立長野高 長野西高

 9/ 1 木田 沙耶 10.98(-0.1) 山岸 萌香(3) 10.67(+0.5) 宮下 優希菜(2)10.52(+1.2) 西澤 香 10.39(+0.7) 栗林 月碧(1) 10.35(+1.0) 佐藤 幸奈(2) 10.16(+0.1) 宮沢 知穂(3) 9.97(+0.8) 藤岡 まそら(2) 9.88(+0.4)

三段跳 松本大 飯山高 文化学園長野高 ターミガンズ長野 中野立志館高 長野吉田高 長野高専 飯山高

 9/ 1 永原 璃桜(1) 11.20 松林 萌(1) 10.20 佐藤 亜海(2) 8.27 髙橋 ほのか(2) 7.44 田中 琴和(2) 7.22 渡邉 彩葉(1) 5.57

砲丸投(4.000kg) 長野高専 長野東高 長野南高 長野日大高 中野西高 長野商高

 8/31 永原 璃桜(1) 29.14 佐藤 亜海(2) 28.85 坂爪 愛栞(2) 26.68 粟野原 瑠々子(2) 23.04 小林 朋子(1) 20.18

円盤投(1.000kg) 長野高専 長野南高 長野西高 長野西高 飯山高

 9/ 1 坂爪 愛栞(2) 33.29 粟野原 瑠々子(2) 31.85 小林 朋子(1) 24.92 福田 彩南(2) 18.46 春日 月奈(2) 14.09

ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg) 長野西高 長野西高 飯山高 長野商高 長野商高

 8/31 横田 和沙(3) 36.48 岡田 朋佳(2) 35.46 竹内 海月(1) 34.70 山口 みか(2) 31.65 酒井 和叶(2) 30.40 金子 莉彩(2) 29.91 田部 亜美花(2) 27.07 松林 萌(1) 27.00

やり投(600g) 松代高 市立長野高 中野立志館高 市立長野高 須坂東高 長野吉田高 長野日大高 長野東高

 8/31 中学女子  +2.8 牧内 愛実(3) 12.94 山岸 音葉(1) 12.95 富山 萌衣(3) 13.30 金子 亜瑠(1) 13.32 小河原 望(2) 13.49 丸山 姫來(1) 13.74 小林 姫帆(1) 13.78 須江 一樺(1) 14.11

100m 坂城中 篠ノ井東中 坂城中 坂城中 戸倉上山田中 柳町中 山ノ内中 信大附属長野中

 9/ 1  -1.3 牧内 愛実(3) 27.01 宮原 凛成(3) 27.58 千野 里花(3) 28.00 倉田 乃綾(2) 28.00 小河原 望(2) 28.22 酒井 明日美(3) 28.62 春原 菜々子(2) 28.97 斉藤 彩乃(2) 29.22

200m 坂城中 坂城中 山ノ内中 山ノ内中 戸倉上山田中 小布施中 篠ノ井西中 戸倉上山田中

 8/31 倉田 乃綾(2) 1:04.37 山﨑 吏桜(2) 1:04.48 桑原 実世(2) 1:05.34 渡辺 彩那(2) 1:05.73 斉藤 彩乃(2) 1:07.88 武田 怜子(2) 1:07.91

400m 山ノ内中 木島平中 戸倉上山田中 三陽中 戸倉上山田中 高社中

 9/ 1 峯岸 羽那(3) 2:29.34 渡辺 彩那(2) 2:35.13 飯島 空(3) 2:36.18 竹内 明里(2) 2:36.86 宮﨑 由來(2) 2:39.62 山田 捺葵(2) 2:40.04 田中 碧(2) 2:41.76 西川 侑花(1) 2:42.07

800m 三陽中 三陽中 三陽中 中野平中 東北中 高社中 川中島中 更北中

 8/31 峯岸 羽那(3) 5:12.03 宮島 永真(3) 5:17.44 長井 彩華(2) 5:24.11 飯島 空(3) 5:31.52 佐野坂 ひかり(2) 5:32.86 井澤 心和(1) 5:34.50 中山 由梨(2) 5:37.92 本藤 万穗子(1) 5:40.20

1500m 三陽中 更北中 墨坂中 三陽中 三陽中 飯綱中 飯綱中 飯綱中

 9/ 1  +1.7 千野 里花(3) 15.21 春日 そら(2) 16.15 富井 詩子(2) 16.95 小林 凜(3) 17.67 長谷部 千恵(1) 17.68 淀 果南実(2) 17.68 岩下 優奈(2) 18.09 新田 若奈(2) 18.32

100mH(0.762-8.0m) 山ノ内中 GR 篠ノ井西中 野沢温泉中 裾花中 柳町中 更北中 裾花中 更北中



第61回北信地区陸上競技選手権大会 ﾄﾗｯｸ審判長 小林 幸太郎

【開催日】 2019年8月31日(土)～9月1日(日) 跳躍審判長 有賀 大成
【主催団体】 北信地区陸上競技協会 投てき審判長 小林 至

記録･情報主任 瀧沢 佳生

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子 【競技場】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

 8/31 坂城中       50.48 戸倉上山田中       55.09 篠ノ井西中       55.38 山ノ内中       56.33 川中島中       56.41 櫻ヶ岡中       56.53 信大附属長野中      56.60 東北中       56.60
4×100m 富山 萌衣(3) GR 桑原 実世(2) 中島 梨沙(2) 児玉 桃奈(1) 早川 凛(1) 宮澤 美玖(2) 林 百華(2) 川口 葵(1)

宮原 凛成(3) 小河原 望(2) 春日 そら(2) 倉田 乃綾(2) 渡辺 碧羽(2) 小林 由來(2) 上條 夏朋(1) 荒井 美海(1)

宮下 留花(3) 森 胡都菜(2) 春原 菜々子(2) 小林 姫帆(1) 太田 美緖(2) 武田 明希(2) 須江 一樺(1) 能瀬 澄麗(1)

牧内 愛実(3) 斉藤 彩乃(2) 德竹 華歩(1) 尾池 文(1) 本道 維乃(2) 大久保 佑南(1) 中村 朱里(2) 宮﨑 由來(2)

 9/ 1 田中 笙奈(3) 1.45 小森 玲那(1) 1.35 堀内 陽花(2) 1.30 西 真優花(1) 1.30 宮尾 明日香(1) 1.25 丸山 星花里(1) 1.25 青木 ももな(2) 1.25 中西 絢香(1) 1.25

走高跳 南宮中 高社中 篠ノ井西中 櫻ヶ岡中 長野北部中 更北中 川中島中 長野東部中

泉 玲奈(2)

須坂東中

 8/31 宮原 凛成(3) 5.45(+0.5) 宮下 留花(3) 5.19(+1.2) 矢島 冴子(3) 4.91(+0.3) 吾妻 恭佳(1) 4.90(+0.8) 有馬 希美佳(3) 4.87(+0.9) 櫻井 菜央(2) 4.57(+0.4) 日比 咲杏(1) 4.55(+1.4) 本道 維乃(2) 4.54(+1.1)

走幅跳 坂城中 GR 坂城中 長野北部中 坂城中 裾花中 相森中 櫻ヶ岡中 川中島中

 9/ 1 小柳 夏菜(3) 12.29 松林 彩(2) 11.40 小山 莉穂(3) 10.95 竹内 涼(3) 9.16 月岡 こまち(3) 9.14 山田 柚葵(3) 8.76 山本 実夢(2) 8.75 堀 愛美(2) 7.73

砲丸投(2.721kg) 七二会中 七二会中 相森中 南宮中 栄中 高社中 犀陵中 犀陵中

 9/ 1 小山 莉穂(3) 25.54 小柳 夏菜(3) 21.25 月岡 こまち(3) 20.98

円盤投(1.000kg) 相森中 七二会中 栄中

 8/31 関 穂乃佳(3) 36.48 小林 姫帆(1) 33.36 矢島 冴子(3) 32.56 堀 愛美(2) 29.22 青木 菜那(3) 28.41 松林 彩(2) 27.58 片桐 由佳理(2) 25.46 赤久保 はづき(3) 25.30

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 山ノ内中 山ノ内中 長野北部中 犀陵中 七二会中 七二会中 長野東部中 高社中

 8/31 小学女子 坂城JAC       58.09 NDFｼﾞｭﾆｱ     1:00.21 日滝小     1:00.65 長野市陸上教室    1:01.12 木島平小     1:03.98
4×100m 竜田 唯花(4) 荻原 綾美(6) 市川 真菜(6) 櫻庭 遥(6) 浦山 瑠乃羽(6)

大熊 杏美(6) 工藤 ささら(6) 宮尾 蓮愛(6) 新井 愛里奈(4) 小林 鈴歩(6)

早野 優空(4) 関 柊来(6) 進藤 杏菜(6) 若田 香澄(6) 添田 春佳(6)

山下 結衣(4) 山嵜 彩加(6) 小山 侑月(6) 斉藤 奏(6) 阿部 結奈(5)



予選 8月31日 13:20
決勝 8月31日 14:45

長野県記録(KR)                  11.56 宮澤 有紀                    富山大           2015/07/12  
大会記録(GR)                    12.2  村沢 順子                    長野西高         1967        

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 +2.7

 1 綿貫 寧(2)     12.37 Q  1 上垣外 奈緒(1)     12.92 Q
ﾜﾀﾇｷ ﾈｲ 市立長野高 ｶﾐｶﾞｲﾄ ﾅｵ 長野西高

 2 木田 沙耶     12.91 Q  2 唐澤 花実(3)     13.21 Q
ｷﾀﾞ ｻﾔ 松本大 ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 市立長野高

 3 髙藤 世那(1)     13.61  3 永原 朱夏(1)     13.27 q
ﾀｶﾄｳ ｾﾅ 長野日大高 ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ 長野県立大

 4 栁澤 志帆(2)     13.71  4 田中 万葉(2)     13.35 q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾎ 須坂創成高 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾊ 市立長野高

 5 永原 可那(2)     14.03  5 岩﨑 結月(1)     14.23 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｶﾅ 市立長野高 ｲﾜｻｷ ﾕﾂﾞｷ 須坂創成高

 6 佐藤 日和(1)     14.39   中島 花梨(2)      
ｻﾄｳ ﾋﾖﾘ 屋代高 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾘﾝ 市立長野高

 7 宮城 吉乃(1)     14.44   吉原 紗英(2)      
ﾐﾔｷﾞ ﾖｼﾉ 飯山高 ﾖｼﾊﾗ ｻｴ 長野清泉高

[ 3組] 風速 +3.2

 1 河田 璃音(3)     12.99 Q
ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 市立長野高

 2 加藤 詩萌(2)     13.05 Q
ｶﾄｳ ｼﾎ 長野県立大

 3 山岸 萌香(3)     13.44 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾓｴｶ 飯山高

 4 髙橋 結愛(1)     13.57 
ﾀｶﾊｼ ﾕｱ 市立長野高

 5 保科 真歩(2)     13.85 
ﾎｼﾅ ﾏﾎ 長野吉田高

 6 宮崎 若奈(1)     14.22 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾜｶﾅ 長野商高

風速 +4.9

 1 木田 沙耶     12.61 
ｷﾀﾞ ｻﾔ 松本大

 2 上垣外 奈緒(1)     12.74 
ｶﾐｶﾞｲﾄ ﾅｵ 長野西高

 3 唐澤 花実(3)     12.88 
ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 市立長野高

 4 加藤 詩萌(2)     12.89 
ｶﾄｳ ｼﾎ 長野県立大

 5 河田 璃音(3)     12.97 
ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 市立長野高

 6 永原 朱夏(1)     13.17 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ 長野県立大

 7 田中 万葉(2)     13.21 
ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾊ 市立長野高

  綿貫 寧(2)      
ﾜﾀﾇｷ ﾈｲ 市立長野高

8月31日 13:20

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

風速 +3.2

 1 長村 紋     12.67 
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予選 9月1日 11:15
決勝 9月1日 13:00

長野県記録(KR)                  23.73 今井 沙緒里                  飯田病院         2017/06/24  
大会記録(GR)                    25.48 加藤 詩萌                    長野日大高       2017        

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +0.5

 1 水元 叶(1)     26.95 Q  1 滝澤 朱(1)     26.33 Q
ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾅｳ 市立長野高 ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ 須坂創成高

 2 唐澤 花実(3)     27.12 Q  2 坂田 栞菜(2)     27.49 Q
ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 市立長野高 ｻｶﾀ ｶﾝﾅ 長野高

 3 内藤 理木(1)     27.53 q  3 中村 茉椰(2)     27.71 q
ﾅｲﾄｳ ﾘｺ 長野日大高 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾔ 文化学園長野高

 4 加藤 詩萌(2)     27.59 q   綿貫 寧(2)      
ｶﾄｳ ｼﾎ 長野県立大 ﾜﾀﾇｷ ﾈｲ 市立長野高

 5 栁澤 志帆(2)     28.80 q   河田 璃音(3)      
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾎ 須坂創成高 ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 市立長野高

 6 宮﨑 夏希(1)     29.43 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾅﾂｷ 長野南高

風速 +1.0

 1 滝澤 朱(1)     25.97 
ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ 須坂創成高

 2 唐澤 花実(3)     26.38 
ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 市立長野高

 3 水元 叶(1)     26.57 
ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾅｳ 市立長野高

 4 加藤 詩萌(2)     27.26 
ｶﾄｳ ｼﾎ 長野県立大

 5 坂田 栞菜(2)     27.38 
ｻｶﾀ ｶﾝﾅ 長野高

 6 中村 茉椰(2)     27.41 
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾔ 文化学園長野高

 7 内藤 理木(1)     27.44 
ﾅｲﾄｳ ﾘｺ 長野日大高

 8 栁澤 志帆(2)     28.45 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾎ 須坂創成高

9月1日 11:15

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

風速 +0.5

 1 長村 紋     26.28 
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予選 8月31日 10:55
決勝 8月31日 14:20

長野県記録(KR)                  54.56 竹内 昌子                    福島大           2003/05/05  
大会記録(GR)                    57.09 加藤 詩萌                    長野日大高       2017        

[ 1組] [ 2組]

 1 小池 愛美(1)   1:00.03 Q  1 南澤 胡桃(2)   1:02.39 Q
ｺｲｹ ｱﾐ 長野日大高 ﾐﾅﾐｻﾜ ｸﾙﾐ 長野商高

 2 宮岡 万優莉(1)   1:01.44 Q  2 曽根原 未尋(2)   1:03.01 Q
ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ 市立長野高 ｿﾈﾊﾗ ﾐﾋﾛ 長野日大高

