
大会コード 19173002

： ２０１9年6月29日(土) －30日(日)
： 県松本平広域公園陸上競技場（競技場コード 171020）
： 長野県中学校体育連盟　長野県教育委員会

一般財団法人長野陸上競技協会　
長野県市町村教育委員会連絡協議会

： (公財)長野県スポーツ協会　開催地教育委員会
： 信濃毎日新聞社　(公財) 信毎文化事業財団　ＮＨＫ長野放送局
： 長野県中学校体育連盟陸上競技専門部

開催地区・郡市中学校体育連盟　開催地区・郡市陸上競技協会
： 梨子田昌央　葛城　光一
： 木戸岡和孝(トラック)　 青栁 智之(トラック)

酒井 　剛(跳躍)　 田澤 　稔(投てき)　
小幡 泰俊(混成競技)　 小林 初美(招集所)　
小川　淳(スタート)

： 山野井 宏彰

■この大会で樹立された記録

■グラウンドコンディション
6月29日(土) 6月30日

会 場
主 催

共 催
後援・協賛
主 管

総 務

第58回長野県中学校総合体育大会夏季大会
陸上競技の部

兼 第46回全日本中学校陸上競技選手権大会参加標準記録突破対象大会
兼 第50回ジュニアオリンピック選手選考対象競技会

記 録 集
期 日

06/29 男子共通 砲丸投 決勝 14m07

審 判 長

記録・情報主任

日付 男女 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ

木藤 海琉 (3) 芦原 13m45 県中学新

12m33 大会新

記録 氏名(学年) 所属 従来の記録 備考

12m33 大会新

06/29 男子共通 400m 予選 49秒92 安坂 丈瑠 (3) 開成

06/29 男子共通 砲丸投 決勝 12m67 髙橋 勇翔 (3)
50秒28 県中学新
50秒58 大会新

時刻 天候 風向 風速 気温 湿度 時刻 天候

開成

原 4m20 大会新

06/30 男子共通 400m 決勝 50秒17 安坂 丈瑠 (3) 開成

06/29 男子共通 棒高跳 決勝 4m40 安部桂史郎 (3)

風向 風速 気温 湿度

50秒28 県中学新

50秒58 大会新

(m/s) (℃) (%)(m/s) (℃) (%)
09:00 曇 南 1.8 24.6 86.009:00 曇り 南東 1.0 25.2 64.0
10:00 曇 南 2.4 27.9 67.010:00 曇り 東 1.7 25.7 64.0
11:00 晴れ 南西 4.0 30.4 51.011:00 曇り 南東 2.7 26.5 63.0
12:00 晴れ 南 2.1 31.9 45.012:00 曇り 南東 2.8 27.7 60.0
13:00 曇 南西 2.1 30.5 52.013:00 曇り 南 2.4 27.0 62.0
14:00 曇 西 2.7 29.4 56.014:00 曇り 南 1.8 27.1 60.0
15:00 曇 西 1.3 27.8 60.015:00 雨 南西 1.8 24.9 71.0



第58回長野県中学校総合体育大会夏季大会陸上競技の部 招集所審判長 小林初美

主催　（一財）長野陸上競技協会　長野県中学校体育連盟　長野県教育委員会　 ｽﾀｰﾄ審判長 小川淳
長野県市町村教育委員会連絡協議会 ﾄﾗｯｸ審判長 木戸岡和孝･青栁智之
【開催日】 令和元年6月29日（土）、30日（日） 投てき審判長 田澤稔

【主催団体】 （一財）長野陸上競技協会　長野県中学校体育連盟 決勝記録一覧表 跳躍審判長 酒井剛

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

 6/30 女子共通  -1.9 三澤 百佳(3) 25.81 藤森 七海(3) 26.51 中村 空夏(3) 26.54 竹花 碧乃(3) 27.01 伊藤 沙優香(3) 27.37 吉田 七海(3) 27.53 中澤 雪乃(2) 27.57 倉田 侑季(3) 27.82
200m 開成 諏訪西 諏訪南 佐久長聖 穂高東 中込 佐久東 三郷

 6/30 渡邉 陽乃(3) 2:19.11 市川 笑花(3) 2:21.46 松下 輝来(3) 2:23.67 山田 唯綺(3) 2:24.84 臼田 麻花(3) 2:24.89 辻 芽衣(2) 2:26.37 増沢 結(2) 2:26.67 桑原 実世(2) 2:29.66
800m 佐久東 野沢 仁科台 豊科南 下諏訪 三郷 岡谷東部 戸倉上山田

 6/30 佐藤 悠花(3) 4:45.71 牧内 大華(2) 4:45.81 名和 夏乃子(2) 4:46.12 村岡 美玖(3) 4:47.86 仁科 玲美(3) 4:48.38 篠原 さら(3) 4:52.30 筒井 心葉(3) 4:53.22 守屋 有彩(3) 4:53.88
1500m 下伊那松川 丸子北 岡谷南部 波田 川中島 茅野東部 飯田高陵 春富

 6/30  -2.9 佐伯 風帆(2) 14.54 荻原 希乃愛(3) 14.82 唐澤 さくら(2) 14.84 小林 柑南(2) 14.97 千野 里花(3) 15.95 小口 葉奈(3) 16.37 関澤 きらり(2) 16.54 逸見 加奈子(2) 16.62
100mH(0.762-

8.0m) 軽井沢 軽井沢 箕輪 三郷 山ﾉ内 諏訪西 上田第一 伊那
 6/29 太田 さくら(3) 1.60 原田 栞里(3) 1.54 平谷 紗菜(3) 1.51 千葉 琉莉(2) 1.48 金児 桜子(3) 1.45 田村 優衣(2) 1.45 筒井 結貴(3) 豊丘 1.40

走高跳 高瀬 赤穂 鉢盛 岡谷東部 広徳 茅野東部 二木 瑠心(2) 山辺
 6/29 岡田 莉歩(2) 2.90 北澤 咲希(3) 上田第五 2.60 谷川 慧佳(3) 2.60 伊藤 花純(3) 2.60 鈴木 天音(3) 2.50 偆道 心々美(3) 2.50 児島 里奈(3) 2.40

棒高跳 軽井沢 深尾 美希(2) 三郷 山辺 上田第一 浅間 原 山辺
 6/30 倉田 紗優加(3) 12.50 松林 彩(2) 12.21 小柳 夏菜(3) 12.05 尾関 紗佳(3) 11.74 小山 莉穂(3) 10.92 富山 唯奈(3) 10.59 水落 凜(3) 10.03 竹内 涼(3) 9.94

砲丸投(2.721kg) 南箕輪 七二会 七二会 女鳥羽 相森 伊那東部 女鳥羽 南宮
 6/30 赤穂       50.52 堀金       50.78 春富       50.79 軽井沢       50.82 開成       51.08 南箕輪       51.76 東御東部       52.12 諏訪西       52.23

4×100m 山田 優芽(3) 前田 百葉(3) 田中 海羽(3) 梅原 小梅(2) 瀧本 歩夢(3) 海沼 結(2) 細田 怜奈(3) 安田 莉穂(3)
佐野 涼楓(2) 福田 笑未(2) 埋橋 凜(3) 佐伯 風帆(2) 麻和 楓花(3) 髙橋 つきみ(2) 小柳 梨乃(2) 藤森 七海(3)
宮澤 けい(2) 柴野 亜紗実(2) 中村 映夢(3) 小川 三陸(3) 松丸 もも(3) 髙木 萌子(3) 雫田 陽向(2) 小松 美沙季(2)
鎮西 花(3) 松本 恵実(3) 濵田 みなと(3) 荻原 希乃愛(3) 三澤 百佳(3) 野村 優香(3) 三輪 希々葉(3) 小口 葉奈(3)

 6/30 女子1年  -2.2 鷲山 芽生(1) 13.38 金子 亜瑠(1) 13.51 山岸 音葉(1) 13.71 田中 雪乃(1) 13.71 小田 彩音(1) 13.83 伊藤 結衣(1) 13.89 山田 聖来(1) 13.94 北野 未桜(1) 14.09
100m 女鳥羽 坂城 篠ﾉ井東 上田第二 開成 茅野東部 永明 穂高東

 6/30 小倉 和香葉(1) 4.80(+2.0) 吾妻 恭佳(1) 4.77(+2.9) 小山 紗於里(1) 4.70(+3.4) 市川 紗菜(1) 4.67(+3.6) 木村 莉央(1) 4.57(+1.3) 荒井 美海(1) 4.50(+4.1) 日比 咲杏(1) 4.44(+1.3) 吉田 心美(1) 4.30(+2.6)
走幅跳 茅野東部 坂城 王滝 諏訪南 豊科北 東北 櫻ヶ岡 中込

 6/30 女子2年  -1.4 古田 波音(2) 12.88 小柳 梨乃(2) 12.93 福田 笑未(2) 12.96 宮澤 けい(2) 13.18 野口 茉優(2) 13.50 古谷 柚季(2) 13.51 佐々木 幸雪(2) 13.73 佐野 涼楓(2) 14.38
100m 丸ﾉ内 東御東部 堀金 赤穂 信大附属松本 丘 緑ヶ丘 赤穂

 6/30 女子3年  -1.9 濵田 みなと(3) 12.99 松本 恵実(3) 13.10 宮下 莉瑚(3) 13.20 宮下 留花(3) 13.21 柳澤 亜美(3) 13.37 山城 春菜(3) 13.41 宮原 凛成(3) 13.47 喜島 晴(3) 13.56
100m 春富 堀金 豊丘 坂城 柳町 高森 坂城 菅野

 6/30 女子1･2年 開成       53.30 豊科北       53.64 浅間       54.42 旭ヶ丘       54.43 春富       54.86 女鳥羽       54.94 上田第五       55.01 川中島       55.15
4×100m 星野 沙羅(2) 木村 歩実(1) 吉澤 諒子(1) 松下 真奈(1) 畠山 あゆみ(1) 高岡 明咲(1) 春原 史佳(1) 上平 未麻(2)

宍戸 美希(2) 篠原 あかり(2) 村山 苺香(2) 三嶋 渚沙(2) 山崎 愛菜(1) 角崎 美沙都(2) 坂口 瑠唯(1) 早川 凛(1)
大塚 実和(1) 藤倉 苺花(1) 向井 美来(1) 北原 野々花(1) 尾崎 せれの(2) 髙木 舞(1) 松木 紗良(2) 小林 ゆずな(1)
小田 彩音(1) 小穴 都聖(2) 堀内 涼華(2) 中村 夏鈴(1) 片桐 愛香(2) 鷲山 芽生(1) 秋山 佳己(2) 本道 維乃(2)

 6/29 女子2･3年 牧内 愛実(3) 5.38(+1.9) 富山 萌衣(3) 5.25(+1.2) 塩澤 舞(3) 5.24(+2.5) 大﨑 にこ(2) 5.16(+0.0) 倉根 慧(3) 5.02(+3.6) 小倉 歩華(3) 4.98(+2.5) 今村 実伶(3) 4.89(+1.7) 細田 怜奈(3) 4.88(+0.4)
走幅跳 坂城 坂城 竜峡 伊那 野沢 上諏訪 緑ヶ丘 東御東部

 6/30 女子混成 大森 里香(3) 2721 小平 奏重(3) 2258 中嶋 愛佳(3) 2202 宮坂 優那(3) 2096 大鹿 愛和(3) 2089 漆原 衣咲(2) 2031 春日 そら(2) 1992 髙寺 凜(3) 1982
四種競技 芦原 永明 佐久長聖 岡谷東部 野沢 芦原 篠ﾉ井西 上田第一



長野県中学記録(CR)              12.05 菅沼 美風                    豊丘             2014/07/05  
大会記録(GR)                    12.74 森本　知隼                   塩尻             2012        

[ 1組] 風速 +1.7 [ 2組] 風速 +0.9

 1 鷲山 芽生(1) 女鳥羽     13.12 Q  1 金子 亜瑠(1) 坂城     13.20 Q
ﾜｼﾔﾏ ﾒｲ ｶﾈｺ ｱﾙ

 2 斎藤 優羽(1) 御代田     13.82  2 小田 彩音(1) 開成     13.45 q
ｻｲﾄｳ ﾕｳ ｵﾀﾞ ｱﾔﾈ

 3 伊藤 穂香(1) 諏訪西     13.88  3 丸山 姫來(1) 柳町     13.73 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ ﾏﾙﾔﾏ ｷﾗ

 4 須江 一樺(1) 信大附属長野     13.99  4 向井 美来(1) 浅間     14.05 
ｽｴ ｲﾁｶ ﾑｶｲ ﾐｸ

 5 坂口 瑠唯(1) 上田第五     14.07  5 倉嶋 凛音(1) 松代     14.10 
ｻｶｸﾞﾁ ﾙｲ ｸﾗｼﾏ ﾘｵﾝ

 6 千野 さくら(1) 仁科台     14.33  6 神津 沙夏(1) 御代田     14.18 
ﾁﾉ ｻｸﾗ ｺｳﾂﾞ ｻﾅ

 7 宇都宮 新奈(1) 軽井沢     14.37  7 田中 萌衣(1) 赤穂     14.26 
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾆﾅ ﾀﾅｶ ﾒｲ

 8 菊地 彩奈(1) 丸ﾉ内     14.66  8 井原 由奈(1) 南箕輪     14.43 
ｷｸﾁ ｻﾅ ｲﾊﾗ ﾕｳﾅ

[ 3組] 風速 +2.2 [ 4組] 風速 +1.1

 1 田中 雪乃(1) 上田第二     13.24 Q  1 山岸 音葉(1) 篠ﾉ井東     13.20 Q
ﾀﾅｶ ﾕｷﾉ ﾔﾏｷﾞｼ ｵﾄﾊ

 2 伊藤 結衣(1) 茅野東部     13.39 q  2 山田 聖来(1) 永明     13.47 q
ｲﾄｳ ﾕｲ ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ

 3 木ﾉ島 夏生(1) 赤穂     13.84  3 北野 未桜(1) 穂高東     13.61 q
ｷﾉｼﾏ ﾅﾂｷ ｷﾀﾉ ﾐｵ

 4 黒田 慧(1) 芦原     13.87  4 滝澤 亜子(1) 南宮     13.88 
ｸﾛﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ ﾀｷｻﾞﾜ ｱｺ

 5 小林 姫帆(1) 山ﾉ内     13.94  5 村松 美穂(1) 丸ﾉ内     14.15 
ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾎ ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾎ

 6 牧田 紗和(1) 穂高東     14.32  6 掛川 風保(1) 伊那東部     14.23 
ﾏｷﾀ ｻﾜ ｶｹｶﾞﾜ ｶﾎ

 7 大久保 佑南(1) 櫻ヶ岡     14.35  7 藤倉 苺花(1) 豊科北     14.45 
ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾅ ﾌｼﾞｸﾗ ｲﾁｶ

