
大会コード  21173002

： ２０２１年７月３日(土) －４日(日)
： 県松本平広域公園陸上競技場（競技場コード 171020）
： （一財）長野陸上競技協会　長野県中学校体育連盟

長野県教育委員会　長野県市町村教育委員会連絡協議会
： （公財）長野県スポーツ協会　開催地教育委員会
： 長野県中学校体育連盟陸上競技部　開催地区中学校体育連盟

開催地区・郡市陸上競技協会
： 信濃毎日新聞社　（公財）信毎文化事業財団　NHK長野放送局
： 内山 了治
： 板花 利美 (トラック) 中澤 隆一 (跳躍) 田澤 稔 (投てき)

酒井 剛 (混成競技) 小川 淳 (スタート) 小林 初美 (招集所)
： 山野井 宏彰

■この競技会で樹立された記録

■グラウンドコンディション
7月3日(土) 7月4日(日)

09:00 曇り 南東 0.6 26.0 57.8 09:00 雨 南西 1.0 23.9 75.0
10:00 晴れ 北西 0.6 26.3 55.6 10:00 曇り 南西 0.2 23.9 78.0
11:00 晴れ 東 0.9 27.5 54.9 11:00 雨 南 0.3 23.8 83.0
12:00 曇り 南 1.1 27.8 54.0 12:00 雨 南東 1.3 24.3 80.0
13:00 曇り 南西 1.5 28.6 53.5 13:00 曇り 南東 1.4 25.0 81.0
14:00 曇り 南東 1.8 28.7 54.0 14:00 曇り 南東 1.5 24.7 79.0
15:00 曇り 東 1.2 28.8 54.0
16:00 曇り 南 1.0 28.4 56.0

■略号の説明
欠場 成功・有効試技 警告
途中棄権 失敗・無効試技 2回目の警告
記録なし パス レッドカードによる失格
失格 試合放棄

■失格の略号の説明　()内は規則番号
不正スタート(TR16.7)
レーン走行しないレースで、曲走路区間の縁石・ライン上やその内側を踏んだ、走った(TR17.3.2)
手や体、振り上げ脚の上側でハードルを〔倒した／移動させた〕(TR22.6.2)
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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時刻 天候 風向 風速 気温 湿度時刻 天候 風向 風速 気温 湿度

12.29
7月4日 大会新 共通女子 800m 決勝 2:14.44 阪 千都(3) 塩尻広陵中 2:15.03

野沢中 14.09
7月4日 大会新 2年女子 100m 決勝 12.23 寺平 祈愛(2) 木祖中

中村 駿汰(3) 旭町中 14.19
7月4日 大会新 共通女子 100mH 決勝 14.06 並木 彩華(2)
7月4日 県中学新 共通男子 110mH 決勝 14.18

12.29
7月4日 大会新 1年女子 走幅跳 決勝 5.11 柳平 紗希(1) 茅野北部中 4.93

木祖中 12.05
7月3日 大会タイ 2年女子 100m 準決勝 12.29 寺平 祈愛(2) 木祖中

並木 彩華(2) 野沢中 14.09
7月3日 県中学新 2年女子 100m 予選 11.98 寺平 祈愛(2)
7月3日 大会タイ 共通女子 100mH 予選 14.09

記録 氏名(学年) 所属 従来の記録チーム名 ﾒﾝﾊﾞｰ(学年)

記録・情報主任

日付 記録の種類 クラス 種目 ラウンド
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第60回長野県中学校総合体育大会夏季大会
陸上競技の部

[第48回全日本中学校陸上競技選手権大会 参加資格取得競技会]
兼 第76回国民体育大会陸上競技長野県予選会

公 式 記 録 集
期 日
会 場



第60回長野県中学校総合体育大会夏季大会陸上競技の部 ﾄﾗｯｸ審判長 板花　利美

[第48回全日本中学校陸上競技選手権大会 参加資格取得競技会] 跳躍審判長 中澤　隆一
兼 第76回国民体育大会陸上競技長野県予選会 投てき審判長 田澤　稔

混成審判長 酒井　剛
【開催日】 令和3（2021）年7月3日（土）・4日（日） ｽﾀｰﾄ審判長 小川　淳

【主催団体】 （一財）長野陸上競技協会　長野県中学校体育連盟 決勝記録一覧表 招集所審判長 小林　初美

(GR:大会新) 女  子 【競技場】松本平広域公園陸上競技場 記録主任 山野井　宏彰
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/ 4 女子1年  -0.6 中村 波南(1) 13.13 宮澤 希(1) 13.17 光澤 琥珀(1) 13.45 塩澤 みのり(1) 13.67 佐々木 陽菜乃(1) 13.80 市川 凜子(1) 13.83 由井 海吏(1) 13.94 西沢 桜(1) 14.07