 3 佐藤 遥菜(2)   1:07.01 q  3 滝澤 朱(1)   1:03.68 q
ｻﾄｳ ﾊﾙﾅ 須坂高 ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ 須坂創成高

 4 山本 愛華(1)   1:08.91  4 藤岡 まそら(2)   1:06.04 q
ﾔﾏﾓﾄ ｱｲｶ 長野商高 ﾌｼﾞｵｶ ﾏｿﾗ 飯山高

  山本 満里奈(2)       5 髙野 華純(2)   1:08.73 q
ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘﾅ 長野西高 ﾀｶﾉ ｶｽﾐ 長野西高

 1 小池 愛美(1)   1:00.27 
ｺｲｹ ｱﾐ 長野日大高

 2 宮岡 万優莉(1)   1:01.59 
ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ 市立長野高

 3 曽根原 未尋(2)   1:02.03 
ｿﾈﾊﾗ ﾐﾋﾛ 長野日大高

 4 南澤 胡桃(2)   1:02.34 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｸﾙﾐ 長野商高

 5 滝澤 朱(1)   1:05.32 
ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ 須坂創成高

 6 藤岡 まそら(2)   1:06.69 
ﾌｼﾞｵｶ ﾏｿﾗ 飯山高

 7 佐藤 遥菜(2)   1:07.52 
ｻﾄｳ ﾊﾙﾅ 須坂高

 8 髙野 華純(2)   1:08.56 
ﾀｶﾉ ｶｽﾐ 長野西高

8月31日 10:55

長野県記録(KR)                  54.56 竹内 昌子                    福島大           2003/05/05  
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予選 9月1日 11:50
決勝 9月1日 14:25

長野県記録(KR)                2:05.78 山本 瑞                      小諸高           2011/10/29  
大会記録(GR)                  2:15.79 木田 真美子                  長野吉田高       2011        

[ 1組] [ 2組]

 1 西崎 楓音(1)   2:37.70 Q  1 髙森 唯花(1)   2:38.13 Q
ﾆｼｻﾞｷ ﾌｳﾈ 長野吉田高 ﾀｶﾓﾘ ﾕｲｶ 長野吉田高

 2 岡 杏奈(1)   2:44.04 Q  2 金井 紅羽(2)   2:39.78 Q
ｵｶ ｱﾝﾅ 須坂東高 ｶﾅｲ ｸﾚﾊ 文化学園長野高

 3 山本 満里奈(2)   2:44.85 q  3 髙野 真未(1)   2:42.48 q
ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘﾅ 長野西高 ﾀｶﾉ ﾏﾐ 長野西高

 4 小林 妃莉(1)   2:51.30 q  4 松田 ゆうか(1)   2:49.44 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾏﾘ 市立長野高 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｶ 市立長野高

 5 田中 莉子(1)   3:01.01   小林 花咲(1)      
ﾀﾅｶ ﾘｺ 篠ノ井高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ 飯山高

 1 金井 紅羽(2)   2:34.21 
ｶﾅｲ ｸﾚﾊ 文化学園長野高

 2 山本 満里奈(2)   2:35.88 
ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘﾅ 長野西高

 3 髙森 唯花(1)   2:36.35 
ﾀｶﾓﾘ ﾕｲｶ 長野吉田高

 4 西崎 楓音(1)   2:36.98 
ﾆｼｻﾞｷ ﾌｳﾈ 長野吉田高

 5 髙野 真未(1)   2:47.06 
ﾀｶﾉ ﾏﾐ 長野西高

 6 岡 杏奈(1)   2:49.53 
ｵｶ ｱﾝﾅ 須坂東高

 7 小林 妃莉(1)   2:51.76 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾏﾘ 市立長野高

 8 松田 ゆうか(1)   2:52.41 
ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｶ 市立長野高
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決勝 8月31日 15:00

長野県記録(KR)                4:16.76 和田 有菜                    名城大           2018/05/05  
大会記録(GR)                  4:19.10 萩谷 楓                      長野東高         2018        

 1 高木 更紗(3)   4:36.09 
ﾀｶｷﾞ ｻﾗｻ 長野東高

 2 五味 叶花(2)   4:37.54 
ｺﾞﾐ ｷｮｳｶ 長野東高

 3 宮澤 実亜(1)   4:53.64 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｱ 長野東高

 4 竹岡 紗代(1)   5:02.34 
ﾀｹｵｶ ｻﾖ 長野日大高

 5 和田 美沙妃(3)   5:07.85 
ﾜﾀﾞ ﾐｻｷ 長野東高

 6 西崎 楓音(1)   5:19.95 
ﾆｼｻﾞｷ ﾌｳﾈ 長野吉田高

 7 丸山 夏乃(1)   5:22.38 
ﾏﾙﾔﾏ ｶﾉ 飯山高

 8 高相 玲那(1)   5:28.91 
ﾀｶｿｳ ﾚｲﾅ 中野立志館高

 9 西代 萌衣(1)   5:32.01 
ﾆｼｼﾛ ﾒｲ 長野県立大

10 武田 ほたる(1)   5:34.09 
ﾀｹﾀﾞ ﾎﾀﾙ 中野立志館高

11 丸山 萌葉(2)   5:34.80 
ﾏﾙﾔﾏ ﾓｴﾊ 飯山高

12 野田 越百(3)   5:35.48 
ﾉﾀﾞ ｺｽﾓ 飯山高

  北原 千菜(3)      
ｷﾀﾊﾗ ﾁﾅ 長野東高

  中村 綾花(1)      
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ 長野東高

  髙森 唯花(1)      
ﾀｶﾓﾘ ﾕｲｶ 長野吉田高

  佐藤 希美(1)      
ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 長野東高

  小原 茉莉(3)      
ｺﾊﾗ ﾏﾂﾘ 長野東高

  小林 花咲(1)      
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ 飯山高

  和田 帆香(3)      
ﾜﾀﾞ ﾎﾉｶ 長野東高

  山田 葵香(2)      
ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｶ 長野東高

  橋村 英里(1)      
ﾊｼﾑﾗ ｴﾘ 長野東高

  高松 いずみ(3)      
ﾀｶﾏﾂ ｲｽﾞﾐ 長野東高

8月31日 15:00

長野県記録(KR)                4:16.76 和田 有菜                    名城大           2018/05/05  

  齊藤 結花(1)      
ｻｲﾄｳ ﾕｲｶ 上田高

DNS

DNS
21   871

DNS
23   888

DNS
18   889

DNS
20   868

DNS
16   886

DNS
17   599

DNS
10   772

DNS
12   869

5   885
DNS

6   870

22   596

9   592

女子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考

1500m

7   887

15   867

8   872

3   961

13   890

ｵｰﾌﾟﾝ女子

11   771

19   600

4   646

2  9008

14   660

記録／備考
1  1423

DNS

順 ORD No. 氏  名 所属名



決勝 9月1日  9:30

長野県記録(KR)                9:00.50 和田 有菜                    名城大           2018/07/11  
大会記録(GR)                  9:40.59 和田 有菜                    川中島中                     

 1 髙野 美穂(2)   9:53.85 
ﾀｶﾉ ﾐﾎ 長野日大高

 2 仁科 玲美(3)   9:59.79 
ﾆｼﾅ ﾚﾐ 川中島中

 3 渡邉 葵(1)  10:27.62 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵｲ 長野日大高

 4 北沢 凜夏(3)  10:43.62 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾝｶ 川中島中

 5 臼井 夏海  10:48.80 
ｳｽｲ ﾅﾂﾐ 中野市陸協

 6 桑原 実世(2)  10:49.02 
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾖ 戸倉上山田中

 7 山崎 吏桜(2)  11:04.96 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 木島平中

 8 田中 聖(2)  11:07.83 
ﾀﾅｶ ﾋｼﾞﾘ 三陽中

 9 田幸 舞桜(1)  11:16.10 
ﾀｺｳ ﾏｵ 長野日大高

10 丸山 夏乃(1)  11:23.86 
ﾏﾙﾔﾏ ｶﾉ 飯山高

11 春原 なつみ  11:31.06 
ｽﾉﾊﾗ ﾅﾂﾐ 中野市陸協

12 高相 玲那(1)  11:39.05 
ﾀｶｿｳ ﾚｲﾅ 中野立志館高

13 高山 史歩(3)  11:55.81 
ﾀｶﾔﾏ ｼﾎ 川中島中

14 西代 萌衣(1)  11:56.04 
ﾆｼｼﾛ ﾒｲ 長野県立大

15 野田 越百(3)  11:57.13 
ﾉﾀﾞ ｺｽﾓ 飯山高

16 武田 ほたる(1)  12:00.48 
ﾀｹﾀﾞ ﾎﾀﾙ 中野立志館高

17 伊藤 呼春(3)  12:44.64 
ｲﾄｳ ｺﾊﾙ 三陽中

  宮澤 美裕(3)      
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾕ 長野日大高

  武田 実咲(2)      
ﾀｹﾀﾞ ﾐｻｷ 長野日大高

  山田 凜々花(3)      
ﾔﾏﾀﾞ 梨々花 長野日大高

9月1日  9:30

長野県記録(KR)                9:00.50 和田 有菜                    名城大           2018/07/11  

 1 佐藤 悠花(3)  10:35.82 
ｻﾄｳ ﾕｳｶ 下伊那松川中

 2 佐藤 綾花(3)  11:06.78 
ｻﾄｳ ｱﾔｶ 下伊那松川中

記録／備考
1  8357

2  8356

順 ORD No. 氏  名 所属名

ｵｰﾌﾟﾝ女子

10  4768

5  5026

11  5563

15   964

19   600

3000m

8   957

12  5974

21   963

3  5972

13  9004

女子

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考

16  9005

6   646

9  5973

17  9008

20   592

4   660

14  5617

7  2156

DNS

DNS
18   960

DNS
22  2160



予選 9月1日 13:50
決勝 9月1日 15:25

長野県記録(KR)                  13.81 茂木 多美江                  小諸高校教員     1978/10/15  
大会記録(GR)                    15.19 小平 亜湖                    長野吉田高       2009        

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速 +0.6

 1 宮下 華乃(2)     16.46 Q  1 永原 朱夏(1)     16.35 Q
ﾐﾔｼﾀ ｶﾉ 長野吉田高 ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ 長野県立大

 2 平林 真奈(1)     16.85 Q  2 澁谷 美帆(2)     18.02 Q
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ 長野吉田高 ｼﾌﾞﾔ ﾐﾎ 長野吉田高

 3 岡田 朋佳(2)     16.90 q  3 髙橋 結愛(1)     18.29 q
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 市立長野高 ﾀｶﾊｼ ﾕｱ 市立長野高

 4 永原 柚凪(1)     17.53 q  4 滝澤 満月(2)     18.40 
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾕﾅ 長野日大高 ﾀｷｻﾞﾜ ﾐﾂｷ 文化学園長野高

 5 宮城 吉乃(1)     17.71 q  5 土屋 利里花(1)     18.45 
ﾐﾔｷﾞ ﾖｼﾉ 飯山高 ﾂﾁﾔ ﾘﾘｶ 篠ノ井高

  若林 瑞希(2)       6 岩﨑 結月(1)     19.86 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ 中野立志館高 ｲﾜｻｷ ﾕﾂﾞｷ 須坂創成高

  櫻井 乃々葉(2)        原山 結衣(2)      
ｻｸﾗｲ ﾉﾉﾊ 長野商高 ﾊﾗﾔﾏ ﾕｲ 長野商高

風速 +1.8

 1 永原 朱夏(1)     15.77 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ 長野県立大

 2 宮下 華乃(2)     16.00 
ﾐﾔｼﾀ ｶﾉ 長野吉田高

 3 平林 真奈(1)     16.63 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ 長野吉田高

 4 岡田 朋佳(2)     16.73 
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 市立長野高

 5 宮城 吉乃(1)     17.23 
ﾐﾔｷﾞ ﾖｼﾉ 飯山高

 6 澁谷 美帆(2)     17.70 
ｼﾌﾞﾔ ﾐﾎ 長野吉田高

  髙橋 結愛(1)      
ﾀｶﾊｼ ﾕｱ 市立長野高

  永原 柚凪(1)      
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾕﾅ 長野日大高

決勝 9月1日 12:30

長野県記録(KR)                  58.27 瀧澤 彩                      長野高           2012/07/31  
大会記録(GR)                  1:01.08 瀧澤 彩                      長野高           2011        

 1 南澤 胡桃(2)   1:09.41 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｸﾙﾐ 長野商高

 2 宮下 華乃(2)   1:09.62 
ﾐﾔｼﾀ ｶﾉ 長野吉田高

 3 澁谷 美帆(2)   1:12.18 
ｼﾌﾞﾔ ﾐﾎ 長野吉田高

 4 田中 愛珠(2)   1:13.16 
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 須坂高

 5 佐藤 遥菜(2)   1:15.00 
ｻﾄｳ ﾊﾙﾅ 須坂高

3   597

6   757

DNS

2   929
DQ (T8)

9   959

7   754

DNS

4   773

8   920

DNS

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  9006

2   653 3   696
DNS

5   824 6   821

6   959 8   987

7   597 5  1089

4   773 2   757

3   920 7   929

8   754 4  9006
記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

女子

100mH(0.838m)

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

氏  名順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 所属名 記録／備考

4   822

3   754

女子

400mH(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6   737

5   757

2   736



決勝 8月31日 15:45

長野県記録(KR)                  47.28 市立長野高                   市立長野高       2017/10/27  
                                      （河田 璃音・唐澤 花実・田村 純菜・永原 朱夏）
大会記録(GR)                    48.49                              市立長野高       2018        
                                      （河田・唐澤・田村・永原）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 市立長野高   925 田中 万葉(2)     50.65 

ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾊ
  915 唐澤 花実(3)

ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ
  928 水元 叶(1)

ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾅｳ
  927 宮岡 万優莉(1)

ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ
 2   6 長野日大高   959 永原 柚凪(1)     51.58 

ﾅｶﾞﾊﾗ ﾕﾅ
  956 小池 愛美(1)

ｺｲｹ ｱﾐ
  953 内藤 理木(1)

ﾅｲﾄｳ ﾘｺ
  954 曽根原 未尋(2)

ｿﾈﾊﾗ ﾐﾋﾛ
 3   5 長野吉田高   757 澁谷 美帆(2)     52.57 

ｼﾌﾞﾔ ﾐﾎ
  754 宮下 華乃(2)

ﾐﾔｼﾀ ｶﾉ
  759 金子 莉彩(2)

ｶﾈｺ ﾘｻ
  760 佐藤 幸奈(2)

ｻﾄｳ ﾕｷﾅ
 4   3 長野西高   805 粟野原 瑠々子(2)     52.61 

ｱﾜﾉﾊﾗ ﾙﾙｺ
  810 上垣外 奈緒(1)