 8 宮本 和花奈(1) 東御東部     14.37  8 小西 世蘭(1) 飯田高陵     14.51 
ﾐﾔﾓﾄ ﾜｶﾅ ｺﾆｼ ｾﾗﾝ

風速 -2.2

 1 鷲山 芽生(1) 女鳥羽     13.38 
ﾜｼﾔﾏ ﾒｲ

 2 金子 亜瑠(1) 坂城     13.51 
ｶﾈｺ ｱﾙ

 3 山岸 音葉(1) 篠ﾉ井東     13.71 
ﾔﾏｷﾞｼ ｵﾄﾊ

 4 田中 雪乃(1) 上田第二     13.71 
ﾀﾅｶ ﾕｷﾉ

 5 小田 彩音(1) 開成     13.83 
ｵﾀﾞ ｱﾔﾈ

 6 伊藤 結衣(1) 茅野東部     13.89 
ｲﾄｳ ﾕｲ

 7 山田 聖来(1) 永明     13.94 
ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ

 8 北野 未桜(1) 穂高東     14.09 
ｷﾀﾉ ﾐｵ

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

女子1年

100m

予選 通過基準  4組  1着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順
9  7281 5  4739

8  7748 7  5378

4  4267 2  7138

 4256

7  7032 8  8045

3  6173 3  4147

7  7875 4

5  4681 4  5881

所属名 記録／備考

2  4247 9  8247

6  6902 6

9  4602 3  5831
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

 6571 7  8114

 7780

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

3  8244 6

 4391 5  8448

8  5010 9  7031

 6561

5  4316 2  5061

6

2  5422 8  6636

4

9  7138

 5831

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  7281

5  4739

7

6  4602

3  7780

2  6561

8  7875
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風速 -3.0

 1 丸山 姫來(1) 柳町     14.12 
ﾏﾙﾔﾏ ｷﾗ

 2 伊藤 穂香(1) 諏訪西     14.25 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ

 3 須江 一樺(1) 信大附属長野     14.34 
ｽｴ ｲﾁｶ

 4 斎藤 優羽(1) 御代田     14.34 
ｻｲﾄｳ ﾕｳ

 5 滝澤 亜子(1) 南宮     14.39 
ﾀｷｻﾞﾜ ｱｺ

 6 小林 姫帆(1) 山ﾉ内     14.40 
ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾎ

 7 木ﾉ島 夏生(1) 赤穂     14.50 
ｷﾉｼﾏ ﾅﾂｷ

  黒田 慧(1) 芦原      
ｸﾛﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ

9  7748

女子1年B

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  5378

3  6173

4  4267

8  5061

2  5010

DNS

6  8244

7  4316



長野県中学記録(CR)              12.05 菅沼 美風                    豊丘             2014/07/05  
大会記録(GR)                    12.29 北沢　栞                     三郷             2016        

[ 1組] 風速 +2.9 [ 2組] 風速 +2.9

 1 小柳 梨乃(2) 東御東部     12.64 Q  1 福田 笑未(2) 堀金     12.82 Q
ｺﾔﾅｷﾞ ﾘﾉ ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ

 2 佐野 涼楓(2) 赤穂     13.07 Q  2 佐々木 幸雪(2) 緑ヶ丘     13.17 Q
ｻﾉ ｽｽﾞｶ ｻｻｷ ｺﾕｷ

 3 藤森 紗理奈(2) 辰野     13.36 Q  3 雫田 陽向(2) 東御東部     13.28 Q
ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾘﾅ ｼｽﾞｸﾀﾞ ﾋﾅﾀ

 4 髙橋 杏奈(2) 菅野     13.40 q  4 中村 実穏(2) 筑摩野     13.32 q
ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾅ ﾅｶﾑﾗ ﾐｵﾝ

 5 秋山 佳己(2) 上田第五     13.79  5 山本 紗帆(2) 小諸東     13.65 
ｱｷﾔﾏ ｶｺ ﾔﾏﾓﾄ ｻﾎ

 6 安原 花恋(2) 佐久東     13.94  6 矢島 由唯(2) 裾花     13.80 
ﾔｽﾊﾗ ｶﾚﾝ ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ

 7 仲俣 柚希(2) 飯綱     14.47  7 渋澤 心花(2) 飯綱     14.19 
ﾅｶﾏﾀ ﾕｽﾞｷ ｼﾌﾞｻﾜ ｺｺﾊ

  橋本 春花(2) 臼田        小林 由來(2) 櫻ヶ岡      
ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾗ

[ 3組] 風速 -0.2 [ 4組] 風速 +2.2

 1 古田 波音(2) 丸ﾉ内     12.96 Q  1 宮澤 けい(2) 赤穂     12.74 Q
ﾌﾙﾀ ﾊﾉﾝ ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ

 2 古谷 柚季(2) 丘     13.11 Q  2 能登 愛琉(2) 高森     13.10 Q
ﾌﾙﾔ ﾕｽﾞｷ ﾉﾄ ｱｲﾙ

 3 小河原 望(2) 戸倉上山田     13.58 Q  3 野口 茉優(2) 信大附属松本     13.15 Q
ｵｶﾞﾜﾗ ﾉｿﾞﾐ ﾉｸﾞﾁ ﾏﾕ

 4 山本 香菜美(2) 茅野東部     13.59  4 倉田 乃綾(2) 山ﾉ内     13.42 q
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ ｸﾗﾀ ﾉｱ

 5 髙橋 つきみ(2) 南箕輪     13.72  5 三嶋 渚沙(2) 旭ヶ丘     13.43 q
ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ

 6 坂口 美樹(2) 豊科南     13.78  6 奥野 結愛(2) 白馬     13.59 
ｻｶｸﾞﾁ ﾐｷ ｵｸﾉ ﾕﾗ

 7 中村 朱里(2) 信大附属長野     14.44  7 青木 咲羽(2) 市立長野     14.21 
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ ｱｵｷ ｻﾜ

 8 井出 姫愛(2) 中込     14.60  8 小泉 陽菜(2) 軽井沢     14.24 
ｲﾃﾞ ﾋﾒｱ ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾅ

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 -1.2

 1 小柳 梨乃(2) 東御東部     12.77 Q  1 宮澤 けい(2) 赤穂     12.96 Q
ｺﾔﾅｷﾞ ﾘﾉ ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ

 2 古田 波音(2) 丸ﾉ内     12.88 Q  2 福田 笑未(2) 堀金     13.03 Q
ﾌﾙﾀ ﾊﾉﾝ ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ

 3 野口 茉優(2) 信大附属松本     13.23 Q  3 古谷 柚季(2) 丘     13.34 Q
ﾉｸﾞﾁ ﾏﾕ ﾌﾙﾔ ﾕｽﾞｷ

 4 佐野 涼楓(2) 赤穂     13.29 q  4 能登 愛琉(2) 高森     13.47 
ｻﾉ ｽｽﾞｶ ﾉﾄ ｱｲﾙ

 5 佐々木 幸雪(2) 緑ヶ丘     13.46 q  5 髙橋 杏奈(2) 菅野     13.71 
ｻｻｷ ｺﾕｷ ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾅ

 6 三嶋 渚沙(2) 旭ヶ丘     13.47  6 雫田 陽向(2) 東御東部     13.73 
ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ ｼｽﾞｸﾀﾞ ﾋﾅﾀ

 7 中村 実穏(2) 筑摩野     13.63  7 倉田 乃綾(2) 山ﾉ内     13.74 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｵﾝ ｸﾗﾀ ﾉｱ

 8 小河原 望(2) 戸倉上山田     13.67  8 藤森 紗理奈(2) 辰野     13.78 
ｵｶﾞﾜﾗ ﾉｿﾞﾐ ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾘﾅ

風速 -1.4

 1 古田 波音(2) 丸ﾉ内     12.88 
ﾌﾙﾀ ﾊﾉﾝ

 2 小柳 梨乃(2) 東御東部     12.93 
ｺﾔﾅｷﾞ ﾘﾉ

 3 福田 笑未(2) 堀金     12.96 
ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ

 4 宮澤 けい(2) 赤穂     13.18 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ

 5 野口 茉優(2) 信大附属松本     13.50 
ﾉｸﾞﾁ ﾏﾕ

 6 古谷 柚季(2) 丘     13.51 
ﾌﾙﾔ ﾕｽﾞｷ

 7 佐々木 幸雪(2) 緑ヶ丘     13.73 
ｻｻｷ ｺﾕｷ

 8 佐野 涼楓(2) 赤穂     14.38 
ｻﾉ ｽｽﾞｶ

所属名 記録／備考 順

2  8236 7  8604

女子2年

100m

予選 通過基準  4組  3着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順
3  4415 4  8752

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考ﾚｰﾝ No. 氏  名

6  5460

7  7214 8  7247

5  7976 2  8770

4  4679 9  4282

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

DNS DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  4767 2  7479

 8387

8  4164 5  5740

6  4063

9  5202 3  5201

6  7022 5  8234

4  4120 7  4229

8  7877 9  5007

7  6446 6

所属名 記録／備考 順

5  8048 4  8734

9  6200 8  8799

3  6668 3  6824

6  7022 5  8752

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

順
4  4415 6  8234

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考ﾚｰﾝ No. 氏  名

5  8604 2  7214

2  8734

7  8236 7  8387

8  7479 4  6446

所属名 記録／備考

3  7247 3  5007

9  7976

8  8770

9  4767

8  7479

 8752

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
4  7022

5  4415

7

6  8234

3  8604

2  8236

9  6446



長野県中学記録(CR)              12.05 菅沼 美風                    豊丘             2014/07/05  
大会記録(GR)                    12.05 菅沼　美風                   豊丘             2014        

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 +1.6

 1 宮原 凛成(3) 坂城     12.98 Q  1 宮下 莉瑚(3) 豊丘     12.86 Q
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ ﾐﾔｼﾀ ﾘｺ

 2 野村 優香(3) 南箕輪     13.07 Q  2 山城 春菜(3) 高森     12.96 Q
ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ

 3 中村 紗生(3) 波田     13.11 Q  3 喜島 晴(3) 菅野     13.02 Q
ﾅｶﾑﾗ ｻｲ ｷｼﾞﾏ ﾊﾙ

 4 酒井 明日美(3) 小布施     13.21 q  4 春日 莉緒(3) 岡谷東部     13.11 q
ｻｶｲ ｱｽﾐ ｶｽｶﾞ ﾘｵ

 5 守屋 咲芭(3) 三郷     13.35 q  5 五十嵐 歩佳(3) 信大附属松本     13.45 
ﾓﾘﾔ ｻｷﾊ ｲｶﾞﾗｼ ｱﾕｶ

 6 駒木 希美(3) 広徳     13.52  6 安田 莉穂(3) 諏訪西     13.84 
ｺﾏｷ ﾉｿﾞﾐ ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ

 7 磯部 遥歌(3) 浅間     13.89  7 高橋 璃奈(3) 上田第四     14.09 
ｲｿﾍﾞ ﾊﾙｶ ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ

 8 伊藤 紅葉(3) 小海     14.23  8 飯塚 心結(3) 芦原     14.23 
ｲﾄｳ ｸﾚﾊ ｲｲﾂﾞｶ ﾐﾕｳ

[ 3組] 風速 -0.1 [ 4組] 風速 -0.3

 1 松本 恵実(3) 堀金     12.66 Q  1 濵田 みなと(3) 春富     12.89 Q
ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐ ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ

 2 柳澤 亜美(3) 柳町     13.00 Q  2 宮下 留花(3) 坂城     12.91 Q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾐ ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ

 3 磯谷 唯衣(3) 筑摩野     13.14 Q  3 小松 未唯奈(3) 長峰     13.08 Q
ｲｿﾔ ﾕｲ ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ

 4 朝比奈 莉子(3) 飯綱     13.22 q  4 倉科 瑠奈(3) 山辺     13.45 
ｱｻﾋﾅ ﾘｺ ｸﾗｼﾅ ﾙﾅ

 5 有馬 希美佳(3) 裾花     13.47  5 小平 芙菜(3) 茅野北部     13.59 
ｱﾘﾏ ｷﾐｶ ｺﾀﾞｲﾗ ﾊｽﾅ

 6 宮川 舞姫(3) 川中島     13.85  6 三輪 希々葉(3) 東御東部     13.83 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏｷ ﾐﾜ ﾉﾉﾊ

 7 中島 朱夏(3) 上田第一     13.90  7 松丸 もも(3) 開成     13.96 
ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭｶ ﾏﾂﾏﾙ ﾓﾓ

 8 池田 遥(3) 御代田     14.54  8 内堀 陽菜(3) 御代田     14.51 
ｲｹﾀﾞ ﾊﾙｶ ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾅ

[ 1組] 風速 +1.6 [ 2組] 風速 +0.2

 1 濵田 みなと(3) 春富     12.69 Q  1 松本 恵実(3) 堀金     12.74 Q
ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐ

 2 宮下 留花(3) 坂城     12.79 Q  2 喜島 晴(3) 菅野     12.99 Q
ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ ｷｼﾞﾏ ﾊﾙ

 3 柳澤 亜美(3) 柳町     12.86 Q  3 宮原 凛成(3) 坂城     13.07 Q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾐ ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ

 4 宮下 莉瑚(3) 豊丘     13.08 q  4 山城 春菜(3) 高森     13.09 q
ﾐﾔｼﾀ ﾘｺ ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ

 5 小松 未唯奈(3) 長峰     13.10  5 野村 優香(3) 南箕輪     13.10 
ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ

 6 朝比奈 莉子(3) 飯綱     13.16  6 磯谷 唯衣(3) 筑摩野     13.25 
ｱｻﾋﾅ ﾘｺ ｲｿﾔ ﾕｲ

 7 中村 紗生(3) 波田     13.25  7 春日 莉緒(3) 岡谷東部     13.34 
ﾅｶﾑﾗ ｻｲ ｶｽｶﾞ ﾘｵ

 8 酒井 明日美(3) 小布施     13.30  8 守屋 咲芭(3) 三郷     13.51 
ｻｶｲ ｱｽﾐ ﾓﾘﾔ ｻｷﾊ

風速 -1.9

 1 濵田 みなと(3) 春富     12.99 
ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ

 2 松本 恵実(3) 堀金     13.10 
ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐ

 3 宮下 莉瑚(3) 豊丘     13.20 
ﾐﾔｼﾀ ﾘｺ

 4 宮下 留花(3) 坂城     13.21 
ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ

 5 柳澤 亜美(3) 柳町     13.37 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾐ

 6 山城 春菜(3) 高森     13.41 
ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ

 7 宮原 凛成(3) 坂城     13.47 
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ

 8 喜島 晴(3) 菅野     13.56 
ｷｼﾞﾏ ﾊﾙ

所属名 記録／備考 順

3  8054 6  8384

女子3年

100m

予選 通過基準  4組  3着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順
5  4733 7  8542

