
なし

日付 時刻 天候 気温℃ 湿度％ 日付 時刻 天候 気温℃ 湿度％

7/23 9:30 雨 北北東 0.1 23.2 78.0 7/24 9:00 雨 南西 1.6 23.6 72.0

7/23 10:00 雨 北北東 0.7 23.2 79.0 7/24 10:00 雨 南東 0.5 23.9 74.0

7/23 11:00 雨 北東 1.1 23.1 77.0 7/24 11:00 雨 東北東 0.3 24.7 71.0

7/23 12:00 雨 南東 0.7 22.7 76.0 7/24 12:00 雨 北北東 1.1 25.1 74.0

7/23 13:00 曇り 南南東 0.9 22.8 72.0 7/24 13:00 曇り 北東 0.5 25.7 72.0

7/23 14:00 曇り 東北東 1.2 23.2 69.0 7/24 14:00 曇り 北北西 0.7 26.0 69.0

7/23 15:00 曇り 西南西 1.2 23.9 66.0 7/24 15:00 曇り 北北東 1.3 26.1 70.0

7/23 16:00 曇り 南南東 0.7 24.6 64.0 7/24 16:00 雨 北東 0.7 25.5 74.0

主 催 長野県高等学校体育連盟　長野県教育委員会

令和２年度 長野県高等学校総合体育大会代替大会

兼　北信地区高等学校陸上競技大会

（大会コード：20172001）

記　録　集

兼  2020全国高等学校リモート陸上競技選手権大会

（一財）長野陸上競技協会　北信地区陸上競技協会

主 管 長野県高等学校体育連盟陸上競技専門部

期 日 令和２年７月２３日(木)、２４日(金)

会 場 長野市営陸上競技場（172070）

総 務 有賀 大成

審 判 長 横打 史雄（ﾄﾗｯｸ）、浦野 義忠(跳躍)、伊藤 利博（投てき）

記 録 主 任 岡村 哲郎

■この大会で樹立された記録

■グラウンドコンディション
風　m/sec. 風　m/sec.



令和2年度　長野県高等学校総合体育大会代替大会 ﾄﾗｯｸ審判長 横打 史雄

兼　北信地区高等学校陸上競技大会 跳躍審判長 浦野 義忠
兼　2020全国高等学校リモート陸上競技選手権大会 投てき審判長 伊藤 利博
【開催日】 令和2年7月23日(木)～24日(金) 記録主任 岡村 哲郎

【主催団体】 長野県高等学校体育連盟 決勝記録一覧表
女  子 【競技場】長野市営陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

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

 7/23 女子  -0.9 綿貫 寧(3) 12.68 髙藤 世那(2) 13.16 滝澤 朱(2) 13.42 上垣外 奈緒(2) 13.42 南澤 胡桃(3) 13.57 柳澤 亜美(1) 13.58 酒井 明日美(1) 13.67 宮岡 万優莉(2) 13.79

100m 市立長野 長野日大 須坂創成 長野西 長野商業 長野商業 市立長野 市立長野

 7/24  +0.5 滝澤 朱(2) 26.60 髙藤 世那(2) 26.77 水元 叶(2) 26.83 内藤 理木(2) 27.68 宮原 凛成(1) 28.35 髙野 華純(3) 28.64 佐藤 彩波(1) 29.11

200m 須坂創成 長野日大 市立長野 長野日大 市立長野 長野西 飯山

 7/23 小池 愛美(2) 1:02.18 曽根原 未尋(3) 1:02.53 内藤 理木(2) 1:03.12 髙野 華純(3) 1:07.24 山本 愛華(2) 1:09.06 飯島 空(1) 1:09.49 宮島 永真(1) 1:14.41

400m 長野日大 長野日大 長野日大 長野西 長野商業 飯山 松代

 7/24 佐藤 悠花(1) 2:21.16 臼田 麻花(1) 2:22.01 峯岸 羽那(1) 2:30.33 金井 紅羽(3) 2:34.88 小林 ほの花(1) 2:38.71 髙森 唯花(2) 2:39.35 風間 和佳(1) 2:41.02 小林 妃莉(2) 2:50.03

800m 長野東 長野東 長野東 文化学園長野 文化学園長野 長野吉田 屋代 市立長野

 7/23 五味 叶花(3) 4:38.57 髙野 美穂(3) 4:42.01 仁科 玲美(1) 4:48.46 佐藤 希美(2) 4:48.83 武田 実咲(3) 4:50.00 田幸 舞桜(2) 5:09.86 金井 紅羽(3) 5:23.60 西﨑 楓音(2) 5:25.02

1500m 長野東 長野日大 長野東 長野東 長野日大 長野日大 文化学園長野 長野吉田

 7/24 村岡 美玖(1) 9:42.08 髙野 美穂(3) 9:45.12 宮澤 実亜(2) 10:06.20 武田 実咲(3) 10:16.48 渡邉 葵(2) 10:37.89 橋村 英里(2) 10:39.67 丸山 夏乃(2) 12:19.97

3000m 長野東 長野日大 長野東 長野日大 長野日大 長野東 飯山

 7/23  -0.2 宮下 華乃(3) 16.11 髙橋 結愛(2) 16.25 永原 柚凪(2) 16.59 平林 真奈(2) 16.72 宮城 吉乃(2) 17.15 千野 里花(1) 17.48 小林 凜(1) 17.84 青木 沙絵(1) 18.35

100mH(0.838m) 長野吉田 市立長野 長野日大 長野吉田 飯山 中野立志館 飯山 長野商業

 7/24 南澤 胡桃(3) 1:09.82

400mH(0.762m) 長野商業

 7/24 加藤 智花(3) 32:10.61

5000m競歩 長野西

 7/23 市立長野       50.43 長野日大       51.04 長野西       52.42 長野商業       53.66 飯山       54.17 文化学園長野       55.63 長野吉田       55.66 中野立志館       58.38
4×100m 牧内 愛実(1) 髙藤 世那(2) 粟野原 瑠々子(3) 山本 愛華(2) 宮城 吉乃(2) 西沢 萌栞(1) 朝比奈 莉子(1) 浦山 紗季(2)

宮原 凛成(1) 小池 愛美(2) 上垣外 奈緒(2) 柳澤 亜美(1) 藤岡 まそら(3) 有馬 希美佳(1) 西﨑 楓音(2) 佐藤 里桜(2)

水元 叶(2) 内藤 理木(2) 山本 満里奈(3) 池田 楓香(2) 小林 凜(1) 小林 ほの花(1) 髙森 唯花(2) 竹内 海月(2)

宮岡 万優莉(2) 曽根原 未尋(3) 髙野 華純(3) 山口 凜音(1) 飯島 空(1) 駒木 希美(1) 平林 真奈(2) 千野 里花(1)

 7/24 長野日大     4:12.98 市立長野     4:20.68 長野西     4:26.14 長野東     4:26.45 飯山     4:30.98 長野商業     4:35.29 須坂創成     4:49.96
4×400m 曽根原 未尋(3) 宮岡 万優莉(2) 上垣外 奈緒(2) 中村 綾花(2) 藤岡 まそら(3) 山本 愛華(2) 滝澤 朱(2)