ｶﾐｶﾞｲﾄ ﾅｵ
  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
 5   8 中野立志館高   657 竹内 海月(1)     52.88 

ﾀｹｳﾁ ﾐﾂｷ
  659 佐藤 里桜(1)

ｻﾄｳ ﾘｵ
  656 浦山 紗季(1)

ｳﾗﾔﾏ ｻｷ
  654 栗林 月碧(1)

ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾙﾉｱ
 6   7 長野商高   831 宮崎 若奈(1)     53.78 

ﾐﾔｻﾞｷ ﾜｶﾅ
  828 山本 愛華(1)

ﾔﾏﾓﾄ ｱｲｶ
  826 池田 楓香(1)

ｲｹﾀﾞ ﾌｳｶ
  822 南澤 胡桃(2)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｸﾙﾐ
 7   9 長野清泉高  1023 吉原 紗英(2)     57.06 

ﾖｼﾊﾗ ｻｴ
 1019 関 あおい(1)

ｾｷ ｱｵｲ
 1022 宮﨑 愛美(1)

ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾐ
 1018 粂井 菜那(2)

ｸﾒｲ ﾅﾅ
    2 飯山高   597 宮城 吉乃(1)      

ﾐﾔｷﾞ ﾖｼﾉ DNS
  595 藤岡 まそら(2)

ﾌｼﾞｵｶ ﾏｿﾗ
  598 平塚 美咲(1)

ﾋﾗﾂｶ ﾐｻｷ
  601 小林 朋子(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ

女子

4×100m

決勝



決勝 9月1日 15:55

長野県記録(KR)                3:46.50 長野吉田高                   長野吉田高       2013/08/03  
                                      （小山 綾菜・内山 成実・村上 りさ子・鈴木 千穂）
大会記録(GR)                  3:57.90                              長野高           2011        
                                      （前島・瀧澤・山田・荒井）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 市立長野高   927 宮岡 万優莉(1)   4:17.66 

ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ
  929 髙橋 結愛(1)

ﾀｶﾊｼ ﾕｱ
  930 中村 來央(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ
  928 水元 叶(1)

ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾅｳ
 2   5 長野吉田高   773 平林 真奈(1)   4:23.99 

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ
  759 金子 莉彩(2)

ｶﾈｺ ﾘｻ
  757 澁谷 美帆(2)

ｼﾌﾞﾔ ﾐﾎ
  754 宮下 華乃(2)

ﾐﾔｼﾀ ｶﾉ
 3   7 三陽中  5561 渡辺 彩那(2)   4:27.86 

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ
 5619 飯島 空(3)

ｲｲｼﾞﾏ ｿﾗ
 5562 佐野坂 ひかり(2)

ｻﾉｻｶ ﾋｶﾘ
 5615 峯岸 羽那(3)

ﾐﾈｷﾞｼ ﾊﾅ
 4   6 長野西高   810 上垣外 奈緒(1)   4:31.16 

ｶﾐｶﾞｲﾄ ﾅｵ
  805 粟野原 瑠々子(2)

ｱﾜﾉﾊﾗ ﾙﾙｺ
  804 坂爪 愛栞(2)

ｻｶﾂﾒ ﾏﾅｶ
  801 髙野 華純(2)

ﾀｶﾉ ｶｽﾐ
    2 長野商高      

DNS

    4 長野日大高      
DNS

女子

4×400m

決勝



決勝 9月1日 13:00

長野県記録(KR)                   1.81 屋ヶ田 直美                  中央大           1984/10/05  
大会記録(GR)                     1.67 小野 美紗                    篠ノ井高         2013        

岡田 朋佳(2)
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 市立長野高
若林 瑞希(2)
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ 中野立志館高
小林 弓珠(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞ 長野日大高
宮﨑 愛美(1)
ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾐ 長野清泉高
田中 万葉(2)
ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾊ 市立長野高
栗林 月碧(1)
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾙﾉｱ 中野立志館高
赤久保 ひかる(1)
ｱｶｸﾎﾞ ﾋｶﾙ 中野立志館高
中島 花梨(2) DNS
ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾘﾝ 市立長野高

決勝 8月31日 10:00

長野県記録(KR)                   4.01 前田 朋子                    ヤマトヤＴＣ     2005/08/08  
大会記録(GR)                     3.00 田中 明莉                    長野工業高       2007        
                                      高原 乃友莉                  篠ノ井高         2012        
                                      北村 美結                    長野工業高       2017        

2m60 2m70 2m80 3m01
森 奈乃佳(2) - - - - - - - - - -
ﾓﾘ ﾅﾉｶ 長野工高 xo - o xxx
松田 ゆうか(1) - - - - - - o o xxo xxx
ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｶ 市立長野高
大西 早紀(1) - - xo - o xo xxx
ｵｵﾆｼ ｻｷ 長野工高
上野 桃香(2) o o xxo xxx
ｳｴﾉ ﾓﾓｶ 文化学園長野高
佐藤 里桜(1) o xo xxx
ｻﾄｳ ﾘｵ 中野立志館高
赤久保 ひかる(1) xo xxo xxx
ｱｶｸﾎﾞ ﾋｶﾙ 中野立志館高
浦山 紗季(1) xxx NM
ｳﾗﾔﾏ ｻｷ 中野立志館高

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m60 1m70 1m80 1m90 2m00

備考

1 7   857  2.80

2m10 2m20 2m30 2m40 2m50

2 6   911  2.40

3 4   858  2.10

記録

6 1   654  1.70

2   656      

4 3   995  1.80

5 5   659  1.70

1m60 1m63

xxx

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45

2 6   653 - -

記録 備考
1 5   920 - - - - o o xo xo xo xxx  1.60

1m50 1m55 1m58

 1.40

 1.55

2 8   958 - - - o o xo xxo xxx

- o xo o xxo

 1.55

4 3  1022 - - - o o xo xxx  1.50

o xo xxx5 2   925

5 4   654 - - o xo xxx

- -

 1.40

7 1   654 - o o xxo xxx  1.40

     7   923



決勝 8月31日  9:10

長野県記録(KR)                   6.41 湶 純江                      長野スズキ       1976/04/25  
大会記録(GR)                     5.54 荻原 麻美                    中野実業高       2005        

 ３回の
 最高記録

榊原 南実   5.21  5.25  5.24   5.25   5.34  5.03  5.16   5.34 
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC   -0.9  +1.3  -0.4   +1.3   -0.3  -0.4  -0.2   -0.3
佐藤 里桜(1)   5.07  5.03   -    5.07    -   4.86  5.02   5.07 
ｻﾄｳ ﾘｵ 中野立志館高    0.0  -0.3          0.0         -0.1  +0.9    0.0
山岸 萌香(3)    x   4.85  4.81   4.85   4.74  4.86  4.75   4.86 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾓｴｶ 飯山高         +0.7  +0.6   +0.7   -0.2  -0.5  +0.3   -0.5
宮沢 知穂(3)   4.68   x   4.54   4.68   4.57  4.32  4.75   4.75 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾁﾎ 長野高専   +0.8        +2.0   +0.8   -0.2  -0.5  -0.6   -0.6
粂井 菜那(2)   4.59  4.74  4.49   4.74   4.47  4.33   x    4.74 
ｸﾒｲ ﾅﾅ 長野清泉高   +0.6   0.0  +0.1    0.0   +0.1  +1.3          0.0
宮﨑 夏希(1)   4.32  4.60  4.68   4.68   4.63  4.35  4.55   4.68 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾅﾂｷ 長野南高   -0.6  +0.5  +1.1   +1.1   -0.3  +0.5  -2.9   +1.1
中村 來央(1)   4.51  4.60  4.67   4.67    x    x   4.46   4.67 
ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ 市立長野高    0.0  +0.5  +2.1   +2.1               +1.0   +2.1
上垣外 奈緒(1)   4.50  4.24  4.50   4.50   3.97  4.24  4.14   4.50 
ｶﾐｶﾞｲﾄ ﾅｵ 長野西高   -0.7  +1.0  +0.5   -0.7   -0.7  -0.8  -0.2   -0.7
平塚 美咲(1)   4.48  4.29  4.30   4.48             4.48 
ﾋﾗﾂｶ ﾐｻｷ 飯山高   +0.4  +0.8  +0.2   +0.4                      +0.4
佐藤 幸奈(2)    x   4.45  4.41   4.45             4.45 
ｻﾄｳ ﾕｷﾅ 長野吉田高         +0.2  +0.1   +0.2                      +0.2
浦山 紗季(1)    x   4.31   -    4.31             4.31 
ｳﾗﾔﾏ ｻｷ 中野立志館高         +0.4         +0.4                      +0.4
渡辺 珠優(2)   4.19  4.17  4.24   4.24             4.24 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 中野西高   +1.0  -0.6  +0.1   +0.1                      +0.1
青木 葉夏子(2)    x    x    x                   NM
ｱｵｷ ﾊﾅｺ 長野吉田高                                                   

決勝 9月1日  9:00

長野県記録(KR)                  13.10 三澤 涼子                    ヤマトヤＴＣ     2007/06/30  
大会記録(GR)                    11.27 大日方 紗愛                  文化学園長野高   2012        

 ３回の
 最高記録

木田 沙耶  10.48 10.71 10.98  10.98   9.82 10.70 10.91  10.98 
ｷﾀﾞ ｻﾔ 松本大   +0.9  +0.9  -0.1   -0.1   +0.8  +0.9   0.0   -0.1
山岸 萌香(3)  10.67 10.63 10.42  10.67  10.20 10.53 10.43  10.67 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾓｴｶ 飯山高   +0.5  +0.9  +0.2   +0.5   +0.3  +0.8  +0.3   +0.5
宮下 優希菜(2)  10.50   x  10.18  10.50  10.04 10.52 10.30  10.52 
ﾐﾔｼﾀ ﾕｷﾅ 文化学園長野高    0.0         0.0    0.0   +0.2  +1.2  +0.1   +1.2
西澤 香  10.22   x    x   10.22    x  10.39  9.09  10.39 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｵﾘ ターミガンズ長野  +0.6               +0.6         +0.7  -0.3   +0.7
栗林 月碧(1)  10.13 10.15 10.16  10.16   9.99 10.35 10.26  10.35 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾙﾉｱ 中野立志館高   +0.2  +0.6  +0.1   +0.1   +1.0  +1.0   0.0   +1.0
佐藤 幸奈(2)   9.62 10.16   x   10.16    x    x   9.89  10.16 
ｻﾄｳ ﾕｷﾅ 長野吉田高   +0.3  +0.1         +0.1               -0.1   +0.1
宮沢 知穂(3)   9.85  9.69  9.65   9.85   9.91  9.52  9.97   9.97 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾁﾎ 長野高専   +0.2  +0.7  +0.1   +0.2   +0.7  +1.0  +0.8   +0.8
藤岡 まそら(2)   9.43  9.87  9.78   9.87   9.88  9.76  9.76   9.88 
ﾌｼﾞｵｶ ﾏｿﾗ 飯山高   +0.1  +0.8   0.0   +0.8   +0.4  +1.2  -0.3   +0.4
西澤 唯花(2)   9.40  9.49  9.47   9.49             9.49 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｲｶ 文化学園長野高   -0.1  +0.6  +0.7   +0.6                      +0.6
青木 葉夏子(2)   8.94  8.94   x    8.94             8.94 
ｱｵｷ ﾊﾅｺ 長野吉田高   +0.8  +0.7         +0.7                      +0.7
関 あおい(1)                            DNS
ｾｷ ｱｵｲ 長野清泉高                                                   

1  1019

9 2   997

10 3   751

7 9  3504

8 6   595

5 4   654

6 7   760

3 5   991

4 8  9009

1 10  9003

2 11   589

-4- -5- -6- 記録 備考

女子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

3   751

11 2   656

12 5   672

9 4   598

10 7   760

7 8   930

8 1   810

5 6  1018

6 9   899

3 11   589

4 10  3504

1 12  9002

2 13   659

備考

女子

走幅跳

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 9月1日 11:30

長野県記録(KR)                  13.70 鷹野 絹子                    東女体大         1980/10/16  
大会記録(GR)                    11.54 太田 良子                    信州大           1979        

 ３回の
 最高記録

永原 璃桜(1)
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾘｵ 長野高専
松林 萌(1)
ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾓｴ 長野東高
佐藤 亜海(2)
ｻﾄｳ ｱﾐ 長野南高
髙橋 ほのか(2)
ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ 長野日大高
田中 琴和(2)
ﾀﾅｶ ｺﾄﾜ 中野西高
渡邉 彩葉(1)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾊ 長野商高

決勝 8月31日 15:00

長野県記録(KR)                  45.73 中島 沙織                    国士舘大         2008/08/30  
大会記録(GR)                    40.61 添野 沙蘭                    文大長野高       2008        

 ３回の
 最高記録

永原 璃桜(1)
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾘｵ 長野高専
佐藤 亜海(2)
ｻﾄｳ ｱﾐ 長野南高
坂爪 愛栞(2)
ｻｶﾂﾒ ﾏﾅｶ 長野西高
粟野原 瑠々子(2)
ｱﾜﾉﾊﾗ ﾙﾙｺ 長野西高
小林 朋子(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ 飯山高

5 1   601  19.08 20.04

 26.68 

4 2   805  21.33

3 3   804  26.68   x

 20.18  17.57  20.04  18.54   x  20.18

 23.04 

 24.90  26.68  22.57   x  21.20

 17.30 20.37  21.33  22.49 23.04 17.48

1 5  3503  28.77 29.14

 28.85 

 28.41  29.14    x  25.12 29.08

 28.85

 29.14 

 27.30 22.57  27.30  24.34 27.582 4   896  26.34

-5- -6- 記録 備考-4-

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

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- -3-

 11.20 

2 5   873   9.72 10.11 10.20  10.20    x  10.07 10.01 10.20 

  9.95   9.95   9.42 11.20  9.561 6  3503   8.78  8.49

  8.27 

4 2   965   7.23  5.76  6.57   7.23   6.69  7.44  6.97  7.44 

  8.27   8.27   7.31  8.07  7.943 4   896   7.58  7.75

  7.22 

6 1   830   5.54  5.28  5.57   5.57   5.43   x   5.33  5.57 

  7.08   7.22   6.79  7.12   x5 3   671   7.22  7.16



決勝 9月1日  9:00

長野県記録(KR)                  60.40 中島 未歩                    上田陸協         2016/07/10  
大会記録(GR)                    46.25 中島 未歩                    八幡屋礒五郎     2018        

