
大会コード  21170509

 兼　U-16・U-18 選考指定競技会

： ２０２１年８月２８日（土）
： 長野市営陸上競技場（競技場コード 172070）
： 北信地区陸上競技協会
： 長野市スポーツ協会
： 長野市陸上競技協会
： 小林 靖志
： 牛山 通高 (トラック) 梨子田 昌央 (フィールド)
： 瀧沢 佳生

■この競技会で樹立された記録
なし

■グラウンドコンディション

■略号の説明
欠場 成功・有効試技 Q 順位による通過者 警告
途中棄権 失敗・無効試技 q 記録による通過者 2回目の警告
記録なし パス q R 審判長の決定による通過者 レッドカードによる失格
失格 試合放棄 q J ジュリーの決定による通過者

■失格の略号の説明　()内は規則番号
バトンパスがテイク・オーバーゾーン内で完了しなかった(TR24.7)
()内は区間を表す　 (1-2) :1走→2走  (2-3) :2走→3走  (3-4): 3走→4走
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第41回北信地区陸上競技記録会

兼 U-16・U-18選考指定競技会 ﾄﾗｯｸ審判長 牛山 通高
【開催日】 2021年8月28日(土) ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 梨子田 昌央
【主催団体】 北信地区陸上競技協会 記録主任 瀧沢 佳生

Ｔ Ｏ Ｐ ８
女  子 【競技場】 長野市営陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録

 8/28 共通女子 宮川 瑠彩(3) 12.62 山岸 音葉(3) 12.70 竹田 萌ノ花(2) 13.01 樋口 碧(2) 13.58 西澤 夏凛(2) 13.78 佐々木 陽菜乃(1) 13.87 川崎 莉愛(2) 13.98 碓井 真城(1) 14.17
100m 長野東部中 篠ﾉ井東中 長野東部中 坂城中 常盤中 長野北部中 長野東部中 犀陵中

 8/28  +4.1 中村 夏鈴(3) 18.84 大熊 杏美(2) 18.87 宮川 瑠彩(3) 19.12 竹田 萌ノ花(2) 19.56 矢島 柚那(2) 19.57 山岸 音葉(3) 19.86 山本 萌華(2) 20.00
150m 旭ヶ丘中 坂城中 長野東部中 長野東部中 長峰中 篠ﾉ井東中 飯山城南中

 8/28 福田 笑未(1) 25.91 山本 萌華(2) 27.48 宮澤 ほのか(2) 29.34 川口 葵(3) 29.81 小松 唯夏(2) 29.87 中西 寛菜(2) 29.93 高野 梨里愛(2) 30.06 斉藤 奏(2) 30.48
200m 東海大諏訪高 飯山城南中 東北中 東北中 広徳中 櫻ヶ岡中 広徳中 更北中

 8/28 三澤 百佳(2) 40.43 宮澤 けい(1) 40.65 牧内 愛実(2) 41.58
300m 東海大諏訪高 市立長野高 市立長野高

 8/28 相場 奈都(3) 2:30.61 野嵜 愛(2) 2:32.82 三井 結友(2) 2:36.63 矢澤 茉歩(2) 2:40.32 水津 そよ夏(2) 2:42.10 岡 小凜(2) 2:42.79 矢島 彩夏(3) 2:44.62 和田 葵衣(1) 2:50.92
800m 信大附属長野中 飯山城南中 三陽中 長野東部中 広徳中 相森中 東北中 三陽中

 8/28 武田 悠華(3) 4:58.29 若林 咲和(2) 4:59.66 德永 ゆめ(2) 5:05.14 淺川 美月(3) 5:17.68 木田 愛梨(2) 5:17.86 宮下 紫乃(2) 5:33.82 宮澤 遥香(3) 5:55.30 井口 愛爽(1) 6:02.52
1500m 川中島中 川中島中 川中島中 川中島中 川中島中 信大附属長野中 東北中 篠ﾉ井東中

 8/28 坂城中       53.31 長野東部中       53.95 飯山城南中       54.84 広徳中       55.34 長野北部中       56.56 犀陵中       56.70 東北中       57.78 篠ﾉ井東中       58.18
4×100m 小林 嘩歩(2) 川﨑 莉愛(2) 梨子田 茜(2) 山本 佳里奈(2) 佐々木 夢乃(2) 中原 歌乃(1) 佐藤 美幸(2) 久保 結花(2)

大熊 杏美(2) 竹田 萌ノ花(2) 山本 萌華(2) 小林 日和(2) 佐々木 陽菜乃(1) 荒井 一葉(1) 荒井 悠花(2) 小田 唯夏(2)
樋口 碧(2) 櫻庭 遥(2) 小島 ひより(2) 高野 梨里愛(2) 金子 紗菜(2) 田中 陽頼(2) 小林 愛生(2) 平林 悠香(2)
瀧澤 ラル(1) 久保 杏果(1) 西山 帆乃夏(2) 小松 唯夏(2) 滝本 莉心(2) 碓井 真城(1) 宮澤 ほのか(2) 市川 和花(1)

 8/28 山口 莉央(2) 15.00 寺平 祈愛(2) 15.13 櫻庭 遥(2) 17.19 小山 葵(2) 17.81 宮下 華和(3) 18.27 山本 佳里奈(2) 19.38 傳田 綾美(2) 19.45 小林 夏央(2) 19.85
100mH(0.762-8.0m) 裾花中 木祖中 長野東部中 七二会中 東北中 広徳中 飯山城南中 飯山城南中

 8/28 小森 玲那(3) 1.45 小林 日和(2) 1.45 久保 結花(2) 篠ﾉ井東中 1.35 中村 璃那(1) 1.20 石田 結香(2) 1.20 福田 梨乃(1) 1.20 西村 六花(2) 1.15
走高跳 高社中 広徳中 東野 愛生(2) 広徳中 櫻ヶ岡中 市立長野中 犀陵中 更北中

 8/28 春日 結伊(2) 1.90
棒高跳 更北中

 8/28 金子 亜瑠(3) 5.47(+4.7) 能瀬 澄麗(3) 4.94(+4.6) 吾妻 恭佳(3) 4.76(+2.9) 大熊 杏美(2) 4.63(+2.5) 金子 由芽(2) 4.37(+3.4) 山嵜 彩加(2) 4.31(+5.0) 北島 麻理(2) 4.19(+2.2) 柴 心優(2) 4.18(+5.0)
走幅跳 坂城中 東北中 坂城中 坂城中 広徳中 南宮中 長野東部中 市立長野中

 8/28 大森 玲花(2) 10.93(+2.6) 大井 日陽(3) 10.48(+3.0)
三段跳 軽井沢A&AC 堀金中

 8/28 松林 彩(1) 13.43 青木 優依(1) 8.73 熊代 愛紗陽(3) 8.23 浦野 あずみ(2) 7.92 竹腰 優依(3) 7.86 大野 うらら(2) 6.97 山口 小花紅(2) 5.35 田近 紫野(1) 5.25
砲丸投(2.721kg) 長野東高 七二会中 高社中 南宮中 長野東部中 広徳中 広徳中 広徳中

 8/28 豊田 みく(2) 11.58
円盤投(1.000kg) 高社中

 8/28 日達 美心(3) 38.96 松原 愛実(3) 34.10 荒井 美海(3) 29.28 掛川 あかり(2) 28.58 佐藤 心梛(2) 16.17 土屋 彩希(1) 15.64 上林 友唯(1) 10.40
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 原中 櫻ヶ岡中 東北中 市立長野中 飯山城南中 市立長野中 相森中



決勝 8月28日 12:50

長野県中学記録(CR)  11.98 寺平 祈愛  木祖  2021/07/03 

[ 1組] 風速 +3.7 [ 2組] 風速 +2.5

 1 三井 あかり(1)  16.92  1 江頭 杏菜(1)  15.30 
ﾐﾂｲ ｱｶﾘ 更北中 ｴｶﾞｼﾗ ｱﾝﾅ 東北中

 2 小林 愛奈(1)  17.17  2 羽田 莉々明(1)  15.35 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾅ 広徳中 ﾊﾈﾀﾞ ﾘﾘｱ 東北中

 3 田中 陽菜(2)  17.22 大月 咲奈(1)
ﾀﾅｶ ﾋﾅ 櫻ヶ岡中 ｵｵﾂｷ ｻﾅ 飯山城北中

 4 花岡 見有(1)  17.26 大久保 咲月(1)
ﾊﾅｵｶ ﾐｳ 飯山城南中 ｵｵｸﾎﾞ ｻﾂｷ 川中島中

 5 坪井 ウイニー(1)  17.60 橋詰 結月(1)
ﾂﾎﾞｲ ｳｲﾆｰ 飯山城南中 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕﾂﾞｷ 篠ノ井西中
岩倉 璃奈(1) 緑川 実玖(1)
ｲﾜｸﾗ ﾘﾅ 川中島中 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾐｸ 市立長野中
篠原 珠々(1) 永山 更紗(1)
ｼﾉﾊﾗ ｼﾞｭｼﾞｭ 墨坂中 ﾅｶﾞﾔﾏ ｻﾗｻ 川中島中
本山 明(1) 野沢 真央(1)
ﾓﾄﾔﾏ ﾒｲ 川中島中 ﾉｻﾞﾜ ﾏｵ 篠ノ井西中
永田 柚季(1) 西島 柚葵(1)
ﾅｶﾞﾀ ﾕｽﾞｷ 墨坂中 ﾆｼｼﾞﾏ ﾕﾂﾞｷ 墨坂中