内藤 理木(2) 髙橋 結愛(2) 矢島 冴子(1) 臼田 麻花(1) 宮城 吉乃(2) 柳澤 亜美(1) 岩﨑 結月(2)

永原 柚凪(2) 小林 妃莉(2) 粟野原 瑠々子(3) 仁科 玲美(1) 飯島 空(1) 青木 沙絵(1) 柏木 ひかる(1)

小池 愛美(2) 水元 叶(2) 髙野 華純(3) 佐藤 悠花(1) 丸山 萌葉(3) 山口 凜音(1) 丸山 琉月(1)

 7/24 中島 花梨(3) 1.65 岡田 朋佳(3) 1.58 小林 弓珠(2) 1.55 宮﨑 愛美(2) 1.50 金児 桜子(1) 1.50 田中 笙奈(1) 1.40 関 あおい(2) 1.40

走高跳 市立長野 市立長野 長野日大 長野清泉 長野工業 長野吉田 長野清泉

 7/23 佐藤 里桜(2) 2.80 松田 ゆうか(2) 2.60 浦山 紗季(2) 2.20 上野 桃香(3) 文化学園長野 2.00 金児 桜子(1) 2.00

棒高跳 中野立志館 市立長野 中野立志館 大西 早紀(2) 長野工業 長野工業

 7/23 宮原 凛成(1) 5.36(-0.9) 牧内 愛実(1) 5.28(-0.7) 藤岡 まそら(3) 5.02(-0.1) 中村 茉椰(3) 4.85(+0.4) 中村 愛依(3) 4.76(-0.5) 矢島 冴子(1) 4.75(-0.6) 上垣外 奈緒(2) 4.68(+0.1) 西澤 唯花(3) 4.50(0.0)

走幅跳 市立長野 市立長野 飯山 文化学園長野 市立長野 長野西 長野西 文化学園長野

 7/24 牧内 愛実(1) 11.16(+0.2) 宮下 優希菜(3)10.60(+0.5) 藤岡 まそら(3)10.50(+0.5) 田中 万葉(3) 10.22(+1.0) 中村 來央(2) 9.54(+0.9) 西澤 唯花(3) 9.46(-0.7) 飯島 空(1) 8.14(+0.1)

三段跳 市立長野 文化学園長野 飯山 市立長野 市立長野 文化学園長野 飯山

 7/24 松林 萌(2) 10.50 小柳 夏菜(1) 8.86 小山 莉穂(1) 8.40 佐藤 亜海(3) 7.95 田中 琴和(3) 7.16 矢崎 留奈(1) 6.69 本藤 由加里(1) 5.73 渡辺 美莉(1) 4.23

砲丸投(4.000kg) 長野東 文化学園長野 市立長野 長野南 中野西 長野商業 須坂創成 須坂創成

 7/23 坂爪 愛栞(3) 26.67 小山 莉穂(1) 26.64 佐藤 亜海(3) 24.66 小林 朋子(2) 21.34 小柳 夏菜(1) 20.42 菅原 萌唯(2) 18.57 淀 小南津(2) 13.36 本藤 由加里(1) 13.29

円盤投(1.000kg) 長野西 市立長野 長野南 飯山 文化学園長野 更級農業 更級農業 須坂創成

 7/23 粟野原 瑠々子(3) 39.92 坂爪 愛栞(3) 37.21 小林 朋子(2) 33.27 春日 月奈(3) 22.99 福田 彩南(3) 20.97 宮原 舞(2) 15.66

ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg) 長野西 長野西 飯山 長野商業 長野商業 長野商業

 7/24 竹内 海月(2) 36.58 松林 萌(2) 32.71 酒井 和叶(3) 27.50 矢島 冴子(1) 24.94 菅原 萌唯(2) 24.48 山田 柚葵(1) 23.61 原山 実莉(1) 23.22 淀 小南津(2) 23.04

やり投(600g) 中野立志館 長野東 須坂東 長野西 更級農業 市立長野 長野清泉 更級農業
 7/24 岡田 朋佳(3) 3952

七種競技 市立長野



予選 7月23日 12:30
決勝 7月23日 15:15

長野県高校記録(KR)              12.00 深澤 あまね                  佐久長聖         2019/07/28       
大会記録(GR)　　　              12.04 北沢 栞　　                  豊科　　         2019        

[ 1組] 風速 -1.6 [ 2組] 風速 -0.1

 1 綿貫 寧(3)     13.13 Q  1 滝澤 朱(2)     13.54 Q
ﾜﾀﾇｷ ﾈｲ 市立長野 ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ 須坂創成

 2 南澤 胡桃(3)     13.73 q  2 柳澤 亜美(1)     13.65 q
ﾐﾅﾐｻﾜ ｸﾙﾐ 長野商業 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾐ 長野商業

 3 北沢 姫羅理(1)     14.44  3 宮岡 万優莉(2)     13.71 q
ｷﾀｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 長野工業 ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ 市立長野

 4 塚田 桜奈(1)     15.09  4 駒木 希美(1)     14.29 
ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙﾅ 長野西 ｺﾏｷ ﾉｿﾞﾐ 文化学園長野

 5 柏木 ひかる(1)     15.46  5 佐藤 日和(2)     14.98 
ｶｼﾜｷﾞ ﾋｶﾙ 須坂創成 ｻﾄｳ ﾋﾖﾘ 屋代

 6 高橋 舞(1)     15.72  6 関口 ほの香(1)     15.11 
ﾀｶﾊｼ ﾏｲ 屋代 ｾｷｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 更級農業

  朝比奈 莉子(1)      
ｱｻﾋﾅ ﾘｺ 長野吉田

[ 3組] 風速 -1.1

 1 髙藤 世那(2)     13.29 Q
ﾀｶﾄｳ ｾﾅ 長野日大

 2 上垣外 奈緒(2)     13.69 q
ｶﾐｶﾞｲﾄ ﾅｵ 長野西

 3 酒井 明日美(1)     13.81 q
ｻｶｲ ｱｽﾐ 市立長野

 4 西沢 萌栞(1)     14.35 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｴｶ 文化学園長野

 5 山口 凜音(1)     14.53 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵﾝ 長野商業

 6 岩﨑 結月(2)     15.13 
ｲﾜｻｷ ﾕﾂﾞｷ 須坂創成

風速 -0.9

 1 綿貫 寧(3)     12.68 
ﾜﾀﾇｷ ﾈｲ 市立長野

 2 髙藤 世那(2)     13.16 
ﾀｶﾄｳ ｾﾅ 長野日大

 3 滝澤 朱(2)     13.42 
ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ 須坂創成

 4 上垣外 奈緒(2)     13.42 
ｶﾐｶﾞｲﾄ ﾅｵ 長野西

 5 南澤 胡桃(3)     13.57 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｸﾙﾐ 長野商業

 6 柳澤 亜美(1)     13.58 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾐ 長野商業

 7 酒井 明日美(1)     13.67 
ｻｶｲ ｱｽﾐ 市立長野

 8 宮岡 万優莉(2)     13.79 
ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ 市立長野