100m 大町第一 飯田西 下伊那松川 飯田高陵 長野北部 開成 川上 柳町

 7/ 4 女子2年  +0.3 寺平 祈愛(2) 12.23 大熊 杏美(2) 12.84 竹田 萌ﾉ花(2) 13.10 指方 柚(2) 13.46 大坪 千紗(2) 13.48 木村 望美(2) 13.59 山本 萌華(2) 13.60 吉水 優香(2) 13.90

100m 木祖 GR 坂城 長野東部 堀金 箕輪 川中島 飯山城南 岡谷東部

 7/ 4 女子3年  +0.8 中村 夏鈴(3) 12.70 山岸 音葉(3) 12.88 田中 雪乃(3) 12.91 鷲山 芽生(3) 12.97 井原 由奈(3) 13.35 神津 沙夏(3) 13.41 滝澤 亜子(3) 13.41 松橋 弥玖(3) 13.54

100m 旭ヶ丘 篠ﾉ井東 上田第二 女鳥羽 南箕輪 御代田 南宮 浅間

 7/ 4 女子共通  -0.7 小田 彩音(3) 26.52 宮川 瑠彩(3) 26.56 小林 ひより(3) 26.82 吉澤 諒子(3) 26.99 木村 歩実(3) 27.42 丸山 紗季(3) 27.50 矢澤 千夏(3) 27.55 向井 美来(3) 27.99

200m 開成 長野東部 東御東部 浅間 豊科北 櫻ヶ岡 飯田高陵 浅間

 7/ 4 女子共通 阪 千都(3) 2:14.44 御子柴 清美(2) 2:18.74 窪田 舞(3) 2:19.17 中野 ことは(2) 2:24.36 中村 文音(3) 2:25.96 津田 燈(3) 2:26.53 田村 るう(2) 2:28.88 宮﨑 琴羽(2) 2:29.83

800m 塩尻広陵 GR 諏訪 塩尻 駒ヶ根東 鉢盛 軽井沢 下諏訪 南箕輪

 7/ 4 女子共通 真柴 愛里(2) 4:45.80 伊藤 瑠那(2) 4:53.60 山口 七海(3) 4:54.30 白澤 加菜(2) 4:56.23 中村 羽来(2) 4:56.42 坂元 唯花(2) 4:57.86 相場 奈都(3) 4:58.07 田畑 香奈(1) 4:58.48

1500m 春富 旭ヶ丘 女鳥羽 三郷 丸子 辰野 信大附属長野 上田第四

 7/ 4 女子共通  +0.1 並木 彩華(2) 14.06 矢島 柚那(2) 14.80 山口 莉央(2) 15.05 川上 珠実(3) 15.50 山邊 栞那(3) 15.55 横川 紗也(3) 16.38 飯嶋 咲南(3) 16.64 櫻庭 遥(2) 17.55

100mH(0.762-8.0m) 野沢 GR 長峰 裾花 野沢 上田第一 広徳 諏訪南 長野東部

 7/ 3 女子1･2年 開成       54.25 緑ヶ丘       54.55 波田       54.57 飯田高陵       55.22 柳町       55.34 東御東部       55.68 高社       55.78 浅間       55.79
4×100m 市川 凜子(1) 秋田 千尋(1) 藤田 倖歩(2) 湯田 うらら(2) 北沢 妃菜之(1) 菊原 千聖(1) 土屋 茉央(1) 渡辺 夢彩(1)