[ 3組] 風速 +1.5 [ 4組] 風速 +3.8

 1 若月 掬乃(1)  14.77  1 水口 ともあ(1)  14.68 
ﾜｶﾂｷ ｷｸﾉ 東北中 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾄﾓｱ 東北中

 2 曽木 咲恵(1)  15.21  2 木内 心暖(1)  15.15 
ｿｷﾞ ｻｴ 広徳中 ｷｳﾁ ｺｺﾉ 更北中

 3 前澤 希心(1)  15.50  3 原田 帆乃果(1)  16.46 
ﾏｴｻﾞﾜ ｷｺ 飯山城北中 ﾊﾗﾀﾞ ﾎﾉｶ 相森中

 4 渡邉 姫夏(1)  15.56 青木 なつみ(1)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾒｶ 飯山城北中 ｱｵｷ ﾅﾂﾐ 川中島中

 5 髙橋 咲妃(1)  15.76 山嵜 夏鈴(1)
ﾀｶﾊｼ ｻｷ 信大附属長野中 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾘﾝ 若穂中

 6 鈴木 凛(1)  15.95 横山 琴美(1)
ｽｽﾞｷ ﾘﾝ 長野東部中 ﾖｺﾔﾏ ｺﾄﾐ 高社中

 7 高野 由乃(1)  16.58 野本 朱希(1)
ﾀｶﾉ ﾕﾉ 相森中 ﾉﾓﾄ ｱｶﾈ 川中島中
倉科 美邑(1) 丸山 愛日(2)
ｸﾗｼﾅ ﾐﾕ 柳町中 ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾅｶ 飯山城北中
大久保 侑愛(1)
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｱ 川中島中

[ 5組] 風速 +1.4 [ 6組] 風速 +2.2

 1 内山 結菜(1)  14.85  1 田中 星乃(1)  15.09 
ｳﾁﾔﾏ ﾕｳﾅ 広徳中 ﾀﾅｶ ﾎﾉ 飯綱中

 2 山田 ののか(1)  15.23  2 松田 あいか(1)  15.18 
ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾉｶ 更北中 ﾏﾂﾀﾞ ｱｲｶ 櫻ヶ岡中

 3 東海林 結葵(1)  15.39  3 原田 未羽(1)  15.40 
ｼｮｳｼﾞ ﾕｱ 更北中 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｳ 若穂中

 4 原 和香奈(1)  15.41 大久保晴奈(2)
ﾊﾗ ﾜｶﾅ 櫻ヶ岡中 ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾙﾅ 墨坂中

 5 川並 木乃葉(1)  15.96 宮島 優衣奈(1)
ｶﾜﾅﾐ ｷﾉﾊ 相森中 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｲﾅ 川中島中
森下 はな(1) 小山 燦(2)
ﾓﾘｼﾀ ﾊﾅ 南宮中 ｺﾔﾏ ｱｷ 山ﾉ内中
荒井 夏美(1) 内山 佳恵子(2)
ｱﾗｲ ﾅﾂﾐ 川中島中 ｳﾁﾔﾏ ｹｴｺ 篠ノ井西中
松田 結良(2) 細川 友梨香(1)
ﾏﾂﾀﾞ ﾕﾗ 山ﾉ内中 ﾎｿｶﾜ ﾕﾘｶ 川中島中
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[ 7組] 風速 +3.1 [ 8組] 風速 +4.0

 1 伊藤 夢望(1)     14.56  1 碓井 真城(1)     14.17 
ｲﾄｳ ﾕﾒﾉ 更北中 ｳｽｲ ﾏｼﾛ 犀陵中

 2 今井 優佳(2)     15.11  2 田中 杏樹(2)     14.37 
ｲﾏｲ ﾕｳｶ 櫻ヶ岡中 ﾀﾅｶ ｱﾝｼﾞｭ 櫻ヶ岡中

 3 酒井 萌愛(1)     15.13  3 横山 さくら(2)     14.65 
ｻｶｲ ﾓｱ 篠ﾉ井東中 ﾖｺﾔﾏ ｻｸﾗ 更北中

 4 市川 結理(1)     15.66  4 石田 花奏(1)     14.77 
ｲﾁｶﾜ ﾕﾘ 高社中 ｲｼﾀﾞ ｶﾅﾃﾞ 飯山城南中

 5 鈴木 麻里子(2)     16.40  5 佐々木 夢乃(2)     14.85 
ｽｽﾞｷ ﾏﾘｺ 相森中 ｻｻｷ ﾕﾒﾉ 長野北部中

  富井 美森(1)       6 岡本 爽楽(1)     15.09 
ﾄﾐｲ ﾐﾓﾘ 野沢温泉中 ｵｶﾓﾄ ｿﾗ 飯山城南中

  千村 桃子(2)       7 吉田 佳世(2)     15.45 
ﾁﾑﾗ ﾓﾓｺ 長野北部中 ﾖｼﾀﾞ ｶﾖ 櫻ヶ岡中

  後藤 愛結(2)       8 德竹 佑香(1)     15.60 
ｺﾞﾄｳ ｱﾕ 相森中 ﾄｸﾀｹ ﾕｳｶ 長野東部中

[ 9組] 風速 +4.0 [ 10組] 風速 +2.9

 1 滝本 莉心(2)     14.41  1 小池 友里奈(1)     14.43 
ﾀｷﾓﾄ ﾘｺ 長野北部中 ｺｲｹ ﾕﾘﾅ 長野東部中

 2 田中 陽頼(2)     14.51  2 西山 帆乃夏(2)     14.72 
ﾀﾅｶ ﾋﾖﾘ 犀陵中 ﾆｼﾔﾏ ﾎﾉｶ 飯山城南中

 3 佐藤 美幸(2)     14.69  3 荒井 一葉(1)     14.75 
ｻﾄｳ ﾐﾕｷ 東北中 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾊ 犀陵中

 4 土屋 茉央(1)     14.93  4 吉池 穂乃香(2)     14.78 
ﾂﾁﾔ ﾏｵ 高社中 ﾖｼｲｹ ﾎﾉｶ 更北中

 5 吉田 空夏(1)     15.10  5 小林 咲月(3)     14.97 
ﾖｼﾀﾞ ｿﾅ 更北中 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾂｷ 東北中

 6 栗田 夕葵(2)     15.25  6 市川 和花(1)     15.14 
ｸﾘﾀ ﾕｽﾞｷ 常盤中 ｲﾁｶﾜ ｱｲｶ 篠ﾉ井東中

 7 中牧 瀬奈(2)     18.01  7 荻原 綾美(2)     16.06 
ﾅｶﾏｷ ｾﾅ 広徳中 ｵｷﾞﾜﾗ ｱﾔﾐ 高社中

  村井 咲英(2)        神田 幸奈(2)      
ﾑﾗｲ  ｻｴ 三陽中 ｶﾝﾀﾞ ﾕｷﾅ 柳町中

[ 11組] 風速 +4.1 [ 12組] 風速 +2.5

 1 工藤 ささら(2)     14.25  1 樋口 碧(2)     13.58 
ｸﾄﾞｳ ｻｻﾗ 高社中 ﾋｸﾞﾁ ｱｵｲ 坂城中

 2 天利 祐華(1)     14.29  2 西澤 夏凛(2)     13.78 
ｱﾏﾘ ﾕｳｶ 市立長野中 ﾆｼｻﾞﾜ ｶﾘﾝ 常盤中

 3 久保 杏果(1)     14.48  3 小林 嘩歩(2)     14.21 
ｸﾎﾞ ｷｮｳｶ 長野東部中 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾎ 坂城中

 4 山﨑 凜奏(1)     14.54  4 武田 実久(2)     14.34 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾐｶ 高社中 ﾀｹﾀﾞ ﾐｸ 高社中

 5 梶川 伊織(1)     14.57  5 小田 唯夏(2)     14.49 
ｶｼﾞｶﾜ ｲｵﾘ 裾花中 ｵﾀﾞ ﾕｲﾅ 篠ﾉ井東中

  鬼熊 蒼空(2)       6 山本 亜妃(2)     14.53 
ｵﾆｸﾏ ｿﾗ 中野平中 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷ 高社中

  山岸 果愛(2)        小林 つき乃(2)      
ﾔﾏｷﾞｼ ｶﾅ 篠ノ井西中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂｷﾉ 広徳中

  梶原 梨里圭(2)        西沢 桜(1)      
ｶｼﾞﾜﾗ ﾘﾘｶ 川中島中 ﾆｼｻﾞﾜ ｻｸﾗ 柳町中

[ 13組] 風速 +1.8

 1 宮川 瑠彩(3)     12.62 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾙｲ 長野東部中