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考ﾚｰﾝ No. 氏  名

4  4312

2  4837 9  7635

6  7404 3  7217

4  6713 2  7489

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

7  7263 6  7851

 4734

8  6054 8  7744

9  4023

7  4155 5  4654

6  6693 9  8173

3  4277 3  4279

4  5196 4  7168

2  5372 5

所属名 記録／備考 順

5  5711 7  7833

9  8814 8  7128

8  5948 2  4408

7  4734 8  7217

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

順
4  8173 7  6693

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考ﾚｰﾝ No. 氏  名

8  7851 4  8054

2  5196

6  8542 5  8384

5  5372 6  4733

所属名 記録／備考

9  7404 3  7635

2  6713

9  7263

3  4837

8  5372

 8542

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
7  8173

4  6693
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6  4734

9  4733

5  7217

3  8384



長野県中学記録(CR)              24.88 北澤 栞                      三郷             2016/10/16  
大会記録(GR)                    25.18 河田　璃音                   上田第五         2016        

[ 1組] 風速 +2.7 [ 2組] 風速 +2.7

 1 中村 空夏(3) 諏訪南     25.94 Q  1 竹花 碧乃(3) 佐久長聖     26.31 Q
ﾅｶﾑﾗ ｿﾅ ﾀｹﾊﾅ ｱｵﾉ

 2 吉田 七海(3) 中込     26.94 Q  2 中山 愛梨(3) 緑ヶ丘     27.23 Q
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ

 3 鎮西 花(3) 赤穂     27.47 Q  3 麻和 楓花(3) 開成     27.27 Q
ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ ｱｻﾜ ﾌｳｶ

 4 山口 凜音(3) 長野東部     27.78  4 吉澤 詩乃(3) 高森     27.50 q
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵﾝ ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ

 5 春原 菜々子(2) 篠ﾉ井西     27.80  5 赤羽 椛(2) 高綱     27.63 q
ｽﾉﾊﾗ ﾅﾅｺ ｱｶﾊﾈ ｶｴﾃﾞ

 6 村山 苺香(2) 浅間     27.80  6 野村 夏月(3) 茅野東部     27.80 
ﾑﾗﾔﾏ ﾏｲｶ ﾉﾑﾗ ｶﾂﾞｷ

 7 太田 美緖(2) 川中島     28.42  7 神津 花蓮(2) 中込     29.09 
ｵｵﾀ ﾐｵ ｺｳｽﾞ ｶﾚﾝ

 8 清水 理央(2) 坂城     28.79  8 松本 菜那(2) 裾花     29.48 
ｼﾐｽﾞ ﾘｵ ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅ

[ 3組] 風速 +2.4 [ 4組] 風速 +0.8

 1 藤森 七海(3) 諏訪西     25.95 Q  1 三澤 百佳(3) 開成     25.57 Q
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ

 2 伊藤 沙優香(3) 穂高東     26.93 Q  2 中澤 雪乃(2) 佐久東     26.96 Q
ｲﾄｳ ｻﾔｶ ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ

 3 田中 優杏菜(3) 信大附属松本     27.30 Q  3 倉田 侑季(3) 三郷     26.97 Q
ﾀﾅｶ ﾕｱﾅ ｸﾗﾀ ｳｷ

 4 中村 映夢(3) 春富     27.61 q  4 木下 茜莉(3) 緑ヶ丘     27.69 q
ﾅｶﾑﾗ ｴﾑ ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ

 5 武田 怜子(2) 高社     28.02  5 小穴 都聖(2) 豊科北     28.31 
ﾀｹﾀﾞ ﾚｲｺ ｵｱﾅ ﾐﾏｻ

 6 竹内 ゆい(3) 浅間     28.13  6 坂爪 美柚(3) 犀陵     28.47 
ﾀｹｳﾁ ﾕｲ ｻｶﾂﾒ ﾐﾕ

 7 花野 圭子(2) 裾花     28.32  7 深澤 柚葉(3) 穂高東     28.62 
ﾊﾅﾉ ｹｲｺ ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｽﾞﾊ

 8 荒井 菜々美(2) 東御東部     28.76  8 髙橋 みう(1) 小諸東     29.78 
ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ ﾀｶﾊｼ ﾐｳ

[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速 +0.5

 1 三澤 百佳(3) 開成     25.93 Q  1 中村 空夏(3) 諏訪南     26.01 Q
ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ ﾅｶﾑﾗ ｿﾅ

 2 竹花 碧乃(3) 佐久長聖     26.78 Q  2 藤森 七海(3) 諏訪西     26.23 Q
ﾀｹﾊﾅ ｱｵﾉ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ

 3 倉田 侑季(3) 三郷     27.04 Q  3 吉田 七海(3) 中込     27.00 Q
ｸﾗﾀ ｳｷ ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ

 4 伊藤 沙優香(3) 穂高東     27.22 q  4 中澤 雪乃(2) 佐久東     27.24 q
ｲﾄｳ ｻﾔｶ ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ

 5 中村 映夢(3) 春富     27.75  5 麻和 楓花(3) 開成     27.47 
ﾅｶﾑﾗ ｴﾑ ｱｻﾜ ﾌｳｶ

 6 吉澤 詩乃(3) 高森     28.09  6 赤羽 椛(2) 高綱     27.55 
ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ ｱｶﾊﾈ ｶｴﾃﾞ

 7 鎮西 花(3) 赤穂     28.25  7 田中 優杏菜(3) 信大附属松本     27.68 
ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ ﾀﾅｶ ﾕｱﾅ

  中山 愛梨(3) 緑ヶ丘       8 木下 茜莉(3) 緑ヶ丘     27.97 
ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ

風速 -1.9

 1 三澤 百佳(3) 開成     25.81 
ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ

 2 藤森 七海(3) 諏訪西     26.51 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ

 3 中村 空夏(3) 諏訪南     26.54 
ﾅｶﾑﾗ ｿﾅ

 4 竹花 碧乃(3) 佐久長聖     27.01 
ﾀｹﾊﾅ ｱｵﾉ

 5 伊藤 沙優香(3) 穂高東     27.37 
ｲﾄｳ ｻﾔｶ

 6 吉田 七海(3) 中込     27.53 
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ

 7 中澤 雪乃(2) 佐久東     27.57 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ

 8 倉田 侑季(3) 三郷     27.82 
ｸﾗﾀ ｳｷ

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

女子共通

200m

予選 通過基準  4組  3着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順
5  7764 9  4369

6  5845 4  7194

所属名 記録／備考 順

8  4125 5  8608

 5940 7  4119

ﾚｰﾝ No. 氏  名

2  5739

3  5489 3  8385

2  8821 8  7124

7  4143 6  7881

4  4737

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

9

8  6589 4

6  7487 3  6711

 4179

4  4157 7  5773

5  7743 9  7129

2  8172 5  8593

7  5174 8  6633

記録／備考 順

9  5710 2  6564

3  4418 6  4283

7  4369 6  7743

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

順
5  7129 5  7764

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

3  8385 3  7194

8  6711 4  4125

6  6589 7  4179

2  8172 9  7124

記録／備考

9  8821 8  7487

4  8608 2  8593

3  6589

 7764

DNS

決勝

順 ﾚｰﾝ No.
6  7129

5  7743

4

7  4369

氏  名 所属名

2  4179

9  6711

8  4125



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)                  2:15.03 高安　結衣                   鉢盛             2015        

[ 1組] [ 2組]

 1 渡邉 陽乃(3) 佐久東   2:15.84 Q  1 臼田 麻花(3) 下諏訪   2:23.95 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾉ ｳｽﾀﾞ ｱｻｶ

 2 増沢 結(2) 岡谷東部   2:26.68 q  2 辻 芽衣(2) 三郷   2:24.11 q
ﾏｽｻﾞﾜ ﾕｲ ﾂｼﾞ ﾒｲ

 3 田畑 愛花(2) 伊那   2:28.12  3 中川 凜音(2) 筑摩野   2:27.46 
ﾀﾊﾞﾀ ｱｲｶ ﾅｶｶﾞﾜ ﾘﾉ

 4 木村 友香(3) 信大附属松本   2:30.08  4 滝沢 萌湖(2) 菅野   2:29.60 
ｷﾑﾗ ﾄﾓｶ ﾀｷｻﾞﾜ ﾓｺ

 5 丸山 亜鐘(2) 広徳   2:32.29  5 小林 ほの花(3) 東北   2:29.79 
ﾏﾙﾔﾏ ｱｶﾈ ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ

 6 風間 和佳(3) 篠ﾉ井西   2:32.84  6 小川 三陸(3) 軽井沢   2:34.95 
ｶｻﾞﾏ ﾉﾄﾞｶ ｵｶﾞﾜ ﾐｸ

 7 佐藤 彩波(3) 飯山城南   2:33.47  7 小林 心渚(2) 長峰   2:39.46 
ｻﾄｳ ｻﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾅ

  阿部 礼佳(3) 東御東部        酒井 あいか(2) 小諸東      
ｱﾍﾞ ｱﾔｶ ｻｶｲ ｱｲｶ

ラップタイム ラップタイム
   400m   1:07.25  4173 渡邉 陽乃(3)    400m   1:08.74  6724 辻 芽衣(2)

[ 3組] [ 4組]

 1 市川 笑花(3) 野沢   2:21.62 Q  1 松下 輝来(3) 仁科台   2:25.88 Q
ｲﾁｶﾜ ｴﾐｶ ﾏﾂｼﾀ ｷﾗ

 2 山田 唯綺(3) 豊科南   2:26.09 q  2 真柴 萌菜(3) 春富   2:29.24 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ ﾏｼﾊﾞ ﾓｴﾅ

 3 桑原 実世(2) 戸倉上山田   2:26.43 q  3 百瀬 愛華(2) 開成   2:31.84 
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾖ ﾓﾓｾ ﾏﾅｶ

 4 越川 えり(3) 富士見   2:27.32  4 渡辺 彩那(2) 三陽   2:31.86 
ｺｼｶﾜ ｴﾘ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ

 5 飯島 空(3) 三陽   2:32.06  5 下島 佳純(3) 上田第五   2:32.04 
ｲｲｼﾞﾏ ｿﾗ ｼﾓｼﾞﾏ ｶｽﾐ

 6 小林 美月(2) 信大附属松本   2:33.92  6 滝沢 初寧(3) 駒ヶ根東   2:32.78 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂﾞｷ ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾂﾈ

 7 髙木 萌子(3) 南箕輪   2:34.29  7 片桐 由佳理(2) 長野東部   2:32.80 
ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｶﾘ

 8 今井 希実(2) 丸子北   2:40.59   橋詰 史歩(2) 上田第六      
ｲﾏｲ ﾉｿﾞﾐ ﾊｼﾂﾞﾒ ｼﾎ

ラップタイム ラップタイム
   400m   1:07.88  4075 市川 笑花(3)    400m   1:09.83  6894 松下 輝来(3)

 1 渡邉 陽乃(3) 佐久東   2:19.11 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾉ

 2 市川 笑花(3) 野沢   2:21.46 
ｲﾁｶﾜ ｴﾐｶ

 3 松下 輝来(3) 仁科台   2:23.67 
ﾏﾂｼﾀ ｷﾗ

 4 山田 唯綺(3) 豊科南   2:24.84 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ

 5 臼田 麻花(3) 下諏訪   2:24.89 
ｳｽﾀﾞ ｱｻｶ

 6 辻 芽衣(2) 三郷   2:26.37 
ﾂｼﾞ ﾒｲ

 7 増沢 結(2) 岡谷東部   2:26.67 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾕｲ

 8 桑原 実世(2) 戸倉上山田   2:29.66 
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾖ

ラップタイム
   400m   1:10.04  4173 渡邉 陽乃(3)

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

女子共通

800m

予選 通過基準  4組  1着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順
7  4173 4  7683

2  8093 7  7269

6  7636 9  6724

 4234

4  4409 5  4280

9  7492 6  7216

2  6666 2

8  6050 2  5644

所属名 記録／備考

5  5329 8  7848

3  5873 3

8  4075 3  6894
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

 7499 8  8278

 8166

DNS DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

6  4768 7

 4506 6  4701

5  5619 9  4677

 7134

7  7934 5  5561

9

4  8053 4  5471

3

7  7683

 6894

DNS

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  4173

4  4075

6

8  6666

2  7636

3  4768

9  6724



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)                  4:33.55 和田　有菜                   川中島           2013        

[ 1組] [ 2組]

 1 佐藤 悠花(3) 下伊那松川   4:46.62 Q  1 名和 夏乃子(2) 岡谷南部   4:47.26 Q
ｻﾄｳ ﾕｳｶ ﾅﾜ ｶﾉｺ

 2 牧内 大華(2) 丸子北   4:46.69 Q  2 村岡 美玖(3) 波田   4:50.43 Q
ﾏｷｳﾁ ﾋﾛｶ ﾑﾗｵｶ ﾐｸ

 3 仁科 玲美(3) 川中島   4:48.43 Q  3 守屋 有彩(3) 春富   4:53.39 Q
ﾆｼﾅ ﾚﾐ ﾓﾘﾔ ｱﾘｻ

 4 篠原 さら(3) 茅野東部   4:57.96 Q  4 筒井 心葉(3) 飯田高陵   4:55.13 Q
ｼﾉﾊﾗ ｻﾗ ﾂﾂｲ ｺｺﾊ

 5 戸枝 くるみ(2) 駒ヶ根東   5:02.85 Q  5 北沢 凜夏(3) 川中島   4:56.08 Q
ﾄｴﾀﾞ ｸﾙﾐ ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾝｶ

 6 井龍 翠(2) 佐久東   5:06.64 q  6 森脇 光砂(3) 赤穂   5:01.12 q
ｲﾘｭｳ ﾐﾄﾞﾘ ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ

 7 赤羽 真衣佳(3) 女鳥羽   5:08.64 q  7 齋藤 奏絵(2) 諏訪南   5:07.17 q
ｱｶﾊﾈ ﾏｲｶ ｻｲﾄｳ ｶﾅｴ

 8 中山 由梨(2) 飯綱   5:11.46 q  8 峯岸 羽那(3) 三陽   5:09.34 q
ﾅｶﾔﾏ ﾕﾘ ﾐﾈｷﾞｼ ﾊﾅ

 9 近藤 美波(2) 波田   5:12.93  9 吉﨑 紗衣(2) 菅野   5:14.56 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾅﾐ ﾖｼｻﾞｷ ｻｴ

