
大会コード 20170312

： ２０２０年７月１８日(土) －１９日(日)
： 県松本平広域公園陸上競技場（競技場コード 171020）
： 一般財団法人長野陸上競技協会
： 長野県教育委員会・公益財団法人長野県スポーツ協会
： 内山 了治
： 小林 幸太郎 (トラック)　小川 淳 (スタート)　

篠原 克修 (跳躍)　 小川 靖 (投てき)　
： 瀧沢 佳生

■グラウンドコンディション
7月18日(土) 7月19日(日)

■この大会で樹立された記録
なし

■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

主 催
後 援
総 務
審 判 長

記録・情報主任

時刻 天候

長野サマー・トライアル２０２０
兼 第63回東海陸上競技選手権大会長野県予選会

記 録 集
期 日
会 場

(m/s) (℃) (%)
風向 風速 気温 湿度

(m/s) (℃) (%)
風向 風速 気温 湿度時刻 天候

09:00 晴れ 東 1.0 27.5 55.312:00 雨 南 0.7 22.1 74.0
10:00 晴れ 東 0.8 29.9 51.613:00 雨 南 2.7 22.7 85.8
11:00 晴れ 南 2.3 30.1 49.814:00 曇り 南西 0.5 25.1 79.5
12:00 晴れ 南 1.0 32.3 45.915:00 曇り 南東 3.5 25.8 69.6
13:00 晴れ 南西 1.8 31.6 45.5
14:00 晴れ 南西 0.7 32.4 43.3

〇 ✖ － ｒ



長野サマー・トライアル2020 ﾄﾗｯｸ審判長 小林 幸太郎

兼 第63回東海陸上競技選手権大会長野県予選会 跳躍審判長 篠原 克修
【開催日】 2020時年7月18日(土)-19日(日) 投てき審判長 小川 靖
【主催団体】 長野陸上競技協会 ｽﾀｰﾄ審判長 小川 淳

決勝記録一覧表 記録主任 瀧沢 佳生

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

 7/18 女子 深澤 あまね(3) 12.09 北沢 栞(3) 12.24 綿貫 寧(3) 12.37 南山 歩乃伽(3) 12.42 前田 望乃花(3) 12.50 臼井 美紅(3) 12.52 福田 笑未(3) 12.63 長村 紋 12.92
100m 佐久長聖高 豊科高 市立長野高 松本国際高 佐久長聖高 新潟医福大 堀金中 with

 7/19  -0.9 深澤 あまね(3) 25.28 北沢 栞(3) 25.53 南山 歩乃伽(3) 25.73 福田 笑未(3) 25.74 臼井 美紅(3) 26.08 綿貫 寧(3) 26.20 久保 愛夏(3) 26.27 小柳 梨乃(3) 26.30

200m 佐久長聖高 豊科高 松本国際高 堀金中 新潟医福大 市立長野高 小諸高 東御東部中

 7/18 小林 舞香(3) 57.04 前田 望乃花(3) 59.15 児玉 奈美(4) 59.32 長村 紋 1:00.01 三澤 百佳(1) 1:00.15 朱 櫻華(M) 1:00.28 小池 愛美(2) 1:03.33
400m 東海大諏訪高 佐久長聖高 松本大 with 東海大諏訪高 信州大 長野日大高

 7/19 小林 舞香(3) 2:12.99 名和 夏乃子(3) 2:13.95 渡邉 陽乃(1) 2:15.50 宮本 純伶(2) 2:16.45 市川 笑花(1) 2:17.73 臼田 麻花(1) 2:18.54 内山 実音(1) 2:20.16 佐藤 悠花(1) 2:20.82

800m 東海大諏訪高 岡谷南部中 佐久長聖高 松本県ヶ丘高 佐久長聖高 長野東高 東学大 長野東高

 7/18 名和 夏乃子(3) 4:32.86 髙野 美穂(3) 4:41.67 牧内 大華(3) 4:45.14 仁科 玲美(1) 4:49.99 髙野 夏来(2) 4:58.07 渡邉 陽乃(1) 5:26.96
1500m 岡谷南部中 長野日大高 丸子北中 長野東高 諏訪二葉高 佐久長聖高