 ３回の
 最高記録

坂爪 愛栞(2)
ｻｶﾂﾒ ﾏﾅｶ 長野西高
粟野原 瑠々子(2)
ｱﾜﾉﾊﾗ ﾙﾙｺ 長野西高
小林 朋子(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ 飯山高
福田 彩南(2)
ﾌｸﾀﾞ ｱｲﾅ 長野商高
春日 月奈(2)
ｶｽｶﾞ ﾙﾅ 長野商高

決勝 8月31日 10:40

長野県記録(KR)                  57.17 山本 晴美                    長野市陸協       2001/06/08  
大会記録(GR)                    43.38 井口 華穂                    市立長野高       2013        

 ３回の
 最高記録

横田 和沙(3)
ﾖｺﾀ ﾅｷﾞｻ 松代高
岡田 朋佳(2)
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 市立長野高
竹内 海月(1)
ﾀｹｳﾁ ﾐﾂｷ 中野立志館高
山口 みか(2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｶ 市立長野高
酒井 和叶(2)
ｻｶｲ ﾜｶﾅ 須坂東高
金子 莉彩(2)
ｶﾈｺ ﾘｻ 長野吉田高
田部 亜美花(2)
ﾀﾍﾞ ｱﾐｶ 長野日大高
松林 萌(1)
ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾓｴ 長野東高
粟野原 瑠々子(2)
ｱﾜﾉﾊﾗ ﾙﾙｺ 長野西高
小林 妃莉(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾏﾘ 市立長野高
髙野 真未(1)
ﾀｶﾉ ﾏﾐ 長野西高
淀 小南津(1)
ﾖﾄﾞ ｺﾅﾂ 更級農高
菅原 萌唯(1)
ｽｶﾞﾜﾗ ﾒｲ 更級農高
吉原 陽愛乃(1)
ﾖｼﾊﾗ ﾋﾅﾉ 長野商高
宮原 舞(1)
ﾐﾔﾊﾗ ﾏｲ 長野商高
池田 楓香(1)
ｲｹﾀﾞ ﾌｳｶ 長野商高
加藤 紗来(1) NM
ｶﾄｳ ｻｷ 長野清泉高

 17.91 18.46 

5 1   823    x  12.08   x   12.08  14.09 13.06   x  14.09 

4 2   825  14.97 13.92 18.46  18.46  17.93 17.33

 31.85 31.85 

3 3   601    x  21.56   x   21.56  24.92   x    x  24.92 

2 4   805    x  30.00 31.11  31.11    x    x

-4- -5- -6- 記録 備考

1 5   804    x  33.29 30.42  33.29    x    x  31.74 33.29 

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-

女子

やり投(600g)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -6- 備考

1 17  1131  30.97 36.48 32.68  36.48

 35.46  35.46  30.70   x

-4- -5-

 32.18 35.50

-1- -2- -3-

 35.11 36.48 

記録

 29.30 35.46 

3 15   657  27.70 29.07 34.70  34.70  33.84 34.15 33.25 34.70 

2 16   920  28.12 34.54

 25.26 27.79 30.40 

4 13   926  31.65 29.11 29.11  31.65  30.04 31.65 

5 11   707  30.40 28.52 29.60  30.40  28.36

 25.30 28.99

 28.60 29.91 

  27.07  21.97   x  23.09 27.07 

6 14   759  25.31   x  27.66  27.66  29.91 27.16

7 12   962  27.07 25.61 24.99

 21.86 27.00 

9 9   805  20.76 18.70 24.26  24.26           24.26 

8 10   873  27.00 25.37   x   27.00  26.14 22.90

       20.65 

10 8   912  17.47 19.64 21.53  21.53     21.53 

11 7   809  18.26 19.09 20.65  20.65    

  20.63       

      

    20.63 

  20.54           20.54 

  829    x  15.90

12 4  2132  20.50 20.63 19.80

 17.55

6  1021
   x    x    x        

13 5  2133  17.79 20.54 19.87

15 2   827  13.82 14.63 15.10  15.10    

14 3

16 1   826    x  13.65 12.66  13.65     13.65       

  17.55       

          

    17.55 

       15.10 



予選 8月31日 12:15
決勝 8月31日 14:35

長野県中学記録(CR)              12.05 菅沼 美風                    豊丘             2014/07/05  
大会記録(GR)                    12.40 綿貫 寧                      中野平           2017        

[ 1組] 風速 +2.6 [ 2組] 風速 -0.8

 1 山岸 音葉(1)     12.99 q  1 富山 萌衣(3)     13.58 q
ﾔﾏｷﾞｼ ｵﾄﾊ 篠ノ井東中 ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ 坂城中

 2 望月 咲羽(1)     14.40  2 小林 姫帆(1)     13.91 q
ﾓﾁﾂﾞｷ ｻﾜ 長野北部中 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾎ 山ノ内中

 3 下川 紘(2)     14.46  3 大久保 佑南(1)     14.55 
ｼﾓｶﾜ ﾋﾛ 裾花中 ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾅ 櫻ヶ岡中

 4 片塩 和奏(2)     14.52  4 小森 玲那(1)     15.28 
ｶﾀｼｵ ﾜｶﾅ 櫻ヶ岡中 ｺﾓﾘ ﾚﾅ 高社中

 5 渡邊 絢(1)     14.59  5 堀米 柚羽(2)     15.31 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ 飯綱中 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕｽﾞﾊ 長野北部中

 6 松原 紗蘭(2)     14.67  6 黒岩 瞳水(1)     15.64 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｻﾗ 中野平中 ｸﾛｲﾜ ﾋﾄﾐ 若穂中

 7 石村 心(1)     16.47  7 竹内 結衣(1)     16.15 
ｲｼﾑﾗ ｺｺﾛ 市立長野中 ﾀｹｳﾁ ﾕｲ 更北中

  石井 巴那(1)        藤田 菜緒(1)      
ｲｼｲ ﾊﾅ 篠ノ井西中 ﾌｼﾞﾀ ﾅｵ 飯山城北中

[ 3組] 風速 -0.1 [ 4組] 風速 +0.5

 1 金子 亜瑠(1)     13.58 q  1 小河原 望(2)     13.74 q
ｶﾈｺ ｱﾙ 坂城中 ｵｶﾞﾜﾗ ﾉｿﾞﾐ 戸倉上山田中

 2 松本 菜那(2)     14.48  2 川口 葵(1)     14.66 
ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅ 裾花中 ｶﾜｸﾞﾁ ｱｵｲ 東北中

 3 和田 好叶(1)     14.92  3 荒井 瑠那(1)     15.07 
ﾜﾀﾞ ｺﾉｶ 信濃小中 ｱﾗｲ ﾙﾅ 犀陵中

 4 小島 こころ(2)     14.93  4 熊代 愛紗陽(1)     15.22 
ｺｼﾞﾏ ｺｺﾛ 飯山城南中 ｸﾏｼﾛ ｱｻﾋ 高社中

 5 上平 未麻(2)     15.11  5 曲尾 和(1)     15.31 
ｳﾜﾀﾞｲﾗ ﾐｵ 川中島中 ﾏｶﾞﾘｵ ﾉﾄﾞｶ 長野東部中

 6 児玉 桃奈(1)     15.17  6 藤澤 美咲(1)     15.69 
ｺﾀﾞﾏ ﾓﾓﾅ 山ノ内中 ﾌｼﾞｻﾜ ﾐｻｷ 長野北部中

 7 髙澤 美羽(2)     15.70  7 尾池 文(1)     15.70 
ﾀｶｻﾜ ﾐｳ 飯山城北中 ｵｲｹ ｱﾔ 山ノ内中

  小林 由來(2)        富井 詩子(2)      
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾗ 櫻ヶ岡中 ﾄﾐｲ ｳﾀｺ 野沢温泉中

[ 5組] 風速 -0.2 [ 6組] 風速 +0.4

 1 丸山 姫來(1)     13.85 q  1 須江 一樺(1)     14.16 q
ﾏﾙﾔﾏ ｷﾗ 柳町中 ｽｴ ｲﾁｶ 信大附属長野中

 2 大越 夢歩(1)     14.63  2 矢島 由唯(2)     14.40 
ｵｵｺｼ ﾕｱ 相森中 ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 裾花中

 3 竹腰 優衣(1)     14.86  3 仲俣 柚希(2)     14.77 
ﾀｹｺｼ ﾕｲ 長野東部中 ﾅｶﾏﾀ ﾕｽﾞｷ 飯綱中

 4 永井 慶香(1)     15.40  4 中山 晴海(2)     15.14 
ﾅｶﾞｲ ﾖｼｶ 中野平中 ﾅｶﾔﾏ ﾅﾙﾐ 須坂東中

 5 青木 陽菜(1)     15.65  5 松木 わかな(1)     15.52 
ｱｵｷ ﾋﾅ 須坂東中 ﾏﾂｷ ﾜｶﾅ 信濃小中

 6 柏木 あゆる(1)     15.80  6 松田 美祐(1)     15.56 
ｶｼﾜｷﾞ ｱﾕﾙ 犀陵中 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾕｳ 川中島中

  木原 綾香(1)        野澤 遙夏(1)      
ｷﾊﾗ ｱﾔｶ 飯山城北中 ﾉｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 中野平中

  加藤 夏海(2)        倉島 紗弥香(1)      
ｶﾄｳ ﾅﾂﾐ 野沢温泉中 ｸﾗｼﾏ ｻﾔｶ 柳町中

[ 7組] 風速 -0.3 [ 8組] 風速 +1.8

 1 牧内 愛実(3)     13.16 q  1 宮川 瑠彩(1)     14.17 
ﾏｷｳﾁ ｱﾐ 坂城中 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾙｲ 長野東部中

 2 渋澤 心花(2)     14.19  2 青木 咲羽(2)     14.34 
ｼﾌﾞｻﾜ ｺｺﾊ 飯綱中 ｱｵｷ ｻﾜ 市立長野中

 3 根岸 侑愛(1)     14.45  3 櫻井 菜央(2)     14.56 
ﾈｷﾞｼ ﾕﾒ 相森中 ｻｸﾗｲ ﾅｵ 相森中

 4 茂木 愛恵(1)     14.63  4 山中 瑛玲七(1)     15.03 
ﾓｷ ﾏﾅｴ 須坂東中 ﾔﾏﾅｶ ｴﾚﾅ 飯山城南中

 5 柴田 紗良(1)     15.02  5 飯島 舞(1)     15.06 
ｼﾊﾞﾀ ｻﾗ 川中島中 ｲｲｼﾞ ﾏﾏｲ 篠ノ井西中

 6 増田 葵(1)     15.25  6 小出 美齢(1)     15.50 
ﾏｽﾀﾞ ｱｵｲ 信大附属長野中 ｺｲﾃﾞ ﾐﾚｲ 信大附属長野中

 7 岩崎 真莉菜(1)     16.03   村山 奈菜美(2)      
ｲﾜｻｷ ﾏﾘﾅ 篠ノ井西中 ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅﾐ 犀陵中
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風速 +2.8

 1 牧内 愛実(3)     12.94 
ﾏｷｳﾁ ｱﾐ 坂城中

 2 山岸 音葉(1)     12.95 
ﾔﾏｷﾞｼ ｵﾄﾊ 篠ノ井東中

 3 富山 萌衣(3)     13.30 
ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ 坂城中

 4 金子 亜瑠(1)     13.32 
ｶﾈｺ ｱﾙ 坂城中

 5 小河原 望(2)     13.49 
ｵｶﾞﾜﾗ ﾉｿﾞﾐ 戸倉上山田中

 6 丸山 姫來(1)     13.74 
ﾏﾙﾔﾏ ｷﾗ 柳町中

 7 小林 姫帆(1)     13.78 
ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾎ 山ノ内中

 8 須江 一樺(1)     14.11 
ｽｴ ｲﾁｶ 信大附属長野中
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5  4739

100m
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予選 9月1日 10:25
決勝 9月1日 12:50

長野県中学記録(CR)              24.88 北澤 栞                      三郷             2016/10/16  
大会記録(GR)                    26.51 中平 あみ                    長野日大         2016        

[ 1組] 風速 +0.0 [ 2組] 風速 -0.1

 1 春原 菜々子(2)     29.14 q  1 宮原 凛成(3)     27.70 q
ｽﾉﾊﾗ ﾅﾅｺ 篠ノ井西中 ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ 坂城中

 2 太田 美緖(2)     29.44  2 酒井 明日美(3)     28.51 q
ｵｵﾀ ﾐｵ 川中島中 ｻｶｲ ｱｽﾐ 小布施中

 3 中村 朱里(2)     30.63  3 早川 凛(1)     30.15 
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 信大附属長野中 ﾊﾔｶﾜ ﾘﾝ 川中島中

 4 角田 愛(1)     30.92  4 熊代 眞陽琉(3)     30.22 
ｶｸﾀﾞ ﾏﾅﾐ 中野平中 ｸﾏｼﾛ ﾏﾋﾙ 高社中

 5 工藤 ゆらら(3)     31.89  5 茂木 愛恵(1)     30.48 
ｸﾄﾞｳ ﾕﾗﾗ 高社中 ﾓｷ ﾏﾅｴ 須坂東中

 6 松木 わかな(1)     33.21  6 和田 好叶(1)     30.89 
ﾏﾂｷ ﾜｶﾅ 信濃小中 ﾜﾀﾞ ｺﾉｶ 信濃小中

  渋谷 真心(1)       7 羽田 悠希(1)     33.04 
ｼﾌﾞﾔ ﾏｺ 篠ノ井東中 ﾊﾀ ﾕｳｷ 篠ノ井西中

  花野 圭子(2)       8 佐藤 あいさ(1)     34.23 
ﾊﾅﾉ ｹｲｺ 裾花中 ｻﾄｳ ｱｲｻ 山ノ内中

[ 3組] 風速 -1.0 [ 4組] 風速 +0.8

 1 千野 里花(3)     27.88 q  1 西沢 萌栞(3)     29.22 
ﾁﾉ ﾘｶ 山ノ内中 ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｴｶ 信大附属長野中

 2 丸山 紗季(1)     30.41  2 宮川 瑠彩(1)     29.73 
ﾏﾙﾔﾏ ｻｷ 櫻ヶ岡中 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾙｲ 長野東部中

 3 岡 希星(3)     30.87  3 武田 怜子(2)     29.76 
ｵｶ ｷﾗﾗ 栄中 ﾀｹﾀﾞ ﾚｲｺ 高社中

 4 和田 未羽(1)     31.51  4 上野 華王(1)     31.56 
ﾜﾀﾞ ﾐﾊﾈ 飯綱中 ｳｴﾉ ﾊｵ 相森中

 5 廣田 みなみ(2)     31.65  5 赤木 文香(1)     32.28 
ﾋﾛﾀ ﾐﾅﾐ 南宮中 ｱｶｷﾞ ﾌﾐｶ 川中島中

 6 荒井 瑠那(1)     32.14  6 山口 友鶴(1)     32.35 
ｱﾗｲ ﾙﾅ 犀陵中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｽﾞ 柳町中