 2 山岸 音葉(3)     12.70 
ﾔﾏｷﾞｼ ｵﾄﾊ 篠ﾉ井東中

 3 竹田 萌ノ花(2)     13.01 
ﾀｹﾀﾞ ﾎﾉｶ 長野東部中

 4 佐々木 陽菜乃(1)     13.87 
ｻｻｷ ﾋﾅﾉ 長野北部中

 5 川崎 莉愛(2)     13.98 
ｶﾜｻｷ ﾘｱ 長野東部中

  上平 真麻(2)      
ｳﾜﾀﾞｲﾗ ﾏｵ 川中島中

  長谷部 千恵(3)      
ﾊｾﾍﾞ ﾁｴ 柳町中

  木村 望美(2)      
ｷﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 川中島中
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   1 宮川 瑠彩(3) 長野東部中     12.62 (+1.8)  13   1
   2 山岸 音葉(3) 篠ﾉ井東中     12.70 (+1.8)  13   2
   3 竹田 萌ノ花(2) 長野東部中     13.01 (+1.8)  13   3
   4 樋口 碧(2) 坂城中     13.58 (+2.5)  12   1
   5 西澤 夏凛(2) 常盤中     13.78 (+2.5)  12   2
   6 佐々木 陽菜乃(1) 長野北部中     13.87 (+1.8)  13   4
   7 川崎 莉愛(2) 長野東部中     13.98 (+1.8)  13   5
   8 碓井 真城(1) 犀陵中     14.17 (+4.0)   8   1
   9 小林 嘩歩(2) 坂城中     14.21 (+2.5)  12   3
  10 工藤 ささら(2) 高社中     14.25 (+4.1)  11   1
  11 天利 祐華(1) 市立長野中     14.29 (+4.1)  11   2
  12 武田 実久(2) 高社中     14.34 (+2.5)  12   4
  13 田中 杏樹(2) 櫻ヶ岡中     14.37 (+4.0)   8   2
  14 滝本 莉心(2) 長野北部中     14.41 (+4.0)   9   1
  15 小池 友里奈(1) 長野東部中     14.43 (+2.9)  10   1
  16 久保 杏果(1) 長野東部中     14.48 (+4.1)  11   3
  17 小田 唯夏(2) 篠ﾉ井東中     14.49 (+2.5)  12   5
  18 田中 陽頼(2) 犀陵中     14.51 (+4.0)   9   2
  19 山本 亜妃(2) 高社中     14.53 (+2.5)  12   6
  20 山﨑 凜奏(1) 高社中     14.54 (+4.1)  11   4
  21 伊藤 夢望(1) 更北中     14.56 (+3.1)   7   1
  22 梶川 伊織(1) 裾花中     14.57 (+4.1)  11   5
  23 横山 さくら(2) 更北中     14.65 (+4.0)   8   3
  24 水口 ともあ(1) 東北中     14.68 (+3.8)   4   1
  25 佐藤 美幸(2) 東北中     14.69 (+4.0)   9   3
  26 西山 帆乃夏(2) 飯山城南中     14.72 (+2.9)  10   2
  27 荒井 一葉(1) 犀陵中     14.75 (+2.9)  10   3
  28 若月 掬乃(1) 東北中     14.77 (+1.5)   3   1
  28 石田 花奏(1) 飯山城南中     14.77 (+4.0)   8   4
  30 吉池 穂乃香(2) 更北中     14.78 (+2.9)  10   4
  31 内山 結菜(1) 広徳中     14.85 (+1.4)   5   1
  31 佐々木 夢乃(2) 長野北部中     14.85 (+4.0)   8   5
  33 土屋 茉央(1) 高社中     14.93 (+4.0)   9   4
  34 小林 咲月(3) 東北中     14.97 (+2.9)  10   5
  35 田中 星乃(1) 飯綱中     15.09 (+2.2)   6   1
  35 岡本 爽楽(1) 飯山城南中     15.09 (+4.0)   8   6
  37 吉田 空夏(1) 更北中     15.10 (+4.0)   9   5
  38 今井 優佳(2) 櫻ヶ岡中     15.11 (+3.1)   7   2
  39 酒井 萌愛(1) 篠ﾉ井東中     15.13 (+3.1)   7   3
  40 市川 和花(1) 篠ﾉ井東中     15.14 (+2.9)  10   6
  41 木内 心暖(1) 更北中     15.15 (+3.8)   4   2
  42 松田 あいか(1) 櫻ヶ岡中     15.18 (+2.2)   6   2
  43 曽木 咲恵(1) 広徳中     15.21 (+1.5)   3   2
  44 山田 ののか(1) 更北中     15.23 (+1.4)   5   2
  45 栗田 夕葵(2) 常盤中     15.25 (+4.0)   9   6
  46 江頭 杏菜(1) 東北中     15.30 (+2.5)   2   1
  47 羽田 莉々明(1) 東北中     15.35 (+2.5)   2   2
  48 東海林 結葵(1) 更北中     15.39 (+1.4)   5   3
  49 原田 未羽(1) 若穂中     15.40 (+2.2)   6   3
  50 原 和香奈(1) 櫻ヶ岡中     15.41 (+1.4)   5   4
  51 吉田 佳世(2) 櫻ヶ岡中     15.45 (+4.0)   8   7
  52 前澤 希心(1) 飯山城北中     15.50 (+1.5)   3   3
  53 渡邉 姫夏(1) 飯山城北中     15.56 (+1.5)   3   4
  54 德竹 佑香(1) 長野東部中     15.60 (+4.0)   8   8
  55 市川 結理(1) 高社中     15.66 (+3.1)   7   4
  56 髙橋 咲妃(1) 信大附属長野中     15.76 (+1.5)   3   5
  57 鈴木 凛(1) 長野東部中     15.95 (+1.5)   3   6
  58 川並 木乃葉(1) 相森中     15.96 (+1.4)   5   5
  59 荻原 綾美(2) 高社中     16.06 (+2.9)  10   7
  60 鈴木 麻里子(2) 相森中     16.40 (+3.1)   7   5
  61 原田 帆乃果(1) 相森中     16.46 (+3.8)   4   3
  62 高野 由乃(1) 相森中     16.58 (+1.5)   3   7
  63 三井 あかり(1) 更北中     16.92 (+3.7)   1   1
  64 小林 愛奈(1) 広徳中     17.17 (+3.7)   1   2
  65 田中 陽菜(2) 櫻ヶ岡中     17.22 (+3.7)   1   3
  66 花岡 見有(1) 飯山城南中     17.26 (+3.7)   1   4
  67 坪井 ウイニー(1) 飯山城南中     17.60 (+3.7)   1   5
  68 中牧 瀬奈(2) 広徳中     18.01 (+4.0)   9   7
    岩倉 璃奈(1) 川中島中          (+3.7)DNS   1    
    篠原 珠々(1) 墨坂中          (+3.7)DNS   1    
    本山 明(1) 川中島中          (+3.7)DNS   1    
    永田 柚季(1) 墨坂中          (+3.7)DNS   1    
    大月 咲奈(1) 飯山城北中          (+2.5)DNS   2    
    大久保 咲月(1) 川中島中          (+2.5)DNS   2    
    橋詰 結月(1) 篠ノ井西中          (+2.5)DNS   2    
    緑川 実玖(1) 市立長野中          (+2.5)DNS   2    
    永山 更紗(1) 川中島中          (+2.5)DNS   2     5944
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野沢 真央(1) 篠ノ井西中  (+2.5)DNS  2
西島 柚葵(1) 墨坂中  (+2.5)DNS  2
倉科 美邑(1) 柳町中  (+1.5)DNS  3
大久保 侑愛(1) 川中島中  (+1.5)DNS  3
青木 なつみ(1) 川中島中  (+3.8)DNS  4
山嵜 夏鈴(1) 若穂中  (+3.8)DNS  4
横山 琴美(1) 高社中  (+3.8)DNS  4
野本 朱希(1) 川中島中  (+3.8)DNS  4
丸山 愛日(2) 飯山城北中  (+3.8)DNS  4
森下 はな(1) 南宮中  (+1.4)DNS  5
荒井 夏美(1) 川中島中  (+1.4)DNS  5
松田 結良(2) 山ﾉ内中  (+1.4)DNS  5
大久保晴奈(2) 墨坂中  (+2.2)DNS  6
宮島 優衣奈(1) 川中島中  (+2.2)DNS  6
小山 燦(2) 山ﾉ内中  (+2.2)DNS  6
内山 佳恵子(2) 篠ノ井西中  (+2.2)DNS  6
細川 友梨香(1) 川中島中  (+2.2)DNS  6
富井 美森(1) 野沢温泉中  (+3.1)DNS  7
千村 桃子(2) 長野北部中  (+3.1)DNS  7
後藤 愛結(2) 相森中  (+3.1)DNS  7
村井 咲英(2) 三陽中  (+4.0)DNS  9
神田 幸奈(2) 柳町中  (+2.9)DNS  10
鬼熊 蒼空(2) 中野平中  (+4.1)DNS  11
山岸 果愛(2) 篠ノ井西中  (+4.1)DNS  11
梶原 梨里圭(2) 川中島中  (+4.1)DNS  11
小林 つき乃(2) 広徳中  (+2.5)DNS  12
西沢 桜(1) 柳町中  (+2.5)DNS  12
上平 真麻(2) 川中島中  (+1.8)DNS  13
長谷部 千恵(3) 柳町中  (+1.8)DNS  13
木村 望美(2) 川中島中  (+1.8)DNS  13

決勝 8月28日 14:05

長野県中学記録(CR) 