中村 みゆ(1) 木下 瑠菜(2) 黒田 稀和美(1) 椎谷 綾華(1) 竹重 美鈴(2) 塩入 心遥(2) 武田 実久(2) 荻原 藍(2)
小口 絵理奈(2) 小林 まな(2) 酒井 結菜(1) 塩澤 みのり(1) 西沢 桜(1) 德田 心結(2) 山﨑 凜奏(1) 市村 花菜(1)
堀内 杏菜(2) 櫻井 音寧(1) 中野 瑛理南(2) 羽生 月佳(2) 山岸 莉々菜(2) 飯高 明花里(1) 山本 亜妃(2) 髙安 万絢(2)

 7/ 4 女子共通 野沢       49.96 坂城       50.81 浅間       51.21 飯田高陵       52.15 櫻ヶ岡       52.24 箕輪       52.39 長野東部       52.40 開成       52.46
4×100m 川上 珠実(3) 樋口 碧(2) 吉澤 諒子(3) 松村 華萌(2) 依田 咲子(3) 赤羽 七海(3) 竹腰 優依(3) 大塚 実和(3)

並木 彩華(2) 金子 亜瑠(3) 向井 美来(3) 小池 悠(2) 大久保 佑南(3) 大坪 千紗(2) 川﨑 莉愛(2) 宮入 心奈(2)

中嶋 杏佳(2) 吾妻 恭佳(3) 森角 優菜(3) 小西 世蘭(3) 丸山 紗季(3) 堀内 遥加(3) 竹田 萌ﾉ花(2) 柴田 奈々(2)

吉田 彩葉(3) 大熊 杏美(2) 松橋 弥玖(3) 矢澤 千夏(3) 日比 咲杏(3) 今井 遥香(3) 宮川 瑠彩(3) 小田 彩音(3)

 7/ 3 女子共通 塩川 翔子(3) 1.51 岩下 季実佳(3) 丘 1.51 西 真優花(3) 1.48 小森 玲那(3) 1.48 降旗 菜央(3) 1.45 丸山 星花里(3) 1.45 田中 亜里紗(3) 1.40
走高跳 塩尻広陵 岩間 穂乃香(3) 松島 櫻ヶ岡 高社 穂高東 更北 鎌田

宇都宮 新奈(3)
軽井沢
山下 心花(3)
茅野北部

 7/ 3 女子共通 飯高 愛莉(3) 2.60 谷川 慶奈(2) 2.50 向山 優菜(2) 2.50 赤羽 柚香(2) 2.50 高見澤 茉那(3) 上田第五 2.40 小林 莉緒(2) 2.40 日達 美心(3) 2.30
棒高跳 東御東部 山辺 箕輪 長峰 那須野 咲良(3) 三郷 原 原

 7/ 4 女子1年 柳平 紗希(1) 5.11(-0.1) 櫻井 音寧(1) 4.53(-0.3) 後小路 結月(1) 4.28(0.0) 御子柴 直美(1) 4.19(-0.5) 倉島 心葉(1) 4.11(-0.8) 勝野 光咲(1) 4.09(0.0) 岡 優希菜(1) 4.03(-0.1) 松木 心音(1) 4.03(-0.3)

走幅跳 茅野北部 GR 緑ヶ丘 野沢 諏訪 長野東部 長峰 栄 清陵附属

 7/ 3 女子2･3年 金子 亜瑠(3) 5.42(+1.2) 清水 藤子(3) 5.10(+1.7) 小倉 和香葉(3) 4.98(+0.1) 日比 咲杏(3) 4.97(-0.7) 能瀬 澄麗(3) 4.95(-0.9) 赤羽 七生(3) 4.94(-1.2) 木村 莉央(3) 4.77(-1.1) 小山 紗於里(3) 4.72(+0.2)
走幅跳 坂城 東御東部 茅野東部 櫻ヶ岡 東北 伊那東部 豊科北 王滝

 7/ 4 女子共通 石塚 夏姫(3) 11.28 栁澤 歩乃(3) 10.95 横山 夏南(3) 10.86 下村 美優(3) 10.60 田中 琉奈(3) 10.10 小島 あずさ(3) 9.81 太田 安香(3) 9.60 横須賀 さくら(3) 9.40

砲丸投(2.721kg) 浅間 御代田 櫻ヶ岡 南箕輪 中川 櫻ヶ岡 七二会 小諸東

 7/ 4 女子共通 大森 玲花(2) 2634 吉田 彩葉(3) 2441 中嶋 杏佳(2) 2371 小林 日和(2) 2031 阿部 紗和(3) 1885 田中 萌衣(3) 1882 長村 梨夢(2) 1869 角田 愛(3) 1849

