
大会コード 20170313

： ２０２０年８月２９日（土）
： 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
： 内山 了治
： 小林 幸太郎 (トラック)　篠原 克修 (フィールド)　

犬飼 七夕子 (混成)　
： 瀧沢 佳生

■この大会で樹立された記録

榊原 歩(3)
伊藤 壮一郎(3)
佐々木 隆之介(3)
山本 赳瑠(3)

宮崎 日向(2)
肥後 琉之介(2)
北村 隆之介(2)
佐野 希汐(3)

■グラウンドコンディション
Morning Session Night Session

■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

■その他記号の説明
イエローカード
R143(TR5)規定外のシューズを使用

■失格の略号の説明
不正スタート (R162-7)
ハードルを越えなかった (R168-7)T6
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YC
PS

12:00 晴れ 北北東 1.4 35.0 44.0
18:00 曇り 南東 2.0 31.5 56.011:00 晴れ 東南東 1.5 33.0 47.0
17:00 曇り 南西 0.6 30.0 55.010:00 晴れ 南西 1.2 32.0 57.0
16:15 晴れ 北北東 1.0 35.5 44.09:30 晴れ 南西 0.7 33.0 68.0

(m/s) (℃) (%)
風向 風速 気温 湿度時刻 天候

(m/s) (℃) (%)
時刻 天候 風向 風速 気温 湿度

佐久長聖高 14.10

8月29日 県高校新 男子 4x400m 3:13.49  佐久長聖高 3:15.22

8月29日 県高校新 女子
100mH

(0.838m)
13.84 中津 晴葉(3)

43.57

8月29日 県高校新 女子 200m 24.44 深澤 あまね(3) 佐久長聖高 24.53

8月29日 県中学新 男子 4x100m 43.36  小諸東中

8月29日 県高校新 女子
100mH

(0.838m)
13.92 中津 晴葉(3) 佐久長聖高 14.10

8月29日 県高校新 女子 100m 11.88 深澤 あまね(3) 佐久長聖高 12.00

審 判 長

記録・情報主任

日付 記録の種類 クラス 種目

JOCチャレンジ記録会２０２０

記 録 集
期 日
会 場
主 催
総 務

記録 氏名(学年) 所属 従来の記録



JOCチャレンジ記録会2020 ﾄﾗｯｸ審判長 小林 幸太郎

【開催日】 2020年8月29日(土) ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 篠原 克修
【主催団体】 長野陸上競技協会 混成審判長 犬飼 七夕子

Morning Session 決勝記録一覧表 記録主任 瀧沢 佳生

(KR:県高校新) 女  子 【競技場】松本平広域公園陸上競技場
1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録

 8/29 女子 深澤 あまね(3) 11.88 北沢 栞(3) 12.21 宮澤 けい(3) 12.25 綿貫 寧(3) 12.30 南山 歩乃伽(3) 12.36 前田 望乃花(3) 12.41 福田 笑未(3) 12.45 小柳 梨乃(3) 12.86
100m 佐久長聖高 KR 豊科高 赤穂中 市立長野高 松本国際高 佐久長聖高 堀金中 東御東部中

 8/29 女子 深澤 あまね(3) 24.44 北沢 栞(3) 25.09 前田 望乃花(3) 25.54 宮澤 けい(3) 25.64 福田 笑未(3) 25.92 久保 愛夏(3) 26.12 小柳 梨乃(3) 26.28 能登 愛琉(3) 27.31
200m 佐久長聖高 KR 豊科高 佐久長聖高 赤穂中 堀金中 小諸高 東御東部中 高森中

 8/29 女子 森脇 涼羽(3) 1:01.92
400m 赤穂高

 8/29 女子  -1.4 中津 晴葉(3) 13.92 柳澤 結月(3) 15.28
100mH(0.838-8.5m) 佐久長聖高 KR 松本国際高

 8/29 中学女子 唐澤 さくら(3) 14.26 佐伯 風帆(3) 14.32 小林 柑南(3) 14.70 並木 彩華(1) 14.77 吉田 彩葉(2) 15.83 大森 玲花(1) 15.93 中村 千果(3) 16.13 岡田 莉歩(3) 16.42
100mH(0.762-8.0m) 箕輪中 軽井沢A&AC 三郷中 軽井沢A&AC 野沢中 軽井沢A&AC 高森中 軽井沢A&AC