 7 綿貫 日菜乃(1)     32.37   村山 奈菜美(2)      
ﾜﾀﾇｷ ﾋﾅﾉ 篠ノ井東中 ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅﾐ 犀陵中

  北村 なつき(2)        泉 玲奈(2)      
ｷﾀﾑﾗ ﾅﾂｷ 市立長野中 ｲｽﾞﾐ ﾚﾅ 須坂東中

[ 5組] 風速 -0.6 [ 6組] 風速 -0.5

 1 小河原 望(2)     28.48 q  1 牧内 愛実(3)     27.02 q
ｵｶﾞﾜﾗ ﾉｿﾞﾐ 戸倉上山田中 ﾏｷｳﾁ ｱﾐ 坂城中

 2 片桐 由佳理(2)     30.09  2 倉田 乃綾(2)     28.42 q
ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｶﾘ 長野東部中 ｸﾗﾀ ﾉｱ 山ノ内中

 3 山岸 七星(2)     31.77  3 斉藤 彩乃(2)     29.19 q
ﾔﾏｷﾞｼ ﾅﾅｾ 篠ノ井東中 ｻｲﾄｳ ｱﾔﾉ 戸倉上山田中

 4 霜田 結花(1)     32.18  4 横山 夏南(1)     31.14 
ｼﾓﾀﾞ ﾕｲｶ 櫻ヶ岡中 ﾖｺﾔﾏ ﾅﾅ 櫻ヶ岡中

 5 中山 晴海(2)     32.26  5 曲尾 和(1)     31.81 
ﾅｶﾔﾏ ﾅﾙﾐ 須坂東中 ﾏｶﾞﾘｵ ﾉﾄﾞｶ 長野東部中

 6 坂中 葵(2)     33.34  6 滝澤 美結(1)     32.99 
ｻｶﾅｶ ｱｵｲ 信大附属長野中 ﾀｷｻﾞﾜ ﾐﾕ 篠ノ井西中

 7 中島 和花(1)     33.80   戸谷 瑞來(1)      
ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾄﾞｶ 柳町中 ﾄﾔ ﾐｽﾞｷ 裾花中

  清水 理央(2)      
ｼﾐｽﾞ ﾘｵ 坂城中

風速 -1.3

 1 牧内 愛実(3)     27.01  5 小河原 望(2)     28.22 
ﾏｷｳﾁ ｱﾐ 坂城中 ｵｶﾞﾜﾗ ﾉｿﾞﾐ 戸倉上山田中

 2 宮原 凛成(3)     27.58  6 酒井 明日美(3)     28.62 
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ 坂城中 ｻｶｲ ｱｽﾐ 小布施中

 3 千野 里花(3)     28.00  7 春原 菜々子(2)     28.97 
ﾁﾉ ﾘｶ 山ノ内中 ｽﾉﾊﾗ ﾅﾅｺ 篠ノ井西中

 4 倉田 乃綾(2)     28.00  8 斉藤 彩乃(2)     29.22 
ｸﾗﾀ ﾉｱ 山ノ内中 ｻｲﾄｳ ｱﾔﾉ 戸倉上山田中
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予選 8月31日 10:30
決勝 8月31日 14:10

長野県中学記録(CR)              57.81 三澤 百佳                    開成             2019/07/27  
大会記録(GR)                  1:00.29 中村 恵理香                  長野東部         1998        

[ 1組] [ 2組]

 1 倉田 乃綾(2)   1:06.05 Q  1 山﨑 吏桜(2)   1:05.11 Q
ｸﾗﾀ ﾉｱ 山ノ内中 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 木島平中

 2 桑原 実世(2)   1:06.18 Q  2 渡辺 彩那(2)   1:06.64 Q
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾖ 戸倉上山田中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ 三陽中

 3 武田 怜子(2)   1:09.26 q  3 春日 そら(2)   1:07.34 q
ﾀｹﾀﾞ ﾚｲｺ 高社中 ｶｽｶﾞ ｿﾗ 篠ノ井西中

 4 湯本 真優佳(2)   1:12.27  4 春原 菜々子(2)   1:07.67 q
ﾕﾓﾄ ﾏﾕｶ 若穂中 ｽﾉﾊﾗ ﾅﾅｺ 篠ノ井西中

 5 山﨑 凛(1)   1:13.20  5 斉藤 彩乃(2)   1:07.95 q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾝ 木島平中 ｻｲﾄｳ ｱﾔﾉ 戸倉上山田中

  西澤 美咲(2)      
ﾆｼｻﾞﾜ ﾐｻｷ 篠ノ井西中

 1 倉田 乃綾(2)   1:04.37 
ｸﾗﾀ ﾉｱ 山ノ内中

 2 山﨑 吏桜(2)   1:04.48 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 木島平中

 3 桑原 実世(2)   1:05.34 
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾖ 戸倉上山田中

 4 渡辺 彩那(2)   1:05.73 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ 三陽中

 5 斉藤 彩乃(2)   1:07.88 
ｻｲﾄｳ ｱﾔﾉ 戸倉上山田中

 6 武田 怜子(2)   1:07.91 
ﾀｹﾀﾞ ﾚｲｺ 高社中

  春日 そら(2)      
ｶｽｶﾞ ｿﾗ 篠ノ井西中

  春原 菜々子(2)      
ｽﾉﾊﾗ ﾅﾅｺ 篠ノ井西中
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決勝 9月1日 14:35

長野県中学記録(CR)            2:13.56 和田 有菜                    川中島           2014/07/19  
大会記録(GR)                  2:21.95 

[ 1組] [ 2組]

 1 相場 奈都(1)   2:46.33  1 小林 鈴々(2)   2:50.20 
ｱｲﾊﾞ ﾅﾂ 信大附属長野中 ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞ 高社中

 2 矢島 彩夏(1)   2:56.29  2 湯本 真優佳(2)   2:53.48 
ﾔｼﾞﾏ ｱﾔｶ 東北中 ﾕﾓﾄ ﾏﾕｶ 若穂中

 3 西澤 うみの(1)   3:02.49  3 田島 愛椰(2)   2:57.65 
ﾆｼｻﾞﾜ ｳﾐﾉ 更北中 ﾀｼﾞﾏ ｱﾔ 信大附属長野中

 4 山本 ことの(1)   3:07.86  4 岡澤 知奈(2)   2:58.21 
ﾔﾏﾓﾄ ｺﾄﾉ 栄中 ｵｶｻﾞﾜ ﾁﾅ 裾花中

 5 中村 周音(1)   3:08.95  5 武田 希美(1)   2:58.72 
ﾅｶﾑﾗ ｱﾏﾈ 若穂中 ﾀｹﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 中野平中

 6 中澤 花瑠(1)   3:10.04  6 畑山 菜々子(2)   3:02.31 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙ 須坂東中 ﾊﾀﾔﾏ ﾅﾅｺ 更北中

 7 春原 ひなの(1)   3:18.82   宮﨑 碧彩(2)      
ﾊﾙﾊﾗ ﾋﾅﾉ 須坂東中 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｵｲ 戸倉上山田中

  丸山 華奈(2)        森 かのん(2)      
ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾅ 須坂東中 ﾓﾘ ｶﾉﾝ 野沢温泉中

[ 3組] [ 4組]

 1 山田 捺葵(2)   2:40.04  1 峯岸 羽那(3)   2:29.34 
ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ 高社中 ﾐﾈｷﾞｼ ﾊﾅ 三陽中

 2 田中 碧(2)   2:41.76  2 渡辺 彩那(2)   2:35.13 
ﾀﾅｶ ｱｵ 川中島中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ 三陽中

 3 西川 侑花(1)   2:42.07  3 飯島 空(3)   2:36.18 
ﾆｼｶﾜ ﾕｳｶ 更北中 ｲｲｼﾞﾏ ｿﾗ 三陽中

 4 山﨑 凛(1)   2:42.27  4 竹内 明里(2)   2:36.86 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾝ 木島平中 ﾀｹｳﾁ ｱｶﾘ 中野平中

 5 加藤 紗耶(2)   2:43.00  5 宮﨑 由來(2)   2:39.62 
ｶﾄｳ ｻﾔ 櫻ヶ岡中 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾗ 東北中

 6 綿貫 伶奈(1)   2:44.10   中島 愛優(3)      
ﾜﾀﾇｷ ﾚｲﾅ 高社中 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾕ 信大附属長野中

 7 渡辺 穂菜美(2)   2:45.68   西澤 美咲(2)      
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎﾅﾐ 川中島中 ﾆｼｻﾞﾜ ﾐｻｷ 篠ノ井西中

 8 塚田 華子(1)   2:45.68   関 さくら(2)      
ﾂｶﾀﾞ ﾊﾅｺ 裾花中 ｾｷ ｻｸﾗ 飯山城北中

   1 峯岸 羽那(3) 三陽中     2:29.34   4   1
   2 渡辺 彩那(2) 三陽中     2:35.13   4   2
   3 飯島 空(3) 三陽中     2:36.18   4   3
   4 竹内 明里(2) 中野平中     2:36.86   4   4
   5 宮﨑 由來(2) 東北中     2:39.62   4   5
   6 山田 捺葵(2) 高社中     2:40.04   3   1
   7 田中 碧(2) 川中島中     2:41.76   3   2
   8 西川 侑花(1) 更北中     2:42.07   3   3
   9 山﨑 凛(1) 木島平中     2:42.27   3   4
  10 加藤 紗耶(2) 櫻ヶ岡中     2:43.00   3   5
  11 綿貫 伶奈(1) 高社中     2:44.10   3   6
  12 渡辺 穂菜美(2) 川中島中     2:45.68   3   7
  12 塚田 華子(1) 裾花中     2:45.68   3   8
  14 相場 奈都(1) 信大附属長野中     2:46.33   1   1
  15 小林 鈴々(2) 高社中     2:50.20   2   1
  16 湯本 真優佳(2) 若穂中     2:53.48   2   2
  17 矢島 彩夏(1) 東北中     2:56.29   1   2
  18 田島 愛椰(2) 信大附属長野中     2:57.65   2   3
  19 岡澤 知奈(2) 裾花中     2:58.21   2   4
  20 武田 希美(1) 中野平中     2:58.72   2   5
  21 畑山 菜々子(2) 更北中     3:02.31   2   6
  22 西澤 うみの(1) 更北中     3:02.49   1   3
  23 山本 ことの(1) 栄中     3:07.86   1   4
  24 中村 周音(1) 若穂中     3:08.95   1   5
  25 中澤 花瑠(1) 須坂東中     3:10.04   1   6
  26 春原 ひなの(1) 須坂東中     3:18.82   1   7
    丸山 華奈(2) 須坂東中 DNS   1    
    宮﨑 碧彩(2) 戸倉上山田中 DNS   2    
    森 かのん(2) 野沢温泉中 DNS   2    
    中島 愛優(3) 信大附属長野中 DNS   4    
    西澤 美咲(2) 篠ノ井西中 DNS   4    
    関 さくら(2) 飯山城北中 DNS   4    
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決勝 8月31日  9:00

長野県中学記録(CR)            4:28.36 和田 有菜                    川中島           2013/08/22  
大会記録(GR)                  4:45.24 渡邊 かりん                  広徳             2009        

[ 1組] [ 2組]

 1 相場 奈都(1)   5:42.38  1 峯岸 羽那(3)   5:12.03 
ｱｲﾊﾞ ﾅﾂ 信大附属長野中 ﾐﾈｷﾞｼ ﾊﾅ 三陽中

 2 三井 ひより(1)   5:56.20  2 宮島 永真(3)   5:17.44 
ﾐﾂｲ ﾋﾖﾘ 更北中 ﾐﾔｼﾞﾏ ｴﾏ 更北中

 3 宮澤 姫奈(1)   5:57.24  3 長井 彩華(2)   5:24.11 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾅ 長野北部中 ﾅｶﾞｲ ｱﾔｶ 墨坂中

 4 山﨑 七海(2)   6:07.39  4 飯島 空(3)   5:31.52 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾅﾐ 更北中 ｲｲｼﾞﾏ ｿﾗ 三陽中

 5 宮澤 遥香(1)   6:09.66  5 佐野坂 ひかり(2)   5:32.86 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 東北中 ｻﾉｻｶ ﾋｶﾘ 三陽中

 6 髙木 悠月(1)   6:12.75  6 井澤 心和(1)   5:34.50 
ﾀｶｷﾞ ﾕﾂﾞｷ 篠ノ井東中 ｲｻﾞﾜ ｺﾖﾘ 飯綱中

 7 土屋 明日香(2)   6:13.12  7 中山 由梨(2)   5:37.92 
ﾂﾁﾔ ｱｽｶ 中野平中 ﾅｶﾔﾏ ﾕﾘ 飯綱中

 8 米岡 華音(1)   6:18.69  8 本藤 万穗子(1)   5:40.20 
ﾖﾈｵｶ ｶﾉﾝ 信濃小中 ﾎﾝﾄﾞｳ ﾏﾎｺ 飯綱中

 9 小林 咲月(1)   6:49.48  9 高遠 柚季(2)   5:42.72 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾂｷ 東北中 ﾀｶﾄｳ ﾕｽﾞｷ 信濃小中

10 堂原 そよか(2)   6:59.11 10 牛山 絢心(2)   5:52.76 
ﾄﾞｳﾊﾗ ｿﾖｶ 須坂東中 ｳｼﾔﾏ ｱﾔﾈ 川中島中

11 川中 文乃(2)   7:00.23   髙井 陽奈(2)      
ｶﾜﾅｶ ｱﾔﾉ 須坂東中 ﾀｶｲ ﾋﾅ 篠ノ井西中

  小林 香里奈(1)        淺川 美月(1)      
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾘﾅ 栄中 ｱｻｶﾜ ﾐﾂﾞｷ 川中島中