 7/18  -0.3 中津 晴葉(3) 14.14 土屋 ほのか(2) 14.54 柳澤 結月(3) 14.96 小林 菜月(2) 15.62 髙尾 玲良(2) 15.93 原 知愛(2) 16.09 竹内 里桜(2) 16.41 鈴木 陽世梨(1) 16.43
100mH(0.838-8.5m) 佐久長聖高 佐久長聖高 松本国際高 飯田高 上田染谷丘高 松本県ヶ丘高 諏訪二葉高 松本大

 7/19 南澤 明音 59.94 川端 涼夏 1:03.33 金森 佑奈(2) 1:03.84 塚田 菜々(3) 1:03.89 林 千尋(1) 1:04.81 田中 里歩(3) 1:05.56 山崎 璃央(3) 1:07.20 南澤 胡桃(3) 1:08.86

400mH(0.762m) 松本土建 松本土建 法大 佐久長聖高 福島大 松川高 東学大 長野商高

 7/19 落合 早峰(2) 25:17.37 山口 智美(3) 27:05.30 加藤 杏由夏(2) 29:44.57 廣部 梨花(3) 30:50.95 峰村 麻衣(3) 31:30.07

5000m競歩 中京大 松本深志高 松本県ヶ丘高 南安曇農高 上田東高

 7/18 中島 花梨(3) 1.63 依田 智恵梨(3) 1.63 小林 弓珠(2) 1.60 土屋 ほのか(2) 1.60 岡田 朋佳(3) 1.55 大森 里香(1) 1.55 宮﨑 愛美(2) 1.50
走高跳 市立長野高 佐久長聖高 長野日大高 佐久長聖高 市立長野高 佐久長聖高 長野清泉高

 7/19 小林 奏(3) 3.40 岡田 莉歩(3) 3.30 田中 愛(1) 3.20 岩下 栞(2) 3.00 小林 由依(3) 2.90 清水 愛奈(1) 2.90 深尾 美希(3) 2.70 鈴木 天音(1) 2.70

棒高跳 日女体大 軽井沢A&AC 松本大 佐久長聖高 下諏訪向陽高 松本大 三郷中 佐久長聖高

 7/18 小林 千紘(2) 5.75(+0.1) 榊原 南実 5.57(+3.3) 牧内 愛実(1) 5.50(+2.8) 宮原 凛成(1) 5.47(+0.3) 金子 亜瑠(2) 5.26(+0.8) 宮澤 香音(3) 5.14(+1.9) 宮下 留花(1) 5.06(+2.0) 富山 萌衣(1) 5.03(+2.3)
走幅跳 諏訪二葉高 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 市立長野高 市立長野高 坂城中 下伊那農高 上田高 上田染谷丘高

 7/19 北原 小遥(2) 11.13(+0.3) 宮下 優希菜(3)10.95(+1.3) 宮澤 香音(3) 10.94(+1.4) 吉村 葵(3) 10.93(+0.2) 木田 沙耶(4) 10.87(-0.9) 栗林 月碧(2) 10.25(+1.3)

三段跳 諏訪二葉高 文化学園長野高 下伊那農高 岡谷東高 松本大 中野立志館高

 7/18 小林 弥希(1) 10.79 松林 萌(2) 10.68 倉田 紗優加(1) 10.34 田近 嵯季(3) 10.16 岩下 早紀(4) 10.12 栁澤 優羽(2) 9.81 小柳 夏菜(1) 9.07 尾関 紗佳(1) 8.99
砲丸投(4.000kg) 松本大 長野東高 伊那北高 木曽青峰高 松本大 上田染谷丘高 文化学園長野高 豊科高

 7/19 坂井 美藍(1) 39.42 小林 幸音(1) 34.18 岩下 早紀(4) 30.71 田近 嵯季(3) 29.84 安達 朋笑(2) 29.66 今野 瑠奈(3) 29.59 神林 杏花(1) 28.39