 8/29 女子 南澤 明音 59.93 金森 佑奈(2) 1:03.59 塚田 菜々(3) 1:03.93 田中 里歩(3) 1:06.71 南澤 胡桃(3) 1:10.75
400mH(0.762m) 松本土建 法大 佐久長聖高 松川高 長野商高

 8/29 女子 佐久長聖高       47.06 市立長野高       49.22 松本大       50.55
4×100m 中津 晴葉(3) 牧内 愛実(1) 田中 愛

深澤 あまね(3) 宮原 凛成(1) 児玉 奈美
土屋 ほのか(2) 水元 叶(2) 青柳 里央
前田 望乃花(3) 綿貫 寧(3) 木田 沙耶

 8/29 女子 依田 智恵梨(3) 1.67 中島 花梨(3) 1.63 岡田 朋佳(3) 1.60 上村 文寧(3) 1.51 漆原 衣咲(3) 1.51
走高跳 佐久長聖高 市立長野高 市立長野高 伊那中 軽井沢A&AC

 8/29 女子 金子 亜瑠(2) 5.40(+3.4) 榊原 南実 5.37(+0.6) 宮澤 香音(3) 5.27(+0.0) 大﨑 にこ(3) 5.01(-1.3) 丸茂 花愛(3) 4.83(-0.8) 梅原 小梅(3) 4.81(+1.2) 箱田 真奈美(3) 4.63(+1.4)
走幅跳 坂城中 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 下伊那農高 伊那中 茅野東部中 軽井沢中 長峰中

 8/29 女子 永原 璃桜(2) 11.29 滋田 祐希(3) 10.34
砲丸投(4.000kg) RIKUO 松本大

 8/29 中学女子 松林 彩(3) 13.54 小池 明日美(3) 9.62
砲丸投(2.721kg) 七二会中 長峰中

 8/29 女子 木村 実夢(3) 32.46
ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg) 松本国際高

Night Session

(KR:県高校新) 女  子
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

 8/29 女子二次  +2.1 深澤 あまね(3) 11.98 北沢 栞(3) 12.18 南山 歩乃伽(3) 12.22 綿貫 寧(3) 12.28 福田 笑未(3) 12.49 前田 望乃花(3) 12.56 小柳 梨乃(3) 12.73
100m 佐久長聖高 豊科高 松本国際高 市立長野高 堀金中 佐久長聖高 東御東部中

 8/29 女子 小林 舞香(3) 2:12.12 増沢 結(3) 2:21.26 桑原 実世(3) 2:21.52 阪 千都(2) 2:22.23 辻 芽衣(3) 2:22.78 下嶋 優菜(3) 2:31.06 中川 凜音(3) 2:31.74
800m 東海大諏訪高 岡谷東部中 戸倉上山田中 塩尻広陵中 三郷中 下條中 筑摩野中

 8/29 女子 名和 夏乃子(3) 4:38.25 牧内 大華(3) 4:42.08 近藤 美波(3) 4:46.31
1500m 岡谷南部中 丸子北中 波田中

 8/29 女子二次  +2.0 中津 晴葉(3) 13.84 柳澤 結月(3) 14.93
8.5m) 佐久長聖高 KR 松本国際高

 8/29 中学女子二次  +3.1 唐澤 さくら(3) 14.02 佐伯 風帆(3) 14.12 並木 彩華(1) 14.62 小林 柑南(3) 14.70 吉田 彩葉(2) 15.63 岡田 莉歩(3) 15.66 中村 千果(3) 15.68 大森 玲花(1) 15.86
8.0m) 箕輪中 軽井沢A&AC 軽井沢A&AC 三郷中 野沢中 軽井沢A&AC 高森中 軽井沢A&AC