10 田中 聖(2) 三陽   5:17.35 10 村松 日菜(3) 清水   5:15.76 
ﾀﾅｶ  ﾋｼﾞﾘ ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾅ

11 長井 彩華(2) 墨坂   5:18.81 11 竹花 明姫(2) 立科   5:19.18 
ﾅｶﾞｲ ｱﾔｶ ﾀｹﾊﾅ ｱｷ

12 大嶋 歩(3) 穂高西   5:20.35 12 嶺山 和佳(3) 堀金   5:23.93 
ｵｵｼﾏ ｱﾕﾐ ﾐﾈﾔﾏ ﾉﾄﾞｶ

13 高山 史歩(3) 川中島   5:27.97 13 阿部 優杏(3) 木島平   5:25.69 
ﾀｶﾔﾏ ｼﾎ ｱﾍﾞ ﾕｱ

14 川上 野々花(2) 東御東部   5:39.51 14 東 咲良(3) 旭町   5:27.91 
ｶﾜｶﾐ ﾉﾉｶ ｱｽﾞﾏ ｻｸﾗ

15 鈴木 菜生(3) 上田第二   5:46.86 15 矢嶋 佑希(2) 上田第四   5:35.02 
ｽｽﾞｷ ﾅｵ ﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷ

16 中島 優菜(3) 小諸東   6:18.87 16 下村 悠莉(1) 丸子   5:37.41 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾅ ｼﾓﾑﾗ ﾕﾘ

ラップタイム ラップタイム
   400m   1:15.86  4505 牧内 大華(2)    400m   1:15.19  7623 名和 夏乃子(2)
   800m   2:32.74   〃     〃    800m   2:33.96   〃     〃 
  1200m   3:52.69  8357 佐藤 悠花(3)   1200m   3:53.17   〃     〃 

 1 佐藤 悠花(3) 下伊那松川   4:45.71 
ｻﾄｳ ﾕｳｶ

 2 牧内 大華(2) 丸子北   4:45.81 
ﾏｷｳﾁ ﾋﾛｶ

 3 名和 夏乃子(2) 岡谷南部   4:46.12 
ﾅﾜ ｶﾉｺ

 4 村岡 美玖(3) 波田   4:47.86 
ﾑﾗｵｶ ﾐｸ

 5 仁科 玲美(3) 川中島   4:48.38 
ﾆｼﾅ ﾚﾐ

 6 篠原 さら(3) 茅野東部   4:52.30 
ｼﾉﾊﾗ ｻﾗ

 7 筒井 心葉(3) 飯田高陵   4:53.22 
ﾂﾂｲ ｺｺﾊ

 8 守屋 有彩(3) 春富   4:53.88 
ﾓﾘﾔ ｱﾘｻ

 9 北沢 凜夏(3) 川中島   4:54.28 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾝｶ

10 森脇 光砂(3) 赤穂   4:57.05 
ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ

11 戸枝 くるみ(2) 駒ヶ根東   5:01.71 
ﾄｴﾀﾞ ｸﾙﾐ

12 峯岸 羽那(3) 三陽   5:04.17 
ﾐﾈｷﾞｼ ﾊﾅ

13 齋藤 奏絵(2) 諏訪南   5:04.23 
ｻｲﾄｳ ｶﾅｴ

14 中山 由梨(2) 飯綱   5:18.00 
ﾅｶﾔﾏ ﾕﾘ

15 井龍 翠(2) 佐久東   5:18.59 
ｲﾘｭｳ ﾐﾄﾞﾘ

16 赤羽 真衣佳(3) 女鳥羽   5:19.48 
ｱｶﾊﾈ ﾏｲｶ

ラップタイム
   400m   1:15.60  7623 名和 夏乃子(2)
   800m   2:34.72   〃     〃 
  1200m   3:53.25  8357 佐藤 悠花(3)

女子共通

1500m

予選 通過基準  2組  5着 + 6 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順
5  8357 6  7623

ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考ORD No. 氏  名

3  7882 9  8413

13  5974 5  8167

所属名 記録／備考 順

2  4505 15  7400

12  4161 10  8826

7  8282 8  5972

16  5203 11  5615

10  7284 12  7769

8  5563 1  6950

9  7408 13  7211

11  6601 2  6694

6  4945 7  4332

14  4417 3  7055

15  4309 14  4465

決勝

順 ORD No. 氏  名

1  5973 4  5025

所属名 記録／備考

4  4600 16  4659

12  7882

4  8357

16  4505

6

8  7400

2  5974

 7623

1  8413

14  8167

15  5972

7  8826

5  8282

11  5615

10  7284

9  7769

13  5203

3  4161



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)                    14.09 土屋　ほのか                 軽井沢           2018        

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 +2.8

 1 小林 柑南(2) 三郷     14.94 Q  1 佐伯 風帆(2) 軽井沢     14.23 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾅ ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ

 2 千野 里花(3) 山ﾉ内     15.68 Q  2 小松 理紗(2) 信明     16.15 Q
ﾁﾉ ﾘｶ ｺﾏﾂ ﾘｻ

 3 小口 葉奈(3) 諏訪西     15.74 Q  3 小口 瑞生(3) 塩尻広陵     16.50 Q
ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ ｵｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ

 4 塩原 そよ香(2) 菅野     16.96  4 岡田 葉音(2) 信大附属松本     16.54 q
ｼｵﾊﾗ ｿﾖｶ ｵｶﾀﾞ ﾊﾉﾝ

 5 富井 詩子(2) 野沢温泉     17.37  5 倉科 美月(2) 南宮     17.97 
ﾄﾐｲ ｳﾀｺ ｸﾗｼﾅ ﾐﾂﾞｷ

 6 河西 真依(2) 諏訪南     17.63  6 桃井 咲乃(2) 佐久東     18.14 
ｶｻｲ ﾏｲ ﾓﾓｲ ｻｷﾉ

 7 前田 百葉(3) 堀金     17.94  7 横尾 叶葉(3) 浅間     18.43 
ﾏｴﾀﾞ ﾓﾓﾊ ﾖｺｵ ｶﾅﾊ

 8 掛川 葵乙(3) 芦原     17.94  8 蔭山 羽音(2) 岡谷東部     18.74 
ｶｹｶﾞﾜ ｱｵｲ ｶｹﾞﾔﾏ ﾊｵﾄ

[ 3組] 風速 +1.0 [ 4組] 風速 +0.7

 1 荻原 希乃愛(3) 軽井沢     14.61 Q  1 唐澤 さくら(2) 箕輪     14.68 Q
ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ

 2 柏木 萌(3) 小諸東     16.28 Q  2 関澤 きらり(2) 上田第一     16.01 Q
ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ

 3 小林 凜(3) 裾花     16.76 Q  3 逸見 加奈子(2) 伊那     16.33 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ ﾍﾝﾐ ｶﾅｺ

 4 上條 莉央(3) 塩尻広陵     16.82 q  4 関口 蒔琉(2) 佐久東     16.59 q
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾘｵ ｾｷｸﾞﾁ ﾏｸﾙ

 5 田中 朱音(2) 坂城     16.87  5 田中 海羽(3) 春富     16.77 q
ﾀﾅｶ ｱｶﾈ ﾀﾅｶ ﾐｳ

 6 藤原 留依(3) 更北     17.46  6 飯嶋 咲南(1) 諏訪南     17.42 
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾙｲ ｲｲｼﾞﾏ ｻﾅ

 7 池田 直生(3) 篠ﾉ井西     17.62  7 川口 茜(2) 鉢盛     17.65 
ｲｹﾀﾞ ﾅｵ ｶﾜｸﾞﾁ ｱｶﾈ

 8 宮脇 依茉(2) 伊那     17.82   岩下 優奈(2) 裾花      
ﾐﾔﾜｷ ｴﾏ ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾅ

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速 -0.3

 1 荻原 希乃愛(3) 軽井沢     14.56 Q  1 佐伯 風帆(2) 軽井沢     14.35 Q
ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ

 2 唐澤 さくら(2) 箕輪     14.66 Q  2 小林 柑南(2) 三郷     14.98 Q
ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾅ

 3 逸見 加奈子(2) 伊那     16.17 Q  3 千野 里花(3) 山ﾉ内     15.67 Q
ﾍﾝﾐ ｶﾅｺ ﾁﾉ ﾘｶ

 4 関澤 きらり(2) 上田第一     16.29 q  4 小口 葉奈(3) 諏訪西     15.70 q
ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ

 5 小松 理紗(2) 信明     16.68  5 柏木 萌(3) 小諸東     16.53 
ｺﾏﾂ ﾘｻ ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ

 6 関口 蒔琉(2) 佐久東     16.92  6 上條 莉央(3) 塩尻広陵     16.62 
ｾｷｸﾞﾁ ﾏｸﾙ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾘｵ

 7 小口 瑞生(3) 塩尻広陵     17.65  7 岡田 葉音(2) 信大附属松本     16.94 
ｵｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ ｵｶﾀﾞ ﾊﾉﾝ

 8 田中 海羽(3) 春富     18.66  8 小林 凜(3) 裾花     17.16 
ﾀﾅｶ ﾐｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ

風速 -2.9

 1 佐伯 風帆(2) 軽井沢     14.54 
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ

 2 荻原 希乃愛(3) 軽井沢     14.82 
ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ

 3 唐澤 さくら(2) 箕輪     14.84 
ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ

 4 小林 柑南(2) 三郷     14.97 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾅ

 5 千野 里花(3) 山ﾉ内     15.95 
ﾁﾉ ﾘｶ

 6 小口 葉奈(3) 諏訪西     16.37 
ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ

 7 関澤 きらり(2) 上田第一     16.54 
ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ

 8 逸見 加奈子(2) 伊那     16.62 
ﾍﾝﾐ ｶﾅｺ

所属名 記録／備考 順

6  5002 3  7007

女子共通

100mH(0.762-8.0m)

予選 通過基準  4組  3着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順
2  6719 2  4238

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考ﾚｰﾝ No. 氏  名

8  7661

7  7209 5  7496

5  7740 6  6496

8  5053 4  5092

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

6  5713 3  8091

 8817

4  7766 7  4165

3  4311

9  6692 9  4159

8  4231 2  8018

4  8097 9  5733

5  6495 7  4177

9  4306 5

所属名 記録／備考 順

3  4738 6  8161

7  5871 8  7439

2  5980 4  7774

6  8018 6  6719

DNS

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

順
5  4231 5  4238

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考ﾚｰﾝ No. 氏  名

7  7007 7  4306

2  4177

4  8817 9  7740

9  8091 4  5002

所属名 記録／備考

8  6496 2  7496

8  5713

3  6495

3  8161

9  5002

 8018

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
6  4238

4  4231

5

7  6719
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8  8091

3  7740



長野県中学記録(CR)              51.04                              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)                    51.71                              豊科北           2014        
                                      （湯本・臼井・齊藤・木村）

[ 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 川中島  5937 上平 未麻(2)     55.46 Q  1   3 開成  7135 星野 沙羅(2)     53.69 Q

ｶﾜﾅｶｼﾞﾏ ｳﾜﾀﾞｲﾗ ﾐｵ ｶｲｾｲ ﾎｼﾉ ｻﾗ
 5945 早川 凛(1)  7133 宍戸 美希(2)

ﾊﾔｶﾜ ﾘﾝ ｼｼﾄﾞ ﾐｷ
 5942 小林 ゆずな(1)  7139 大塚 実和(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞﾅ ｵｵﾂｶ ﾐﾜ
 5964 本道 維乃(2)  7138 小田 彩音(1)

ﾎﾝﾄﾞｳ ﾕｲﾉ ｵﾀﾞ ｱﾔﾈ
 2   4 上田第五  4682 春原 史佳(1)     55.78 q  2   2 豊科北  6642 木村 歩実(1)     54.14 q

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞ ｽﾉﾊﾗ ﾌﾐｶ ﾄﾖｼﾅｷﾀ ｷﾑﾗ ｱﾕﾐ
 4681 坂口 瑠唯(1)  6630 篠原 あかり(2)

ｻｶｸﾞﾁ ﾙｲ ｼﾉﾊﾗ ｱｶﾘ
 4680 松木 紗良(2)  6636 藤倉 苺花(1)

ﾏﾂｷ ｻﾗ ﾌｼﾞｸﾗ ｲﾁｶ
 4679 秋山 佳己(2)  6633 小穴 都聖(2)

ｱｷﾔﾏ ｶｺ ｵｱﾅ ﾐﾏｻ
 3   5 長野北部  5650 望月 咲羽(1)     55.88  3   4 浅間  4132 吉澤 諒子(1)     55.69 q

ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞ ﾓﾁﾂﾞｷ ｻﾜ ｱｻﾏ ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｺ
 5675 宮川 笑佳(2)  4143 村山 苺香(2)

ﾐﾔｶﾞﾜ ｴﾐｶ ﾑﾗﾔﾏ ﾏｲｶ
 5657 藤沢 美瑠(1)  4147 向井 美来(1)

ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾙ ﾑｶｲ ﾐｸ
 5686 北村 晏(2)  4142 堀内 涼華(2)

ｷﾀﾑﾗ ｱﾝ ﾎﾘｳﾁ ｽｽﾞｶ
 4   7 岡谷東部  7663 千葉 琉莉(2)     55.97  4   7 裾花  5734 下川 紘(2)     55.92 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞ ﾁﾊﾞ ﾙﾘ ｽｿﾊﾞﾅ ｼﾓｶﾜ ﾋﾛ
 7642 藤森 悠実(2)  5725 阿部 紗和(1)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕﾐ ｱﾍﾞ ｻﾜ
 7651 真寿田 叶(1)  5717 戸谷 瑞來(1)

ﾏｽﾀﾞ ｶﾅｴ ﾄﾔ ﾐｽﾞｷ
 7659 ﾗｺﾏｲｿｿ莉南(1)  5733 岩下 優奈(2)

ﾗｺﾏｲｿｿ ﾘﾅ ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾅ
 5   8 飯田高陵  8452 西尾 咲輝(1)     56.03  5   5 赤穂  8244 木ﾉ島 夏生(1)     56.22 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳ ﾆｼｵ ｻｷ ｱｶﾎ ｷﾉｼﾏ ﾅﾂｷ
 8449 鎌倉 美子(1)  8240 石曽根 葵(1)

ｶﾏｸﾗ ﾐｺ ｲｼｿﾞﾈ ｱｵｲ
 8453 矢澤 千夏(1)  8239 竹内 ひかり(1)

ﾔｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ ﾀｹｳﾁ ﾋｶﾘ
 8448 小西 世蘭(1)  8247 田中 萌衣(1)

ｺﾆｼ ｾﾗﾝ ﾀﾅｶ ﾒｲ
 6   2 飯綱  5201 渋澤 心花(2)     56.36  6   8 軽井沢  4239 岡田 莉歩(2)     56.34 