円盤投(1.000kg) 順天堂大 中京大 松本大 木曽青峰高 上田染谷丘高 野沢南高 上田高

 7/19 中島 未歩 49.29 坂井 美藍(1) 43.34 小林 幸音(1) 38.75 荒井 葵凪(3) 36.04 木村 実夢(3) 32.84 小林 朋子(2) 31.22 上條 翔子(2) 28.90

ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg) 飯田病院 順天堂大 中京大 松本大 松本国際高 飯山高 梓川高

 7/18 濵 麗 46.54 湯本 珠実(3) 45.61 北野 緋菜(2) 41.79 小林 弥希(1) 41.18 竹内 海月(2) 40.32 今野 瑠奈(3) 37.41 岡田 朋佳(3) 33.16 栁澤 優羽(2) 31.30
やり投(600g) ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 新潟医福大 新潟医福大 松本大 中野立志館高 野沢南高 市立長野高 上田染谷丘高



決勝 7月18日 15:20

長野県記録(KR)                  11.56 宮澤 有紀                    富山大           2015/07/12  
長野県高校記録(HR)              12.00 深澤 あまね                  佐久長聖         2019/07/28  
長野県中学記録(CR)              12.05 菅沼 美風                    豊丘             2014/07/05  

[ 1組] 風速 +1.3 [ 2組] 風速 -1.1

 1 前田 望乃花(3)     12.50  1 深澤 あまね(3)     12.09 
ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 佐久長聖高 ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 佐久長聖高

 2 福田 笑未(3)     12.63  2 北沢 栞(3)     12.24 
ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ 堀金中 ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 豊科高

 3 長村 紋     12.92  3 綿貫 寧(3)     12.37 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ with ﾜﾀﾇｷ ﾈｲ 市立長野高

 4 久保 愛夏(3)     12.96  4 南山 歩乃伽(3)     12.42 
ｸﾎﾞ ﾏﾅｶ 小諸高 ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ 松本国際高

 5 藤本 遥(3)     12.97  5 臼井 美紅(3)     12.52 
ﾌｼﾞﾓﾄﾊﾙｶ 飯田高 ｳｽｲ ﾐｸ 新潟医福大

 6 河田 璃音(1)     13.16 
ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 山梨学院大

   1 深澤 あまね(3) 佐久長聖高     12.09 (-1.1)   2   1
   2 北沢 栞(3) 豊科高     12.24 (-1.1)   2   2
   3 綿貫 寧(3) 市立長野高     12.37 (-1.1)   2   3
   4 南山 歩乃伽(3) 松本国際高     12.42 (-1.1)   2   4
   5 前田 望乃花(3) 佐久長聖高     12.50 (+1.3)   1   1
   6 臼井 美紅(3) 新潟医福大     12.52 (-1.1)   2   5
   7 福田 笑未(3) 堀金中     12.63 (+1.3)   1   2
   8 長村 紋 with     12.92 (+1.3)   1   3
   9 久保 愛夏(3) 小諸高     12.96 (+1.3)   1   4
  10 藤本 遥(3) 飯田高     12.97 (+1.3)   1   5
  11 河田 璃音(1) 山梨学院大     13.16 (+1.3)   1   6

女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 所属名 記録／備考
4  1309 5  1304

ﾚｰﾝ No. 氏  名

3  8752 6  2002

6  9000 4   921

7  1340 3  1987

5   591

2   411 7  9016

組 順位
 1304
 2002
  921

氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

タイムレース

順位 No.

 1340
  411
  591

 1987
 1309
 9016
 8752
 9000



決勝 7月19日 11:30

長野県記録(KR)                  23.73 今井 沙緒里                  飯田病院         2017/06/24  
長野県高校記録(HR)              24.53 深澤 あまね                  佐久長聖         2019/09/08  
長野県中学記録(CR)              24.88 北澤 栞                      三郷             2016/10/16  

風速 -0.9

 1 深澤 あまね(3)     25.28 
ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 佐久長聖高

 2 北沢 栞(3)     25.53 
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 豊科高

 3 南山 歩乃伽(3)     25.73 
ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ 松本国際高