混成競技

女  子
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

 8/29 中学女子 唐澤 さくら(3) 2587 佐伯 風帆(3) 2483 小林 柑南(3) 2454 大森 玲花(1) 2022
四種競技 箕輪中 軽井沢A&AC 三郷中 軽井沢A&AC



決勝 8月29日 10:50

長野県記録(KR)                  11.56 宮澤 有紀                    富山大           2015/07/12  
長野県高校記録(KR)              12.00 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 -0.8 [ 2組] 風速 +0.8

 1 小柳 梨乃(3)     12.86  1 深澤 あまね(3)     11.88 
ｺﾔﾅｷﾞ ﾘﾉ 東御東部中 ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 佐久長聖高

 2 熊谷 香織     13.09  2 北沢 栞(3)     12.21 
ｸﾏｶﾞｲ ｶｵﾘ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 豊科高

 3 三嶋 渚沙(3)     13.21  3 宮澤 けい(3)     12.25 
ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ 旭ヶ丘中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ 赤穂中

 4 鷲山 芽生(2)     13.24  4 綿貫 寧(3)     12.30 
ﾜｼﾔﾏ ﾒｲ 女鳥羽中 ﾜﾀﾇｷ ﾈｲ 市立長野高

 5 橋本 春花(3)     13.41  5 南山 歩乃伽(3)     12.36 
ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ ｱｽﾘﾃｨｱTC ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ 松本国際高

 6 山岸 音葉(2)     13.42  6 前田 望乃花(3)     12.41 
ﾔﾏｷﾞｼ ｵﾄﾊ 篠ノ井東中 ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 佐久長聖高

 7 根本 樹(3)     13.54  7 福田 笑未(3)     12.45 
ﾈﾓﾄ ﾐｷ 豊科高 ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ 堀金中

 8 佐野 涼楓(3)     13.65  8 長村 紋     12.95 
ｻﾉ ｽｽﾞｶ 赤穂中 ｵｻﾑﾗ ｱﾔ with

  奥野 結愛(3)       9 古田 波音(3)     13.35 
ｵｸﾉ ﾕﾗ 白馬中 ﾌﾙﾀ ﾊﾉﾝ 丸ノ内中

   1 深澤 あまね(3) 佐久長聖高     11.88(+0.8)県高校新   2   1
   2 北沢 栞(3) 豊科高     12.21(+0.8)   2   2
   3 宮澤 けい(3) 赤穂中     12.25(+0.8)   2   3
   4 綿貫 寧(3) 市立長野高     12.30(+0.8)   2   4
   5 南山 歩乃伽(3) 松本国際高     12.36(+0.8)   2   5
   6 前田 望乃花(3) 佐久長聖高     12.41(+0.8)   2   6
   7 福田 笑未(3) 堀金中     12.45(+0.8)   2   7
   8 小柳 梨乃(3) 東御東部中     12.86(-0.8)   1   1
   9 長村 紋 with     12.95(+0.8)   2   8
  10 熊谷 香織 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野     13.09(-0.8)   1   2
  11 三嶋 渚沙(3) 旭ヶ丘中     13.21(-0.8)   1   3
  12 鷲山 芽生(2) 女鳥羽中     13.24(-0.8)   1   4
  13 古田 波音(3) 丸ノ内中     13.35(+0.8)   2   9
  14 橋本 春花(3) ｱｽﾘﾃｨｱTC     13.41(-0.8)   1   5
  15 山岸 音葉(2) 篠ノ井東中     13.42(-0.8)   1   6
  16 根本 樹(3) 豊科高     13.54(-0.8)   1   7
  17 佐野 涼楓(3) 赤穂中     13.65(-0.8)   1   8
    奥野 結愛(3) 白馬中          (-0.8)DNS   1    

決勝 8月29日 17:05

長野県記録(KR)                  11.56 宮澤 有紀                    富山大           2015/07/12  
長野県高校記録(KR)              12.00 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  

風速 +2.1

 1 深澤 あまね(3)     11.98 
ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 佐久長聖高

 2 北沢 栞(3)     12.18 
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 豊科高

 3 南山 歩乃伽(3)     12.22 
ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ 松本国際高