風速 +4.1

 1 中村 夏鈴(3)  18.84 
ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ 旭ヶ丘中

 2 大熊 杏美(2)  18.87 
ｵｵｸﾏ ｱﾐ 坂城中

 3 宮川 瑠彩(3)  19.12 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾙｲ 長野東部中

 4 竹田 萌ノ花(2)  19.56 
ﾀｹﾀﾞ ﾎﾉｶ 長野東部中

 5 矢島 柚那(2)  19.57 
ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ 長峰中

 6 山岸 音葉(3)  19.86 
ﾔﾏｷﾞｼ ｵﾄﾊ 篠ﾉ井東中

 7 山本 萌華(2)  20.00 
ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ 飯山城南中
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決勝 8月28日  9:45

長野県高校記録(KR)              24.44 深澤 あまね                  佐久長聖         2020/08/29  
長野県中学記録(CR)              24.88 北澤 栞                      三郷             2016/10/16  

[ 1組] 風速 +1.3 [ 2組] 風速 -0.4

 1 斉藤 奏(2)     30.48  1 福田 笑未(1)     25.91 
ｻｲﾄｳ ｶﾅ 更北中 ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ 東海大諏訪高

 2 戸田 ももか(1)     30.57  2 山本 萌華(2)     27.48 
ﾄﾀﾞ ﾓﾓｶ 若穂中 ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ 飯山城南中

 3 金子 紗菜(2)     31.65  3 宮澤 ほのか(2)     29.34 
ｶﾈｺ ｻﾅ 長野北部中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 東北中

 4 平林 悠香(2)     31.78  4 川口 葵(3)     29.81 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 篠ﾉ井東中 ｶﾜｸﾞﾁ ｱｵｲ 東北中

  青木 野乃花(2)       5 小松 唯夏(2)     29.87 
ｱｵｷ ﾉﾉｶ 更北中 ｺﾏﾂ ﾕﾅ 広徳中

  佐藤 愛莉(1)       6 中西 寛菜(2)     29.93 
ｻﾄｳ ｱｲﾘ 中野平中 ﾅｶﾆｼ ｶﾝﾅ 櫻ヶ岡中

  竹重 美鈴(2)       7 高野 梨里愛(2)     30.06 
ﾀｹｼｹﾞ ﾐｽｽﾞ 柳町中 ﾀｶﾉ ﾘﾘｱ 広徳中

  山岸 莉々菜(2)       8 長谷部 澪(2)     31.93 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾘﾘﾅ 柳町中 ﾊｾﾍﾞ ﾐｵ 更北中

  金子 陽向(1)        芝田 晴花(2)      
ｶﾈｺ ﾋﾅﾀ 柳町中 ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙｶ 川中島中

   1 福田 笑未(1) 東海大諏訪高     25.91 (-0.4)   2   1
   2 山本 萌華(2) 飯山城南中     27.48 (-0.4)   2   2
   3 宮澤 ほのか(2) 東北中     29.34 (-0.4)   2   3
   4 川口 葵(3) 東北中     29.81 (-0.4)   2   4
   5 小松 唯夏(2) 広徳中     29.87 (-0.4)   2   5
   6 中西 寛菜(2) 櫻ヶ岡中     29.93 (-0.4)   2   6
   7 高野 梨里愛(2) 広徳中     30.06 (-0.4)   2   7
   8 斉藤 奏(2) 更北中     30.48 (+1.3)   1   1
   9 戸田 ももか(1) 若穂中     30.57 (+1.3)   1   2
  10 金子 紗菜(2) 長野北部中     31.65 (+1.3)   1   3
  11 平林 悠香(2) 篠ﾉ井東中     31.78 (+1.3)   1   4
  12 長谷部 澪(2) 更北中     31.93 (-0.4)   2   8
    青木 野乃花(2) 更北中          (+1.3)DNS   1    
    佐藤 愛莉(1) 中野平中          (+1.3)DNS   1    
    竹重 美鈴(2) 柳町中          (+1.3)DNS   1    
    山岸 莉々菜(2) 柳町中          (+1.3)DNS   1    
    金子 陽向(1) 柳町中          (+1.3)DNS   1    
    芝田 晴花(2) 川中島中          (-0.4)DNS   2    

決勝 8月28日 14:20

長野県高校記録(KR)              39.64 深澤 あまね                  佐久長聖         2019/09/01  

 1 三澤 百佳(2)     40.43 
ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ 東海大諏訪高

 2 宮澤 けい(1)     40.65 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ 市立長野高

 3 牧内 愛実(2)     41.58 
ﾏｷｳﾁ ｱﾐ 市立長野高

  福田 笑未(1)      
ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ 東海大諏訪高

 5927
 5664
 5839
 6032
 5945
 5123

DNS

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

 6035

記録（風） 備考 組 順位
   26
 5331
 8712
 5623
 6044
 5437
 6048

7  5393 9  6032
DNS

9  5400 2  5948

2  5123 7  5437
DNS

5  5388 8  6048

3  5839 6  5623

1  5945 4  6044

所属名 記録／備考

4  5927 5  5331

共通女子

200m

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

300m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

共通女子

6  6035 1    26

8  5664 3  8712

DNS

DNS

DNS

 5388
 5393
 5400
 5948

DNS

7   914

6    26

4    36

5   918



決勝 8月28日 10:00

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

[ 1組] [ 2組]

 1 小林 愛生(2)  3:00.23  1 和田 葵衣(1)  2:50.92 
ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾂﾊ 東北中 ﾜﾀﾞ ｱｵｲ 三陽中

 2 塘 奈々子(2)  3:04.92  2 長田 彩七(1)  2:53.18 
ﾂﾂﾐ ﾅﾅｺ 長野北部中 ｵｻﾀﾞ ｱﾔﾅ 三陽中

 3 星野 早月(2)  3:14.14  3 宮ヶ丁 葵(2)  3:00.73 
ﾎｼﾉ ｻﾂｷ 飯山城北中 ﾐﾔｶﾞﾁｮｳ ｱｵｲ 信大附属長野中

 4 日比野 菜乃花(1)  3:14.87  4 祢津 美成(1)  3:20.09 
ﾋﾋﾞﾉ ﾅﾉﾊ 犀陵中 ﾈﾂ ﾐﾅﾘ 三陽中

 5 関 心音(1)  3:20.10 佐藤 綺羅(2)
ｾｷ ｺｺﾈ 信大附属長野中 ｻﾄｳ ｷﾗ 山ﾉ内中
春原 彩(1) 菅沼 優名(1)
ｽﾉﾊﾗ ｻｴ 中野平中 ｽｶﾞﾇﾏ ﾕｳﾅ 柳町中
大杉 真穂(1) 清水 麻央(2)
ｵｵｽｷﾞ ﾏﾎ 犀陵中 ｼﾐｽﾞ ﾏｵ 山ﾉ内中
山野井 椿(2) 松村 さくら(2)
ﾔﾏﾉｲ ﾂﾊﾞｷ 柳町中 ﾏﾂﾑﾗ ｻｸﾗ 長野北部中
長針 結奈(2)
ﾅｶﾞﾊﾘ ﾕﾅ 中野平中

[ 3組] [ 4組]

 1 野嵜 愛(2)  2:32.82  1 相場 奈都(3)  2:30.61 
ﾉｻﾞｷ ｱｲ 飯山城南中 ｱｲﾊﾞ ﾅﾂ 信大附属長野中

 2 水津 そよ夏(2)  2:42.10  2 三井 結友(2)  2:36.63 
ｽｲﾂﾞ ｿﾖｶ 広徳中 ﾐﾂｲ  ﾕｳ 三陽中

 3 岡 小凜(2)  2:42.79  3 矢澤 茉歩(2)  2:40.32 
ｵｶ ｺﾘﾝ 相森中 ﾔｻﾞﾜ ﾏﾎ 長野東部中

 4 瀧澤 ラル(1)  2:51.77  4 矢島 彩夏(3)  2:44.62 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾗﾙ 坂城中 ﾔｼﾞﾏ ｱﾔｶ 東北中

 5 須藤 優奈(2)  2:56.29 長井 梨華(1)
ｽﾄﾞｳ ﾕﾅ 飯山城南中 ﾅｶﾞｲ ﾘｶ 墨坂中
綿貫 伶奈(3) 堀 瑠莉愛(2)
ﾜﾀﾇｷ ﾚｲﾅ 高社中 ﾎﾘ ﾙﾘｱ 広徳中
阿部 結奈(1) 宮下 未来(2)
ｱﾍﾞ ﾕｲﾅ 木島平中 ﾐﾔｼﾀ ﾐｸﾙ 柳町中
小林 鈴歩(2) 西澤 琴音(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞﾎ 木島平中 ﾆｼｻﾞﾜ ｺﾄﾈ 若穂中

 1 相場 奈都(3) 信大附属長野中  2:30.61  4  1
 2 野嵜 愛(2) 飯山城南中  2:32.82  3  1
 3 三井 結友(2) 三陽中  2:36.63  4  2
 4 矢澤 茉歩(2) 長野東部中  2:40.32  4  3
 5 水津 そよ夏(2) 広徳中  2:42.10  3  2
 6 岡 小凜(2) 相森中  2:42.79  3  3
 7 矢島 彩夏(3) 東北中  2:44.62  4  4
 8 和田 葵衣(1) 三陽中  2:50.92  2  1
 9 瀧澤 ラル(1) 坂城中  2:51.77  3  4