女子

100m

予選 通過基準  3組  1着 + 5 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順
7   921 2   697

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考ﾚｰﾝ No. 氏  名

6   791 7   984

5   860 4   927

所属名 記録／備考 順

4   822 6   834

2  1149 5  2134

8   702 3  1147

2   833

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

  915

9   810

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   921

4   952

7   697

3   770
DNS

6   696

7   952

4   810

3

5   983

8   927

2   822

5   834

3   915



予選 7月24日 11:00
決勝 7月24日 14:00

長野県高校記録(KR)              24.53 深澤 あまね                  佐久長聖         2019/09/08  
大会記録(GR)      　　　        24.81 青木 利佳　                  中野西　         1989        

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 +0.0

 1 内藤 理木(2)     27.75 Q  1 滝澤 朱(2)     26.94 Q
ﾅｲﾄｳ ﾘｺ 長野日大 ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ 須坂創成

 2 曽根原 未尋(3)     27.90 Q  2 髙藤 世那(2)     27.05 Q
ｿﾈﾊﾗ ﾐﾋﾛ 長野日大 ﾀｶﾄｳ ｾﾅ 長野日大

 3 宮原 凛成(1)     27.98 q  3 水元 叶(2)     27.47 q
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ 市立長野 ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾅｳ 市立長野

 4 佐藤 彩波(1)     28.98 q  4 髙野 華純(3)     28.94 q
ｻﾄｳ ｻﾅ 飯山 ﾀｶﾉ ｶｽﾐ 長野西

 5 佐藤 日和(2)     30.92  5 北沢 姫羅理(1)     29.76 
ｻﾄｳ ﾋﾖﾘ 屋代 ｷﾀｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 長野工業

 6 丸山 琉月(1)     33.14  6 柏木 ひかる(1)     33.35 
ﾏﾙﾔﾏ ﾙﾅ 須坂創成 ｶｼﾜｷﾞ ﾋｶﾙ 須坂創成

  綿貫 寧(3)      
ﾜﾀﾇｷ ﾈｲ 市立長野

風速 +0.5

 1 滝澤 朱(2)     26.60 
ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ 須坂創成

 2 髙藤 世那(2)     26.77 
ﾀｶﾄｳ ｾﾅ 長野日大

 3 水元 叶(2)     26.83 
ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾅｳ 市立長野

 4 内藤 理木(2)     27.68 
ﾅｲﾄｳ ﾘｺ 長野日大

 5 宮原 凛成(1)     28.35 
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ 市立長野

 6 髙野 華純(3)     28.64 
ﾀｶﾉ ｶｽﾐ 長野西

 7 佐藤 彩波(1)     29.11 
ｻﾄｳ ｻﾅ 飯山

  曽根原 未尋(3)      
ｿﾈﾊﾗ ﾐﾋﾛ 長野日大

5   954
DNS

3   801

2   604

4   953

9   913

所属名 記録／備考
6   697

7   952

8   928

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

4   921
DNS

5   701 4   702

2  1147 6   860

8   604 3   801

6   913 5   928

3   954 2   952

所属名 記録／備考
7   953 7   697

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

女子

200m

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



決勝 7月23日 14:00

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  
大会記録(GR) 　　　             55.45 山本 瑞                      小諸             2011

 1 小池 愛美(2)   1:02.18 
ｺｲｹ ｱﾐ 長野日大

 2 曽根原 未尋(3)   1:02.53 
ｿﾈﾊﾗ ﾐﾋﾛ 長野日大

 3 内藤 理木(2)   1:03.12 
ﾅｲﾄｳ ﾘｺ 長野日大

 4 髙野 華純(3)   1:07.24 
ﾀｶﾉ ｶｽﾐ 長野西

 5 山本 愛華(2)   1:09.06 
ﾔﾏﾓﾄ ｱｲｶ 長野商業

 6 飯島 空(1)   1:09.49 
ｲｲｼﾞﾏ ｿﾗ 飯山

 7 宮島 永真(1)   1:14.41 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｴﾏ 松代

  佐藤 彩波(1)      
ｻﾄｳ ｻﾅ 飯山

予選 7月24日 10:15
決勝 7月24日 13:30

長野県高校記録(KR)            2:05.78 山本 瑞                      小諸             2011/10/29  
大会記録(GR) 　　　           2:10.37 萩谷 楓                      長野東           2018

[ 1組] [ 2組]

 1 臼田 麻花(1)   2:23.28 Q  1 佐藤 悠花(1)   2:23.06 Q
ｳｽﾀﾞ ｱｻｶ 長野東 ｻﾄｳ ﾕｳｶ 長野東

 2 金井 紅羽(3)   2:35.54 Q  2 峯岸 羽那(1)   2:29.82 Q
ｶﾅｲ ｸﾚﾊ 文化学園長野 ﾐﾈｷﾞｼ ﾊﾅ 長野東

 3 髙森 唯花(2)   2:37.90 q  3 小林 ほの花(1)   2:39.21 q
ﾀｶﾓﾘ ﾕｲｶ 長野吉田 ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ 文化学園長野

 4 風間 和佳(1)   2:38.77 q  4 小林 妃莉(2)   2:41.63 q
ｶｻﾞﾏ ﾉﾄﾞｶ 屋代 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾏﾘ 市立長野

 5 武田ほたる(2)   2:44.29  5 岡 杏奈(2)   2:43.32 
ﾀｹﾀﾞﾎﾀﾙ 中野立志館 ｵｶ ｱﾝﾅ 須坂東

 6 宮島 永真(1)   2:51.52   髙野 真未(2)      
ﾐﾔｼﾞﾏ ｴﾏ 松代 ﾀｶﾉ ﾏﾐ 長野西

 7 田中 仁珠(1)   2:56.66   柳本 結希(2)      
ﾀﾅｶ ﾋﾄﾐ 中野西 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾕｳｷ 長野

  竹岡 紗代(2)      
ﾀｹｵｶ ｻﾖ 長野日大

 1 佐藤 悠花(1)   2:21.16 
ｻﾄｳ ﾕｳｶ 長野東

 2 臼田 麻花(1)   2:22.01 
ｳｽﾀﾞ ｱｻｶ 長野東

 3 峯岸 羽那(1)   2:30.33 
ﾐﾈｷﾞｼ ﾊﾅ 長野東

 4 金井 紅羽(3)   2:34.88 
ｶﾅｲ ｸﾚﾊ 文化学園長野

 5 小林 ほの花(1)   2:38.71 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ 文化学園長野

 6 髙森 唯花(2)   2:39.35 
ﾀｶﾓﾘ ﾕｲｶ 長野吉田

 7 風間 和佳(1)   2:41.02 
ｶｻﾞﾏ ﾉﾄﾞｶ 屋代

 8 小林 妃莉(2)   2:50.03 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾏﾘ 市立長野