四種競技 芦原 野沢 野沢 広徳 裾花 赤穂 鉢盛 中野平



予選 7月3日 11:40
決勝 7月4日 12:15

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

[ 1組] 風速 -0.9 [ 2組] 風速 -0.8

 1 由井 海吏(1)     13.75 Q  1 光澤 琥珀(1)     13.86 Q
ﾕｲ ｶｲﾘ 川上 ﾐﾂｻﾞﾜ ｺﾊｸ 下伊那松川

 2 佐々木 陽菜乃(1)     13.81 q  2 池田 よつば(1)     13.91 
ｻｻｷ ﾋﾅﾉ 長野北部 ｲｹﾀﾞ ﾖﾂﾊﾞ 春富

 3 三宅 真生(1)     14.18  3 山田 怜来(1)     14.20 
ﾐﾔｹ ﾏｵ 中川 ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾗ 永明

 4 川舩 菜々椛(1)     14.33  4 天利 祐華(1)     14.42 
ｶﾜﾌﾈ ﾅﾅｶ 松島 ｱﾏﾘ ﾕｳｶ 市立長野

 5 久保 杏果(1)     14.57  5 梶川 伊織(1)     14.63 
ｸﾎﾞ ｷｮｳｶ 長野東部 ｶｼﾞｶﾜ ｲｵﾘ 裾花

 6 荒井 一葉(1)     14.60  6 名越 美緒(1)     14.70 
ｱﾗｲ ｶｽﾞﾊ 犀陵 ﾅｺﾞｼ ﾐｵ 御代田

 7 飯沼 日和(1)     14.99  7 横内 美結(1)     14.72 
ｲｲﾇﾏ ﾋﾖﾘ 信明 ﾖｺｳﾁ ﾐﾕ 豊科北

 8 羽田 雪乃(1)     15.40  8 市川 和花(1)     14.96 
ﾊﾀ  ﾕｷﾉ 立科 ｲﾁｶﾜ ｱｲｶ 篠ﾉ井東

[ 3組] 風速 +0.8 [ 4組] 風速 +0.9

 1 宮澤 希(1)     13.30 Q  1 中村 波南(1)     13.39 Q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 飯田西 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ 大町第一

 2 塩澤 みのり(1)     13.79 q  2 市川 凜子(1)     13.74 q
ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ 飯田高陵 ｲﾁｶﾜ ﾘｺ 開成

 3 黒田 稀和美(1)     13.96  3 西沢 桜(1)     13.90 q
ｸﾛﾀﾞ ｷﾜﾐ 波田 ﾆｼｻﾞﾜ ｻｸﾗ 柳町

 4 竹内 瑞喜(1)     14.05  4 櫻井 玲未(1)     14.21 
ﾀｹｳﾁ ﾐｽﾞｷ 野沢 ｻｸﾗｲ ﾚﾐ 佐久穂

 5 渡辺 夢彩(1)     14.45  5 片山 和奏(1)     14.22 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｱ 浅間 ｶﾀﾔﾏ ﾜｶﾅ 伊那

 6 青木 里紗(1)     14.45  6 鈴木 紅彩(1)     14.30 
ｱｵｷ ﾘｻ 上田第一 ｽｽﾞｷ ｸﾚｱ 諏訪南

 7 佐藤 伊吹(1)     14.70  7 中山 里恋(1)     14.65 
ｻﾄｳ ｲﾌﾞｷ 丘 ﾅｶﾔﾏ ﾘｺ 上田第四

  林 未瑚(1)       8 池田 華埜(1)     14.70 
ﾊﾔｼ ﾐｺ 仁科台 ｲｹﾀﾞ ｶﾉ 信濃小

風速 -0.6 風速 +2.2

 1 中村 波南(1)     13.13  1 山田 怜来(1)     13.70 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ 大町第一 ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾗ 永明

 2 宮澤 希(1)     13.17  2 黒田 稀和美(1)     13.85 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 飯田西 ｸﾛﾀﾞ ｷﾜﾐ 波田