 4 綿貫 寧(3)     12.28 
ﾜﾀﾇｷ ﾈｲ 市立長野高

 5 福田 笑未(3)     12.49 
ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ 堀金中

 6 前田 望乃花(3)     12.56 
ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 佐久長聖高

 7 小柳 梨乃(3)     12.73 
ｺﾔﾅｷﾞ ﾘﾉ 東御東部中

  宮澤 けい(3)      
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ 赤穂中

女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

県高校新
4  9003 6  2002

所属名 記録／備考
5  4415 4  1304

ﾚｰﾝ No. 氏  名

3  7281 3   921

7  8734 8  8234

6  5831 7  1309

1  9002 5  1987

2  8236 1  9001

9  2003 9  8752

 1304

DNS

タイムレース

8  6842 2  7022

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位

 8236
 6842

 7281
 7022
 9002
 5831
 2003

 2002
 8234
  921
 1987
 1309
 8752
 4415
 9001
 9003
 8734

女子二次

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

9  1987

7   921

5  1304

6  2002

DNS

2  4415

4  8234

3  8752

8  1309



決勝 8月29日 12:25

長野県記録(KR)                  23.73 今井 沙緒里                  飯田病院         2017/06/24  
長野県高校記録(KR)              24.53 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  

[ 1組] 風速 +1.4 [ 2組] 風速 +1.9

 1 宮澤 けい(3)     25.64  1 深澤 あまね(3)     24.44 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ 赤穂中 ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 佐久長聖高

 2 福田 笑未(3)     25.92  2 北沢 栞(3)     25.09 
ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ 堀金中 ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 豊科高

 3 小柳 梨乃(3)     26.28  3 前田 望乃花(3)     25.54 
ｺﾔﾅｷﾞ ﾘﾉ 東御東部中 ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 佐久長聖高

 4 能登 愛琉(3)     27.31  4 久保 愛夏(3)     26.12 
ﾉﾄ ｱｲﾙ 高森中 ｸﾎﾞ ﾏﾅｶ 小諸高

 5 赤羽 椛(3)     28.62   南山 歩乃伽(3)      
ｱｶﾊﾈ ｶｴﾃﾞ 高綱中 ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ 松本国際高

   1 深澤 あまね(3) 佐久長聖高     24.44 (+1.9)県高校新   2   1
   2 北沢 栞(3) 豊科高     25.09 (+1.9)   2   2
   3 前田 望乃花(3) 佐久長聖高     25.54 (+1.9)   2   3
   4 宮澤 けい(3) 赤穂中     25.64 (+1.4)   1   1
   5 福田 笑未(3) 堀金中     25.92 (+1.4)   1   2
   6 久保 愛夏(3) 小諸高     26.12 (+1.9)   2   4
   7 小柳 梨乃(3) 東御東部中     26.28 (+1.4)   1   3
   8 能登 愛琉(3) 高森中     27.31 (+1.4)   1   4
   9 赤羽 椛(3) 高綱中     28.62 (+1.4)   1   5
    南山 歩乃伽(3) 松本国際高          (+1.9)DNS   2    

決勝 8月29日 11:55

長野県記録(KR)                  54.56 竹内 昌子                    福島大           2003/05/05  
長野県高校記録(KR)              55.42 山本 瑞                      小諸             2011/08/03  
                                      瀧澤 彩                      長野             2012/07/29  

 1 森脇 涼羽(3)   1:01.92 
ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ 赤穂高

  小林 舞香(3)      
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 東海大諏訪高

 4415
 8387
 7194
 1987

 2002
 1309
 8234
 8752
 1340

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
 1304

DNS

タイムレース

4  7194 4  1987

7  8387 6  1340

3  4415 3  1309

県高校新
6  8752 7  2002

所属名 記録／備考
5  8234 5  1304

ﾚｰﾝ No. 氏  名

女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

女子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

DNS

4   368

3    28



決勝 8月29日 17:45

長野県記録(KR)                2:05.78 山本 瑞                      小諸高           2011/10/29  
長野県高校記録(KR)            2:05.78 山本 瑞                      小諸             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)   2:12.12 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 東海大諏訪高