6   956

女子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8   953

3   801

4   954

DNS

2  1136

5   604

9   828

7   602

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

女子

800m

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

3   992 2   880

所属名 記録／備考
6   875 6   877

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

2  1150 4   912

7   772 3   985

5  1136 7   809

4   660 5   711

DNS
9   961

DNS

DNS
8   670 8  2185

所属名 記録／備考
5   877

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

4   992

3   985

6   875

7   880

2   912

8   772

9  1150



決勝 7月23日 15:00

長野県高校記録(KR)            4:17.77 和田 有菜                    長野東           2017/06/24  
大会記録(GR)　　　            4:28.19 和田 有菜                    長野東           2017

 1 五味 叶花(3)   4:38.57 
ｺﾞﾐ ｷｮｳｶ 長野東

 2 髙野 美穂(3)   4:42.01 
ﾀｶﾉ ﾐﾎ 長野日大

 3 仁科 玲美(1)   4:48.46 
ﾆｼﾅ ﾚﾐ 長野東

 4 佐藤 希美(2)   4:48.83 
ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 長野東

 5 武田 実咲(3)   4:50.00 
ﾀｹﾀﾞ ﾐｻｷ 長野日大

 6 田幸 舞桜(2)   5:09.86 
ﾀｺｳ ﾏｵ 長野日大

 7 金井 紅羽(3)   5:23.60 
ｶﾅｲ ｸﾚﾊ 文化学園長野

 8 西﨑 楓音(2)   5:25.02 
ﾆｼｻﾞｷ ﾌｳﾈ 長野吉田

 9 丸山 夏乃(2)   5:38.94 
ﾏﾙﾔﾏ ｶﾉ 飯山

10 丸山 萌葉(3)   5:58.84 
ﾏﾙﾔﾏ ﾓｴﾊ 飯山

11 磯部 睦(1)   6:29.23 
ｲｿﾍﾞ ﾑﾂﾐ 長野

12 斉藤 桔梗(1)   6:30.98 
ｻｲﾄｳ ｷｷｮｳ 長野商業

  武田ほたる(2)      
ﾀｹﾀﾞﾎﾀﾙ 中野立志館

  小林 花咲(2)      
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ 飯山

決勝 7月24日 16:00

長野県高校記録(KR)            9:01.36 和田 有菜                    長野東           2017/10/09  
大会記録(GR)  　　　          9:27.79 高松 いずみ                  長野東           2018

 1 村岡 美玖(1)   9:42.08 
ﾑﾗｵｶ ﾐｸ 長野東

 2 髙野 美穂(3)   9:45.12 
ﾀｶﾉ ﾐﾎ 長野日大

 3 宮澤 実亜(2)  10:06.20 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｱ 長野東

 4 武田 実咲(3)  10:16.48 
ﾀｹﾀﾞ ﾐｻｷ 長野日大

 5 渡邉 葵(2)  10:37.89 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵｲ 長野日大

 6 橋村 英里(2)  10:39.67 
ﾊｼﾑﾗ ｴﾘ 長野東

 7 丸山 夏乃(2)  12:19.97 
ﾏﾙﾔﾏ ｶﾉ 飯山

  丸山 萌葉(3)      
ﾏﾙﾔﾏ ﾓｴﾊ 飯山

5   957

女子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   867

12   879

9   869

7   960

14   964

3   992

10   771

2   600

13   596

11   814

1   836

DNS

6   660
DNS

8   599

女子

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   881

6   957

4   872

8   960

1   963

2   871

DNS

3   600

5   596



予選 7月23日 11:50
決勝 7月23日 14:25

長野県高校記録(KR)              14.10 中津 晴葉                    佐久長聖         2019/05/24
大会記録(GR)　　　              14.10 中津 晴葉                    佐久長聖         2019        

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 +0.5

 1 平林 真奈(2)     16.82 Q  1 宮下 華乃(3)     16.39 Q
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ 長野吉田 ﾐﾔｼﾀ ｶﾉ 長野吉田

 2 永原 柚凪(2)     16.83 Q  2 髙橋 結愛(2)     16.86 Q
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾕﾅ 長野日大 ﾀｶﾊｼ ﾕｱ 市立長野

 3 小林 凜(1)     18.06 q  3 宮城 吉乃(2)     17.22 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ 飯山 ﾐﾔｷﾞ ﾖｼﾉ 飯山

 4 青木 沙絵(1)     18.32 q  4 千野 里花(1)     17.27 q
ｱｵｷ ｻｴ 長野商業 ﾁﾉﾘｶ 中野立志館

 5 池田 直生(1)     18.88  5 池田 楓香(2)     18.98 
ｲｹﾀﾞ ﾅｵ 長野西 ｲｹﾀﾞ ﾌｳｶ 長野商業

 6 土屋 利里花(2)     20.63  6 岩﨑 結月(2)     19.03 
ﾂﾁﾔ ﾘﾘｶ 篠ﾉ井 ｲﾜｻｷ ﾕﾂﾞｷ 須坂創成

風速 -0.2

 1 宮下 華乃(3)     16.11 
ﾐﾔｼﾀ ｶﾉ 長野吉田

 2 髙橋 結愛(2)     16.25 
ﾀｶﾊｼ ﾕｱ 市立長野

 3 永原 柚凪(2)     16.59 
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾕﾅ 長野日大

 4 平林 真奈(2)     16.72 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ 長野吉田

 5 宮城 吉乃(2)     17.15 
ﾐﾔｷﾞ ﾖｼﾉ 飯山

 6 千野 里花(1)     17.48 
ﾁﾉﾘｶ 中野立志館

 7 小林 凜(1)     17.84 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ 飯山

 8 青木 沙絵(1)     18.35 
ｱｵｷ ｻｴ 長野商業

決勝 7月24日 13:00

長野県高校記録(KR)              58.27 瀧澤 彩                      長野             2012/07/31  
大会記録(GR)　　　              58.99 瀧澤 彩                      長野             2012

 1 南澤 胡桃(3)   1:09.82 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｸﾙﾐ 長野商業

  宮城 吉乃(2)      
ﾐﾔｷﾞ ﾖｼﾉ 飯山

  小林 凜(1)      
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ 飯山

決勝 7月24日  9:00

長野県高校記録(KR)           23:10.04 鳥羽 詩織                    長野東           2009/05/04  
大会記録(GR)　　　           23:29.27 溝口 友己歩                  長野東           2014  

1 加藤 智花(3)  32:10.61 
ｶﾄｳ ﾄﾓｶ 長野西

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

女子

100mH(0.838m)

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

5   959 2   929

所属名 記録／備考
2   773 5   754

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

7   832 4   647

6   603 6   597

3  1089 7   696

4   790 3   826

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7   959

4   773

6   754

5   929

2   603

3   832

8   597

9   647

女子

400mH(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

DNS
6   603

DNS

女子

5   822

4   597

11   802

5000m競歩

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 7月23日  9:30
決勝 7月23日 16:20

長野県高校記録(KR)              46.86                              市立長野         2019/6/14   
                                      （綿貫 寧・唐澤 花実・田村 純菜・河田 璃音）
大会記録(GR) 　 　　            47.55                              市立長野         2019        
                                      （綿貫 寧・唐澤 花実・田村 純菜・河田 璃音）

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 長野日大   952 髙藤 世那(2)     51.39 Q  1   4 市立長野   914 牧内 愛実(1)     49.87 Q