 10 長田 彩七(1) 三陽中  2:53.18  2  2
 11 須藤 優奈(2) 飯山城南中  2:56.29  3  5
 12 小林 愛生(2) 東北中  3:00.23  1  1
 13 宮ヶ丁 葵(2) 信大附属長野中  3:00.73  2  3
 14 塘 奈々子(2) 長野北部中  3:04.92  1  2
 15 星野 早月(2) 飯山城北中  3:14.14  1  3
 16 日比野 菜乃花(1) 犀陵中  3:14.87  1  4
 17 祢津 美成(1) 三陽中  3:20.09  2  4
 18 関 心音(1) 信大附属長野中  3:20.10  1  5

春原 彩(1) 中野平中 DNS  1
大杉 真穂(1) 犀陵中 DNS  1
山野井 椿(2) 柳町中 DNS  1
長針 結奈(2) 中野平中 DNS  1
佐藤 綺羅(2) 山ﾉ内中 DNS  2
菅沼 優名(1) 柳町中 DNS  2
清水 麻央(2) 山ﾉ内中 DNS  2
松村 さくら(2) 長野北部中 DNS  2
綿貫 伶奈(3) 高社中 DNS  3
阿部 結奈(1) 木島平中 DNS  3
小林 鈴歩(2) 木島平中 DNS  3
長井 梨華(1) 墨坂中 DNS  4
堀 瑠莉愛(2) 広徳中 DNS  4
宮下 未来(2) 柳町中 DNS  4
西澤 琴音(2) 若穂中 DNS  4

 5045
 4932
 6045
 5389
 5922

 5014
 5403
 5015
 5670
 5176
 5037

 5566
 6191
 5125
 5773
 5391
 5121

 5328
 8715
 6157
 5669
 5356
 5771

 6056
 4905
 5643
 5565
 4744
 5567

組 順位
 6177
 5335
 5570
 5479

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

9  5045 9  5922
DNS DNS

6  5037 6  5389
DNS DNS

4  5176 3  6045
DNS DNS

2  5328 2  4932
DNS

7  4744 8  5643

8  4905 4  5479

3  6056 7  5570

記録／備考
5  5335 5  6177

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

DNS DNS
7  5121

DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

DNS DNS
4  5391 8  5670

DNS DNS
3  5773 6  5015

DNS
2  5125 5  5403

1  6191 2  5014

9  5771 9  5566

8  5356 4  6157

5  5669 3  5567

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  8715 7  5565

共通女子

800m
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決勝 8月28日 15:00

長野県中学記録(CR)            4:28.36 和田 有菜                    川中島           2013/08/22  

[ 1組] [ 2組]

 1 宮澤 遥香(3)   5:55.30  1 武田 悠華(3)   4:58.29 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 東北中 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｶ 川中島中

 2 井口 愛爽(1)   6:02.52  2 若林 咲和(2)   4:59.66 
ｲｸﾞﾁ ﾏﾅｶ 篠ﾉ井東中 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾜ 川中島中

 3 土屋 瑚乃(1)   6:05.32  3 德永 ゆめ(2)   5:05.14 
ﾂﾁﾔ ｺｲﾉ 高社中 ﾄｸﾅｶﾞ ﾕﾒ 川中島中

 4 宮野尾 千咲(1)   6:18.35  4 淺川 美月(3)   5:17.68 
ﾐﾔﾉｵ ﾁｻｷ 広徳中 ｱｻｶﾜ ﾐﾂﾞｷ 川中島中

 5 宮田 ひかり(2)   6:22.21  5 木田 愛梨(2)   5:17.86 
ﾐﾔﾀ ﾋｶﾘ 長野東部中 ｷﾀﾞ ｱｲﾘ 川中島中

 6 飯島 そら(1)   6:52.09  6 宮下 紫乃(2)   5:33.82 
ｲｲｼﾞﾏ ｿﾗ 東北中 ﾐﾔｼﾀ ｼﾉ 信大附属長野中

  前島 澄宇(1)       7 河島 美凪(2)   6:05.24 
ﾏｴｼﾞﾏ ｽｳ 柳町中 ｶﾜｼﾏ ﾐﾅｷﾞ 川中島中

  川村 美沙都(1)        和田 亜依(1)      
ｶﾜﾑﾗ ﾐｻﾄ 野沢温泉中 ﾜﾀﾞ ｱｲ 木島平中

  森田 ゆい(1)        矢島 那優(2)      
ﾓﾘﾀ ﾕｲ 柳町中 ﾔｼﾞﾏ ﾅﾕ 川中島中

  碓井 茜(2)        柄澤 ゆう(2)      
ｳｽｲ ｱｶﾈ 川中島中 ｶﾗｻﾜ ﾕｳ 長野北部中

  宮越 裕合花(2)        竹内 美里(1)      
ﾐﾔｺｼ ﾕﾘｶ 柳町中 ﾀｹｳﾁ ﾐｻﾄ 木島平中

  田中 奈都(2)        小林 千鶴(2)      
ﾀﾅｶ ﾅﾂ 広徳中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾂﾞﾙ 川中島中

  宮澤 咲良(2)        山﨑 凛(3)      
ﾐﾔｻﾞﾜ ｻﾗ 広徳中 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾝ 木島平中

  高橋 寿々(2)        小島 ひより(2)      
ﾀｶﾊｼ ｽｽﾞ 櫻ヶ岡中 ｺｼﾞﾏ ﾋﾖﾘ 飯山城南中

   1 武田 悠華(3) 川中島中     4:58.29   2   1
   2 若林 咲和(2) 川中島中     4:59.66   2   2
   3 德永 ゆめ(2) 川中島中     5:05.14   2   3
   4 淺川 美月(3) 川中島中     5:17.68   2   4
   5 木田 愛梨(2) 川中島中     5:17.86   2   5
   6 宮下 紫乃(2) 信大附属長野中     5:33.82   2   6
   7 宮澤 遥香(3) 東北中     5:55.30   1   1
   8 井口 愛爽(1) 篠ﾉ井東中     6:02.52   1   2
   9 河島 美凪(2) 川中島中     6:05.24   2   7
  10 土屋 瑚乃(1) 高社中     6:05.32   1   3
  11 宮野尾 千咲(1) 広徳中     6:18.35   1   4
  12 宮田 ひかり(2) 長野東部中     6:22.21   1   5
  13 飯島 そら(1) 東北中     6:52.09   1   6
    前島 澄宇(1) 柳町中 DNS   1    
    川村 美沙都(1) 野沢温泉中 DNS   1    
    森田 ゆい(1) 柳町中 DNS   1    
    碓井 茜(2) 川中島中 DNS   1    
    宮越 裕合花(2) 柳町中 DNS   1    
    田中 奈都(2) 広徳中 DNS   1    
    宮澤 咲良(2) 広徳中 DNS   1    
    高橋 寿々(2) 櫻ヶ岡中 DNS   1    
    和田 亜依(1) 木島平中 DNS   2    
    矢島 那優(2) 川中島中 DNS   2    
    柄澤 ゆう(2) 長野北部中 DNS   2    
    竹内 美里(1) 木島平中 DNS   2    
    小林 千鶴(2) 川中島中 DNS   2    
    山﨑 凛(3) 木島平中 DNS   2    
    小島 ひより(2) 飯山城南中 DNS   2    

 5034
 5333

 5435
 5028
 5970
 5665
 5029
 5974

 5050
 5401
 5935
 5386
 6049
 8720

 5949
 5149
 6050
 5482
 5638
 5407

 5959
 5969
 5952
 6158
 5637
 8947

記録 備考 組 順位
 5943
 5965

DNS DNS

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

DNS DNS
14  5435 14  5333

DNS DNS
12  8720 12  5034

DNS DNS
9  6049 11  5974

DNS DNS
8  5386 6  5029

DNS DNS
7  5935 4  5665

DNS DNS
4  5401 3  5970

DNS
3  5050 2  5028

1  5407 7  5949

6  5638 9  6158

13  5482 13  5952

5  6050 1  5969

11  5149 5  5959

2  8947 10  5965

ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
10  5637 8  5943

共通女子
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決勝 8月28日 11:15

長野県高校記録(KR)              14.11 瀧澤 彩                      長野             2010/10/03  

風速

  土屋 ほのか(3)      
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 佐久長聖高

  大森 里香(2)      
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 佐久長聖高

決勝 8月28日 11:25

長野県中学記録(CR)              13.99 並木 彩華                    野沢             2021/07/18  

[ 1組] 風速 -1.2 [ 2組] 風速 +1.0

 1 山本 佳里奈(2)     19.38  1 小山 葵(2)     17.81 
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾘﾅ 広徳中 ｺﾔﾏ ｱｵｲ 七二会中

 2 石澤 萌桜(2)     20.35  2 傳田 綾美(2)     19.45 
ｲｼｻﾞﾜ ﾓｴｶ 飯山城南中 ﾃﾞﾝﾀﾞ ｱﾔﾐ 飯山城南中

 3 山崎 知優(1)     22.75  3 小林 夏央(2)     19.85 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾕ 飯山城南中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 飯山城南中