 4 福田 笑未(3)     25.74 
ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ 堀金中

 5 臼井 美紅(3)     26.08 
ｳｽｲ ﾐｸ 新潟医福大

 6 綿貫 寧(3)     26.20 
ﾜﾀﾇｷ ﾈｲ 市立長野高

 7 久保 愛夏(3)     26.27 
ｸﾎﾞ ﾏﾅｶ 小諸高

 8 小柳 梨乃(3)     26.30 
ｺﾔﾅｷﾞ ﾘﾉ 東御東部中

 9 児玉 奈美(4)     27.04 
ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 松本大

5  2002

女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1304

6  1987

8  8752

3  9016

9   921

2  9007

7  1340

1  4415



決勝 7月18日 14:00

長野県記録(KR)                  54.56 竹内 昌子                    福島大           2003/05/05  
長野県高校記録(HR)              55.42 山本 瑞                      小諸             2011/08/03  
                                      瀧澤 彩                      長野             2012/07/29  
長野県中学記録(CR)              57.81 三澤 百佳                    開成             2019/07/27  

 1 小林 舞香(3)     57.04 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 東海大諏訪高

 2 前田 望乃花(3)     59.15 
ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 佐久長聖高

 3 児玉 奈美(4)     59.32 
ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 松本大

 4 長村 紋   1:00.01 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ with

 5 三澤 百佳(1)   1:00.15 
ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ 東海大諏訪高

 6 朱 櫻華(M)   1:00.28 
ｼｭ ｻｸﾗｺ 信州大

 7 小池 愛美(2)   1:03.33 
ｺｲｹ ｱﾐ 長野日大高

5  1309

女子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    28

7  9007

8  9000

3   956

6    36

2  9015



決勝 7月19日 14:00

長野県記録(KR)                2:05.78 山本 瑞                      小諸高           2011/10/29  
長野県高校記録(HR)            2:05.78 山本 瑞                      小諸             2011/10/29  
長野県中学記録(CR)            2:13.56 和田 有菜                    川中島           2014/07/19  

 1 小林 舞香(3)   2:12.99 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 東海大諏訪高

 2 名和 夏乃子(3)   2:13.95 
ﾅﾜ ｶﾉｺ 岡谷南部中

 3 渡邉 陽乃(1)   2:15.50 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾉ 佐久長聖高

 4 宮本 純伶(2)   2:16.45 
ﾐﾔﾓﾄ ｽﾐﾚ 松本県ヶ丘高

 5 市川 笑花(1)   2:17.73 
ｲﾁｶﾜ ｴﾐｶ 佐久長聖高

 6 臼田 麻花(1)   2:18.54 
ｳｽﾀﾞ ｱｻｶ 長野東高

 7 内山 実音(1)   2:20.16 
ｳﾁﾔﾏ ﾐｵﾝ 東学大

 8 佐藤 悠花(1)   2:20.82 
ｻﾄｳ ﾕｳｶ 長野東高

ラップタイム
   200m     32.87    28 小林 舞香(3)
   400m   1:06.73   〃     〃 
   600m   1:40.12   〃     〃 

6  9021

7   877

3  1306

9   875

4  1305

8  1823

2  7623

女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    28



決勝 7月18日 14:40

長野県記録(KR)                4:16.76 和田 有菜                    名城大           2018/05/05  
長野県高校記録(HR)            4:17.77 和田 有菜                    長野東           2017/06/24  
長野県中学記録(CR)            4:28.36 和田 有菜                    川中島           2013/08/22  

 1 名和 夏乃子(3)   4:32.86 
ﾅﾜ ｶﾉｺ 岡谷南部中

 2 髙野 美穂(3)   4:41.67 
ﾀｶﾉ ﾐﾎ 長野日大高

 3 牧内 大華(3)   4:45.14 
ﾏｷｳﾁ ﾋﾛｶ 丸子北中

 4 仁科 玲美(1)   4:49.99 
ﾆｼﾅ ﾚﾐ 長野東高

 5 髙野 夏来(2)   4:58.07 
ﾀｶﾉ ﾅﾂｷ 諏訪二葉高

 6 渡邉 陽乃(1)   5:26.96 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾉ 佐久長聖高