 3 光澤 琥珀(1)     13.45  3 池田 よつば(1)     13.87 
ﾐﾂｻﾞﾜ ｺﾊｸ 下伊那松川 ｲｹﾀﾞ ﾖﾂﾊﾞ 春富

 4 塩澤 みのり(1)     13.67  4 三宅 真生(1)     14.09 
ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ 飯田高陵 ﾐﾔｹ ﾏｵ 中川

 5 佐々木 陽菜乃(1)     13.80  5 櫻井 玲未(1)     14.18 
ｻｻｷ ﾋﾅﾉ 長野北部 ｻｸﾗｲ ﾚﾐ 佐久穂

 6 市川 凜子(1)     13.83  6 竹内 瑞喜(1)     14.25 
ｲﾁｶﾜ ﾘｺ 開成 ﾀｹｳﾁ ﾐｽﾞｷ 野沢

 7 由井 海吏(1)     13.94  7 鈴木 紅彩(1)     14.36 
ﾕｲ ｶｲﾘ 川上 ｽｽﾞｷ ｸﾚｱ 諏訪南

 8 西沢 桜(1)     14.07  8 片山 和奏(1)     14.60 
ﾆｼｻﾞﾜ ｻｸﾗ 柳町 ｶﾀﾔﾏ ﾜｶﾅ 伊那

DNS

7  7417 5

 6910 3  5221

9  4158 4  8076

2  6463 8  4653

8

 5409

5  4070 6  4047

4  8818 2  7763

3  8446 7  7116

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
6  8584 9  6866

2  5809 8  4259

9  4331

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 所属名 記録／備考

8  7019 7  6656

ﾚｰﾝ No. 氏  名

2  8943

7  7090 6  8785

6  8312 4  7789

4  5487 3  5711

所属名 記録／備考 順

3  5696 9  8176

女子1年

100m

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

順
5  4005 5  8365

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  8446

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  6866

2  5409

B決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

3  5696

9  7116

6  4005

7  8584

5  8365

所属名 記録／備考
8  7789

5  7417

6  8176

3  7763

2  8076

4  8312

9  4047

7  4070



予選 7月3日 11:55
準決勝 7月3日 15:30
決勝 7月4日 12:30

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

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 -0.6

 1 指方 柚(2)     13.31 Q  1 大熊 杏美(2)     12.69 Q
ｻｼｶﾀ ﾕｽﾞ 堀金 ｵｵｸﾏ ｱﾐ 坂城

 2 山本 萌華(2)     13.38 Q  2 竹田 萌ﾉ花(2)     13.23 Q
ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ 飯山城南 ﾀｹﾀﾞ ﾎﾉｶ 長野東部

 3 篠原 百々香(2)     13.55 Q  3 小池 悠(2)     13.56 Q
ｼﾉﾊﾗ ﾓﾓｶ 佐久長聖 ｺｲｹ ﾕｳ 飯田高陵

 4 吉水 優香(2)     13.55 q  4 梨子田 乃々果(2)     13.74 q
ﾖｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 岡谷東部 ﾅｼﾀﾞ ﾉﾉｶ 北安松川

 5 風巻 里奈(2)     13.66 q  5 米山 心翔(2)     13.82 
ｶｻﾞﾏｷ ﾘﾅ 小諸東 ﾖﾈﾔﾏ ｺｺｶ 菅野

 6 片山 美知葉(2)     13.78  6 小山 遥佳(2)     13.96 
ｶﾀﾔﾏ ﾐﾁﾊ 東御東部 ｺﾔﾏ ﾊﾙｶ 丸子北

 7 中山 きづな(2)     13.89  7 小倉 杏(2)     14.57 
ﾅｶﾔﾏ ｷﾂﾞﾅ 臼田 ｵｸﾞﾗ ｱﾝｽﾞ 諏訪西

 8 宮島 蒼(2)     13.97  8 内堀 紗衣(2)     14.79 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｵ 芦原 ｳﾁﾎﾞﾘ ｻｴ 小諸東

[ 3組] 風速 -1.0 [ 4組] 風速 +0.5

 1 木村 望美(2)     13.41 Q  1 寺平 祈愛(2)     11.98 Q
ｷﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 川中島 ﾃﾗﾀﾞｲﾗ ｲﾉﾘ 木祖