 2 増沢 結(3)   2:21.26 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾕｲ 岡谷東部中

 3 桑原 実世(3)   2:21.52 
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾖ 戸倉上山田中

 4 阪 千都(2)   2:22.23 
ｻｶ ﾁﾋﾛ 塩尻広陵中

 5 辻 芽衣(3)   2:22.78 
ﾂｼﾞ ﾒｲ 三郷中

 6 下嶋 優菜(3)   2:31.06 
ｼﾓｼﾞﾏ ﾕｳﾅ 下條中

 7 中川 凜音(3)   2:31.74 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾘﾉ 筑摩野中

ラップタイム
   200m     32.09    28 小林 舞香(3)
   400m   1:05.82   〃     〃 
   600m   1:39.83   〃     〃 

決勝 8月29日 17:30

長野県記録(KR)                4:16.76 和田 有菜                    名城大           2018/05/05  
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)   4:38.25 
ﾅﾜ ｶﾉｺ 岡谷南部中

 2 牧内 大華(3)   4:42.08 
ﾏｷｳﾁ ﾋﾛｶ 丸子北中

 3 近藤 美波(3)   4:46.31 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾅﾐ 波田中

ラップタイム
   400m   1:13.45  7623 名和 夏乃子(3)
   800m   2:28.51   〃     〃 
  1100m   3:24.95   〃     〃 
  1200m   3:45.33   〃     〃 

3  7408

1  7623

2  4505

女子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考

女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    28

4  7636

8  4768

3  6505

7  7269

5  6724

2  8481



決勝 8月29日 10:00

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(KR)              14.10 中津 晴葉                    佐久長聖         2019/05/24  

風速 -1.4

 1 中津 晴葉(3)     13.92 
ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ 佐久長聖高

 2 柳澤 結月(3)     15.28 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂｷ 松本国際高

決勝 8月29日 16:40

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

風速 +2.0

 1 中津 晴葉(3)     13.84 
ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ 佐久長聖高

 2 柳澤 結月(3)     14.93 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂｷ 松本国際高

3  1300
県高校新

4  1985

女子二次

100mH(0.838-8.5m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  1300
県高校新

3  1985

女子

100mH(0.838-8.5m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月29日  9:45

長野県中学記録(CR)              14.05 土屋 ほのか                  軽井沢           2018/06/09  

[ 1組] 風速 -1.0 [ 2組] 風速 +0.2

 1 大森 玲花(1)     15.93  1 唐澤 さくら(3)     14.26 
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 箕輪中

 2 中村 千果(3)     16.13  2 佐伯 風帆(3)     14.32 
ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ 高森中 ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢A&AC

 3 岡田 莉歩(3)     16.42  3 小林 柑南(3)     14.70 
ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 軽井沢A&AC ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾅ 三郷中

 4 富井 詩子(3)     16.81  4 並木 彩華(1)     14.77 
ﾄﾐｲ ｳﾀｺ 野沢温泉中 ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 軽井沢A&AC

 5 岡田 葉音(3)     16.95  5 吉田 彩葉(2)     15.83 
ｵｶﾀﾞ ﾊﾉﾝ 信大附属松本中 ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 野沢中

 6 鎌 咲奈(3)     17.29  6 関澤 きらり(3)     20.23 
ｶﾏ ｻｷﾅ 高綱中 ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 軽井沢A&AC

  征矢 珠々(3)      
ｿﾔ ｽｽﾞ 木曽町中

   1 唐澤 さくら(3) 箕輪中     14.26 (+0.2)   2   1
   2 佐伯 風帆(3) 軽井沢A&AC     14.32 (+0.2)   2   2
   3 小林 柑南(3) 三郷中     14.70 (+0.2)   2   3
   4 並木 彩華(1) 軽井沢A&AC     14.77 (+0.2)   2   4
   5 吉田 彩葉(2) 野沢中     15.83 (+0.2)   2   5
   6 大森 玲花(1) 軽井沢A&AC     15.93 (-1.0)   1   1
   7 中村 千果(3) 高森中     16.13 (-1.0)   1   2
   8 岡田 莉歩(3) 軽井沢A&AC     16.42 (-1.0)   1   3
   9 富井 詩子(3) 野沢温泉中     16.81 (-1.0)   1   4
  10 岡田 葉音(3) 信大附属松本中     16.95 (-1.0)   1   5
  11 鎌 咲奈(3) 高綱中     17.29 (-1.0)   1   6
  12 関澤 きらり(3) 軽井沢A&AC     20.23 (+0.2)   2   6
    征矢 珠々(3) 木曽町中          (-1.0)DQ   1    