ラップタイム
   400m   1:09.96   957 髙野 美穂(3)
   800m   2:25.87   〃     〃 
  1100m   3:22.05  7623 名和 夏乃子(3)
  1200m   3:39.93   〃     〃 

1   104

4  1305

2  4505

6   879

3   957

女子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  7623



決勝 7月18日 13:00

長野県記録(KR)                  13.81 茂木 多美江                  小諸高校教員     1978/10/15  
長野県高校記録(HR)              14.10 中津 晴葉                    佐久長聖         2019/05/24  

風速 -0.3

 1 中津 晴葉(3)     14.14 
ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ 佐久長聖高

 2 土屋 ほのか(2)     14.54 
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 佐久長聖高

 3 柳澤 結月(3)     14.96 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂｷ 松本国際高

 4 小林 菜月(2)     15.62 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田高

 5 髙尾 玲良(2)     15.93 
ﾀｶｵ ﾚｲﾗ 上田染谷丘高

 6 原 知愛(2)     16.09 
ﾊﾗ ﾁﾅﾘ 松本県ヶ丘高

 7 竹内 里桜(2)     16.41 
ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 諏訪二葉高

 8 鈴木 陽世梨(1)     16.43 
ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ 松本大

3   101

4  9012

8  1453

2  1820

7  1985

9   406

5  2253

女子

100mH(0.838-8.5m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  1300



決勝 7月19日 12:45

長野県記録(KR)                  58.27 瀧澤 彩                      長野高           2012/07/31  
長野県高校記録(HR)              58.27 瀧澤 彩                      長野             2012/07/31  

 1 南澤 明音     59.94 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 松本土建

 2 川端 涼夏   1:03.33 
ｶﾜﾊﾞﾀ ｽｽﾞｶ 松本土建

 3 金森 佑奈(2)   1:03.84 
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 法大

 4 塚田 菜々(3)   1:03.89 
ﾂｶﾀﾞ ﾅﾅ 佐久長聖高

 5 林 千尋(1)   1:04.81 
ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 福島大

 6 田中 里歩(3)   1:05.56 
ﾀﾅｶ ﾘﾎ 松川高

 7 山崎 璃央(3)   1:07.20 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 東学大

 8 南澤 胡桃(3)   1:08.86 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｸﾙﾐ 長野商高

 9 三澤 菜々美(2)   1:13.05 
ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那北高

5  9013

女子

400mH(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  9014

4  9026

2  1298

7  9025

8   399

9   273

3  9527

1   822



決勝 7月19日  9:00

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

 5 落合 早峰(2)  25:17.37 
ｵﾁｱｲ ﾊﾔﾈ 中京大

 7 山口 智美(3)  27:05.30 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 松本深志高

 8 加藤 杏由夏(2)  29:44.57 
ｶﾄｳ ｱﾕｶ 松本県ヶ丘高

 9 廣部 梨花(3)  30:50.95 
ﾋﾛﾍﾞ ﾘﾝｶ 南安曇農高

10 峰村 麻衣(3)  31:30.07 
ﾐﾈﾑﾗ ﾏｲ 上田東高

ラップタイム
  1000m   4:45.00  9020 落合 早峰(2)
  2000m   9:45.00   〃     〃 
  3000m  14:54.00   〃     〃 
  4000m  20:07.00   〃     〃 

15  1437

12  1824

14  1721

11  1790

女子

5000m競歩

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
13  9020



決勝 7月18日 12:00

長野県記録(KR)                   1.81 屋ヶ田 直美                  中央大           1984/10/05  
長野県高校記録(HR)               1.77 上原 久美恵                  岡谷東           1977/10/03  
長野県中学記録(CR)               1.75 上原 久美恵                  上諏訪           1975/09/28  

中島 花梨(3)
ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾘﾝ 市立長野高
依田 智恵梨(3)
ﾖﾀﾞ ﾁｴﾘ 佐久長聖高
小林 弓珠(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞ 長野日大高
土屋 ほのか(2)
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 佐久長聖高
岡田 朋佳(3)
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 市立長野高
大森 里香(1)
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 佐久長聖高
宮﨑 愛美(2)
ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾐ 長野清泉高
田中 笙奈(1) DNS
ﾀﾅｶ ｾｲﾅ 長野吉田高