ｲｲﾂﾞﾅ ｼﾌﾞｻﾜ ｺｺﾊ ｶﾙｲｻﾞﾜ ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ
 5202 仲俣 柚希(2)  4247 宇都宮 新奈(1)

ﾅｶﾏﾀ ﾕｽﾞｷ ｳﾂﾉﾐﾔ ﾆﾅ
 5206 本藤 万穗子(1)  4249 津田 燈(1)

ﾎﾝﾄﾞｳ ﾏﾎｺ ﾂﾀﾞ ｱｶﾘ
 5207 渡邊 絢(1)  4229 小泉 陽菜(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾅ
 7   6 長野東部  5473 竹腰 優衣(1)     58.33  7   6 筑摩野  7251 平藤 羽菜(1)     56.79 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ﾀｹｺｼ ﾕｲ ﾁｸﾏﾉ ﾍｲﾄｳ ﾊﾅ
 5475 曲尾 和(1)  7258 佐藤 野真(2)

ﾏｶﾞﾘｵ ﾉﾄﾞｶ ｻﾄｳ ﾉﾏ
 5476 戸谷 円香(1)  7249 戸田 樹梨(1)

ﾄﾔ ﾏﾄﾞｶ ﾄﾀﾞ ｼﾞｭﾘ
 5470 山本 りさ(2)  7240 赤羽 桜矢香(2)

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｻ ｱｶﾊﾈ ｻﾔｶ
 8   3 塩尻広陵  6507 塩川 翔子(1)     58.90  8   9 穂高東  6560 蓮井 瑠菜(1)     56.89 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳ ｼｵ ｶﾜ ｼｮｳｺ ﾎﾀｶﾋｶﾞｼ ﾊｽｲ ﾙﾅ
 6505 阪 千都(1)  6571 牧田 紗和(1)

ｻｶ ﾁﾋﾛ ﾏｷﾀ ｻﾜ
 6508 林 れいな(1)  6574 滝澤 紗彩(1)

ﾊﾔｼ ﾚｲﾅ ﾀｷｻﾞﾜ ｻﾔ
 6506 丸山 七夢(1)  6561 北野 未桜(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅﾐ ｷﾀﾉ ﾐｵ

女子1･2年

4×100m

予選 通過基準  4組  1着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組] [ 4組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 旭ヶ丘  8627 松下 真奈(1)     55.26 Q  1   5 女鳥羽  7296 高岡 明咲(1)     55.93 Q

ｱｻﾋｶﾞｵｶ ﾏﾂｼﾀ ﾏﾅ ﾒﾄﾊﾞ ﾀｶｵｶ ﾒｲｻ
 8734 三嶋 渚沙(2)  7285 角崎 美沙都(2)

ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ ｶｸｻﾞｷ ﾐｻﾄ
 8620 北原 野々花(1)  7280 髙木 舞(1)

ｷﾀﾊﾗ ﾉﾉｶ ﾀｶｷﾞ ﾏｲ
 8625 中村 夏鈴(1)  7281 鷲山 芽生(1)

ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ ﾜｼﾔﾏ ﾒｲ
 2   6 春富  8164 畠山 あゆみ(1)     55.51 q  2   4 信大附属長野  6209 林 百華(2)     56.25 

ﾊﾙﾄﾐ ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾕﾐ ｼﾝﾀﾞｲﾅｶﾞﾉ ﾊﾔｼ ﾓﾓｶ
 8171 山崎 愛菜(1)  6172 久田 一花(1)

ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲﾅ ﾋｻﾀ ｲﾁｶ
 8180 尾崎 せれの(2)  6173 須江 一樺(1)

ｵｻﾞｷ  ｾﾚﾉ ｽｴ ｲﾁｶ
 8177 片桐 愛香(2)  6170 上條 夏朋(1)

ｶﾀｷﾞﾘ  ｱｲｶ ｶﾐｼﾞｮｳ ｶﾎ
 3   7 穂高西  6591 長﨑 乃野子(1)     56.14  3   8 東御東部  8779 清水 藤子(1)     56.90 

ﾎﾀｶﾆｼ ﾅｶﾞｻｷ ﾉﾉｺ ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺ
 6612 竹村 愛衣(2)  4414 池内 綺良々(2)

ﾀｹﾑﾗ ﾒｲ ｲｹｳﾁ ｷﾗﾗ
 6590 會田 優唯(1)  4391 宮本 和花奈(1)

ｱｲﾀﾞ ﾕｲ ﾐﾔﾓﾄ ﾜｶﾅ
 6611 上条 咲都(2)  8777 飯高 愛莉(1)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾄ ｲｲﾀｶ ｱｲﾘ
 4   9 南宮  5060 石原 叉羅(1)     56.21  4   2 南箕輪  8045 井原 由奈(1)     56.98 

ﾅﾝｸﾞｳ ｲｼﾊﾗ ｻﾗ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ｲﾊﾗ ﾕｳﾅ
 5091 廣田 みなみ(2)  8041 逢坂 百花(1)

ﾋﾛﾀ ﾐﾅﾐ ｵｵｻｶ ﾓﾓｶ
 5090 新井 玲香(2)  8058 三澤 和(2)

ｱﾗｲ ﾚｲｶ ﾐｻﾜ ﾅｺﾞﾐ
 5061 滝澤 亜子(1)  8057 横山 莉央(2)

ﾀｷｻﾞﾜ ｱｺ ﾖｺﾔﾏ ﾘｵ
 5   2 鉢盛  7440 因幡 真桜(1)     56.59  5   9 野沢  4109 吉田 彩葉(1)     57.61 

ﾊﾁﾓﾘ ｲﾅﾊﾞ ﾏｵ ﾉｻﾞﾜ ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ
 7439 川口 茜(2)  4090 小林 愛実(2)

ｶﾜｸﾞﾁ ｱｶﾈ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾐ
 7441 上條 佑依(1)  4102 井出 優奈(1)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｲ ｲﾃﾞ ﾕﾅ
 7436 荒木 ななせ(2)  4091 小平 星空(2)

ｱﾗｷ ﾅﾅｾ ｺﾀﾞｲﾗ ｾﾗ
 6   4 諏訪南  7774 飯嶋 咲南(1)     56.71  6   6 中込  4110 吉田 心美(1)     57.66 

ｽﾜﾐﾅﾐ ｲｲｼﾞﾏ ｻﾅ ﾅｶｺﾞﾐ ﾖｼﾀﾞ ｺｺﾐ
 7775 市川 紗菜(1)  4123 土屋 凜奈(2)

ｲﾁｶﾜ ｻﾅ ﾂﾁﾔ ﾘﾝﾅ
 7777 羽布津 桃子(1)  4114 宮嶋 愛佳(1)

ﾊﾌﾞﾂ ﾓﾓｺ ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｲｶ
 7769 齋藤 奏絵(2)  4121 中沢 麗葉(2)

ｻｲﾄｳ ｶﾅｴ ﾅｶｻﾞﾜ ｳﾙﾊ
 7   8 緑ヶ丘  8591 浅井 ゆいか(1)     57.27  7   3 須坂東  4968 青木 陽菜(1)     57.74 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ ｱｻｲ ﾕｲｶ ｽｻﾞｶｱｽﾞﾏ ｱｵｷ ﾋﾅ
 8590 村澤 みゆき(1)  4961 中澤 蒼生(2)

ﾑﾗｻﾜ ﾐﾕｷ ﾅｶｻﾞﾜ ｱｵｲ
 8602 岡村 瑚白(1)  4966 塩野 愛桜(2)

ｵｶﾑﾗ ｺﾊｸ ｼｵﾉ ｱｲﾗ
 8594 原田 未李(1)  4973 茂木 愛恵(1)

ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾘ ﾓｷ ﾏﾅｴ
 8   3 上田第四  4641 南澤 穂佳(1)     58.43  8   7 御代田  4254 山越 咲葉(2)     59.45 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝ ﾐﾅﾐｻﾜ ﾎﾉｶ ﾐﾖﾀ ﾔﾏｺｼ ｻﾖ
 4657 西澤 凜(2)  4267 斎藤 優羽(1)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾘﾝ ｻｲﾄｳ ﾕｳ
 4661 滝沢 和佳(2)  4268 横尾 翠(1)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾜｶ ﾖｺｵ ｱｷﾗ
 4640 北原 彩羽(1)  4256 神津 沙夏(1)

ｷﾀﾊﾗ ｲﾛﾊ ｺｳﾂﾞ ｻﾅ



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 開成  7135 星野 沙羅(2)     53.30 

ｶｲｾｲ ﾎｼﾉ ｻﾗ
 7133 宍戸 美希(2)

ｼｼﾄﾞ ﾐｷ
 7139 大塚 実和(1)

ｵｵﾂｶ ﾐﾜ
 7138 小田 彩音(1)

ｵﾀﾞ ｱﾔﾈ
 2   9 豊科北  6642 木村 歩実(1)     53.64 

ﾄﾖｼﾅｷﾀ ｷﾑﾗ ｱﾕﾐ
 6630 篠原 あかり(2)

ｼﾉﾊﾗ ｱｶﾘ
 6636 藤倉 苺花(1)

ﾌｼﾞｸﾗ ｲﾁｶ
 6633 小穴 都聖(2)

ｵｱﾅ ﾐﾏｻ
 3   2 浅間  4132 吉澤 諒子(1)     54.42 

ｱｻﾏ ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｺ
 4143 村山 苺香(2)

ﾑﾗﾔﾏ ﾏｲｶ
 4147 向井 美来(1)

ﾑｶｲ ﾐｸ
 4142 堀内 涼華(2)

ﾎﾘｳﾁ ｽｽﾞｶ
 4   5 旭ヶ丘  8627 松下 真奈(1)     54.43 

ｱｻﾋｶﾞｵｶ ﾏﾂｼﾀ ﾏﾅ
 8734 三嶋 渚沙(2)

ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ
 8620 北原 野々花(1)

ｷﾀﾊﾗ ﾉﾉｶ
 8625 中村 夏鈴(1)

ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ
 5   8 春富  8164 畠山 あゆみ(1)     54.86 

ﾊﾙﾄﾐ ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾕﾐ
 8171 山崎 愛菜(1)

ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲﾅ
 8180 尾崎 せれの(2)

ｵｻﾞｷ  ｾﾚﾉ
 8177 片桐 愛香(2)

ｶﾀｷﾞﾘ  ｱｲｶ
 6   4 女鳥羽  7296 高岡 明咲(1)     54.94 

ﾒﾄﾊﾞ ﾀｶｵｶ ﾒｲｻ
 7285 角崎 美沙都(2)

ｶｸｻﾞｷ ﾐｻﾄ
 7280 髙木 舞(1)

ﾀｶｷﾞ ﾏｲ
 7281 鷲山 芽生(1)

ﾜｼﾔﾏ ﾒｲ
 7   3 上田第五  4682 春原 史佳(1)     55.01 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞ ｽﾉﾊﾗ ﾌﾐｶ
 4681 坂口 瑠唯(1)

ｻｶｸﾞﾁ ﾙｲ
 4680 松木 紗良(2)

ﾏﾂｷ ｻﾗ
 4679 秋山 佳己(2)

ｱｷﾔﾏ ｶｺ
 8   7 川中島  5937 上平 未麻(2)     55.15 

ｶﾜﾅｶｼﾞﾏ ｳﾜﾀﾞｲﾗ ﾐｵ
 5945 早川 凛(1)

ﾊﾔｶﾜ ﾘﾝ
 5942 小林 ゆずな(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞﾅ
 5964 本道 維乃(2)

ﾎﾝﾄﾞｳ ﾕｲﾉ

決勝



長野県中学記録(CR)              48.17                              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)                    48.17                              豊科北           2014        
                                      （湯本・臼井・齊藤・木村）

[ 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 開成  7126 瀧本 歩夢(3)     51.41 Q  1   5 堀金  6692 前田 百葉(3)     51.35 Q

ｶｲｾｲ ﾀｷﾓﾄ ｱﾕﾑ ﾎﾘｶﾞﾈ ﾏｴﾀﾞ ﾓﾓﾊ
 7124 麻和 楓花(3)  8752 福田 笑未(2)

ｱｻﾜ ﾌｳｶ ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ
 7128 松丸 もも(3)  8750 柴野 亜紗実(2)

ﾏﾂﾏﾙ ﾓﾓ ｼﾊﾞﾉ ｱｻﾐ
 7129 三澤 百佳(3)  6693 松本 恵実(3)

ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐ
 2   3 春富  8161 田中 海羽(3)     51.42 q  2   8 高森  8390 中村 千果(2)     51.99 

ﾊﾙﾄﾐ ﾀﾅｶ ﾐｳ ﾀｶﾓﾘ ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ
 8169 埋橋 凜(3)  8387 能登 愛琉(2)

ｳｽﾞﾊｼ ﾘﾝ ﾉﾄ ｱｲﾙ
 8172 中村 映夢(3)  8385 吉澤 詩乃(3)

ﾅｶﾑﾗ ｴﾑ ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ
 8173 濵田 みなと(3)  8384 山城 春菜(3)

ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ
 3   5 軽井沢  4237 梅原 小梅(2)     51.52 q  3   6 浅間  4157 竹内 ゆい(3)     52.55 

ｶﾙｲｻﾞﾜ ｳﾒﾊﾗ ｺｳﾒ ｱｻﾏ ﾀｹｳﾁ ﾕｲ
 4238 佐伯 風帆(2)  4155 磯部 遥歌(3)

ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ ｲｿﾍﾞ ﾊﾙｶ
 4234 小川 三陸(3)  4154 鈴木 天音(3)

ｵｶﾞﾜ ﾐｸ ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ
 4231 荻原 希乃愛(3)  4130 秋穂 真理(3)

ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ ｱｷﾎ ﾏﾘ
 4   6 諏訪西  7744 安田 莉穂(3)     51.98 q  4   2 緑ヶ丘  8601 今村 実伶(3)     52.95 

ｽﾜﾆｼ ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ ｲﾏﾑﾗ ﾐﾚｲ
 7743 藤森 七海(3)  8604 佐々木 幸雪(2)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ ｻｻｷ ｺﾕｷ
 7745 小松 美沙季(2)  8609 小林 咲月(2)

ｺﾏﾂ ﾐｻｷ ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾂｷ
 7740 小口 葉奈(3)  8593 木下 茜莉(3)

ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ
 5   8 山ﾉ内  5006 竹節 来星(3)     52.58  5   4 裾花  5713 小林 凜(3)     53.62 

ﾔﾏﾉｳﾁ ﾀｹﾌｼ ﾗﾗ ｽｿﾊﾞﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ
 5002 千野 里花(3)  5739 松本 菜那(2)