決勝 8月29日 16:35

長野県中学記録(CR)              14.05 土屋 ほのか                  軽井沢           2018/06/09  

風速 +3.1

 1 唐澤 さくら(3)     14.02 
ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 箕輪中

 2 佐伯 風帆(3)     14.12 
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢A&AC

 3 並木 彩華(1)     14.62 
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 軽井沢A&AC

 4 小林 柑南(3)     14.70 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾅ 三郷中

 5 吉田 彩葉(2)     15.63 
ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 野沢中

 6 岡田 莉歩(3)     15.66 
ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 軽井沢A&AC

 7 中村 千果(3)     15.68 
ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ 高森中

 8 大森 玲花(1)     15.86 
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC

3  8390

9  9009

8  4109

2  9005

4  4087

7  6719

5  8018

6  9007

中学女子二次

100mH(0.762-8.0m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

 7196
 9006
 6293

 4087
 4109
 9009
 8390
 9005

タイムレース

順位 No.

 5053
 7496

組 順位
 8018
 9007
 6719

氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

3  6293
DQ(T6)

5  7196 7  9006

7  7496 6  4109

2  5053 2  4087

4  9005 4  6719

8  8390 3  9007

所属名 記録／備考
6  9009 5  8018

ﾚｰﾝ No. 氏  名

中学女子

100mH(0.762-8.0m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 8月29日 11:20

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

 1 南澤 明音     59.93 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 松本土建

 2 金森 佑奈(2)   1:03.59 
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 法大

 3 塚田 菜々(3)   1:03.93 
ﾂｶﾀﾞ ﾅﾅ 佐久長聖高

 4 田中 里歩(3)   1:06.71 
ﾀﾅｶ ﾘﾎ 松川高

 5 南澤 胡桃(3)   1:10.75 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｸﾙﾐ 長野商高

3  9019

女子

400mH(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  9018

4   822

6  1298

7   399



決勝 8月29日 12:55

長野県記録(KR)                  46.86                              市立長野高       2019/06/14  
                                      （綿貫 寧・唐澤 花実・田村 純菜・河田 璃音）
長野県高校記録(KR)              46.86                              市立長野         2019/06/14  
                                      （綿貫 寧・唐澤 花実・田村 純菜・河田 璃音）
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）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 佐久長聖高  1300 中津 晴葉(3)     47.06 

ｻｸﾁｮｳｾｲ ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ
 1304 深澤 あまね(3)

ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ
 2253 土屋 ほのか(2)

ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ
 1309 前田 望乃花(3)

ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ
 2   5 市立長野高   914 牧内 愛実(1)     49.22 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ﾏｷｳﾁ ｱﾐ
  913 宮原 凛成(1)

ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ
  928 水元 叶(2)

ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾅｳ
  921 綿貫 寧(3)

ﾜﾀﾇｷ ﾈｲ
 3   6 松本大  9015 田中 愛     50.55 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ﾀﾅｶﾏﾅﾐ
 9012 児玉 奈美

ｺﾀﾞﾏﾅﾐ
 9014 青柳 里央

ｱｵﾔｷﾞﾘｵ
 9016 木田 沙耶

ｷﾀﾞｻﾔ
    3 赤穂中      

ｱｶﾎﾁｭｳ DNS

    7 松本国際高      
ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲ DNS

女子

4×100m

決勝



決勝 8月29日 11:00

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(KR)               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  