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m45 1m50 1m55 1m60 1m63 記録 備考
1 7   923 - o o o o xxx  1.63

1m66 1m69 1m72

 1.63

3 8   958 - o o o xxx  1.60

2 4  1310 - o o o xo xxx

4 5  2253 o o o xxo xxx

 1.55

5 6   920 o o o xxx

 1.60

 1.55

 1.50

6 3  1301 o o

7 1  1022 o xo xxx

xo xxx

     2   769



決勝 7月19日  9:50

長野県記録(KR)                   4.01 前田 朋子                    ヤマトヤＴＣ     2005/08/08  
長野県高校記録(HR)               3.65 原 奈津美                    上伊那農業       2013/09/28  
長野県中学記録(CR)               3.35 小林 由衣                    原               2017/09/02  

3m50 3m60
小林 奏(3) - - - - - o o xxo o xo
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 日女体大 xxx
岡田 莉歩(3) - - - - - o xo o xo xxx
ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 軽井沢A&AC
田中 愛(1) - - - o o o xo xxo xxx
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 松本大
岩下 栞(2) - - - o o o xxx
ｲﾜｼﾀ ｼｵﾘ 佐久長聖高
小林 由依(3) - - - - o - xxx
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 下諏訪向陽高
清水 愛奈(1) - - o o xo xxx
ｼﾐｽﾞ ﾏﾕﾅ 松本大
深尾 美希(3) - o xo o xxx
ﾌｶｵ ﾐｷ 三郷中
鈴木 天音(1) - o o xo xxx
ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ 佐久長聖高
佐藤 里桜(2) - - o xxx
ｻﾄｳﾘｵ 中野立志館高
後藤 玲名(3) - o o xxx
ｺﾞﾄｳ ﾚﾅ 松本深志高
野村 ひかり(2) o xxo xo xxx
ﾉﾑﾗ ﾋｶﾘ 高遠高
松田 ゆうか(2) o xxo xxo xxx
ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｶ 市立長野高
小松 優未(2) o xxx
ｺﾏﾂ ﾕｳﾐ 高遠高

12 2   911  2.50

13 5   256  2.10

9 6  1784  2.50

11 4   258  2.50

8 1  2263  2.70

9 3   659  2.50

6 8  9009  2.90

7 7  6721  2.70

4 9  2251  3.00

5 13   131  2.90

2 10  9003  3.30

3 11  9010  3.20

記録 備考

1 12  9023  3.40

3m00 3m10 3m20 3m30 3m40

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
2m10 2m30 2m50 2m70 2m90



決勝 7月18日 14:50

長野県記録(KR)                   6.41 湶 純江                      長野スズキ       1976/04/25  
長野県高校記録(HR)               6.06 宮坂 楓                      東海大三         2010/07/19  
長野県中学記録(CR)               5.74 森本 知隼                    塩尻             2014/08/31  