ﾁﾉ ﾘｶ ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅ
 5000 関 穂乃佳(3)  5740 矢島 由唯(2)

ｾｷ ﾎﾉｶ ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ
 5007 倉田 乃綾(2)  5711 有馬 希美佳(3)

ｸﾗﾀ ﾉｱ ｱﾘﾏ ｷﾐｶ
 6   7 菅野  7209 塩原 そよ香(2)     52.70  6   9 山辺  7169 奥永 照葉(3)     53.82 

ｽｶﾞﾉ ｼｵﾊﾗ ｿﾖｶ ﾔﾏﾍﾞ ｵｸﾅｶﾞ ﾃﾘﾊ
 7214 髙橋 杏奈(2)  7158 谷川 慧佳(3)

ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾅ ﾀﾆｶﾜ ｻﾄｶ
 7200 藤牧 里紗(3)  7167 木村 心海(3)

ﾌｼﾞﾏｷ ﾘｻ ｷﾑﾗ ｺｺﾐ
 7217 喜島 晴(3)  7168 倉科 瑠奈(3)

ｷｼﾞﾏ ﾊﾙ ｸﾗｼﾅ ﾙﾅ
 7   4 信大附属長野  6196 遠藤 蒼空(3)     53.74  7   3 中込  4119 神津 花蓮(2)     54.76 

ｼﾝﾀﾞｲﾅｶﾞﾉ ｴﾝﾄﾞｳ ｿﾗ ﾅｶｺﾞﾐ ｺｳｽﾞ ｶﾚﾝ
 6201 岩崎 彩凪(2)  4125 吉田 七海(3)

ｲﾜｻｷ ｱﾔﾅ ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ
 6200 中村 朱里(2)  4120 井出 姫愛(2)

ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ ｲﾃﾞ ﾋﾒｱ
 6194 西沢 萌栞(3)  4122 岸和田谷 友里(2)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｴｶ ｷｼﾜﾀﾞﾔ ﾕｳﾘ
 8   2 川中島  5959 塚田 桜奈(3)     53.93  8   7 上田第五  4683 高見澤 茉那(1)     55.85 

ｶﾜﾅｶｼﾞﾏ ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙﾅ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞ ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾏﾅ
 5978 渡辺 碧羽(2)  4675 有賀 明子(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵﾊ ｱﾙｶﾞ ｱｷｺ
 5940 太田 美緖(2)  4676 神林 杏花(3)

ｵｵﾀ ﾐｵ ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ
 5948 宮川 舞姫(3)  4677 下島 佳純(3)

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏｷ ｼﾓｼﾞﾏ ｶｽﾐ

女子共通

4×100m

予選 通過基準  4組  1着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組] [ 4組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 赤穂  8820 山田 優芽(3)     51.60 Q  1   5 南箕輪  8055 海沼 結(2)     51.88 Q

ｱｶﾎ ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ｶｲﾇﾏ ﾕｳ
 8236 佐野 涼楓(2)  8048 髙橋 つきみ(2)

ｻﾉ ｽｽﾞｶ ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ
 8234 宮澤 けい(2)  8053 髙木 萌子(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ
 8821 鎮西 花(3)  8054 野村 優香(3)

ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ
 2   9 東御東部  4407 細田 怜奈(3)     51.95 q  2   7 三郷  6721 深尾 美希(2)     52.18 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ ﾐｻﾄ ﾌｶｵ ﾐｷ
 4415 小柳 梨乃(2)  6719 小林 柑南(2)

ｺﾔﾅｷﾞ ﾘﾉ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾅ
 8770 雫田 陽向(2)  6711 倉田 侑季(3)

ｼｽﾞｸﾀﾞ ﾋﾅﾀ ｸﾗﾀ ｳｷ
 4408 三輪 希々葉(3)  6713 守屋 咲芭(3)

ﾐﾜ ﾉﾉﾊ ﾓﾘﾔ ｻｷﾊ
 3   3 佐久東  4177 関口 蒔琉(2)     53.30  3   4 信大附属松本  7475 西沢 真由(2)     52.33 

ｻｸﾋｶﾞｼ ｾｷｸﾞﾁ ﾏｸﾙ ｼﾝﾀﾞｲﾏﾂﾓﾄ ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾕ
 4173 渡邉 陽乃(3)  7479 野口 茉優(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾉ ﾉｸﾞﾁ ﾏﾕ
 4163 村山 なな子(2)  7489 五十嵐 歩佳(3)

ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅｺ ｲｶﾞﾗｼ ｱﾕｶ
 4179 中澤 雪乃(2)  7487 田中 優杏菜(3)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ ﾀﾅｶ ﾕｱﾅ
 4   7 野沢  4093 高橋 香蓮(2)     53.42  4   6 伊那  8097 宮脇 依茉(2)     53.35 

ﾉｻﾞﾜ ﾀｶﾊｼ ｶﾚﾝ ｲﾅ ﾐﾔﾜｷ ｴﾏ
 4078 倉根 慧(3)  8092 大﨑 にこ(2)

ｸﾗﾈ ｹｲ ｵｵｻｷ ﾆｺ
 4076 大鹿 愛和(3)  8090 上村 文寧(2)

ｵｵｼｶ ﾏﾅ ｶﾐﾑﾗ ｱﾔﾈ
 4075 市川 笑花(3)  8091 逸見 加奈子(2)

ｲﾁｶﾜ ｴﾐｶ ﾍﾝﾐ ｶﾅｺ
 5   8 豊科南  6660 宮川 真緒(2)     53.84  5   8 長野東部  5488 宮崎 ひなた(3)     53.83 

ﾄﾖｼﾅﾐﾅﾐ ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏｵ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ
 6668 坂口 美樹(2)  5477 宮川 瑠彩(1)

ｻｶｸﾞﾁ ﾐｷ ﾐﾔｶﾞﾜ ﾙｲ
 6667 神保 藍織(3)  5471 片桐 由佳理(2)

ｼﾞﾝﾎﾞｳ ｲｵﾘ ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｶﾘ
 6666 山田 唯綺(3)  5489 山口 凜音(3)

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵﾝ
 6   4 筑摩野  7254 大坪 桃果(2)     54.45  6   3 篠ﾉ井西  5845 春原 菜々子(2)     53.99 q

ﾁｸﾏﾉ ｵｵﾂﾎﾞ ﾓﾓｶ ｼﾉﾉｲﾆｼ ｽﾉﾊﾗ ﾅﾅｺ
 7247 中村 実穏(2)  5872 青木 沙絵(3) qR

ﾅｶﾑﾗ ﾐｵﾝ ｱｵｷ ｻｴ
 7246 斉藤 凛咲(3)  5869 石井 爽絵(3)

ｻｲﾄｳ ﾘｻ ｲｼｲ ｻｴ
 7263 磯谷 唯衣(3)  5846 春日 そら(2)

ｲｿﾔ ﾕｲ ｶｽｶﾞ ｿﾗ
 7   6 小諸東  4280 酒井 あいか(2)     55.52  7   9 長野北部  5670 松田 莉子(3)     54.16 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ｻｶｲ ｱｲｶ ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞ ﾏﾂﾀﾞ ﾘｺ
 4306 柏木 萌(3)  5672 山田 瞳(3)

ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾄﾐ
 4307 甘利 未珠咲(3)  5673 小林 果鈴(3)

ｱﾏﾘ ﾐｽﾞｷ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾘﾝ
 4282 山本 紗帆(2)  5671 矢島 冴子(3)

ﾔﾏﾓﾄ ｻﾎ ﾔｼﾏ ｻｴｺ
    5 岡谷東部  7633 宮坂 優那(3)          2 坂城  4732 富山 萌衣(3)      

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞ ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ DQ ｻｶｷ ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ DQ
 7635 春日 莉緒(3) R1(2-3)  4735 牧内 愛実(3) T1(3-4)

ｶｽｶﾞ ﾘｵ ﾏｷｳﾁ ｱﾐ
 7664 林 海音(2)  4734 宮下 留花(3)

ﾊﾔｼ ｶﾉﾝ ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ
 7661 蔭山 羽音(2)  4733 宮原 凛成(3)

ｶｹﾞﾔﾏ ﾊｵﾄ ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 赤穂  8820 山田 優芽(3)     50.52 

ｱｶﾎ ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ
 8236 佐野 涼楓(2)

ｻﾉ ｽｽﾞｶ
 8234 宮澤 けい(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ
 8821 鎮西 花(3)

ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ
 2   4 堀金  6692 前田 百葉(3)     50.78 

ﾎﾘｶﾞﾈ ﾏｴﾀﾞ ﾓﾓﾊ
 8752 福田 笑未(2)

ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ
 8750 柴野 亜紗実(2)

ｼﾊﾞﾉ ｱｻﾐ
 6693 松本 恵実(3)

ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐ
 3   9 春富  8161 田中 海羽(3)     50.79 

ﾊﾙﾄﾐ ﾀﾅｶ ﾐｳ
 8169 埋橋 凜(3)

ｳｽﾞﾊｼ ﾘﾝ
 8172 中村 映夢(3)

ﾅｶﾑﾗ ｴﾑ
 8173 濵田 みなと(3)

ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ
 4   8 軽井沢  4237 梅原 小梅(2)     50.82 

ｶﾙｲｻﾞﾜ ｳﾒﾊﾗ ｺｳﾒ
 4238 佐伯 風帆(2)

ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ
 4234 小川 三陸(3)

ｵｶﾞﾜ ﾐｸ
 4231 荻原 希乃愛(3)

ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ
 5   6 開成  7126 瀧本 歩夢(3)     51.08 

ｶｲｾｲ ﾀｷﾓﾄ ｱﾕﾑ
 7124 麻和 楓花(3)

ｱｻﾜ ﾌｳｶ
 7128 松丸 もも(3)

ﾏﾂﾏﾙ ﾓﾓ
 7129 三澤 百佳(3)

ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ
 6   7 南箕輪  8055 海沼 結(2)     51.76 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ 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
 7   2 東御東部  4407 細田 怜奈(3)     52.12 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ
 4415 小柳 梨乃(2)

ｺﾔﾅｷﾞ ﾘﾉ
 8770 雫田 陽向(2)

ｼｽﾞｸﾀﾞ ﾋﾅﾀ
 4408 三輪 希々葉(3)

ﾐﾜ ﾉﾉﾊ
 8   3 諏訪西  7744 安田 莉穂(3)     52.23 

ｽﾜﾆｼ ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ
 7743 藤森 七海(3)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ
 7745 小松 美沙季(2)

ｺﾏﾂ ﾐｻｷ
 7740 小口 葉奈(3)

ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ
 9   1 篠ﾉ井西  5845 春原 菜々子(2)     53.65 

ｼﾉﾉｲﾆｼ ｽﾉﾊﾗ ﾅﾅｺ
 5872 青木 沙絵(3)

ｱｵｷ ｻｴ
 5869 石井 爽絵(3)

ｲｼｲ ｻｴ
 5846 春日 そら(2)

ｶｽｶﾞ ｿﾗ

決勝



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)                     1.63 丸山　千夏                   三郷             1980        

1m63
太田 さくら(3) 高瀬 - - o xo o o xxo xo o xo
ｵｵﾀ ｻｸﾗ xxx
原田 栞里(3) 赤穂 - - - o xo xo o xxo xxx
ﾊﾗﾀﾞ ｼｵﾘ
平谷 紗菜(3) 鉢盛 - - - - xo xo xo xxx
ﾋﾗﾔ ｽｽﾞﾅ
千葉 琉莉(2) 岡谷東部 - o o o o xxo xxx
ﾁﾊﾞ ﾙﾘ
金児 桜子(3) 広徳 - - o xo o xxx
ｶﾈｺ ｻｸﾗｺ
田村 優衣(2) 茅野東部 o o o o xxo xxx
ﾀﾑﾗ ﾕｲ
筒井 結貴(3) 豊丘 - o o o xxx
ﾂﾂｲ ﾕｷ
二木 瑠心(2) 山辺 o o o o xxx
ﾌﾀﾂｷﾞ ﾙｺ
上村 文寧(2) 伊那 - o xo o xxx
ｶﾐﾑﾗ ｱﾔﾈ
行田 優空(3) 軽井沢 - - o xo xxx
ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾕﾗ
田中 笙奈(3) 南宮 - - o xo xxx
ﾀﾅｶ ｾｲﾅ
村田 結菜(2) 信大附属松本 o xo xo xo xxx
ﾑﾗﾀ ﾕｳﾅ
常田 実咲(2) 篠ﾉ井東 - o o xxo xxx
ﾄｷﾀ ﾐｻｷ
竹岡 古琴(3) 佐久長聖 - - o xxo xxx
ﾀｹｵｶ ｺﾄ
小松 優月(2) 清水 o o o xxx
ｺﾏﾂ ﾕﾂﾞｷ
国本 凜(2) 丸ﾉ内 o o o xxx
ｸﾆﾓﾄ ﾘﾝ
児玉 結音(3) 上田第四 o o o xxx
ｺﾀﾞﾏ ﾕﾉ
北原 舞香(3) 春富 o o o xxx
ｷﾀﾊﾗ ﾏｲｶ
小池 理紗子(3) 諏訪西 o o xo xxx
ｺｲｹ ﾘｻｺ
佐藤 つむぎ(3) 犀陵 - o xo xxx
ｻﾄｳ ﾂﾑｷﾞ
泉 玲奈(2) 須坂東 o o xxo xxx
ｲｽﾞﾐ ﾚﾅ
太田 眞桜(2) 上田第一 o o xxo xxx
ｵｵﾀ ﾏｵ
中沢 麗葉(2) 中込 o o xxx
ﾅｶｻﾞﾜ ｳﾙﾊ
関 百香(3) 鎌田 o o xxx
ｾｷ ﾓﾓｶ
山田 瞳(3) 長野北部 xo o xxx
ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾄﾐ
宮坂 優羽奈(3) 岡谷東部 - xo xxx
ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ
中田 陽菜(3) 旭町 xo xo xxx
ﾅｶﾀ ﾊﾙﾅ
板垣 瑚乃美(3) 梓川 o xxx
ｲﾀｶﾞｷ ｺﾉﾐ
上松 心音(2) 丸ﾉ内 o xxx
ｱｹﾞﾏﾂ ｺｺﾈ
深谷 愛美(3) 篠ﾉ井東 o xxx
ﾌｶﾔ ﾏﾅﾐ
後小路 葉月(1) 野沢 xxx NM
ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾊﾂﾞｷ
髙山 凜(1) 三郷 xxx NM
ﾀｶﾔﾏ ﾘﾝ
丸山 星花里(1) 更北 xxx NM
ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ
天野 恵梨(2) 軽井沢 DNS
ｱﾏﾉ ｴﾘ