ﾀｶﾄｳ ｾﾅ ﾏｷｳﾁ ｱﾐ
  956 小池 愛美(2)   913 宮原 凛成(1)

ｺｲｹ ｱﾐ ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ
  953 内藤 理木(2)   928 水元 叶(2)

ﾅｲﾄｳ ﾘｺ ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾅｳ
  954 曽根原 未尋(3)   921 綿貫 寧(3)

ｿﾈﾊﾗ ﾐﾋﾛ ﾜﾀﾇｷ ﾈｲ
 2   6 長野商業   828 山本 愛華(2)     53.42 Q  2   5 長野西   805 粟野原 瑠々子(3)     52.62 Q

ﾔﾏﾓﾄ ｱｲｶ ｱﾜﾉﾊﾗ ﾙﾙｺ
  834 柳澤 亜美(1)   810 上垣外 奈緒(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾐ ｶﾐｶﾞｲﾄ ﾅｵ
  826 池田 楓香(2)   803 山本 満里奈(3)

ｲｹﾀﾞ ﾌｳｶ ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘﾅ
  833 山口 凜音(1)   801 髙野 華純(3)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵﾝ ﾀｶﾉ ｶｽﾐ
 3   4 飯山   597 宮城 吉乃(2)     53.63 q  3   2 中野立志館   656 浦山 紗季(2)     54.15 q

ﾐﾔｷﾞ ﾖｼﾉ ｳﾗﾔﾏｻｷ
  595 藤岡 まそら(3)   659 佐藤 里桜(2)

ﾌｼﾞｵｶ ﾏｿﾗ ｻﾄｳﾘｵ
  603 小林 凜(1)   657 竹内 海月(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ ﾀｹｳﾁﾐﾂｷ
  602 飯島 空(1)   654 栗林 月碧(2)

ｲｲｼﾞﾏ ｿﾗ ｸﾘﾊﾞﾔｼﾙﾉｱ
 4   5 文化学園長野   983 西沢 萌栞(1)     55.28 q  4   6 長野吉田   770 朝比奈 莉子(1)     55.50 q

ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｴｶ ｱｻﾋﾅ ﾘｺ
  981 有馬 希美佳(1)   771 西﨑 楓音(2)

ｱﾘﾏ ｷﾐｶ ﾆｼｻﾞｷ ﾌｳﾈ
  984 駒木 希美(1)   772 髙森 唯花(2)

ｺﾏｷ ﾉｿﾞﾐ ﾀｶﾓﾘ ﾕｲｶ
  985 小林 ほの花(1)   773 平林 真奈(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ
 5   2 屋代  1148 中澤　里桜(2)     59.11     3 須坂創成   702 柏木 ひかる(1)      

ﾅｶｻﾞﾜ　ﾘｵ ｶｼﾜｷﾞ ﾋｶﾙ DQ
 1150 風間 和佳(1)   697 滝澤 朱(2) R1(3-4)

ｶｻﾞﾏ ﾉﾄﾞｶ ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ
 1149 高橋 舞(1)   696 岩﨑 結月(2)

ﾀｶﾊｼ ﾏｲ ｲﾜｻｷ ﾕﾂﾞｷ
 1147 佐藤 日和(2)   701 丸山 琉月(1)

ｻﾄｳ ﾋﾖﾘ ﾏﾙﾔﾏ ﾙﾅ

女子

4×100m

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



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 市立長野   914 牧内 愛実(1)     50.43 

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
  927 宮岡 万優莉(2)

ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ
 2   4 長野日大   952 髙藤 世那(2)     51.04 

ﾀｶﾄｳ ｾﾅ
  956 小池 愛美(2)

ｺｲｹ ｱﾐ
  953 内藤 理木(2)

ﾅｲﾄｳ ﾘｺ
  954 曽根原 未尋(3)

ｿﾈﾊﾗ ﾐﾋﾛ
 3   5 長野西   805 粟野原 瑠々子(3)     52.42 

ｱﾜﾉﾊﾗ ﾙﾙｺ
  810 上垣外 奈緒(2)

ｶﾐｶﾞｲﾄ ﾅｵ
  803 山本 満里奈(3)

ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘﾅ
  801 髙野 華純(3)

ﾀｶﾉ ｶｽﾐ
 4   6 長野商業   828 山本 愛華(2)     53.66 

ﾔﾏﾓﾄ ｱｲｶ
  834 柳澤 亜美(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾐ
  826 池田 楓香(2)

ｲｹﾀﾞ ﾌｳｶ
  833 山口 凜音(1)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵﾝ
 5   8 飯山   597 宮城 吉乃(2)     54.17 

ﾐﾔｷﾞ ﾖｼﾉ
  595 藤岡 まそら(3)

ﾌｼﾞｵｶ ﾏｿﾗ
  603 小林 凜(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ
  602 飯島 空(1)

ｲｲｼﾞﾏ ｿﾗ
 6   2 文化学園長野   983 西沢 萌栞(1)     55.63 

ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｴｶ
  981 有馬 希美佳(1)

ｱﾘﾏ ｷﾐｶ
  985 小林 ほの花(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ
  984 駒木 希美(1)

ｺﾏｷ ﾉｿﾞﾐ
 7   3 長野吉田   770 朝比奈 莉子(1)     55.66 

ｱｻﾋﾅ ﾘｺ
  771 西﨑 楓音(2)

ﾆｼｻﾞｷ ﾌｳﾈ
  772 髙森 唯花(2)

ﾀｶﾓﾘ ﾕｲｶ
  773 平林 真奈(2)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ
 8   9 中野立志館   656 浦山 紗季(2)     58.38 

ｳﾗﾔﾏｻｷ
  659 佐藤 里桜(2)

ｻﾄｳﾘｵ
  657 竹内 海月(2)

ﾀｹｳﾁﾐﾂｷ
  647 千野 里花(1)

ﾁﾉﾘｶ

女子

4×100m
決勝



決勝 7月24日 15:30

長野県高校記録(KR)            3:46.50 長野吉田                              2013/08/03  
                                      （小山 綾菜・内山 成実・村上 りさ子・鈴木 千穂）
大会記録(GR) 　　　           3:51.69 長野  　　　　                        2012
                                      （新井 美貴子・前島 早瑛・山田 聡子・瀧澤 彩）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 長野日大   954 曽根原 未尋(3)   4:12.98 

ｿﾈﾊﾗ ﾐﾋﾛ
  953 内藤 理木(2)

ﾅｲﾄｳ ﾘｺ
  959 永原 柚凪(2)

ﾅｶﾞﾊﾗ ﾕﾅ
  956 小池 愛美(2)

ｺｲｹ ｱﾐ
 2   4 市立長野   927 宮岡 万優莉(2)   4:20.68 

ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ
  929 髙橋 結愛(2)

ﾀｶﾊｼ ﾕｱ
  912 小林 妃莉(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾏﾘ
  928 水元 叶(2)

ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾅｳ
 3   7 長野西   810 上垣外 奈緒(2)   4:26.14 

ｶﾐｶﾞｲﾄ ﾅｵ
  792 矢島 冴子(1)