  小田原 遥香(1)        関 さくら(2)      
ｵﾀﾞﾜﾗ ﾊﾙｶ 川中島中 ｾｷ ｻｸﾗ 飯山城北中

  森 かのん(2)      
ﾓﾘ ｶﾉﾝ 野沢温泉中

   1 峯岸 羽那(3) 三陽中     5:12.03   2   1
   2 宮島 永真(3) 更北中     5:17.44   2   2
   3 長井 彩華(2) 墨坂中     5:24.11   2   3
   4 飯島 空(3) 三陽中     5:31.52   2   4
   5 佐野坂 ひかり(2) 三陽中     5:32.86   2   5
   6 井澤 心和(1) 飯綱中     5:34.50   2   6
   7 中山 由梨(2) 飯綱中     5:37.92   2   7
   8 本藤 万穗子(1) 飯綱中     5:40.20   2   8
   9 相場 奈都(1) 信大附属長野中     5:42.38   1   1
  10 高遠 柚季(2) 信濃小中     5:42.72   2   9
  11 牛山 絢心(2) 川中島中     5:52.76   2  10
  12 三井 ひより(1) 更北中     5:56.20   1   2
  13 宮澤 姫奈(1) 長野北部中     5:57.24   1   3
  14 山﨑 七海(2) 更北中     6:07.39   1   4
  15 宮澤 遥香(1) 東北中     6:09.66   1   5
  16 髙木 悠月(1) 篠ノ井東中     6:12.75   1   6
  17 土屋 明日香(2) 中野平中     6:13.12   1   7
  18 米岡 華音(1) 信濃小中     6:18.69   1   8
  19 小林 咲月(1) 東北中     6:49.48   1   9
  20 堂原 そよか(2) 須坂東中     6:59.11   1  10
  21 川中 文乃(2) 須坂東中     7:00.23   1  11
    小林 香里奈(1) 栄中 DNS   1    
    小田原 遥香(1) 川中島中 DNS   1    
    森 かのん(2) 野沢温泉中 DNS   1    
    髙井 陽奈(2) 篠ノ井西中 DNS   2    
    淺川 美月(1) 川中島中 DNS   2    
    関 さくら(2) 飯山城北中 DNS   2    

 5969
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予選 9月1日 13:30
決勝 9月1日 15:20

長野県中学記録(CR)              14.05 土屋 ほのか                  軽井沢           2018/06/09  
大会記録(GR)                    15.22 加納 茉弥                    櫻ヶ岡           2012        

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 -0.2

 1 新田 若奈(2)     18.38 Q  1 春日 そら(2)     16.77 Q
ﾆｯﾀ ﾜｶﾅ 更北中 ｶｽｶﾞ ｿﾗ 篠ノ井西中

 2 田中 朱音(2)     18.40  2 長谷部 千恵(1)     17.88 q
ﾀﾅｶ ｱｶﾈ 坂城中 ﾊｾﾍﾞ ﾁｴ 柳町中

 3 堀内 陽花(2)     19.87  3 宮澤 はるか(2)     19.15 
ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙｶ 篠ノ井西中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 川中島中

 4 保科 栞(2)     20.24  4 笹川 涼香(2)     19.70 
ﾎｼﾅ ｼｵﾘ 川中島中 ｻｻｶﾞﾜ ﾘｮｳｶ 文化学園長野中

 5 竹腰 優衣(1)     20.63  5 大日方 鈴(1)     22.88 
ﾀｹｺｼ ﾕｲ 長野東部中 ｵﾋﾞﾅﾀ ｽｽﾞ 篠ノ井東中

 6 上田 奈那(1)     27.33   岩崎 彩凪(2)      
ｳｴﾀﾞ ﾅﾅ 須坂東中 ｲﾜｻｷ ｱﾔﾅ 信大附属長野中

  宮下 華和(1)        岡田 花(1)      
ﾐﾔｼﾀ ﾊﾅｶ 東北中 ｵｶﾀﾞ ﾊﾅ 東北中

[ 3組] 風速 +0.6 [ 4組] 風速 +0.3

 1 千野 里花(3)     15.47 Q  1 富井 詩子(2)     17.54 Q
ﾁﾉ ﾘｶ 山ノ内中 ﾄﾐｲ ｳﾀｺ 野沢温泉中

 2 淀 果南実(2)     17.90 q  2 倉科 美月(2)     18.87 
ﾖﾄﾞ ｶﾅﾐ 更北中 ｸﾗｼﾅ ﾐﾂﾞｷ 南宮中

 3 岩下 優奈(2)     18.35 q  3 中島 梨沙(2)     19.68 
ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾅ 裾花中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｻ 篠ノ井西中

 4 森 胡都菜(2)     19.43  4 髙橋 唯花(1)     20.52 
ﾓﾘ ｺﾄﾅ 戸倉上山田中 ﾀｶﾊｼ ﾕｲｶ 川中島中

 5 田幸 らな(1)     19.85  5 西澤 伶(2)     21.28 
ﾀｺｳ ﾗﾅ 犀陵中 ﾆｼｻﾞﾜ ﾚｲ 裾花中

 6 戸谷 円香(1)     22.07  6 小野澤 那月(1)     25.67 
ﾄﾔ ﾏﾄﾞｶ 長野東部中 ｵﾉｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 信大附属長野中

 7 泉 玲夢(2)     22.27 
ｲｽﾞﾐ ﾚﾑ 須坂東中

[ 5組] 風速 +0.6

 1 小林 凜(3)     18.26 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ 裾花中

 2 滝沢 七海(2)     19.15 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 更北中

 3 中西 絢香(1)     19.80 
ﾅｶﾆｼ ｱﾔｶ 長野東部中

 4 山本 実夢(2)     20.72 
ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕ 犀陵中

 5 林 百華(2)     21.11 
ﾊﾅｼ ﾓﾓｶ 信大附属長野中

  小林 香里奈(1)      
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾘﾅ 栄中

風速 +1.7

 1 千野 里花(3)     15.21 
ﾁﾉ ﾘｶ 山ノ内中

 2 春日 そら(2)     16.15 
ｶｽｶﾞ ｿﾗ 篠ノ井西中

 3 富井 詩子(2)     16.95 
ﾄﾐｲ ｳﾀｺ 野沢温泉中

 4 小林 凜(3)     17.67 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ 裾花中

 5 長谷部 千恵(1)     17.68 
ﾊｾﾍﾞ ﾁｴ 柳町中

 6 淀 果南実(2)     17.68 
ﾖﾄﾞ ｶﾅﾐ 更北中

 7 岩下 優奈(2)     18.09 
ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾅ 裾花中

 8 新田 若奈(2)     18.32 
ﾆｯﾀ ﾜｶﾅ 更北中
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予選 8月31日  9:45
決勝 8月31日 15:35

長野県中学記録(CR)              48.17 豊科北                       豊科北           2014/7/06   
                                      （湯本 珠実・臼井 美紅・齊藤 静花・木村 凌）
大会記録(GR)                    50.69                              長野東部         2017        
                                      （上垣外・滝澤・水元・宮岡）

[ 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   9 坂城中  4732 富山 萌衣(3)     50.37 Q  1   7 戸倉上山田中  4768 桑原 実世(2)     55.12 Q

ｻｶｷﾁｭｳ ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ 大会新 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾖ
 4733 宮原 凛成(3)  4767 小河原 望(2)

ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ ｵｶﾞﾜﾗ ﾉｿﾞﾐ
 4734 宮下 留花(3)  4771 森 胡都菜(2)

ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ ﾓﾘ ｺﾄﾅ
 4735 牧内 愛実(3)  4770 斉藤 彩乃(2)

ﾏｷｳﾁ ｱﾐ ｻｲﾄｳ ｱﾔﾉ
 2   8 山ノ内中  5009 児玉 桃奈(1)     55.95 Q  2   5 櫻ヶ岡中  5465 宮澤 美玖(2)     56.19 Q

ｺﾀﾞﾏ ﾓﾓﾅ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｸ
 5007 倉田 乃綾(2)  5460 小林 由來(2)

ｸﾗﾀ ﾉｱ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾗ
 5010 小林 姫帆(1)  5461 武田 明希(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾎ ﾀｹﾀﾞ ｱｷ
 5008 尾池 文(1)  5422 大久保 佑南(1)

ｵｲｹ ｱﾔ ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾅ
 3   4 川中島中  5945 早川 凛(1)     56.15 q  3   9 長野東部中  5473 竹腰 優衣(1)     56.82 

ﾊﾔｶﾜ ﾘﾝ ﾀｹｺｼ ﾕｲ
 5978 渡辺 碧羽(2)  5471 片桐 由佳理(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵﾊ ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｶﾘ
 5940 太田 美緖(2)  5470 山本 りさ(2)

ｵｵﾀ ﾐｵ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｻ
 5964 本道 維乃(2)  5477 宮川 瑠彩(1)

ﾎﾝﾄﾞｳ ﾕｲﾉ ﾐﾔｶﾞﾜ ﾙｲ
 4   6 信大附属長野中 6209 林 百華(2)     56.15 q  4   3 飯山城南中  5295 藤澤 蘭(2)     57.93 

ﾊﾅｼ ﾓﾓｶ ﾌｼﾞｻﾜ ﾗﾝ
 6170 上條 夏朋(1)  5293 小島 こころ(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｶﾎ ｺｼﾞﾏ ｺｺﾛ
 6173 須江 一樺(1)  5302 山中 瑛玲七(1)

ｽｴ ｲﾁｶ ﾔﾏﾅｶ ｴﾚﾅ
 6200 中村 朱里(2)  5303 石田 花凜(1)

ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ ｲｼﾀ ﾞｶﾘﾝ
 5   2 更北中  6028 滝沢 七海(2)     58.77  5   2 須坂東中  4967 田中 桜來(2)     58.35 

ﾀｷｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ ﾀﾅｶ ｻﾗｲ
 5989 丸山 星花里(1)  4961 中澤 蒼生(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ ﾅｶｻﾞﾜ ｱｵｲ
 6030 淀 果南実(2)  4966 塩野 愛桜(2)

ﾖﾄﾞ ｶﾅﾐ ｼｵﾉ ｱｲﾗ
 6026 新田 若奈(2)  4973 茂木 愛恵(1)

ﾆｯﾀ ﾜｶﾅ ﾓｷ ﾏﾅｴ
 6   3 信濃小中  5232 松木わかな(1)     59.53  6   8 中野平中  5104 松原 紗蘭(2)     58.53 

ﾏﾂｷ ﾜｶﾅ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｻﾗ
 5229 和田 好叶(1)  5118 角田 愛(1)

ﾜﾀﾞ ｺﾉｶ ｶｸﾀﾞ ﾏﾅﾐ
 5235 林 恋冬(1)  5107 羽田 遥愛(2)

ﾊﾔｼ ｺﾄ ﾊﾀ ﾙｱ
 5222 高遠 柚季(2)  5105 佐野 夢来(2)

ﾀｶﾄｳ ﾕｽﾞｷ ｻﾉ ﾕﾗ
 7   5 若穂中  5916 湯本 真優佳(2)   1:01.73  7   4 篠ノ井東中  5835 綿貫 日菜乃(1)     58.53 

ﾕﾓﾄ ﾏﾕｶ ﾜﾀﾇｷ ﾋﾅﾉ
 5920 岡村 彩希(1)  5831 山岸 音葉(1)

ｵｶﾑﾗ ｻｷ ﾔﾏｷﾞｼ ｵﾄﾊ
 5918 中村 周音(1)  5833 髙木 悠月(1)

ﾅｶﾑﾗ ｱﾏﾈ ﾀｶｷﾞ ﾕﾂﾞｷ
 5921 黒岩 瞳水(1)  5819 山岸 七星(2)

ｸﾛｲﾜ ﾋﾄﾐ ﾔﾏｷﾞｼ ﾅﾅｾ
    7 飯山城北中       8   6 栄中  5267 岡 希星(3)   1:00.61 

DNS ｵｶ ｷﾗﾗ
 5268 月岡 こまち(3)

ﾂｷｵｶ ｺﾏﾁ
 5280 小林 香里奈(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾘﾅ
 5281 山本 ことの(1)

ﾔﾏﾓﾄ ｺﾄﾉ

中学女子

4×100m

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   5 篠ノ井西中  5844 中島 梨沙(2)     55.76 Q

ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｻ
 5846 春日 そら(2)

ｶｽｶﾞ ｿﾗ
 5845 春原 菜々子(2)

ｽﾉﾊﾗ ﾅﾅｺ
 5852 德竹 華歩(1)

ﾄｸﾀｹ ｶﾎ
 2   9 東北中  5623 川口 葵(1)     56.20 Q

ｶﾜｸﾞﾁ ｱｵｲ
 5627 荒井 美海(1)

ｱﾗｲ ﾐｳ
 5626 能瀬 澄麗(1)

ﾉｾ ｽﾐﾚ
 5635 宮﨑 由來(2)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾗ
 3   3 柳町中  5383 山口 友鶴(1)     56.62 

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｽﾞ
 5378 丸山 姫來(1)

ﾏﾙﾔﾏ ｷﾗ
 5382 長谷部 千恵(1)

ﾊｾﾍﾞ ﾁｴ
 5380 森田 あかり(1)

ﾓﾘﾀ ｱｶﾘ
 4   8 長野北部中  5650 望月 咲羽(1)     56.77 

ﾓﾁﾂﾞｷ ｻﾜ
 5689 堀米 柚羽(2)

ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕｽﾞﾊ
 5657 藤沢 美瑠(1)

ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾙ
 5686 北村 晏(2)

ｷﾀﾑﾗ ｱﾝ
 5   2 相森中  4935 大越 夢歩(1)     56.86 

ｵｵｺｼ ﾕｱ
 4934 根岸 侑愛(1)

ﾈｷﾞｼ ﾕﾒ
 4933 上野 華王(1)

ｳｴﾉ ﾊｵ
 4927 櫻井 菜央(2)

ｻｸﾗｲ ﾅｵ
 6   6 犀陵中  5785 栗木 萌(2)     57.03 

ｸﾘｷ ﾓｴ
 5786 山本 実夢(2)

ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕ
 5783 堀 愛美(2)

ﾎﾘ ﾏﾅﾐ
 5797 荒井 瑠那(1)

ｱﾗｲ ﾙﾅ
 7   4 飯綱中  5201 渋澤 心花(2)   1:03.23 

ｼﾌﾞｻﾜ ｺｺﾊ
 5202 仲俣 柚希(2)

ﾅｶﾏﾀ ﾕｽﾞｷ
 5209 和田 未羽(1)

ﾜﾀﾞ ﾐﾊﾈ
 5207 渡邊 絢(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ
    7 裾花中  5734 下川 紘(2)      

ｼﾓｶﾜ ﾋﾛ DQ
 5740 矢島 由唯(2) R1(3-4)

ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ
 5733 岩下 優奈(2)

ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾅ
 5739 松本 菜那(2)

ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅ

中学女子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 坂城中  4732 富山 萌衣(3)     50.48 

ｻｶｷﾁｭｳ ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ 大会新
 4733 宮原 凛成(3)

ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ
 4734 宮下 留花(3)

ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ
 4735 牧内 愛実(3)

ﾏｷｳﾁ ｱﾐ
 2   4 戸倉上山田中  4768 桑原 実世(2)     55.09 

ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾖ
 4767 小河原 望(2)

ｵｶﾞﾜﾗ ﾉｿﾞﾐ
 4771 森 胡都菜(2)

ﾓﾘ ｺﾄﾅ
 4770 斉藤 彩乃(2)

ｻｲﾄｳ ｱﾔﾉ
 3   6 篠ノ井西中  5844 中島 梨沙(2)     55.38 

ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｻ
 5846 春日 そら(2)

ｶｽｶﾞ ｿﾗ
 5845 春原 菜々子(2)

ｽﾉﾊﾗ ﾅﾅｺ
 5852 德竹 華歩(1)

ﾄｸﾀｹ ｶﾎ
 4   7 山ノ内中  5009 児玉 桃奈(1)     56.33 

ｺﾀﾞﾏ ﾓﾓﾅ
 5007 倉田 乃綾(2)

ｸﾗﾀ ﾉｱ
 5010 小林 姫帆(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾎ
 5008 尾池 文(1)

ｵｲｹ ｱﾔ
 5   2 川中島中  5945 早川 凛(1)     56.41 

ﾊﾔｶﾜ ﾘﾝ
 5978 渡辺 碧羽(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵﾊ
 5940 太田 美緖(2)

ｵｵﾀ ﾐｵ
 5964 本道 維乃(2)

ﾎﾝﾄﾞｳ ﾕｲﾉ
 6   9 櫻ヶ岡中  5465 宮澤 美玖(2)     56.53 

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｸ
 5460 小林 由來(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾗ
 5461 武田 明希(2)

ﾀｹﾀﾞ ｱｷ
 5422 大久保 佑南(1)

ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾅ
 7   3 信大附属長野中 6209 林 百華(2)     56.60 

ﾊﾅｼ ﾓﾓｶ
 6170 上條 夏朋(1)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｶﾎ
 6173 須江 一樺(1)

ｽｴ ｲﾁｶ
 6200 中村 朱里(2)

ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ
 8   8 東北中  5623 川口 葵(1)     56.60 

ｶﾜｸﾞﾁ ｱｵｲ
 5627 荒井 美海(1)

ｱﾗｲ ﾐｳ
 5626 能瀬 澄麗(1)

ﾉｾ ｽﾐﾚ
 5635 宮﨑 由來(2)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾗ

中学女子

4×100m
決勝



決勝 9月1日 10:00

長野県中学記録(CR)               1.75 上原 久美恵                  上諏訪           1975/09/28  
大会記録(GR)                     1.60 小林 弓珠                    南宮             2017        
                                      小林 弓珠                    南宮             2018        

田中 笙奈(3)
ﾀﾅｶ ｾｲﾅ 南宮中
小森 玲那(1)
ｺﾓﾘ ﾚﾅ 高社中
堀内 陽花(2)
ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙｶ 篠ノ井西中
西 真優花(1)
ﾆｼ ﾏﾕｶ 櫻ヶ岡中
宮尾 明日香(1)
ﾐﾔｵ ｱｽｶ 長野北部中
丸山 星花里(1)
ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ 更北中
青木 ももな(2)
ｱｵｷ ﾓﾓﾅ 川中島中
中西 絢香(1)
ﾅｶﾆｼ ｱﾔｶ 長野東部中
泉 玲奈(2)
ｲｽﾞﾐ ﾚﾅ 須坂東中
縄田 未羽(1)
ﾅﾜﾀ ﾐﾊﾈ 長野北部中
泉 玲夢(2)
ｲｽﾞﾐ ﾚﾑ 須坂東中
吉村 咲穂(2)
ﾖｼﾑﾗ ｻｷﾎ 裾花中
小泉 明日香(1)
ｺｲｽﾞﾐ ｱｽｶ 櫻ヶ岡中
大日方 亜優(1)
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱﾕ 更北中
中村 朱里(2)
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 信大附属長野中
相澤 晴奈(1)
ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ 長野北部中
宮川 千輝(1)
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾁｻｷ 川中島中
中村 周音(1)
ﾅｶﾑﾗ ｱﾏﾈ 若穂中
渡辺 結芽(1)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾒ 犀陵中
武田 明希(2)
ﾀｹﾀﾞ ｱｷ 櫻ヶ岡中
黒岩 瞳水(1)
ｸﾛｲﾜ ﾋﾄﾐ 若穂中
権田 咲良(2) DNS
ｺﾞﾝﾀﾞ ｻｸﾗ 川中島中
常田 実咲(2) DNS
ﾄｷﾀ ﾐｻｷ 篠ノ井東中

中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 1m48 記録所属名 1m05 1m10 1m15 1m20 1m25 備考
1 24  5069 - - - -

o xo

1m30 1m35 1m40 1m45

- - o o xo xxx  1.45

 1.30

2 20  5179 - - o xxo

o o o xo xxx
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3 18  5843

5 15  5660 - o o o o xxx
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- -
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 1.25o xxx

 1.25

 1.30xxx
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o o7 13  5979
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- -

 1.20xxx

 1.20xxx

 1.25

 1.25

10 4  5653 o o o o

o o10 6  4970

13 3  5429 - xxo o o xxx

10 19  5736 - - o o xxx

o o

 1.20xxx

 1.20xxx

 1.20

 1.20

14 12  5988 xo o xxo o

- xo15 21  6200

16 16  5961
- - o xxx

16 5  5651 - o o xxx

o -
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 1.15

18 10  5918 o o xxo xxx

xxx19 1  5799 o o

 1.10

19 2  5461 - o xxx  1.10

21 9  5921 xo xxo xxx

     

14  5946      

23  5816



決勝 8月31日 11:30

長野県中学記録(CR)               5.74 森本 知隼                    塩尻             2014/08/31  
大会記録(GR)                     5.41 富山 萌衣                    坂城             2018        

 ３回の
 最高記録

宮原 凛成(3)    x    x   4.98   4.98   5.31  5.41  5.45   5.45 大会新
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ 坂城中               +0.1   +0.1   +0.4  +0.8  +0.5   +0.5
宮下 留花(3)   4.96  5.08   x    5.08   5.13  5.19  5.16   5.19 
ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ 坂城中   +0.2  +4.0         +4.0   +0.7  +1.2  +0.5   +1.2
矢島 冴子(3)    x    x   4.88   4.88   4.74   x   4.91   4.91 
ﾔｼﾏ ｻｴｺ 長野北部中               +0.2   +0.2   +1.8        +0.3   +0.3
吾妻 恭佳(1)    x   4.83   x    4.83   4.90  4.90   x    4.90 
ｱｶﾞﾂﾏ ｷｮｳｶ 坂城中         +0.9         +0.9   +2.5  +0.8         +0.8
有馬 希美佳(3)   4.87  4.56  4.62   4.87    x    x   4.62   4.87 
ｱﾘﾏ ｷﾐｶ 裾花中   +0.9  +1.8  -0.4   +0.9               +2.3   +0.9
櫻井 菜央(2)   4.41  4.57  4.36   4.57   4.42  4.53   x    4.57 
ｻｸﾗｲ ﾅｵ 相森中   +0.8  +0.4   0.0   +0.4   +0.5  +0.3         +0.4
日比 咲杏(1)   4.33  4.55  4.52   4.55   4.27   x    x    4.55 
ﾋﾋﾞ ｻｸﾗ 櫻ヶ岡中   +0.9  +1.4  +1.1   +1.4   +1.3               +1.4
本道 維乃(2)    x   4.23  4.54   4.54   4.47  4.27   x    4.54 
ﾎﾝﾄﾞｳ ﾕｲﾉ 川中島中         +1.1  +1.1   +1.1   -0.6  -0.5         +1.1
小林 ゆずな(1)   4.24  4.37  4.52   4.52             4.52 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞﾅ 川中島中   +1.2  +0.7  +1.3   +1.3                      +1.3
藤沢 美瑠(1)   4.34   x    x    4.34             4.34 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾙ 長野北部中   +2.4               +2.4                      +2.4
坂井 晶(2)   4.06  4.27  4.24   4.27             4.27 
ｻｶｲ ｱｷ 信大附属長野中   +0.2  -0.1  -0.2   -0.1                      -0.1
岡 希星(3)   4.25  4.02  4.17   4.25             4.25 
ｵｶ ｷﾗﾗ 栄中   -0.1  +0.2  +0.6   -0.1                      -0.1
能瀬 澄麗(1)    x   4.24  4.05   4.24             4.24 
ﾉｾ ｽﾐﾚ 東北中         +0.1  +0.2   +0.1                      +0.1
荒井 美海(1)   4.21  4.04  4.13   4.21             4.21 
ｱﾗｲ ﾐｳ 東北中   +2.1  +1.6  +0.1   +2.1                      +2.1
塩野 愛桜(2)    x    x   4.21   4.21             4.21 
ｼｵﾉ ｱｲﾗ 須坂東中               -1.2   -1.2                      -1.2
北村 晏(2)   3.87  3.98  4.15   4.15             4.15 
ｷﾀﾑﾗ ｱﾝ 長野北部中   -0.5  +0.3  +1.9   +1.9                      +1.9
山本 りさ(2)   3.98  3.81  4.14   4.14             4.14 
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｻ 長野東部中   +0.9   0.0  +1.3   +1.3                      +1.3
小野澤 那月(1)   4.10   x    x    4.10             4.10 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 信大附属長野中   +0.2               +0.2                      +0.2
小林 恵瑠(3)   4.01  4.02  3.84   4.02             4.02 
ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾙ 中野平中   +0.5  -0.1  -1.2   -0.1                      -0.1
髙澤 美羽(2)   3.87   -   3.86   3.87             3.87 
ﾀｶｻﾜ ﾐｳ 飯山城北中   +0.6        +1.2   +0.6                      +0.6
森田 あかり(1)   3.62   x   3.86   3.86             3.86 
ﾓﾘﾀ ｱｶﾘ 柳町中   +0.7        +1.6   +1.6                      +1.6
宮﨑 由來(2)   3.68   o   3.83   3.83             3.83 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾗ 東北中   +0.4  +1.4  +0.1   +0.1                      +0.1
八田 愛梨(1)   3.81   o    o    3.81             3.81 
ﾊｯﾀ ｱｲﾘ 信大附属長野中   +0.2  -0.1  +0.5   +0.2                      +0.2
山田 真央(3)    x    x   3.81   3.81             3.81 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｵ 七二会中               +0.3   +0.3                      +0.3
栗木 萌(2)   3.65  3.80   o    3.80             3.80 
ｸﾘｷ ﾓｴ 犀陵中   +3.1  +0.1  +1.1   +0.1                      +0.1
宮澤 美玖(2)   3.69   o    o    3.69             3.69 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｸ 櫻ヶ岡中   +0.5  +1.7  +0.5   +0.5                      +0.5
西村 由菜(2)   3.66   o    o    3.66             3.66 
ﾆｼﾑﾗ ﾕﾅ 篠ノ井西中   +0.1  +2.4  +0.8   +0.1                      +0.1
土屋 羽奏(1)   3.65   o    o    3.65             3.65 
ﾂﾁﾔ ﾜｶﾅ 高社中   -0.7  -0.4  +1.3   -0.7                      -0.7
外崎 望亜(1)   3.64   x    o    3.64             3.64 
ﾄｻﾞｷ ﾉｱ 櫻ヶ岡中   +0.2        -0.1   +0.2                      +0.2
村尾 芽依(1)   3.52   o    o    3.52             3.52 
ﾑﾗｵ ﾒｲ 更北中   -0.1  +1.5  +0.8   -0.1                      -0.1
羽田 遥愛(2)   3.51   o    o    3.51             3.51 
ﾊﾀ ﾙｱ 中野平中   +0.8  +0.6   0.0   +0.8                      +0.8
下平 奈々美(1)   3.50   x    x    3.50             3.50 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾅﾅﾐ 更北中   -1.2               -1.2                      -1.2
佐野 夢来(2)   3.50   o    o    3.50             3.50 
ｻﾉ ﾕﾗ 中野平中   +1.9  +1.1  -0.4   +1.9                      +1.9
渡辺 碧羽(2)   3.34   o    o    3.34             3.34 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵﾊ 川中島中   +1.2  -2.5  -0.3   +1.2                      +1.2
小林 蘭(1)    x   3.33   x    3.33             3.33 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾗﾝ 相森中         +2.0         +2.0                      +2.0
山田 紗也(1)    x   3.32   x    3.32             3.32 
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔ 七二会中         -1.7         -1.7                      -1.7

36 13  6079

35 4  4936

30 2  5992

31 14  5107

32

32 24  5105

34 33  5978

5  5993

27 23  5847

28 12  5178

29 8  5424

23 22  6077

25 26  5785

26 18  5465

23 15  6179

18 16  6181

19 32  5112

20

21 17  5380

22 19  5635

28  5353

15 31  4966

16 36  5686

17 29  5470

12 30  5267

13 21  5626

14 38  5627

11 34  6203

6 41  4927

7 37  5425

8

9 39  5942

10 27  5657

-6- 記録 備考-3-

35  5964

3 42  5671

4 40  4740

5 43

1 45  4733

2 44  4734

 5711

-4- -5-

中学女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



 ３回の
 最高記録

羽生田 夢七(1)   3.26   o    o    3.26             3.26 
ﾊﾆｳﾀﾞ ﾕﾒﾅ 須坂東中   +0.4  +1.7  -1.2   +0.4                      +0.4
林 恋冬(1)    x   3.15   o    3.15             3.15 
ﾊﾔｼ ｺﾄ 信濃小中         +0.3  -0.6   +0.3                      +0.3
児玉 理乃(1)   3.06   o    o    3.06             3.06 
ｺﾀﾞﾏ ﾘﾉ 篠ノ井西中   -0.6  +0.3  +0.4   -0.6                      -0.6
戸谷 円香(1)    x   3.03   o    3.03             3.03 
ﾄﾔ ﾏﾄﾞｶ 長野東部中         +0.2  -0.2   +0.2                      +0.2
栁澤 奈優(2)   3.03   x    o    3.03             3.03 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅﾕ 篠ノ井東中   +0.4        -0.1   +0.4                      +0.4
滝沢 さくら(1)   2.93   o    o    2.93             2.93 
ﾀｷｻﾞﾜ ｻｸﾗ 篠ノ井西中   -0.2  +1.7  -0.6   -0.2                      -0.2
上田 奈那(1)   2.71   x    o    2.71             2.71 
ｳｴﾀﾞ ﾅﾅ 須坂東中   -0.7        +1.3   -0.7                      -0.7
牧村 夏実(1)   2.67   o    o    2.67             2.67 
ﾏｷﾑﾗ ﾅﾂﾐ 篠ノ井東中   +1.8  +0.1  -0.1   +1.8                      +1.8
江澤 優南(2)                            DNS
ｴｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 飯山城北中                                                   
長田 真輝(1)                            DNS
ｵｻﾀﾞ ﾏｷ 長野日大中                                                   