 ３回の
 最高記録

小林 千紘(2)   5.47  5.61  5.58   5.61   5.75   x   5.54   5.75 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 諏訪二葉高   -1.0  +1.3  -0.6   +1.3   +0.1        +1.6   +0.1
榊原 南実   5.30  5.44  5.23   5.44   5.36  5.49  5.57   5.57 
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC   +0.6  +1.8  +0.2   +1.8   +0.4  +1.2  +3.3   +3.3
牧内 愛実(1)    x   5.36  5.39   5.39   5.28   x   5.50   5.50 
ﾏｷｳﾁ ｱﾐ 市立長野高         -2.1  +0.5   +0.5   +0.7        +2.8   +2.8
宮原 凛成(1)    x   5.47   x    5.47    x    x   5.32   5.47 
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ 市立長野高         +0.3         +0.3               -0.3   +0.3
金子 亜瑠(2)   5.26  5.26  5.09   5.26    x   5.22   x    5.26 
ｶﾈｺ ｱﾙ 坂城中   +0.8  +1.3  +1.2   +0.8         -0.2         +0.8
宮澤 香音(3)   5.06   x    x    5.06   5.12  5.14  4.82   5.14 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 下伊那農高   +0.0               +0.0   -0.2  +1.9  -0.6   +1.9
宮下 留花(1)   4.77  5.06  4.79   5.06   4.58  5.02  4.97   5.06 
ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ 上田高   +1.8  +2.0  +1.2   +2.0   +1.1  +0.3  +1.5   +2.0
富山 萌衣(1)   5.01   x   5.03   5.03   4.65  4.98  4.94   5.03 
ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ 上田染谷丘高   -0.7        +2.3   +2.3   +1.3  +2.3  +0.9   +2.3
鈴木 陽世梨(1)    x    x   5.03   5.03             5.03 
ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ 松本大               -0.3   -0.3                      -0.3
塩澤 舞(1)    x    x   4.66   4.66             4.66 
ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ 下伊那農高               -0.2   -0.2                      -0.2
佐藤 里桜(2)    x    x    x                   NM
ｻﾄｳﾘｵ 中野立志館高                                                   

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-

1 8   103

2 11  9001

3 7   914

4 9   913

5 2  4739

6 10   492

7 5  1415

8 3  1460

4   659

9 6  9012

10 1   483



決勝 7月19日 13:20

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

 ３回の
 最高記録

北原 小遥(2)    x    x  10.63  10.63  10.93 10.96 11.13  11.13 
ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 諏訪二葉高               +1.9   +1.9   +1.3  +1.3  +0.3   +0.3
宮下 優希菜(3)  10.62 10.95   x   10.95    x    x  10.58  10.95 
ﾐﾔｼﾀ ﾕｷﾅ 文化学園長野高   -2.7  +1.3         +1.3               -0.9   +1.3
宮澤 香音(3)    x  10.71 10.94  10.94  10.90 10.69   x   10.94 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 下伊那農高         +2.2  +1.4   +1.4   +1.9  +2.3         +1.4
吉村 葵(3)  10.93  9.43   -   10.93  10.88 10.73 10.71  10.93 
ﾖｼﾑﾗ ｱｵｲ 岡谷東高   +0.2  +1.2         +0.2   +1.7  +0.4  +1.2   +0.2
木田 沙耶(4)  10.87   -    -   10.87    -    -    -   10.87 
ｷﾀﾞ ｻﾔ 松本大   -0.9               -0.9                      -0.9
栗林 月碧(2)   9.62 10.20   x   10.20  10.15 10.25 10.09  10.25 
ｸﾘﾊﾞﾔｼﾙﾉｱ 中野立志館高   -2.4  +1.0         +1.0   +0.8  +1.3  +0.7   +1.3

備考

女子

三段跳

決勝

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

1 3   102

2 2   991

3 6   492

4 5   144

5 4  9011

6 1   654



決勝 7月18日 12:10

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

 ３回の
 最高記録

小林 弥希(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 松本大
松林 萌(2)
ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾓｴ 長野東高
倉田 紗優加(1)
ｸﾗﾀ ｻﾕｶ 伊那北高
田近 嵯季(3)
ﾀﾁﾞｶ ｻｷ 木曽青峰高
岩下 早紀(4)
ｲﾜｼﾀ ｻｷ 松本大
栁澤 優羽(2)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 上田染谷丘高
小柳 夏菜(1)
ｺﾔﾅｷﾞ ｶﾅ 文化学園長野高
尾関 紗佳(1)
ｵｾﾞｷ ｻﾔｶ 豊科高