ﾔｼﾏ ｻｴｺ
  805 粟野原 瑠々子(3)

ｱﾜﾉﾊﾗ ﾙﾙｺ
  801 髙野 華純(3)

ﾀｶﾉ ｶｽﾐ
 4   9 長野東   870 中村 綾花(2)   4:26.45 

ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ
  875 臼田 麻花(1)

ｳｽﾀﾞ ｱｻｶ
  879 仁科 玲美(1)

ﾆｼﾅ ﾚﾐ
  877 佐藤 悠花(1)

ｻﾄｳ ﾕｳｶ
 5   6 飯山   595 藤岡 まそら(3)   4:30.98 

ﾌｼﾞｵｶ ﾏｿﾗ
  597 宮城 吉乃(2)

ﾐﾔｷﾞ ﾖｼﾉ
  602 飯島 空(1)

ｲｲｼﾞﾏ ｿﾗ
  596 丸山 萌葉(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾓｴﾊ
 6   8 長野商業   828 山本 愛華(2)   4:35.29 

ﾔﾏﾓﾄ ｱｲｶ
  834 柳澤 亜美(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾐ
  832 青木 沙絵(1)

ｱｵｷ ｻｴ
  833 山口 凜音(1)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵﾝ
 7   2 須坂創成   697 滝澤 朱(2)   4:49.96 

ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ
  696 岩﨑 結月(2)

ｲﾜｻｷ ﾕﾂﾞｷ
  702 柏木 ひかる(1)

ｶｼﾜｷﾞ ﾋｶﾙ
  701 丸山 琉月(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾙﾅ
    3 中野立志館      

DNS

女子

4×400m

決勝



決勝 7月24日  9:30

長野県高校記録(KR)               1.77 上原 久美恵                  岡谷東           1977/10/03  
大会記録(GR)　　　               1.76 上原 久美恵                  岡谷東           1977

中島 花梨(3)
ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾘﾝ 市立長野
岡田 朋佳(3)
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 市立長野
小林 弓珠(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞ 長野日大
宮﨑 愛美(2)
ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾐ 長野清泉
金児 桜子(1)
ｶﾈｺ ｻｸﾗｺ 長野工業
田中 笙奈(1)
ﾀﾅｶ ｾｲﾅ 長野吉田
関 あおい(2)
ｾｷ ｱｵｲ 長野清泉
柳澤 姫歌(2) DNS
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾒｶ 長野

決勝 7月23日 10:30

長野県高校記録(KR)               3.65 原 奈津美                    上伊那農         2013/09/28  
大会記録(GR)　　　               3.40 小林 由依　                  下諏訪向陽       2019

佐藤 里桜(2)
ｻﾄｳﾘｵ 中野立志館
松田 ゆうか(2)
ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｶ 市立長野
浦山 紗季(2)
ｳﾗﾔﾏｻｷ 中野立志館
上野 桃香(3)
ｳｴﾉ ﾓﾓｶ 文化学園長野
大西 早紀(2)
ｵｵﾆｼ ｻｷ 長野工業
金児 桜子(1)
ｶﾈｺ ｻｸﾗｺ 長野工業
赤久保ひかる(2) NM
ｱｶｸﾎﾞﾋｶﾙ 中野立志館

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 記録所属名 1m80 2m00 2m20 2m40 2m50 備考
1 7   659 - - - -

o xo

2m60 2m70 2m80 2m90

xo xo xo xo xxx  2.80

 2.20

2 6   911 - - - o

o xxx

xxx  2.60

3 4   656 - xo

 2.00

4 3   995 o o xxx  2.00

4 5   858 - o xxx

2   655 - xxx      

6 1   859 o xxo xxx  2.00

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 記録 備考
1 7   923 - - - o o o o xxo xxx  1.65

- o xo xxo

1m58 1m61 1m65 1m68

xxx  1.58

3 8   958 - - - o xo xxx  1.55

2 5   920 - -

4 4  1022 - o o xo xxx

5 3   859 - o xo xxo xxx

xxx

 1.50

 1.50

 1.40

7 2  1019 o xxo xxx  1.40

6 6   769 o o

     1  2186



決勝 7月23日 11:40

長野県高校記録(KR)               6.06 宮坂 楓                      東海大三         2010/07/19  
大会記録(GR)　　　               5.92 宮坂 楓                      東海大三         2010

 ３回の
 最高記録

宮原 凛成(1)   4.92  5.25   x    5.25   5.01   x   5.36   5.36 
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ 市立長野   -0.3  -1.0         -1.0   -1.0        -0.9   -0.9
牧内 愛実(1)    x   5.08  4.95   5.08    x    x   5.28   5.28 
ﾏｷｳﾁ ｱﾐ 市立長野          0.0  -0.7    0.0               -0.7   -0.7
藤岡 まそら(3)   5.02  4.91  4.79   5.02   2.80  4.58  4.71   5.02 
ﾌｼﾞｵｶ ﾏｿﾗ 飯山   -0.1  -0.8  -0.4   -0.1   -1.2  -1.5  -0.7   -0.1
中村 茉椰(3)   4.85   x    x    4.85   4.83  4.77   x    4.85 
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾔ 文化学園長野   +0.4               +0.4   -1.4  -0.9         +0.4
中村 愛依(3)    x   4.54  4.76   4.76   4.61   x    x    4.76 
ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 市立長野         -0.2  -0.5   -0.5   -0.9               -0.5
矢島 冴子(1)   4.71  4.72  4.75   4.75   4.60  4.59  4.37   4.75 
ﾔｼﾏ ｻｴｺ 長野西   -0.3  -1.5  -0.6   -0.6   -1.0  -1.2  -0.9   -0.6
上垣外 奈緒(2)   4.46  4.53  4.68   4.68    -    -    -    4.68 
ｶﾐｶﾞｲﾄ ﾅｵ 長野西   -0.1  -0.6  +0.1   +0.1                      +0.1
西澤 唯花(3)   4.44  4.50  4.41   4.50   4.28  4.14  4.46   4.50 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｲｶ 文化学園長野   -0.3   0.0  -1.1    0.0   -1.1  -0.7  -0.5    0.0
宮﨑 夏希(2)    x   4.50  4.41   4.50             4.50 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾅﾂｷ 長野南         -0.5  -0.6   -0.5                      -0.5
有馬 希美佳(1)   4.48   x    x    4.48             4.48 
ｱﾘﾏ ｷﾐｶ 文化学園長野    0.0                0.0                       0.0
小林 恵瑠(1)   3.76  3.77  3.66   3.77             3.77 
ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾙ 須坂   -0.7  -0.1  -1.5   -0.1                      -0.1
宮本 楓(1)   3.41  3.31  3.02   3.41             3.41 
ﾐﾔﾓﾄ ｶｴﾃﾞ 更級農業   -1.3  -0.7  +0.1   -1.3                      -1.3
平塚 美咲(2)                            DNS
ﾋﾗﾂｶ ﾐｻｷ 飯山                                                   

決勝 7月24日 10:30

長野県高校記録(KR)              12.40 田澤 愛                      松本深志         2007/10/07  
大会記録(GR)　　　              11.99 宮澤 歩                      諏訪二葉         2018