女子共通

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m48 1m51 1m54 1m57 1m60

記録 備考

1 33  6742  1.60

2 35  8825  1.54

3 17  7430  1.51

4 18  7663  1.48

5 13  6048  1.45

6 31  7870  1.45

7 14  8545  1.40

7 22  8707  1.40

9 16  8090  1.40

10 9  4232  1.40

10 34  5069  1.40

12 26  7465  1.40

13 12  5816  1.40

13 15  4370  1.40

15 19  6952  1.35

15 28  7024  1.35

15 29  4652
 1.35

15 30  8174  1.35

19 25  7741  1.35

19 27  5776  1.35

21 10  4964  1.35

21 11  8818  1.35

23 6  4121  1.30

23 24  6975  1.30

25 8  5672  1.30

26 32  7658  1.30

27 7  7079  1.30

28 3  7364  1.25

28 20  7023  1.25

28 21  5827  1.25

2  4103      

5  6703      

23  5989      

4  4235      



長野県中学記録(CR)               3.35 小林 由衣                    原               2017/09/02  
大会記録(GR)                     3.10 依田　遵子                   更北             2000        
                                      田中　明莉                   更北             2004        
                                      小林　奏                     丸子北           2014        
                                      小林　由依                   原               2017        

2m80 2m90 3m00
岡田 莉歩(2) 軽井沢 - - - - - - - - - xo
ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ o o xxx
北澤 咲希(3) 上田第五 - - - - - - - o o xxx
ｷﾀｻﾞﾜ ｻｷ
深尾 美希(2) 三郷 - - - - - - o o o xxx
ﾌｶｵ ﾐｷ
谷川 慧佳(3) 山辺 - - - - - xo o o o xxx
ﾀﾆｶﾜ ｻﾄｶ
伊藤 花純(3) 上田第一 - - - - o o o o xxo xxx
ｲﾄｳ ｶｽﾐ
鈴木 天音(3) 浅間 - - - o o o o o xxx
ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ
偆道 心々美(3) 原 - - - - - o o xo xxx
ｼｭﾝﾄﾞｳ ｺｺﾐ
児島 里奈(3) 山辺 - - - o o xo o xxx
ｺｼﾞﾏ ﾘﾅ
北澤 紗暉(3) 更北 - o xo o xxo xo xxx
ｷﾀｻﾞﾜ ｻｷ
松澤 優衣(3) 三郷 - - o o o xxx
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｲ
長濱 愛里咲(2) 原 - - o o o xxx
ﾅｶﾞﾊﾏ ｱﾘｻ
北田 紗由季(2) 岡谷東部 - o o o xo xxx
ｷﾀﾀﾞ ｻﾕｷ
佐藤 鈴華(2) 上田第一 - - o o xo xxx
ｻﾄｳ ﾘﾝｶ
竹内 千潤(2) 山辺 o o o xxx
ﾀｹｳﾁ ﾁﾋﾛ
舩坂 來実(2) 岡谷東部 - o o xxx
ﾌﾅｻｶ ｸﾙﾐ
原 ひなた(2) 赤穂 - o o xxx
ﾊﾗ ﾋﾅﾀ
上條 菫子(3) 三郷 - - xo xxx
ｶﾐｼﾞｮｳ ｽﾐﾚｺ
島谷 桃葉(3) 岡谷東部 - o xxx
ｼﾏﾔ ﾓﾓﾊ
柏原 ひな(2) 原 - o xxx
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾋﾅ
高見澤 茉那(1) 上田第五 xo xxx
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾏﾅ
春日 葉(3) 赤穂 - xxx NM
ｶｽﾞｶﾞ ﾐﾄﾞﾘ

20 1  4683  1.60

4  8823      

14 2  7152  2.00

14 8

17 7  6716  2.00

 7643  2.00

14 11  8238
 2.00

18 6  8694  1.80

18 3  7654  1.80

8 16  7155  2.40

9 9

10 13  8692  2.20

 5983  2.30

10 10  6718  2.20

12 12  4591  2.20

12 5  7639  2.20

2 18  4678  2.60

2 19

5 14  8810  2.60

 6721  2.60

4 20  7158  2.60

7 17  8691  2.50

6 15  4154  2.50

1 21  4239  2.90

女子共通

棒高跳

決勝

順位 試技
2m30 2m40 2m50 2m60

備考
2m70

記録
2m10 2m20

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m60 1m80 2m00



長野県中学記録(CR)               5.74 森本 知隼                    塩尻             2014/08/31  
大会記録(GR)                     4.93 宮澤 香音                    高森             2015        

 ３回の
 最高記録

小倉 和香葉(1) 茅野東部    x   4.65  4.68   4.68   4.80  4.72   x    4.80 
ｵｸﾞﾗ ﾜｶﾊﾞ         +1.3  +0.5   +0.5   +2.0  +2.0         +2.0
吾妻 恭佳(1) 坂城   4.65  4.41   x    4.65    x   4.70  4.77   4.77 
ｱｶﾞﾂﾏ ｷｮｳｶ   +1.2  +1.1         +1.2         +2.7  +2.9   +2.9
小山 紗於里(1) 王滝   4.59  4.48  4.40   4.59    x   4.70   x    4.70 
ｺﾔﾏ ｻｵﾘ   +1.1  +2.3  +2.3   +1.1         +3.4         +3.4
市川 紗菜(1) 諏訪南   4.22  4.67  4.28   4.67    x   4.05   x    4.67 
ｲﾁｶﾜ ｻﾅ   +0.2  +3.6  +3.4   +3.6         +1.4         +3.6
木村 莉央(1) 豊科北   4.26  4.45  4.57   4.57   4.44   x   4.46   4.57 
ｷﾑﾗ ﾘｵ   +2.4  +1.6  +1.3   +1.3   +2.4        +0.9   +1.3
荒井 美海(1) 東北   4.46   x   4.39   4.46   4.50  4.30  4.45   4.50 
ｱﾗｲ ﾐｳ   +1.3        +3.3   +1.3   +4.1  +1.4  +2.0   +4.1
日比 咲杏(1) 櫻ヶ岡   4.26  4.44  4.44   4.44    x   4.35  4.38   4.44 
ﾋﾋﾞ ｻｸﾗ   +2.6  +1.3  +2.9   +1.3         +5.5  +0.6   +1.3
吉田 心美(1) 中込   4.14  3.60  4.30   4.30   4.03  4.07   x    4.30 
ﾖｼﾀﾞ ｺｺﾐ   -0.7  +1.6  +2.6   +2.6   +2.2  +4.9         +2.6
武田 希美(1) 中野平   4.19  3.79  3.21   4.19             4.19 
ﾀｹﾀﾞ  ﾉｿﾞﾐ   +3.9  +0.8  +3.1   +3.9                      +3.9
山﨑 珠李(1) 高山   4.17  3.79  3.95   4.17             4.17 
ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾘ   +3.2  +5.0  +2.3   +3.2                      +3.2
大和 由奈(1) 長峰   4.10  4.11   x    4.11             4.11 
ｵｵﾜ ﾕﾅ   +5.3  +3.0         +3.0                      +3.0
清水 藤子(1) 東御東部   3.56  4.04  4.08   4.08             4.08 
ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺ   +2.7  +1.4  +3.9   +3.9                      +3.9
中村 夏鈴(1) 旭ヶ丘   4.07   x   3.99   4.07             4.07 
ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ   +3.5        +2.2   +3.5                      +3.5
田中 亜里紗(1) 鎌田    x   3.89  4.03   4.03             4.03 
ﾀﾅｶ ｱﾘｻ         +1.1  +1.8   +1.8                      +1.8
阿部 紗和(1) 裾花   3.92  3.85  4.02   4.02             4.02 
ｱﾍﾞ ｻﾜ   -0.1  +2.4  +0.7   +0.7                      +0.7
安藤 奈々花(1) 緑ヶ丘   3.05  3.38  4.02   4.02             4.02 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅﾅｶ   +1.4  +0.3  +2.3   +2.3                      +2.3
竹上 結芽(1) 梓川    x   3.77  3.96   3.96             3.96 
ﾀｹｶﾞﾐ ﾕﾒ         +3.3  +5.0   +5.0                      +5.0
赤羽 七生(1) 伊那東部   3.79  3.94  3.66   3.94             3.94 
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅｵ   +4.8  +3.4  +2.9   +3.4                      +3.4
藤沢 美瑠(1) 長野北部   3.92   x   3.87   3.92             3.92 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾙ   +2.6        +2.8   +2.6                      +2.6
田口 朱音(1) 芦原   3.92  3.82  3.82   3.92             3.92 
ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ   +4.5  +1.7  +2.7   +4.5                      +4.5
宮下 心優(1) 高森   3.84  3.88  3.84   3.88             3.88 
ﾐﾔｼﾀ ﾐﾕ   +0.7  +2.0  +4.8   +2.0                      +2.0
林 美緒(1) 上田第五   3.70   x   3.76   3.76             3.76 
ﾊﾔｼ ﾐｵ   +0.9        +2.3   +2.3                      +2.3
吉田 彩葉(1) 野沢   3.69   x   3.76   3.76             3.76 
ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ   +3.1        +2.4   +2.4                      +2.4
中澤 陽菜(1) 山辺   3.76  3.58  3.33   3.76             3.76 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾅ   +3.0  +1.0  +1.7   +3.0                      +3.0
髙木 舞(1) 女鳥羽   3.59  3.55  3.71   3.71             3.71 
ﾀｶｷﾞ ﾏｲ   +1.1  +1.3  +2.0   +2.0                      +2.0
佐藤 ｲﾙｼｬ(1) 東御東部   3.71   x    x    3.71             3.71 
ｻﾄｳ ｲﾙｼｬ   +3.2               +3.2                      +3.2
櫻本 芽衣(1) 富士見   3.48  3.64  3.61   3.64             3.64 
ｻｸﾗﾓﾄ ﾒｲ   +2.6  +2.5  +4.8   +2.5                      +2.5
中島 優希菜(1) 穂高西   3.35  3.20  3.44   3.44             3.44 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷﾅ   +0.7  +1.1  +3.7   +3.7                      +3.7
永井 慶香(1) 中野平   2.89  3.39   x    3.39             3.39 
ﾅｶﾞｲ  ﾖｼｶ   +2.0  +1.1         +1.1                      +1.1
小林 のあ(1) 中込    x   2.72  3.31   3.31             3.31 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｱ         +0.8  +0.9   +0.9                      +0.9
簾田 たまみ(1) 清水    x    x   3.28   3.28             3.28 
ﾐｽﾀﾞ ﾀﾏﾐ               +1.1   +1.1                      +1.1
春原 史佳(1) 上田第五   3.00   x   3.10   3.10             3.10 
ｽﾉﾊﾗ ﾌﾐｶ   +0.9        +3.0   +3.0                      +3.0

女子1年

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 備考

1 32  7876

2 27  4740

-3-

30  6637

-4- -5- -6- 記録

8 29  4110

3 31  6339

4 28  7775

5

6 15  5627

7 26  5425

9 16  5117

10 14  4861

11 20  7861

12 19  8779

13 24  8625

14 9  6980

20 22  4328

15 17  5725

16 8  8599

17

18 11  8116

19 23  5657

13  7340

21 18  8402

22 4  4684

23 21  4109

24 5  7162

25 3  7280

26 12  8771

32 2  4682

27 10  7920

28 1  6592

29

30 6  4113

31 25  6968

7  5115



長野県中学記録(CR)               5.74 森本 知隼                    塩尻             2014/08/31  
大会記録(GR)                     5.73 森本　知隼                   塩尻             2014        