 4 多田 心音(1)     23.82   関 柊来(2)      
ﾀﾀﾞ ｺﾄﾈ 長野北部中 ｾｷ ﾋｲﾗ 長野北部中

 5 小川 朱里(1)     24.19   佐藤 可愛(2)      
ｵｶﾞﾜ ｱｶﾘ 長野東部中 ｻﾄｳ ｶｱｲ 山ﾉ内中

  佐藤 佑香(1)        佐藤 あいさ(3)      
ｻﾄｳ ﾕｶ 飯山城南中 ｻﾄｳ ｱｲｻ 山ﾉ内中

  本道 睦穂(2)        梨子田 茜(2)      
ﾎﾝﾄﾞｳ ｱﾂﾞﾎ 川中島中 ﾅｼﾀﾞ ｱｶﾈ 飯山城南中

  久米 心愛(2)        清水 寧々(1)      
ｸﾒ ｺﾉｱ 篠ノ井西中 ｼﾐｽﾞ ﾈﾈ 柳町中

  加藤 優陽(2)        武前 優夏(1)      
ｶﾄｳ ﾕｳﾋ 篠ノ井西中 ﾀｹﾏｴ ﾕｳｶ 柳町中

[ 3組] 風速 +0.0

 1 山口 莉央(2)     15.00   服部 玲乃(2)      
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 裾花中 ﾊｯﾄﾘ ﾚﾉ 飯山城北中

 2 寺平 祈愛(2)     15.13   北沢 妃菜之(1)      
ﾃﾗﾀﾞｲﾗ ｲﾉﾘ 木祖中 ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾅﾉ 柳町中

 3 櫻庭 遥(2)     17.19   岡田 萌(2)      
ｻｸﾗﾊﾞ ﾊﾙ 長野東部中 ｵｶﾀﾞ ﾓｴ 相森中

 4 宮下 華和(3)     18.27   松下 ひとみ(1)      
ﾐﾔｼﾀ ﾊﾅｶ 東北中 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾄﾐ 長野東部中

 5 久林 夏希(2)     20.47 
ｸﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 更北中

   1 山口 莉央(2) 裾花中     15.00 (+0.0)   3   1
   2 寺平 祈愛(2) 木祖中     15.13 (+0.0)   3   2
   3 櫻庭 遥(2) 長野東部中     17.19 (+0.0)   3   3
   4 小山 葵(2) 七二会中     17.81 (+1.0)   2   1
   5 宮下 華和(3) 東北中     18.27 (+0.0)   3   4
   6 山本 佳里奈(2) 広徳中     19.38 (-1.2)   1   1
   7 傳田 綾美(2) 飯山城南中     19.45 (+1.0)   2   2
   8 小林 夏央(2) 飯山城南中     19.85 (+1.0)   2   3
   9 石澤 萌桜(2) 飯山城南中     20.35 (-1.2)   1   2
  10 久林 夏希(2) 更北中     20.47 (+0.0)   3   5
  11 山崎 知優(1) 飯山城南中     22.75 (-1.2)   1   3
  12 多田 心音(1) 長野北部中     23.82 (-1.2)   1   4
  13 小川 朱里(1) 長野東部中     24.19 (-1.2)   1   5
    佐藤 佑香(1) 飯山城南中          (-1.2) DNS   1    
    本道 睦穂(2) 川中島中          (-1.2) DNS   1    
    久米 心愛(2) 篠ノ井西中          (-1.2) DNS   1    
    加藤 優陽(2) 篠ノ井西中          (-1.2) DNS   1    
    関 柊来(2) 長野北部中          (+1.0) DNS   2    
    佐藤 可愛(2) 山ﾉ内中          (+1.0) DNS   2    
    佐藤 あいさ(3) 山ﾉ内中          (+1.0) DNS   2    
    梨子田 茜(2) 飯山城南中          (+1.0) DNS   2    
    清水 寧々(1) 柳町中          (+1.0) DNS   2    
    武前 優夏(1) 柳町中          (+1.0) DNS   2    
    服部 玲乃(2) 飯山城北中          (+0.0) DNS   3    
    北沢 妃菜之(1) 柳町中          (+0.0) DNS   3    
    岡田 萌(2) 相森中          (+0.0) DNS   3    
    松下 ひとみ(1) 長野東部中          (+0.0) DNS   3    

 5406
 5404
 5357
 5402
 4906
 5492

 5861
 5866
 5671
 5017
 5011
 5323

 5982
 5297
 5698
 5486
 5293
 5933

 6071
 5639
 6047
 5334
 5322
 5332

備考 組 順位
 5766
 6261
 5484

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

9  5492
DNS

タイムレース

3  5402
DNS

8  4906
DNS

4  5982

2  5357
DNS

6  5484

7  5639

5  5766

1  6261

DNS DNS

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

DNS DNS
9  5866 8  5404

DNS DNS
6  5861 7  5406

DNS DNS
5  5933 6  5323

DNS
2  5293 5  5011

DNS
3  5486 3  5017

7  5698 1  5671

所属名 記録／備考
1  6047 4  6071

8  5297 2  5322

4  5332 9  5334

共通女子

100mH(0.762-8.0m)

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

DNS

共通女子

100mH(0.762-8.5m)

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  2253

DNS
5  1301



決勝 8月28日  9:10

長野県中学記録(CR)              48.17                              豊科北           2014/07/06  
                                      （湯本 珠実・臼井 美紅・齊藤 静花・木村 凌）

[ 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   8 篠ﾉ井東中  5829 久保 結花(2)     58.18  1   5 広徳中  6047 山本 佳里奈(2)     55.34 

ｼﾉﾉｲﾋｶﾞｼ ｸﾎﾞ ﾕｳｶ ｺｳﾄｸ ﾔﾏﾓﾄ ｶﾘﾅ
 5828 小田 唯夏(2)  6054 小林 日和(2)

ｵﾀﾞ ﾕｲﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ
 5839 平林 悠香(2)  6048 高野 梨里愛(2)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ ﾀｶﾉ ﾘﾘｱ
 8943 市川 和花(1)  6044 小松 唯夏(2)

ｲﾁｶﾜ ｱｲｶ ｺﾏﾂ ﾕﾅ
 2   7 信大附属長野中 6194 髙橋 咲妃(1)   1:01.60  2   8 犀陵中  5770 中原 歌乃(1)     56.70 

ｼﾝﾀﾞｲﾅｶﾞﾉ ﾀｶﾊｼ ｻｷ ｻｲﾘｮｳ ﾅｶﾊﾗ ｶﾉ
 6188 石川 瑞姫(1)  5809 荒井 一葉(1)

ｲｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ ｱﾗｲ ｶｽﾞﾊ
 6153 山口 恵吹(2)  5777 田中 陽頼(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾒﾌﾞｷ ﾀﾅｶ ﾋﾖﾘ
 6154 山﨑 百花(2)  5774 碓井 真城(1)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｶ ｳｽｲ ﾏｼﾛ
 3   6 飯山城北中  5357 服部 玲乃(2)   1:01.76  3   3 東北中  8714 佐藤 美幸(2)     57.78 

ｲｲﾔﾏｼﾞｮｳﾎｸ ﾊｯﾄﾘ ﾚﾉ ﾄｳﾎｸ ｻﾄｳ ﾐﾕｷ
 5369 渡邉 姫夏(1)  8716 荒井 悠花(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾒｶ ｱﾗｲ ﾕｳｶ
 5368 前澤 希心(1)  8715 小林 愛生(2)

ﾏｴｻﾞﾜ ｷｺ ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾂﾊ
 5356 星野 早月(2)  8712 宮澤 ほのか(2)

ﾎｼﾉ ｻﾂｷ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾎﾉｶ
 4   4 櫻ヶ岡中  5465 原 和香奈(1)   1:01.83  4   7 市立長野中  8809 石田 結香(2)   1:00.55 

ｻｸﾗｶﾞｵｶ ﾊﾗ ﾜｶﾅ ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉﾁｭｳ ｲｼﾀ ﾕｶ
 5467 高瀬 陽(1)  8785 天利 祐華(1)

ﾀｶｾ ﾊﾙ ｱﾏﾘ ﾕｳｶ
 5439 吉田 佳世(2)  8784 土屋 紗希(1)

ﾖｼﾀﾞ ｶﾖ ﾂﾁﾔ ｻｷ
 5441 今井 優佳(2)  8782 柴 心優(2)

ｲﾏｲ ﾕｳｶ ｼﾊﾞ ﾐﾕｳ
    2 山ﾉ内中          2 川中島中      

ﾔﾏﾉｳﾁ DNS ｶﾜﾅｶｼﾞﾏﾁｭｳ DNS

    3 高社中          4 相森中      
ｺｳｼｬ DNS ｵｵﾓﾘﾁｭｳ DNS

    5 中野平中          6 篠ノ井西中      
ﾅｶﾉﾀﾞｲﾗ DNS ｼﾉﾉｲﾆｼ DNS

共通女子

4×100m



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 坂城中  4742 小林 嘩歩(2)     53.31 

ｻｶｷﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾎ
 4741 大熊 杏美(2)

ｵｵｸﾏ ｱﾐ
 4743 樋口 碧(2)

ﾋｸﾞﾁ ｱｵｲ
 4744 瀧澤 ラル(1)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾗﾙ
 2   2 長野東部中  5478 川﨑 莉愛(2)     53.95 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｶﾜｻｷ ﾘｱ
 5481 竹田 萌ノ花(2)

ﾀｹﾀﾞ ﾎﾉｶ
 5484 櫻庭 遥(2)

ｻｸﾗﾊﾞ ﾊﾙ
 5487 久保 杏果(1)

ｸﾎﾞ ｷｮｳｶ
 3   3 飯山城南中  5323 梨子田 茜(2)     54.84 

ｲｲﾔﾏｼﾞｮｳﾅﾝ ﾅｼﾀﾞ ｱｶﾈ
 5331 山本 萌華(2)

ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ
 5333 小島 ひより(2)

ｺｼﾞﾏ ﾋﾖﾘ
 5327 西山 帆乃夏(2)

ﾆｼﾔﾏ ﾎﾉｶ
 4   7 長野北部中  5666 佐々木 夢乃(2)     56.56 

ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞ ｻｻｷ ﾕﾒﾉ
 5696 佐々木 陽菜乃(1)

ｻｻｷ ﾋﾅﾉ
 5664 金子 紗菜(2)

ｶﾈｺ ｻﾅ
 5667 滝本 莉心(2)

ﾀｷﾓﾄ ﾘｺ
 5   6 更北中  5984 西村 六花(2)     58.52 

ｺｳﾎｸ ﾆｼﾑﾗ ﾘﾂｶ
 6035 斉藤 奏(2)

ｻｲﾄｳ ｶﾅ
 5982 久林 夏希(2)

ｸﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ
 5983 横山 さくら(2)

ﾖｺﾔﾏ ｻｸﾗ
    5 柳町中      

ﾔﾅｷﾞﾏﾁﾁｭｳ DNS

    8 南宮中      
ﾅﾝｸﾞｳ DNS

   1 坂城中     53.31 小林 嘩歩(2) 大熊 杏美(2) 樋口 碧(2) 瀧澤 ラル(1)   3   1
   2 長野東部中     53.95 川﨑 莉愛(2) 竹田 萌ノ花(2)櫻庭 遥(2) 久保 杏果(1)   3   2
   3 飯山城南中     54.84 梨子田 茜(2) 山本 萌華(2) 小島 ひより(2)西山 帆乃夏(2)  3   3
   4 広徳中     55.34 山本 佳里奈(2)小林 日和(2) 高野 梨里愛(2)小松 唯夏(2)   2   1
   5 長野北部中     56.56 佐々木 夢乃(2)佐々木 陽菜乃(金子 紗菜(2) 滝本 莉心(2)   3   4
   6 犀陵中     56.70 中原 歌乃(1) 荒井 一葉(1) 田中 陽頼(2) 碓井 真城(1)   2   2
   7 東北中     57.78 佐藤 美幸(2) 荒井 悠花(2) 小林 愛生(2) 宮澤 ほのか(2)  2   3
   8 篠ﾉ井東中     58.18 久保 結花(2) 小田 唯夏(2) 平林 悠香(2) 市川 和花(1)   1   1
   9 更北中     58.52 西村 六花(2) 斉藤 奏(2) 久林 夏希(2) 横山 さくら(2)  3   5
  10 市立長野中   1:00.55 石田 結香(2) 天利 祐華(1) 土屋 紗希(1) 柴 心優(2)   2   4
  11 信大附属長野中   1:01.60 髙橋 咲妃(1) 石川 瑞姫(1) 山口 恵吹(2) 山﨑 百花(2)   1   2
  12 飯山城北中   1:01.76 服部 玲乃(2) 渡邉 姫夏(1) 前澤 希心(1) 星野 早月(2)   1   3
  13 櫻ヶ岡中   1:01.83 原 和香奈(1) 高瀬 陽(1) 吉田 佳世(2) 今井 優佳(2)   1   4
    山ﾉ内中          DNS   1    
    高社中          DNS   1    
    中野平中          DNS   1    
    川中島中          DNS   2    
    相森中          DNS   2    
    篠ノ井西中          DNS   2    
    柳町中          DNS   3    
    南宮中          DNS   3    

ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2

共通女子

4×100m

ｵｰﾀﾞｰ3



決勝 8月28日  9:30

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

小森 玲那(3)
ｺﾓﾘ ﾚﾅ 高社中
小林 日和(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 広徳中
久保 結花(2)
ｸﾎﾞ ﾕｳｶ 篠ﾉ井東中
東野 愛生(2)
ﾋｶﾞｼﾉ ｱﾑ 広徳中
中村 璃那(1)
ﾅｶﾑﾗ ﾘﾅ 櫻ヶ岡中
石田 結香(2)
ｲｼﾀ ﾕｶ 市立長野中
福田 梨乃(1)
ﾌｸﾀﾞ ﾘﾉ 犀陵中
西村 六花(2)
ﾆｼﾑﾗ ﾘﾂｶ 更北中
和田 綾音(2)
ﾜﾀﾞ ｱﾔﾈ 広徳中
大塚 有紗(2)
ｵｵﾂｶ ｱﾘｻ 広徳中
上野 優菜(1)
ｳｴﾉ ﾕﾅ 犀陵中
湯原 彩和(1)
ﾕﾊﾗ ｻﾜ 櫻ヶ岡中
北沢 恵唯(1) DNS
ｷﾀｻﾞﾜ ｹｲ 中野平中
大日方 智美(2) DNS
ｵﾋﾞﾅﾀ ｻﾄﾐ 長野北部中
清水 結衣(1) DNS
ｼﾐｽﾞ ﾕｲ 中野平中
牛山 凜(2) DNS
ｳｼﾔﾏ ﾘﾝ 長野北部中
藤島 琉悧(1) DNS
ﾌｼﾞｼﾏ ﾙﾘ 中野平中
向井 逢梨(2) DNS
ﾑｶｲ ｱｲﾘ 櫻ヶ岡中
目黒 はな(2) DNS
ﾒｸﾞﾛ ﾊﾅ 柳町中
大塚 茉莉奈(2) DNS
ｵｵﾂｶ ﾏﾘﾅ 櫻ヶ岡中
嶋田 実柚(2) DNS
ｼﾏﾀﾞ ﾐﾕｳ 川中島中
北田 愛(2) DNS
ｷﾀﾀﾞ ｱｲ 篠ノ井西中

決勝 8月28日 10:00

長野県中学記録(CR)  3.45 岡田 莉歩  軽井沢A&AC  2020/10/31 

春日 結伊(2)
ｶｽｶﾞ ﾕｲ 更北中

18  5864

15  5973

12  5433

11  5387

10  5438

5  5127

4  5661

3  5124

2  5663

1  5122

 1.10

 1.10

12 14  5463 xo o xxx

9 13  5808 o o xxx

 1.10

 1.10

9 7  6055 o o xxx

9 6  8721 o o xxx

 1.15

 1.20

8 9  5984 o o o xxx

xxo xxx7 20  5772 o o xo

 1.20

 1.20

6 16  8809 o o o xxo xxx

o xxx5 8  5468 o o o

o o xxx  1.35

 1.35

3 19  6058 - - - o o

o o o o xxx3 17  5829 o o o

- o o xxo xxx  1.45

xxx  1.45

2 21  6054 - - o - -

- - - o o o

1m45 1m50 記録 備考
1 22  5179 - - -

1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40

共通女子

走高跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m05 1m10

共通女子

棒高跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m80 1m90 2m00 記録 備考
1 1  6034 o o xxx  1.90



決勝 (1,2組) 8月28日 11:05

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

[ 1組]

髙橋 未優乃(1)  3.66  3.69  3.90  3.90 
ﾀｶﾊｼ ﾐﾕﾉ 栄中  -0.3  +1.1  -0.1  -0.1
松本 結愛(1)  x  3.75  3.60  3.75 
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｱ 櫻ヶ岡中  -2.3  -1.8  -2.3
青沼 琉夏(1)  3.43  3.56  3.40  3.56 
ｱｵﾇﾏ ﾙｶ 裾花中  -1.1  +1.5  +0.7  +1.5
森 來夢(2)  3.48  3.42  3.42  3.48 
ﾓﾘ ﾗﾑ 飯山城南中  +0.5  +0.2  -0.9  +0.5
前島 あゆみ(1)  3.34  x  3.36  3.36 
ﾏｴｼﾞﾏ ｱﾕﾐ 七二会中  -1.5  -0.6  -0.6
内川 優菜(1)  3.20  x  3.30  3.30 
ｳﾁｶﾜ ﾕﾅ 篠ﾉ井東中  -1.2  +1.5  +1.5
酒井 星莉菜(1)  3.04  3.19  3.02  3.19 
ｻｶｲ ｾﾘﾅ 篠ﾉ井東中  -1.0  +0.1  0.0  +0.1
清水 杏奈(1)  2.49  3.04  3.08  3.08 
ｼﾐｽﾞ ｱﾝﾅ 長野北部中  -1.4  +1.3  -0.3  -0.3
小谷田 芽衣(1)  x  2.94  2.27  2.94 
ｺﾔﾀ ﾒｲ 櫻ヶ岡中  +0.7  +1.1  +0.7
福岡 椛(1)  2.85  2.61  x  2.85 
ﾌｸｵｶ ﾓﾐｼﾞ 七二会中  -2.1  +0.1  -2.1
篠原 桜来(2)  2.74  x  x  2.74 
ｼﾉﾊﾗ ｻﾗ 相森中  -0.7  -0.7
中村 美晴(2)  2.54  2.14  2.54  2.54 
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾊﾙ 相森中  -0.6  +1.4  +1.7  -0.6
南雲 心結(2)  x  x  x NM
ﾅｸﾞﾓ ﾐﾕｳ 栄中
西原 由稀佳(1) DNS
ﾆｼﾊﾗ ﾕｷｶ 南宮中
鹿田 こはる(1) DNS
ｼｶﾀﾞ ｺﾊﾙ 広徳中
中村 知世(1) DNS
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾖ 柳町中
竹内 るい(1) DNS
ﾀｹｳﾁ ﾙｲ 中野平中
江澤 沙羅(1) DNS
ｴｻﾞﾜ ｻﾗ 飯山城北中
佐々木 陽花(2) DNS
ｻｻｷ ﾊﾙｶ 櫻ヶ岡中
甘利 心菜(2) DNS
ｱﾏﾘ ｺｺﾅ 篠ノ井西中
中村 葵(1) DNS
ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 長野北部中
今井 華南(2) DNS
ｲﾏｲ ｶﾅ 川中島中
千葉 笑那(2) DNS
ﾁﾊﾞ ｴﾅ 犀陵中