 ３回の
 最高記録

牧内 愛実(1)  10.52 10.85 10.96  10.96  11.00 11.00 11.16  11.16 
ﾏｷｳﾁ ｱﾐ 市立長野   -0.3  +0.2  +0.9   +0.9   -0.6  +0.6  +0.2   +0.2
宮下 優希菜(3)  10.34 10.60   x   10.60  10.41 10.26   x   10.60 
ﾐﾔｼﾀ ﾕｷﾅ 文化学園長野    0.0  +0.5         +0.5   -0.4  +0.8         +0.5
藤岡 まそら(3)  10.07   x  10.06  10.07  10.28 10.01 10.50  10.50 
ﾌｼﾞｵｶ ﾏｿﾗ 飯山   -0.4        +1.0   -0.4   -0.4  +0.6  +0.5   +0.5
田中 万葉(3)   8.30  9.98 10.05  10.05   9.70 10.22 10.20  10.22 
ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾊ 市立長野   -0.3  +0.4  +1.2   +1.2   +0.2  +1.0  +1.0   +1.0
中村 來央(2)    x   9.41  9.54   9.54   9.37  8.95  9.48   9.54 
ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ 市立長野         +0.2  +0.9   +0.9   +0.2  -0.3  +0.3   +0.9
西澤 唯花(3)    x   9.46  9.27   9.46   9.41  9.46  9.40   9.46 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｲｶ 文化学園長野         +0.6  +0.5   +0.6   +0.5  -0.7  +0.3   -0.7
飯島 空(1)   8.14   x    x    8.14    x    x    -    8.14 
ｲｲｼﾞﾏ ｿﾗ 飯山   +0.1               +0.1                      +0.1
栗林 月碧(2)                            DNS
ｸﾘﾊﾞﾔｼﾙﾉｱ 中野立志館                                                   

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 12   913

2 14   914

3 8   595

4 13   993

5 10   924

6 9   792

7 7   810

8 5   997

9 6   899

10 11   981

4   598

11 3   727

12 2  2135

女子

三段跳

決勝

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

1 7   914

2 9   991

3 6   595

4 5   925

5 3   930

6 4   997

7 2   602

8   654



決勝 7月24日 12:00

長野県高校記録(KR)              13.65 大矢 結麻                    丸子実業         2006/05/13  
大会記録(GR) 　　　             13.02 大矢 結麻                    丸子実業         2006

 ３回の
 最高記録

松林 萌(2)
ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾓｴ 長野東
小柳 夏菜(1)
ｺﾔﾅｷﾞ ｶﾅ 文化学園長野
小山 莉穂(1)
ｺﾔﾏ ﾘﾎ 市立長野
佐藤 亜海(3)
ｻﾄｳ ｱﾐ 長野南
田中 琴和(3)
ﾀﾅｶ ｺﾄﾜ 中野西
矢崎 留奈(1)
ﾔｻﾞｷ ﾙﾅ 長野商業
本藤 由加里(1)
ﾎﾝﾄﾞｳ ﾕｶﾘ 須坂創成
渡辺 美莉(1)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾉﾘ 須坂創成

決勝 7月23日 14:00

長野県高校記録(KR)              44.69 中島 未歩                    丸子修学館       2010/10/01  
大会記録(GR)　　　              42.79 中島 沙織                    丸子実　　       2005

 ３回の
 最高記録

坂爪 愛栞(3)
ｻｶﾂﾒ ﾏﾅｶ 長野西
小山 莉穂(1)
ｺﾔﾏ ﾘﾎ 市立長野
佐藤 亜海(3)
ｻﾄｳ ｱﾐ 長野南
小林 朋子(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ 飯山
小柳 夏菜(1)
ｺﾔﾅｷﾞ ｶﾅ 文化学園長野
菅原 萌唯(2)
ｽｶﾞﾜﾗ ﾒｲ 更級農業
淀 小南津(2)
ﾖﾄﾞ ｺﾅﾂ 更級農業
本藤 由加里(1)
ﾎﾝﾄﾞｳ ﾕｶﾘ 須坂創成
渡辺 美莉(1)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾉﾘ 須坂創成

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-

  26.64  23.64 26.64    x  25.72

-4- -5- -6- 記録

 25.93

備考

1 8   804  22.20 25.94 26.40  26.40  25.64 26.67

-3-

 26.67 

5 6   982  17.69 20.42   x

2 7   916  25.45 26.64 24.09

 21.34 21.34 

  20.42  16.42 18.41 18.47

3 9   896  23.03 24.66 24.45  24.66  23.58

 20.42 

4 5   601  19.11 20.02 20.06  20.06  20.86 20.33

 24.55 22.95 24.66 

 18.36 18.57 

7 3  2132    x  13.36   x   13.36    x  11.84   x  13.36 

6 1  2133  17.28 16.46 18.03  18.03  18.22 18.57

       11.26 

8 2   700    x  11.27 10.22  11.27  13.19 13.29 

9 4   703  11.26   x    x   11.26    

 11.00 13.29

女子

砲丸投(4.000kg)

決勝

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

1 8   873   9.82 10.02  9.90  10.02   8.16 10.50 10.37 10.50 

  8.73  8.86 

3 5   916   7.72  7.94  7.73   7.94   8.14  8.40  7.91  8.40 

2 7   982   8.68  7.91  7.55   8.68   8.29  8.86

  7.61  7.95 

5 4   671   6.59  7.16  7.09   7.16   7.02  6.49  6.97  7.16 

4 6   896   7.30  7.54  7.62   7.62    x   7.95

  6.01  6.69 

7 1   700   5.31  5.28  4.55   5.31   5.37  5.73  5.17  5.73 

6 2   835    x   6.17  6.21   6.21   6.69  5.74

  3.98  4.23 8 3   703   4.00  4.23   x    4.23   3.65  4.18



決勝 7月23日  9:30

長野県高校記録(KR)              47.97 坂井 美藍                    上田染谷丘       2019/06/14  
大会記録(GR)　　　              45.51 小林 幸音                    飯山　　　       2019

 ３回の
 最高記録

粟野原 瑠々子(3)
ｱﾜﾉﾊﾗ ﾙﾙｺ 長野西
坂爪 愛栞(3)
ｻｶﾂﾒ ﾏﾅｶ 長野西
小林 朋子(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ 飯山
春日 月奈(3)
ｶｽｶﾞ ﾙﾅ 長野商業
福田 彩南(3)
ﾌｸﾀﾞ ｱｲﾅ 長野商業
宮原 舞(2)
ﾐﾔﾊﾗ ﾏｲ 長野商業

決勝 7月24日  9:30

長野県高校記録(KR)              50.93 湯本 珠実                    松商学園         2017/10/08  
大会記録(GR)　　　              48.07 山之上 ちさと                蓼科　　         2004  