 ３回の
 最高記録

牧内 愛実(3) 坂城    x   5.19  5.38   5.38   5.22  5.33  4.90   5.38 
ﾏｷｳﾁ ｱﾐ         +1.1  +1.9   +1.9   +2.3  +1.0  +0.5   +1.9
富山 萌衣(3) 坂城    x   4.96  5.10   5.10   5.18  5.25  5.12   5.25 
ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ         +1.9  +0.9   +0.9   +0.7  +1.2  +0.0   +1.2
塩澤 舞(3) 竜峡   5.12  5.18  4.64   5.18   5.18  5.24  5.06   5.24 
ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ   +2.8  +2.7  -2.1   +2.7   +0.2  +2.5  +1.5   +2.5
大﨑 にこ(2) 伊那   5.12  5.10  5.16   5.16   5.16   x   4.90   5.16 
ｵｵｻｷ ﾆｺ   +2.7  +0.2  +1.5   +1.5   +0.0        +1.4   +0.0
倉根 慧(3) 野沢   4.95  5.02  4.99   5.02   4.90   x   4.77   5.02 
ｸﾗﾈ ｹｲ   +3.0  +3.6  +3.3   +3.6   +1.2        +1.1   +3.6
小倉 歩華(3) 上諏訪   4.38  4.85  4.98   4.98   4.84  4.79  4.93   4.98 
ｵｸﾞﾗ ｱﾕｶ   +2.5  +1.9  +2.5   +2.5   +1.5  +1.9  +2.3   +2.5
今村 実伶(3) 緑ヶ丘   4.84  4.89  4.60   4.89   4.66  4.51  4.74   4.89 
ｲﾏﾑﾗ ﾐﾚｲ   +0.4  +1.7  +2.2   +1.7   +1.1  +1.1  +2.3   +1.7
細田 怜奈(3) 東御東部    x    x   4.88   4.88    x    x   4.84   4.88 
ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ               +0.4   +0.4               +1.3   +0.4
矢島 冴子(3) 長野北部   4.78   x   4.79   4.79             4.79 
ﾔｼﾏ ｻｴｺ   +1.7        +1.1   +1.1                      +1.1
村山 なな子(2) 佐久東   4.79  4.73  4.66   4.79             4.79 
ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅｺ   -0.3  +1.8  +3.7   -0.3                      -0.3
中島 萌絵(2) 高綱   4.64  4.76  4.55   4.76             4.76 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴ   +1.5  +1.1  -0.5   +1.1                      +1.1
櫻井 菜央(2) 相森   4.62  4.65   x    4.65             4.65 
ｻｸﾗｲ ﾅｵ   +2.5  +0.4         +0.4                      +0.4
梅原 小梅(2) 軽井沢   4.40   x   4.65   4.65             4.65 
ｳﾒﾊﾗ ｺｳﾒ   -0.1        +2.2   +2.2                      +2.2
加島 小浦(3) 女鳥羽   4.51  4.63  4.62   4.63             4.63 
ｶｼﾏ ｺｳﾗ   -1.2  +2.7  +0.2   +2.7                      +2.7
小松 百萌(3) 諏訪南   4.57  4.31  4.38   4.57             4.57 
ｺﾏﾂ ﾓﾓ   +1.2  +2.8  +0.8   +1.2                      +1.2
田口 恋愛(3) 川上   4.30  4.33  4.52   4.52             4.52 
ﾀｸﾞﾁ ﾚｱ   -1.1  +2.4  +2.0   +2.0                      +2.0
古越 茉帆(3) 御代田   4.44  4.43  4.51   4.51             4.51 
ﾌﾙｺｼ ﾏﾎ   +0.8  +3.2  +0.0   +0.0                      +0.0
埋橋 凜(3) 春富   4.40  4.50  4.12   4.50             4.50 
ｳｽﾞﾊｼ ﾘﾝ   +1.0  +0.6  +0.8   +0.6                      +0.6
石井 爽絵(3) 篠ﾉ井西   4.45  4.49  4.43   4.49             4.49 
ｲｼｲ ｻｴ   +1.5  -1.3  +1.2   -1.3                      -1.3
丸茂 花愛(2) 茅野東部   4.49   x    x    4.49             4.49 
ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ   -1.7               -1.7                      -1.7
葛原 亜希(2) 高瀬   4.25  4.37  4.48   4.48             4.48 
ｸｽﾞﾊﾗ ｱｷ   +3.1  +1.1  +0.3   +0.3                      +0.3
宍戸 美希(2) 開成   4.24   x   4.42   4.42             4.42 
ｼｼﾄﾞ ﾐｷ   +0.1        +3.3   +3.3                      +3.3
有賀 明子(3) 上田第五    x    x   4.41   4.41             4.41 
ｱﾙｶﾞ ｱｷｺ               +2.3   +2.3                      +2.3
宮田 くるみ(3) 穂高東   3.89  4.24  4.37   4.37             4.37 
ﾐﾔﾀ ｸﾙﾐ   +2.3   0.0  +3.8   +3.8                      +3.8
斉藤 彩乃(2) 戸倉上山田   4.36   x    x    4.36             4.36 
ｻｲﾄｳ ｱﾔﾉ   +1.1               +1.1                      +1.1
寺澤 恵美(2) 芦原   4.35  3.99  4.20   4.35             4.35 
ﾃﾗｻﾜ ﾒｸﾞﾐ   +0.4  -0.1  +1.0   +0.4                      +0.4
上條 愛美(3) 鉢盛   4.07  4.32  4.23   4.32             4.32 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅﾐ   +3.5  +0.8  +1.7   +0.8                      +0.8
征矢 珠々(2) 木曽町    x   4.31  3.85   4.31             4.31 
ｿﾔ ｽｽﾞ         +1.7  +0.4   +1.7                      +1.7
飯島 秋音(3) 松島    x   4.28   x    4.28             4.28 
ｲｲｼﾞﾏ ｱｷﾈ         +0.6         +0.6                      +0.6
坂井 晶(2) 信大附属長野   4.14  4.07  4.08   4.14             4.14 
ｻｶｲ ｱｷ   -0.7  +1.2  -0.1   -0.7                      -0.7
北村 晏(2) 長野北部   3.81  3.82  3.84   3.84             3.84 
ｷﾀﾑﾗ ｱﾝ   +0.6  +1.0  +4.7   +4.7                      +4.7
高林 あんり(3) 清陵附属                            DNS
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾘ                                                   

16  7940

27 8  7431

28 9  6293

29

30 1  6203

31 3  5686

7  7107

24 18  6566

25 17  4770

26 6  4315

21 10  6748

22 2  7133

23 28  4675

20 26  7872

15 12  7763

16 4  4000

17

18 23  8169

19 19  5869

13  4276

12 14  4927

13 5  4237

14 21  8744

9 20  5671

10 15  4163

11 11  7170

8 24  4407

3 27  8631

4 32  8092

5

6 30  7716

7 22  8601

備考

1 29  4735

2 31  4732

-3-

25  4078

-4- -5- -6- 記録

女子2･3年

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



長野県中学記録(CR)              13.55 小林 弥希                    丸ノ内           2016/08/24  
大会記録(GR)                    13.30 小林 弥希                    丸ノ内           2016        

 ３回の
 最高記録

倉田 紗優加(3) 南箕輪
ｸﾗﾀ ｻﾕｶ
松林 彩(2) 七二会
ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｱﾔ
小柳 夏菜(3) 七二会
ｺﾔﾅｷﾞ ｶﾅ
尾関 紗佳(3) 女鳥羽
ｵｾﾞｷ ｻﾔｶ
小山 莉穂(3) 相森
ｺﾔﾏ ﾘﾎ
富山 唯奈(3) 伊那東部
ﾄﾐﾔﾏ ﾕﾅ
水落 凜(3) 女鳥羽
ﾐｽﾞｵﾁ ﾘﾝ
竹内 涼(3) 南宮
ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳ
月岡 こまち(3) 栄
ﾂｷｵｶ ｺﾏﾁ
秋穂 真理(3) 浅間
ｱｷﾎ ﾏﾘ
森田 夏未(3) 犀陵
ﾓﾘﾀ ﾅﾂﾐ
小池 明日美(2) 長峰
ｺｲｹ ｱｽﾐ
関 穂乃佳(3) 山ﾉ内
ｾｷ ﾎﾉｶ
並木 愛佳(3) 長峰
ﾅﾐｷ ﾏﾅｶ
林 優舞(3) 岡谷東部
ﾊﾔｼ ﾕﾏ
山田 柚葵(3) 高社
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｽﾞｷ
増澤 美優(3) 両小野
ﾏｽｻﾞﾜ ﾐﾕｳ
河口 桜奈(3) 王滝
ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾅ
横山 紗奈(3) 山辺
ﾖｺﾔﾏ ｻﾅ
池田 心優(3) 上田第四
ｲｹﾀﾞ ﾐﾕ
荻原 瞳(3) 辰野
ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾄﾐ
脇中 夕渚(3) 東御東部
ﾜｷﾅｶ ｾﾅ
日原 穂香(3) 箕輪
ﾋﾊﾗ ﾎﾉｶ
赤羽 桜矢香(2) 筑摩野
ｱｶﾊﾈ ｻﾔｶ
柳澤 歩乃(1) 御代田
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾎﾉ
平林 明夏(3) 波田
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾒｲｶ
河西 さゆり(2) 佐久東
ｶｻｲ ｻﾕﾘ
佐藤 結(3) 軽井沢
ｻﾄｳ ﾕｳ
甘利 未珠咲(3) 小諸東
ｱﾏﾘ ﾐｽﾞｷ
長谷 百花(2) 浅間
ﾊｾ ﾓﾓｶ
角崎 美沙都(2) 女鳥羽
ｶｸｻﾞｷ ﾐｻﾄ
坂戸 愛佳(3) 岡谷東部
ｻｶﾄ ｱｲｶ

女子共通

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 備考

1 32  8051    x    x  12.09  12.09  12.50

-2- -3-

 12.50 

記録

 11.63 11.53

-4- -5- -6-

 10.56   x

2 29  6078  10.87 11.36 11.31  12.21 12.21 

3 31  6075  11.24   x

4 30  8743  10.75  9.98 10.76  10.73 11.74 

 11.18  11.24  11.77 12.05 11.78 12.05 

  10.76  10.56 11.74

  11.36

 10.12  10.92  10.31 10.84 10.33 10.92 

   9.98  10.14 10.42  9.87  10.59 10.59 

5 25  4920  10.92 10.55

6 20  8130   9.98  9.50

  9.92  10.03   9.28   x   9.48 10.03 

   9.94   8.55   x  9.45   9.59  9.94 

7 23  8742   9.35 10.03

8 22  5070   9.40  9.94

  9.51   9.87            9.87 

   9.86         9.81      9.86 

9 19  5268   9.25  9.87

10 28  4130   9.66  9.86

  9.55   9.55            9.55 

   9.46         8.95      9.46 

11 26  5774   8.90  9.17

12 27  7844   9.46  9.36

  8.81   9.46            9.46 

   9.30         9.30      9.30 

13 18  5000   9.14  9.46

14 24  7853   8.58  9.25

  8.85   9.29            9.29 

   9.14         8.95      9.14 

15 17  7634   9.29  8.47

16 12  5168   8.31  9.14

   x    8.96            8.96 

   8.86         8.86      8.86 

17 16  6372
  8.96  8.93

18 21  6337   8.82  8.50

  7.52   8.86            8.86 

   8.65         8.51      8.65 

19 9  7166   8.86   x

20 15  4651   8.16  8.65

  7.73   8.57            8.57 

   8.56         8.16      8.56 

21 5  7964   8.57  7.83

22 11  4410   8.16  8.56

  6.60   8.44            8.44 

   8.39         8.39      8.39 

23 7  8011   7.13  8.44

24 8  7240   8.36  8.24

  7.38   8.25            8.25 

   8.23          x      8.23 

25 1  4255   8.25  7.51

26 14  7405   8.23   x

  8.14   8.14            8.14 

   8.14         8.14      8.14 

27 2  4176   8.08  7.52

28 6  4233   7.76  7.73

29 3  4307   7.88  8.03

           7.59 

30 4  4141   7.18   x   7.69

  8.01   8.03            8.03 

   7.69       

   

     7.69 

31 13  7285   7.22  6.82  7.59   7.59

     7.57 32 10  7653   7.21  7.43  7.57   7.57    



長野県中学記録(CR)               2999 土屋 ほのか                  軽井沢           2018/06/09  
大会記録(GR)                     2922 土屋 ほのか                  軽井沢           2017

大森 里香(3) 芦原 14.41(-0.4)        1.52        9.83 27.91(-3.1)   2721
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ     921     644     518     638      1
小平 奏重(3) 永明 16.07(+1.5)        1.40        7.96 27.85(-3.1)   2258
ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ     706     512     397     643      2
中嶋 愛佳(3) 佐久長聖 15.98(-0.4)        1.30        9.25 28.45(-3.1)   2202
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ     717     409     480     596      3
宮坂 優那(3) 岡谷東部 16.94(+1.5)        1.40        7.07 27.87(-1.3)   2096
ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ     603     512     340     641      4
大鹿 愛和(3) 野沢 15.42(-0.4)        1.30        6.29 28.36(-3.1)   2089
ｵｵｼｶ ﾏﾅ     787     409     290     603      5
漆原 衣咲(2) 芦原 15.88(-0.4)        1.35        6.43 29.15(-3.1)   2031
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ     729     460     299     543      6
春日 そら(2) 篠ﾉ井西 16.24(+1.5)        1.25        7.15 28.36(-1.3)   1992
ｶｽｶﾞ ｿﾗ     685     359     345     603      7
髙寺 凜(3) 上田第一 16.25(-0.4)        1.35        6.32 29.11(-1.3)   1982
ﾀｶﾃﾗ ﾘﾝ     684     460     292     546      8
青木 沙絵(3) 篠ﾉ井西 16.36(+1.5)        1.35        7.05 29.73(-3.1)   1970
ｱｵｷ ｻｴ     671     460     338     501      9
峯村 樹奈(3) 上田第一 16.78(-0.4)        1.35        7.70 29.78(-3.1)   1960
ﾐﾈﾑﾗ ｼﾞｭﾅ     622     460     380     498     10
神林 杏花(3) 上田第五 16.91(-0.4)        1.15        9.22 28.96(-1.3)   1909
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ     607     266     479     557     11
林 海音(2) 岡谷東部 18.00(+1.5)        1.30        7.40 28.35(-1.3)   1862
ﾊﾔｼ ｶﾉﾝ     488     409     361     604     12
山田 菜々美(3) 上田第一 16.77(+1.5)        1.30        8.68 31.42(-3.1)   1862
ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾅﾐ     623     409     443     387     12
角 咲乃(2) 伊那 18.17(+0.9)        1.30        7.78 29.31(-1.3)   1796
ｽﾐ ｻｷﾉ     471     409     385     531     14
遠藤 蒼空(3) 信大附属長野 18.08(+0.9)        1.25        8.67 30.00(-1.3)   1764
ｴﾝﾄﾞｳ ｿﾗ     480     359     443     482     15
山下 心花(1) 茅野北部 18.06(+0.9)        1.30        7.10 30.23(-1.4)   1698
ﾔﾏｼﾀ ﾐﾊﾅ     482     409     341     466     16
石﨑 智紗(2) 辰野 19.29(-0.9)        1.30        7.11 28.92(-1.4)   1675
ｲｼｻﾞｷ ﾁｻ     364     409     342     560     17
池上 桃可(2) 諏訪南 18.67(+0.9)        1.35        6.79 30.25(-1.4)   1669
ｲｹｶﾞﾐ ﾓﾓｶ     422     460     322     465     18
舛澤 隣嘉(3) 旭町 17.69(+1.5)        1.15        5.82 29.19(-1.9)   1587
ﾏｽｻﾞﾜ ﾘﾝｶ     521     266     260     540     19
堀   愛美(2) 犀陵 18.08(+0.9)        1.10        7.96 30.36(-1.4)   1556
ﾎﾘ ﾏﾅﾐ     480     222     397     457     20
竹上 心菜(3) 梓川 18.67(+0.9)        1.20        7.00 30.08(-1.9)   1546
ﾀｹｶﾞﾐ ｺｺﾅ     422     312     335     477     21
堀内 陽花(2) 篠ﾉ井西 19.13(-0.9)        1.30        7.31 31.70(-1.4)   1512
ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙｶ     378     409     355     370     22
矢崎 留奈(3) 裾花 19.31(-0.9)        1.20        8.05 31.34(-1.4)   1470
ﾔｻﾞｷ ﾙﾅ     362     312     403     393     23
高嶋 桃花(2) 伊那 18.41(-0.9)        1.10        7.42 30.77(-1.9)   1461
ﾀｶｼﾏ ﾓﾓｶ     447     222     362     430     24
笹川 涼香(2) 文化学園 19.78(-0.9)        1.25        7.10 30.76(-1.9)   1451
ｻｻｶﾞﾜ ﾘｮｳｶ     321     359     341     430     25
森 胡都菜(2) 戸倉上山田 19.04(-0.9)        1.20        6.73 31.00(-1.9)   1431
ﾓﾘ ｺﾄﾅ     387     312     318     414     26
木村 歩実(1) 豊科北 19.03(+0.9)        1.15        5.15 29.11(-1.9)   1418
ｷﾑﾗ ｱﾕﾐ     388     266     218     546     27

総合得点
順位

 4310

女子混成

四種競技

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 100mH HJ SP 200m

 5846

 8813

 5872

 8812

 4676

 7798

 4368

 7633

 4076

 4313

 7969

 7768

 7051

 5783

 7370

 7664

 8816

 8094

 6196

 8850

 6642

 5843

 5712

 8095

 6251

 4771
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