女子

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 備考

1 8  9008  10.26 10.79   x   10.79  10.23

-2- -3-

 10.79 

記録

 10.20  9.99

-4- -5- -6-

   x  10.34

2 6   873  10.60 10.49 10.68   9.93 10.68 

3 4   281  10.34  8.92

4 7  1578   9.66 10.11 10.16    x  10.16 

  9.74  10.34   8.65  8.92  9.95 10.34 

  10.16  10.05  9.71

  10.68

5 5  9005   9.96 10.01

  8.94  8.27  8.27  9.07 

6 3  1455    x   9.27  9.14

 10.12  10.12   9.45  9.38  9.56 10.12 

   9.27   9.09  9.81

  8.50

  9.13  9.81 

7 2   982   8.64  9.07  8.38   9.07

  8.99  8.99 8 1  2009   8.76  8.74  8.20   8.76   8.79



決勝 7月19日 10:10

長野県記録(KR)                  45.73 中島 沙織                    国士舘大         2008/08/30  
長野県高校記録(HR)              44.69 中島 未歩                    丸子修学館       2010/10/01  
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

坂井 美藍(1)
ｻｶｲ ﾐｱｲ 順天堂大
小林 幸音(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾈ 中京大
岩下 早紀(4)
ｲﾜｼﾀ ｻｷ 松本大
田近 嵯季(3)
ﾀﾁﾞｶ ｻｷ 木曽青峰高
安達 朋笑(2)
ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓｴ 上田染谷丘高
今野 瑠奈(3)
ｺﾝﾉ ﾙﾅ 野沢南高
神林 杏花(1)
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ 上田高

6 2  1254  26.66

 28.39  26.10  27.73  28.39 27.24 26.737 3  1416  27.73   x

 28.84 29.59  29.59  26.58 24.08  29.59  28.11

 29.02  29.02    x  28.11 29.66 29.66 

 30.71 

4 4  1578  29.76

5 1  1454  28.23 25.98

3 5  9005  28.46 30.71

2 6  9019    x

 29.84 

 27.19  30.71  28.91 21.65 27.86

   x    x   29.76  29.18 29.84   x

 32.11 33.89  33.89  33.36 34.18  34.18 

 33.16  39.35  38.47 38.55 39.42

 32.87

 39.42 1 7  9004  39.05 39.35

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- -5- -6- 記録 備考-4-



決勝 7月19日 13:30

長野県記録(KR)                  60.40 中島 未歩                    上田陸協         2016/07/10  
長野県高校記録(HR)              47.97 坂井 美藍                    上田染谷丘       2019/06/14  

 ３回の
 最高記録

中島 未歩
ﾅｶｼﾞﾏ  ﾐﾎ 飯田病院
坂井 美藍(1)
ｻｶｲ ﾐｱｲ 順天堂大
小林 幸音(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾈ 中京大
荒井 葵凪(3)
ｱﾗｲ ｷﾅｷﾞ 松本大
木村 実夢(3)
ｷﾑﾗ ﾐﾕﾒ 松本国際高
小林 朋子(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ 飯山高
上條 翔子(2)
ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺ 梓川高

6 1   601    x

 28.90  28.90  28.90  26.14 25.37 25.567 2  1742  25.97 27.70

   x  27.83  27.83    x  31.22  31.22 

 31.19  32.84  30.52   x  32.03

 29.77

 32.84 

 38.75 

4 4  9006  34.37

5 3  1986    x  32.84

2 6  9004    x

 36.04 

 36.02  37.82    x    x  38.75

 34.16 33.29  34.37  35.30 36.04   x

3 5  9019    x  37.82

 41.59   x   41.59  41.41   x  43.34 

   x   49.29  45.78   x  46.00

 43.34

 49.29 1 7  9024  41.91 49.29

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- -5- -6- 記録 備考-4-



決勝 7月18日 14:30

長野県記録(KR)                  57.17 山本 晴美                    長野市陸協       2001/06/08  
長野県高校記録(HR)              50.93 湯本 珠実                    松商学園         2017/10/08  

 ３回の
 最高記録

濵 麗
ﾊﾏ ｳﾗﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC
湯本 珠実(3)
ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 新潟医福大
北野 緋菜(2)
ｷﾀﾉ ﾋﾅ 新潟医福大
小林 弥希(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 松本大
竹内 海月(2)
ﾀｹｳﾁﾐﾂｷ 中野立志館高
今野 瑠奈(3)
ｺﾝﾉ ﾙﾅ 野沢南高
岡田 朋佳(3)
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 市立長野高
栁澤 優羽(2)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 上田染谷丘高
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