 ３回の
 最高記録

竹内 海月(2)
ﾀｹｳﾁﾐﾂｷ 中野立志館
松林 萌(2)
ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾓｴ 長野東
酒井 和叶(3)
ｻｶｲ ﾜｶﾅ 須坂東
矢島 冴子(1)
ﾔｼﾏ ｻｴｺ 長野西
菅原 萌唯(2)
ｽｶﾞﾜﾗ ﾒｲ 更級農業
山田 柚葵(1)
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｽﾞｷ 市立長野
原山 実莉(1)
ﾊﾗﾔﾏ ﾐﾉﾘ 長野清泉
淀 小南津(2)
ﾖﾄﾞ ｺﾅﾂ 更級農業
髙野 真未(2)
ﾀｶﾉ ﾏﾐ 長野西
小林 妃莉(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾏﾘ 市立長野
吉原 陽愛乃(2)
ﾖｼﾊﾗ ﾋﾅﾉ 長野商業
宮原 舞(2)
ﾐﾔﾊﾗ ﾏｲ 長野商業

 20.32 

12 1   827  15.69 14.02 12.01  15.69           15.69 

   x   20.32          11 3   829  18.86 20.32

 21.60 

10 7   912  20.58 20.96 18.71  20.96           20.96 

 18.49  21.60          9 4   809  21.24 21.60

 23.22 

8 6  2132  14.87 22.84 22.87  22.87  23.01 21.56 23.04 23.04 

 20.46  21.92  21.32   x  23.227 5  1024  21.34 21.92

 24.48 

6 9   917  23.61   x  21.01  23.61  22.45   x  21.05 23.61 

 23.14  24.48  22.69 23.17   x5 8  2133  24.48 21.68

 27.50 

4 2   792  21.70 24.59 22.82  24.59    x  24.94 24.35 24.94 

 25.95  25.95  27.50   x  27.403 11   707  24.62 24.59

 36.58 

2 10   873  25.27 26.02 27.17  27.17  29.48 21.84 32.71 32.71 

 31.17  36.58  31.78 33.45 33.971 12   657  35.11 36.58

-4- -5- -6- 記録 備考

女子

やり投(600g)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

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- -4- -5- -6- 記録 備考

 39.831 6   805  38.60 39.72  39.92 

 36.75 37.21 

 38.12  39.72  39.92 38.30

   x3 4   601  29.16   x  33.27 

2 5   804    x    x  37.21  37.21    x    x

 21.42 22.99 

   x   29.16  33.27   x

 15.555 3   825  20.97 19.57  20.97 

4 2   823  22.63   x    x   22.63  19.81 22.99

 13.22 15.66 

   x   20.97    x    x

6 1   827  15.66 15.07   x   15.66    x  14.26



第１日目 2020/ 7/23
第２日目 2020/ 7/23

長野県高校記録(KR)               4598 太田 杏優                    市立長野         2017/06/18  
大会記録(GR)　　　               4351 土屋 ほのか                  佐久長聖         2019 

[第１日目]

岡田 朋佳(3) 16.99(+1.0)        1.60        8.44 28.99(-1.2)   2317
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 市立長野     598     736     428     555      1

[第２日目]

岡田 朋佳(3)  4.83(+1.1)       33.29     2:39.18   3952    1
市立長野     514     539     582

7月23日 10:05

長野県高校記録(KR)              14.10 中津 晴葉                    佐久長聖         2019        

風速 +1.0

 1 岡田 朋佳(3)     16.99 
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 市立長野

7月23日 11:00

長野県高校記録(KR)               1.77 上原 久美恵                  岡谷東           1977/10/03  

岡田 朋佳(3)  1.60
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 市立長野   736

7月23日 13:00

長野県高校記録(KR)              13.65 大矢 結麻                    丸子実業         2006/05/13  

岡田 朋佳(3)   8.44 
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 市立長野    428

7月23日 15:50

長野県高校記録(KR)              24.53 深澤 あまね                  佐久長聖         2019        

風速 -1.2

 1 岡田 朋佳(3)     28.99 
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 市立長野

  920

総合
順位 備考

所属名 得点
ﾅﾝﾊﾞｰ

氏  名
LJ JT 800m

SP 200m １日目得点
順位

  920

2   920
555

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

記録 備考-1-

xxx1 1   920 o

女子

七種競技

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 100mH HJ

七種競技

200m

-2- -3-

1 1   920   7.97   8.44   7.76

七種競技

砲丸投(4.000kg)

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

記録 備考1m50 1m55 1m60 1m65

七種競技

走高跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

七種競技

100mH(0.838m)

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

o xxo

2   920
598



7月24日  9:10

長野県高校記録(KR)               6.06 宮坂 楓                      東海大三         2010/07/19  

岡田 朋佳(3)   4.33   4.70   4.83  4.83 (+1.1)
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 市立長野   +0.9   +0.8   +1.1   514

7月24日 11:00

長野県高校記録(KR)              50.93 湯本 珠実                    松商学園         2017/10/08  

岡田 朋佳(3)  33.29 
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 市立長野    539

7月24日 15:00

長野県高校記録(KR)            2:05.78 山本 瑞                      小諸             2011/10/29  

 1 岡田 朋佳(3)   2:39.18 
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 市立長野

記録 備考

1 1   920

七種競技

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

七種競技

やり投(600g)

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

1 1   920  30.63  27.40  33.29

七種競技

582

800m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
1   920



7月23日 12:15

風速 -1.0

 1 水元 叶(2)     13.35 
ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾅｳ 市立長野

 2 田中 万葉(3)     13.83 
ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾊ 市立長野

 3 永原 可那(3)     14.21 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｶﾅ 市立長野

 4 丸山 琉月(1)     16.02 
ﾏﾙﾔﾏ ﾙﾅ 須坂創成

7月24日 11:00

風速 +0.0

 1 酒井 明日美(1)     28.43 
ｻｶｲ ｱｽﾐ 市立長野

7月23日 15:00

 1 佐藤 綾花(1)   5:02.41 
ｻﾄｳ ｱﾔｶ 長野東

 2 熊代 眞陽琉(1)   6:22.74 
ｸﾏｼﾛ ﾏﾋﾙ 飯山

  赤羽 真衣佳(1)      
ｱｶﾊﾈ ﾏｲｶ 長野東

7月24日 16:00

 1 五味 叶花(3)   9:49.89 
ｺﾞﾐ ｷｮｳｶ 長野東

7月23日 11:40

中村 來央(2)   4.48   x   4.78   4.78 
ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ 市立長野   -0.6        +0.3   +0.3

勝 7月24日 10:30

中村 愛依(3)    x   9.27  9.54   9.54 
ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 市立長野          0.0  +0.1   +0.1

59   874
DNS

記録所属名

ｵｰﾌﾟﾝ女子

走幅跳
備考

1 1   930

ｵｰﾌﾟﾝ女子

1500m
順 ORD No.

-1- -2- -3-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

  928

3   925

氏  名 所属名 記録／備考

ｵｰﾌﾟﾝ女子

200m

ｵｰﾌﾟﾝ女子

100m

順 ﾚｰﾝ

2   922

4   701

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5

記録／備考
8   915

ｵｰﾌﾟﾝ女子

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

58   605

57   876

備考

三段跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

1 1   924

ｵｰﾌﾟﾝ女子

3000m
順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考

60   867

記録
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