依田 智恵梨(3)
ﾖﾀﾞ ﾁｴﾘ 佐久長聖高
中島 花梨(3)
ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾘﾝ 市立長野高
岡田 朋佳(3)
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 市立長野高
上村 文寧(3)
ｶﾐﾑﾗ ｱﾔﾈ 伊那中
漆原 衣咲(3)
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 軽井沢A&AC

決勝 8月29日 11:10

長野県記録(KR)                   6.41 湶 純江                      長野スズキ       1976/04/25  
長野県高校記録(KR)               6.06 宮坂 楓                      東海大三         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

金子 亜瑠(2)    x   4.90  5.07   5.07   4.33  5.40   x    5.40 
ｶﾈｺ ｱﾙ 坂城中         -1.1  +1.6   +1.6   -0.6  +3.4         +3.4
榊原 南実    x    x   5.28   5.28   4.02  5.37  5.28   5.37 
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC               -0.7   -0.7   -0.7  +0.6  +0.7   +0.6
宮澤 香音(3)    x   5.27  5.26   5.27    x   5.25   x    5.27 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 下伊那農高         +0.0  +2.3   +0.0         +3.4         +0.0
大﨑 にこ(3)   4.95  5.01  4.69   5.01   4.82  4.51   x    5.01 
ｵｵｻｷ ﾆｺ 伊那中   +0.5  -1.3  +0.9   -1.3   +0.2  -1.0         -1.3
丸茂 花愛(3)    x   4.52  4.76   4.76   4.69  4.83   x    4.83 
ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ 茅野東部中         -0.8  -2.3   -2.3   +1.1  -0.8         -0.8
梅原 小梅(3)   4.71  4.57  4.68   4.71   4.78  4.46  4.81   4.81 
ｳﾒﾊﾗ ｺｳﾒ 軽井沢中   +0.2  -1.4  -1.4   +0.2   -0.4  -2.4  +1.2   +1.2
箱田 真奈美(3)    x   4.30  4.60   4.60   4.51  4.59  4.63   4.63 
ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ 長峰中         +0.5  -1.1   -1.1   -0.1  -0.3  +1.4   +1.4

7 1  7847

5 2  7872

6 3  4237

3 6   492

4 4  8092

1 5  4739

2 7  9004

-4- -5- -6- 記録 備考

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m45 1m48 1m60 1m63 1m65 1m67 1m69 備考
1 4  1310 - - - xo o o

記録

- xxo xo xxx  1.67

1m51 1m54 1m57

2 5   923 - -

o - o xxo3 3   920 - - xxx

- o - o xo

 1.51

x- xx  1.63

 1.60

o xxx

5 2  9008 xxo xo

4 1  8090 xo xxo

 1.51xo xxx



決勝 8月29日  9:30

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

 ３回の
 最高記録

永原 璃桜(2)
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾘｵ RIKUO
滋田 祐希(3)
ｼｹﾞﾀﾕｳｷ 松本大
岩下 早紀(4)
ｲﾜｼﾀｻｷ 松本大

決勝 8月29日  9:30

長野県中学記録(CR)              13.70 倉田 紗優加                  南箕輪           2019/8/24   

 ３回の
 最高記録

松林 彩(3)
ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｱﾔ 七二会中
小池 明日美(3)
ｺｲｹ ｱｽﾐ 長峰中

決勝 8月29日 11:30

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(KR)              47.97 坂井 美藍                    上田染谷丘       2019/06/14  