22  5779

20  5699

21  5930

13  5434

19  5860

9  5126

12  5366

7  6052

8  5405

23  5271

4  5071

11 14  4909

12 10  4912

9 6  5464

10 5  6073

7 1  8945

8 2  5697

6 11  8944

3 3  5721

4 18  5321

1 16  5262

2 17  5466

-3-

5 15  6074

記録 備考

共通女子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



[ 2組]

金子 亜瑠(3)  x  5.47  5.27  5.47 
ｶﾈｺ ｱﾙ 坂城中  +4.7  +2.2  +4.7
能瀬 澄麗(3)  4.73  4.94  4.69  4.94 
ﾉｾ ｽﾐﾚ 東北中  +2.6  +4.6  +3.2  +4.6
吾妻 恭佳(3)  4.42  x  4.76  4.76 
ｱｶﾞﾂﾏ ｷｮｳｶ 坂城中  +3.3  +2.9  +2.9
大熊 杏美(2)  x  4.55  4.63  4.63 
ｵｵｸﾏ ｱﾐ 坂城中  +2.8  +2.5  +2.5
金子 由芽(2)  4.11  4.24  4.37  4.37 
ｶﾈｺ ﾕﾒ 広徳中  +3.5  +2.0  +3.4  +3.4
山嵜 彩加(2)  x  4.13  4.31  4.31 
ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾔｶ 南宮中  +2.5  +5.0  +5.0
北島 麻理(2)  4.14  3.65  4.19  4.19 
ｷﾀｼﾞﾏ ﾏﾘ 長野東部中  +5.3  +3.8  +2.2  +2.2
柴 心優(2)  3.97  4.18  4.03  4.18 
ｼﾊﾞ ﾐﾕｳ 市立長野中  +2.7  +5.0  +1.5  +5.0
土屋 羽奏(3)  4.16  4.11  4.00  4.16 
ﾂﾁﾔ ﾜｶﾅ 高社中  +2.7  +3.7  +2.2  +2.7
種村 良美(3)  4.00  4.13  4.15  4.15 
ﾀﾈﾑﾗ ﾖｼﾐ 櫻ヶ岡中  +3.5  +2.7  +2.7  +2.7
大澤 美紗(2)  4.12  4.00  3.84  4.12 
ｵｵｻﾜ ﾐｽｽﾞ 篠ﾉ井東中  +1.6  +2.2  +1.8  +1.6
山田 紗也(3)  x  x  4.10  4.10 
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔ 七二会中  +3.3  +3.3
荒井 悠花(2)  4.05  x  3.91  4.05 
ｱﾗｲ ﾕｳｶ 東北中  +4.3  +3.0  +4.3
中原 歌乃(1)  2.25  3.46  3.96  3.96 
ﾅｶﾊﾗ ｶﾉ 犀陵中  +1.9  +2.2  +3.2  +3.2
寺平 祈愛(2)  3.75  x  x  3.75 
ﾃﾗﾀﾞｲﾗ ｲﾉﾘ 木祖中  +3.9  +3.9
髙藤 陽菜果(2)  x  3.73  x  3.73 
ﾀｶﾄｳ ﾋﾅｶ 飯山城南中  +1.7  +1.7
髙山 紗葉(2)  x  x  x NM
ﾀｶﾔﾏ ｻﾜ 飯山城南中
小日向 葵(2) DNS
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱｵｲ 犀陵中
宮崎 愛生(1) DNS
ﾐﾔｻﾞｷ ﾒｲ 南宮中
岡 優希菜(1) DNS
ｵｶ ﾕｷﾅ 栄中
矢部 睦歩(2) DNS
ﾔﾍﾞ ﾑﾂﾎ 柳町中
藤岡 そよか(2) DNS
ﾌｼﾞｵｶ ｿﾖｶ 野沢温泉中
倉島 心葉(1) DNS
ｸﾗｼﾏ ｺｺﾊ 長野東部中
日比 咲杏(3) DNS
ﾋﾋﾞ ｻｸﾗ 櫻ヶ岡中
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大森 玲花(2)  10.78 10.77 10.93  10.93 
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC  +2.0  +3.7  +2.6  +2.6
大井 日陽(3)  10.21 10.48  x  10.48 
ｵｵｲ ﾋﾅﾀ 堀金中  +1.8  +3.0  +3.0

15  5488

22  5425

6  5390

8  8892

2  5070

5  5260

7  5330

1  5778

15 24  6261

16 4  5325

13 9  8716

14 3  5770

11 14  5817

12 19  6079

9 11  5178

10 12  5420

7 13  5480

8 10  8782

5 16  6059

6 17  5067

3 20  4740

4 18  4741

記録 備考

1 23  4739

2 21  5626

-1- -2- -3-

共通女子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

記録 備考

1 1  4318

2 2  8753

共通女子

三段跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-
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松林 彩(1)
ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｱﾔ 長野東高
青木 優依(1)
ｱｵｷ ﾕｲ 七二会中
熊代 愛紗陽(3)
ｸﾏｼﾛ ｱｻﾋ 高社中
浦野 あずみ(2)
ｳﾗﾉ ｱｽﾞﾐ 南宮中
竹腰 優依(3)
ﾀｹｺｼ ﾕｲ 長野東部中
大野 うらら(2)
ｵｵﾉ ｳﾗﾗ 広徳中
山口 小花紅(2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾊｸ 広徳中
田近 紫野(1)
ﾀﾁﾞｶ ｼﾉ 広徳中
宮川 穂佳(1) DNS
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾎﾉｶ 長野北部中
脇本 梨桜(2) DNS
ﾜｷﾓﾄ ﾘｵﾝ 長野東部中
下平 花歩(2) DNS
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶﾎ 篠ノ井西中
小林 優季乃(1) DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾉ 栄中
三枝 志歩里(2) DNS
ｻｴｸﾞｻ ｼﾎﾘ 長野東部中
松本 愛来(2) DNS
ﾏﾂﾓﾄ ｱｲﾗ 川中島中
石井 希音(2) DNS
ｲｼｲ ﾈﾈ 墨坂中
富井 優衣(1) DNS
ﾄﾐｲ ﾕｲ 野沢温泉中
笹岡 蒼心(3) DNS
ｻｻｵｶ ｺｺ 野沢温泉中
阿部 紗和(3) DNS
ｱﾍﾞ ｻﾜ 裾花中
太田 安香(3) DNS
ｵｵﾀ ｱｺ 七二会中
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豊田 みく(2)
ﾄﾖﾀﾞ ﾐｸ 高社中

18  6070

17  5725

14  8894

11  5054

10  4931

8  5934

5  5483

4  5261

3  5865

2  5485

1  5700

  6.58  6.97 

  7.86   7.30

8 6  6046  5.00  5.10

7 9  6060  4.76  5.35

  5.25  5.25 

  5.35   5.04

6 12  6043  6.97  6.92

5 7  5473  7.80  7.86

  8.55  8.73 

 13.43  13.30

4 15  5066  7.36  7.92

3 16  5177  8.23  7.63

  7.65  7.92 

  8.23   8.17

2 13  6072  8.73  7.95

1 19  889  12.88 13.43

-3- 記録 備考

共通女子

砲丸投(2.721kg)

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

共通女子

円盤投(1.000kg)

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

1 1  5145  x  11.58 11.11 11.58 
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長野県中学記録(CR)              58.63 倉田 紗優加                  南箕輪           2019/10/11  

日達 美心(3)
ﾋﾀﾁ ﾐｺ 原中
松原 愛実(3)
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾅﾙﾐ 櫻ヶ岡中
荒井 美海(3)
ｱﾗｲ ﾐｳ 東北中
掛川 あかり(2)
ｶｹｶﾞﾜ ｱｶﾘ 市立長野中
佐藤 心梛(2)
ｻﾄｳ ｺｺﾅ 飯山城南中
土屋 彩希(1)
ﾂﾁﾔ ｻｷ 市立長野中
上林 友唯(1)
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 相森中
江島 かれん(2) DNS
ｴｼﾞﾏ ｶﾚﾝ 長野北部中
山本 ことの(3) DNS
ﾔﾏﾓﾄ ｺﾄﾉ 栄中
山﨑 日葵(1) DNS
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾏﾘ 高社中

       

       

 10.40   5.88

5  5150       

4  5281       

       

7 6  4915  10.40  9.64

2  5662       

 29.28  23.00

6 1  8784  15.64 10.83

5 3  5324   8.40 16.17

 14.33 15.64 

 16.17  12.92

 34.10 34.10 

 38.96  38.96

4 7  8781  28.58 26.18

3 9  5627  28.99 29.28

 26.58 28.58 

1 10  8696  10.15 32.34

2 8  5431  33.27 34.08

-3- 記録 備考

共通女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-
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