3  5351

11  6213

6  5818

-4-

44 7  5834

39 10  5849

40 25  5476

40

42 46  5857

43 9  4975

備考

37 20  4979

38 1  5235

-1- -2- -3- -5- -6- 記録

中学女子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 9月1日 11:30

長野県中学記録(CR)              13.70 倉田 紗優加                  南箕輪           2019/08/24  
大会記録(GR)                    12.94 永原 璃桜                    信濃             2018        

 ３回の
 最高記録

小柳 夏菜(3)
ｺﾔﾅｷﾞ ｶﾅ 七二会中
松林 彩(2)
ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｱﾔ 七二会中
小山 莉穂(3)
ｺﾔﾏ ﾘﾎ 相森中
竹内 涼(3)
ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳ 南宮中
月岡 こまち(3)
ﾂｷｵｶ ｺﾏﾁ 栄中
山田 柚葵(3)
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｽﾞｷ 高社中
山本 実夢(2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕ 犀陵中
堀 愛美(2)
ﾎﾘ ﾏﾅﾐ 犀陵中
青木 ももな(2)
ｱｵｷ ﾓﾓﾅ 川中島中
中澤 蒼生(2)
ﾅｶｻﾞﾜ ｱｵｲ 須坂東中
小島 あずさ(1)
ｺｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ 櫻ヶ岡中
土屋 日実(3)
ﾂﾁﾔ ﾋﾐ 高社中
有賀 陽香(2)
ｱﾙｶﾞ ﾊﾙｶ 中野平中
河野 叶恵(2)
ｺｳﾉ ｶｴ 信濃小中
大西 彩桜(2)
ｵｵﾆｼ ｻｸﾗ 櫻ヶ岡中
富山 萌衣(3)
ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ 坂城中
太田 安香(1)
ｵｵﾀ ｱｺ 七二会中
阿部 紗和(1)
ｱﾍﾞ ｻﾜ 裾花中
宮入 香澄(1)
ﾐﾔｲﾘ ｶｽﾐ 犀陵中
町田 智香(1)
ﾏﾁﾀﾞ ﾄﾓｶ 更北中
山本 りさ(2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｻ 長野東部中
山浦 花音(2)
ﾔﾏｳﾗ ｶﾉﾝ 中野平中
阿部 羽奏(2)
ｱﾍﾞ ﾜｶﾅ 更北中
熊代 愛紗陽(1)
ｸﾏｼﾛ ｱｻﾋ 高社中
森 胡都菜(2)
ﾓﾘ ｺﾄﾅ 戸倉上山田中
中村 恵理(1)
ﾅｶﾑﾗ ｴﾘ 長野北部中
岡村 彩希(1)
ｵｶﾑﾗ ｻｷ 若穂中
根岸 夢梨(1)
ﾈｷﾞｼ ﾕﾒﾘ 柳町中
山崎 心緒(1)
ﾔﾏｻﾞｷ ｺｺﾛ 柳町中
神戸 日茉里(1)
ｶﾝﾍﾞ ﾋﾏﾘ 更北中
西村 由菜(2)
ﾆｼﾑﾗ ﾕﾅ 篠ノ井西中
種村 良美(1)
ﾀﾈﾑﾗ ﾖｼﾐ 櫻ヶ岡中
所 のぞみ(1)
ﾄｺﾛ ﾉｿﾞﾐ 篠ノ井西中
山田 真綾(2) DNS
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｱﾔ 中野平中

   

     4.66 

33 3  5856   2.81  3.21  3.29   3.29

       22  5109                 

31 13  5847   4.51  4.77

           3.29 

32 4  5420   4.42  4.31  4.66

  4.66   4.77            4.77 

   4.66       

29 2  5379   4.73  4.87

30 5  5991   4.07  4.83

  5.10   5.10            5.10 

   5.03         5.03      5.03 

27 11  5920   5.46  5.39

28 6  5377   5.33  5.09

  4.91   5.46            5.46 

   5.33          x      5.33 

25 18  4771   5.69  5.36

26 1  5656   5.56  5.30

   x    5.69            5.69 

   5.56         5.04      5.56 

23 14  6031   5.73  5.75

24 9  5177   5.58  5.41

  5.62   5.75            5.75 

   5.70         5.70      5.70 

21 20  5470   5.64  4.66

22 12  5108   5.79  5.91

  6.01   6.01            6.01 

   5.91         5.80      5.91 

19 10  5796   6.04  5.55

20 8  5986   5.38  6.02

   x    6.04            6.04 

   6.02         5.53      6.02 

17 15  6070
  6.49  5.78

18 17  5725   6.16  5.23

  6.22   6.49            6.49 

   6.38         6.38      6.38 

15 7  5459   6.57  6.50

16 28  4732   6.53   x

  6.46   6.57            6.57 

   6.53         4.87      6.53 

13 24  5100   6.17  5.99

14 16  5221   6.20  6.72

  6.83   6.83            6.83 

   6.72         6.72      6.72 

11 23  5427   6.50  6.54

12 19  5172   6.37  6.53

  7.05   7.05            7.05 

   6.93         6.93      6.93 

9 25  5979   7.43  7.14

10 21  4961   7.04  7.24

  7.59   7.59            7.59 

   7.24         7.00      7.24 

7 27  5786   8.75  8.13

8 26  5783   7.52  7.69

  7.53   8.75   8.20  7.67   x   8.75 

   7.69   7.73  7.69  7.45   7.62  7.73 

5 30  5268   8.47  8.71

6 29  5168   8.34  8.23

  9.07   9.07   9.01  9.11  9.14  9.14 

   8.34   8.76  7.68  8.33   7.46  8.76 

 11.40 

3 32  4920  10.28 10.11

4 31  5070   8.12  8.69  8.83   8.61  9.16 

 10.40  10.40  10.48 10.91 10.95 10.95 

   8.83   9.16  8.77

  11.19  11.10 11.40

-4- -5- -6-

 12.29 10.72

2 34  6078  10.69 10.75 11.19  11.17

備考

1 33  6075  10.64 10.69 11.68  11.68  11.24

-2- -3-

 12.29 

記録

中学女子

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 9月1日 14:30

長野県中学記録(CR)              32.15 佐藤 芹香                    浅科             2012/09/01  
大会記録(GR)                    28.48 太田 杏優                    東北             2016        

 ３回の
 最高記録

小山 莉穂(3)
ｺﾔﾏ ﾘﾎ 相森中
小柳 夏菜(3)
ｺﾔﾅｷﾞ ｶﾅ 七二会中
月岡 こまち(3)
ﾂｷｵｶ ｺﾏﾁ 栄中

9月1日 14:30

長野県中学記録(CR)              32.15 佐藤 芹香                    浅科             2012/09/01  

 ３回の
 最高記録

神林 杏花(3)
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ 上田第五中

 26.98 27.45 

備考

1 1  4676    x    x  24.07  24.07    x  27.45

-2- -3- -4- -5- -6- 記録

-3-

ｵｰﾌﾟﾝ中学女子

円盤投(1.000kg)

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

-5- -6- 記録

1 4

備考

中学女子

円盤投(1.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

 25.54  4920  23.16 25.54

-4-氏  名 所属名 -1- -2-

   x   25.54  24.40   x  25.41

 18.03  21.25  16.57 17.34  21.25  16.872 2  6075  17.67

 20.98    x   19.71  20.98 16.81 16.463 3  5268  19.71   x

 21.25



決勝 8月31日 12:40

長野県中学記録(CR)              56.73 倉田 紗優加                  南箕輪           2019/06/09  
大会記録(GR)                    42.02 松本 優花                    更北             2016        

 ３回の
 最高記録

関 穂乃佳(3)
ｾｷ ﾎﾉｶ 山ノ内中
小林 姫帆(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾎ 山ノ内中
矢島 冴子(3)
ﾔｼﾏ ｻｴｺ 長野北部中
堀 愛美(2)
ﾎﾘ ﾏﾅﾐ 犀陵中
青木 菜那(3)
ｱｵｷ ﾅﾅ 七二会中
松林 彩(2)
ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｱﾔ 七二会中
片桐 由佳理(2)
ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｶﾘ 長野東部中
赤久保 はづき(3)
ｱｶｸﾎﾞ ﾊﾂﾞｷ 高社中
金井 美優(2)
ｶﾅｲ ﾐﾕ 篠ノ井西中
德竹 華歩(1)
ﾄｸﾀｹ ｶﾎ 篠ノ井西中
阿部 羽奏(2)
ｱﾍﾞ ﾜｶﾅ 更北中
加藤 紗耶(2)
ｶﾄｳ ｻﾔ 櫻ヶ岡中
稲田 弥夢(1)
ｲﾅﾀﾞ ﾐﾕｳ 若穂中
栁澤 奈優(2)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅﾕ 篠ノ井東中
渡利 心葉(1)
ﾜﾀﾘ ｺｺﾊ 篠ノ井西中
山本 ことの(1)
ﾔﾏﾓﾄ ｺﾄﾉ 栄中
町田 智香(1)
ﾏﾁﾀﾞ ﾄﾓｶ 更北中
大島 瑶子(1)
ｵｵｼﾏ ﾖｳｺ 長野北部中
藤田 陽莉(1)
ﾌｼﾞﾀ ﾋﾏﾘ 須坂東中
日比 咲杏(1) NM
ﾋﾋﾞ ｻｸﾗ 櫻ヶ岡中
中島 すみれ(1) DNS
ﾅｶｼﾞﾏ ｽﾐﾚ 長野北部中
宮﨑 碧彩(2) DNS
ﾐﾔｻﾞｷ ｱｵｲ 戸倉上山田中

   

       

1  5652              

       8  4769                 

19 10  4969   5.85  6.83

             

11  5425    x    x    -

  8.38   8.38            8.38 

          

17 7  5986
 12.36  8.62

18 2  5658  11.65   x

  9.88  12.36           12.36 

  11.65         8.20     11.65 

15 14  5848   9.20 10.97

16 6  5281  12.49  9.43

 13.70  13.70           13.70 

  12.49         9.92     12.49 

13 5  5919  15.10 12.97

14 4  5818    x  11.48

 14.26  15.10           15.10 

  14.49        14.49     14.49 

11 13  6031  14.13 13.11

12 3  5463  12.36 14.60

 16.71  16.71           16.71 

  15.40        15.40     15.40 

9 17  5840  19.24 20.19

10 15  5852  16.18 13.60

 12.12  20.19           20.19 

  17.58        17.58     17.58 

7 9  5471  25.46 17.02

8 16  5167  24.25 24.45

 25.40  25.46  18.30  9.88 18.44 25.46 

  25.30  23.74 23.61 25.30  25.02 25.30 

5 12  6073  20.62 26.75

6 18  6078  20.99 27.58

 27.05  27.05  24.08   x  28.41 28.41 

  27.58  14.72 23.16 25.79  26.30 27.58 

 33.36 

3 19  5671  28.83 27.72

4 20  5783  23.45 27.32 25.97  25.29 29.22 

   x   28.83  32.56 28.29 32.28 32.56 

  27.32  23.14 29.22

  32.15  26.11 33.36

-4- -5- -6-

 36.48 34.91

2 21  5010  32.15 23.27 28.90  18.34

備考

1 22  5000  31.18 34.87 33.33  34.87  30.70

-2- -3-

 36.48 

記録

中学女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 8月31日 15:25

長野県小学生記録(ER)            53.01                              坂城JAC          2018/06/24  
                                      （清水　咲歩・金子　亜瑠・宮下　小牧・我妻　恭佳）
大会記録(GR)                    55.98                              坂城JAC          2018        
                                      （清水・金子・宮下・吾妻）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 坂城JAC    15 竜田 唯花(4)     58.09 

ﾀﾂﾀ ﾕｲｶ
   16 大熊 杏美(6)

ｵｵｸﾏ ｱﾐ
   17 早野 優空(4)

ﾊﾔﾉ ﾕｱ
   18 山下 結衣(4)

ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ
 2   5 NDFｼﾞｭﾆｱ    12 荻原 綾美(6)   1:00.21 

ｵｷﾞﾜﾗ ｱﾔﾐ
    9 工藤 ささら(6)

ｸﾄﾞｳ ｻｻﾗ
   11 関 柊来(6)

ｾｷ ﾋｲﾗ
    7 山嵜 彩加(6)

ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾔｶ
 3   3 日滝小    33 市川 真菜(6)   1:00.65 

ｲﾁｶﾜ ﾏﾅ
   34 宮尾 蓮愛(6)

ﾐﾔｵ ﾚﾅ
   31 進藤 杏菜(6)

ｼﾝﾄﾞｳ ｱﾝﾅ
   32 小山 侑月(6)

ｺﾔﾏ ﾕﾂﾞｷ
 4   4 長野市陸上教室   23 櫻庭 遥(6)   1:01.12 

ｻｸﾗﾊﾞ ﾊﾙ
   27 新井 愛里奈(4)

ｱﾗｲ ﾏﾘﾅ
   28 若田 香澄(6)

ﾜｶﾀ ｶｽﾞﾐ
   26 斉藤 奏(6)

ｻｲﾄｳ ｶﾅ
 5   7 木島平小    38 浦山 瑠乃羽(6)   1:03.98 

ｳﾗﾔﾏ ﾙﾉﾜ
   36 小林 鈴歩(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞﾎ
   35 添田 春佳(6)

ｿｴﾀﾞ ﾊﾙｶ
   39 阿部 結奈(5)

ｱﾍﾞ ﾕｲﾅ

8月31日 15:25

長野県小学生記録(ER)            53.01                              坂城JAC          2018/06/24  
                                      （清水　咲歩・金子　亜瑠・宮下　小牧・我妻　恭佳）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 NDFｼﾞｭﾆｱ    13 浦野 あずみ(6)   1:04.69 

ｳﾗﾉ ｱｽﾞﾐ
    1 武田 実久(6)

ﾀｹﾀﾞ ﾐｸ
    4 西澤 佳奈子(4)

ﾆｼｻﾞﾜ ｶﾅｺ
    6 山﨑 凜奏(5)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾐｶ

小学女子

4×100m

決勝

ｵｰﾌﾟﾝ小学女子

4×100m
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