 ３回の
 最高記録

木村 実夢(3)
ｷﾑﾗ ﾐﾕﾒ 松本国際高

 32.46    x   32.46  30.70 29.92 27.891 1  1986  30.95 32.46

 10.34  10.34

-4- -5- -6- 記録 備考

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-

                    1  9010       

 10.87  11.14  10.14 11.29 10.54

2 2  9013   9.64  9.93 10.13  10.13  10.21  9.88

備考

女子

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ -4-氏  名 所属名 -1- -2-

  8.30  9.62 

-5- -6- 記録

-3-

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-

-5- -6- 記録

 11.29 1 3  9000  11.14 10.53

 12.78 13.54 

   x    9.34    x

備考

1 2  6078  12.56 13.16 12.70  13.16  13.35 13.54

-2- -3- -4-

2 1  7844   9.34   x   9.62



2020/ 8/ 29

長野県中学記録(CR)               2999 土屋 ほのか                  軽井沢           2018/06/09  

唐澤 さくら(3) 箕輪中  14.30 (-1.4     1.47   7.87  27.49 (+1.3)    2587
ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ     936     588     391      672
佐伯 風帆(3) 軽井沢A&AC  14.52 (-1.4     1.41   7.08  26.97 (+1.3)    2483
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ      906     523     340      714
小林 柑南(3) 三郷中  14.84 (-1.4     1.44   8.46  28.31 (+1.3)    2454
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾅ      863     555     429      607
大森 玲花(1) 軽井沢A&AC  16.49 (-1.4     1.38   8.59  29.20 (+1.3)    2022
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ      655     491     438      539
並木 彩華(1) 軽井沢A&AC  15.02 (-1.4     DNS
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ      839    DNF
漆原 衣咲(3) 軽井沢A&AC  15.83 (-1.4     DNS
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ      735    DNF

8月29日  9:30

長野県中学記録(CR)              14.05 土屋 ほのか                  軽井沢           2018/06/09  

風速 -1.4

 1 唐澤 さくら(3)     14.30 
ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 箕輪中

 2 佐伯 風帆(3)     14.52 
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢A&AC

 3 小林 柑南(3)     14.84 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾅ 三郷中

 4 並木 彩華(1)     15.02 
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 軽井沢A&AC

 5 漆原 衣咲(3)     15.83 
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 軽井沢A&AC

 6 大森 玲花(1)     16.49 
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC

8月29日 12:30

長野県中学記録(CR)              13.70 倉田 紗優加                  南箕輪           2019/8/24   

大森 玲花(1)   8.59 
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC     438
小林 柑南(3)   8.46 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾅ 三郷中     429
唐澤 さくら(3)   7.87 
ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 箕輪中     391
佐伯 風帆(3)   7.08 
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢A&AC     340
並木 彩華(1)     DNS
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 軽井沢A&AC
漆原 衣咲(3)     DNS
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 軽井沢A&AC

1

2

3

4

1  4087          

5  9008          

3 6  8018   7.87   7.38   6.77

4 2  9007   6.74   6.93   7.08

記録 備考

1 3  9009   8.31   8.59   8.55

2 4  6719   8.30    x   8.46

735
2  9009

655

四種女子

砲丸投(2.721kg)

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

 6719

 9009

 4087

 9008

四種女子

100mH(0.762-8.0m)

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  8018

936
7  9007

 9008

総合得点
順位

 8018

 9007

女子混成

四種競技

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 100mH HJ SP 200m

906
3  6719

863
6  4087

839
4



8月29日 11:00

長野県中学記録(CR)               1.75 上原 久美恵                  上諏訪           1975/09/28  

唐澤 さくら(3)  1.47
ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 箕輪中    588
小林 柑南(3)  1.44
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾅ 三郷中    555
佐伯 風帆(3)  1.41
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢A&AC    523
大森 玲花(1)  1.38
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC    491
漆原 衣咲(3)      DNS
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 軽井沢A&AC
並木 彩華(1)      DNS
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 軽井沢A&AC

8月29日 16:15

長野県中学記録(CR)              24.88 北澤 栞                      三郷             2016/10/16  

風速 +1.3

 1 佐伯 風帆(3)     26.97 
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢A&AC

 2 唐澤 さくら(3)     27.49 
ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 箕輪中

 3 小林 柑南(3)     28.31 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾅ 三郷中

 4 大森 玲花(1)     29.20 
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC

6  9009
539

5  9007
714

3  8018
672

4  6719
607

四種女子

200m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1  9008

3  4087

o xo o xxx4 5  9009 - o

o o o o xxo

3 4  9007 - - o o xo o

2 6  6719 - - xxx

xxx

記録

xo o xxx

備考
1 2  8018 - - o o o o

1m44 1m47 1m50順位 試技 1m35 1m38ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m20 1m25 1m30 1m41

四種女子

走高跳
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