 2 大坪 千紗(2)     13.45 Q  2 堀内 杏菜(2)     13.60 Q
ｵｵﾂﾎﾞ ﾁｻ 箕輪 ﾎﾘｳﾁ ｱﾝﾅ 開成

 3 柳 美紀(2)     13.79 Q  3 関野 由依(2)     13.70 Q
ﾔﾅｷﾞ ﾐﾉﾘ 高森 ｾｷﾉ ﾕｲ 清水

 4 西澤 夏凛(2)     13.87  4 上平 真麻(2)     13.75 q
ﾆｼｻﾞﾜ ｶﾘﾝ 常盤 ｳﾜﾀﾞｲﾗ ﾏｵ 川中島

 5 樋口 碧(2)     13.88  5 湯澤 彩花(2)     13.86 
ﾋｸﾞﾁ ｱｵｲ 坂城 ﾕｻﾞﾜ ｱﾔｶ 下伊那松川

 6 柴田 奈々(2)     13.93  6 原 結香(2)     13.91 
ｼﾊﾞﾀ ﾅﾅ 開成 ﾊﾗ ﾕｲｶ 南箕輪

 7 加藤 紅葉(2)     13.99  7 川﨑 莉愛(2)     14.03 
ｶﾄｳ ｸﾚﾊ 中込 ｶﾜｻｷ ﾘｱ 長野東部

 8 小林 星那(2)     14.02   千葉 唯花(2)      
ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾅ 穂高西 ﾁﾊﾞ ﾕｲｶ 飯田高陵

[ 1組] 風速 -3.4 [ 2組] 風速 -1.1

 1 大熊 杏美(2)     12.92 Q  1 寺平 祈愛(2)     12.29 Q
ｵｵｸﾏ ｱﾐ 坂城 ﾃﾗﾀﾞｲﾗ ｲﾉﾘ 木祖

 2 大坪 千紗(2)     13.64 Q  2 竹田 萌ﾉ花(2)     13.26 Q
ｵｵﾂﾎﾞ ﾁｻ 箕輪 ﾀｹﾀﾞ ﾎﾉｶ 長野東部

 3 山本 萌華(2)     13.67 Q  3 木村 望美(2)     13.35 Q
ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ 飯山城南 ｷﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 川中島

 3 指方 柚(2)     13.67 Q  4 吉水 優香(2)     13.74 q
ｻｼｶﾀ ﾕｽﾞ 堀金 ﾖｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 岡谷東部

 5 小池 悠(2)     13.78  5 柳 美紀(2)     13.77 
ｺｲｹ ﾕｳ 飯田高陵 ﾔﾅｷﾞ ﾐﾉﾘ 高森

 6 梨子田 乃々果(2)     14.03  6 堀内 杏菜(2)     13.78 
ﾅｼﾀﾞ ﾉﾉｶ 北安松川 ﾎﾘｳﾁ ｱﾝﾅ 開成

 7 関野 由依(2)     14.15  7 篠原 百々香(2)     13.80 
ｾｷﾉ ﾕｲ 清水 ｼﾉﾊﾗ ﾓﾓｶ 佐久長聖

 8 風巻 里奈(2)     14.24  8 上平 真麻(2)     14.06 
ｶｻﾞﾏｷ ﾘﾅ 小諸東 ｳﾜﾀﾞｲﾗ ﾏｵ 川中島

風速 +0.3

 1 寺平 祈愛(2)     12.23  5 大坪 千紗(2)     13.48 
ﾃﾗﾀﾞｲﾗ ｲﾉﾘ 木祖 ｵｵﾂﾎﾞ ﾁｻ 箕輪

 2 大熊 杏美(2)     12.84  6 木村 望美(2)     13.59 
ｵｵｸﾏ ｱﾐ 坂城 ｷﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 川中島

 3 竹田 萌ﾉ花(2)     13.10  7 山本 萌華(2)     13.60 
ﾀｹﾀﾞ ﾎﾉｶ 長野東部 ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ 飯山城南

 4 指方 柚(2)     13.46  8 吉水 優香(2)     13.90 
ｻｼｶﾀ ﾕｽﾞ 堀金 ﾖｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 岡谷東部
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予選 7月3日 12:10
準決勝 7月3日 15:40
決勝 7月4日 12:40

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

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速 +1.9

 1 山岸 音葉(3)  12.97 Q  1 鷲山 芽生(3)  12.75 Q
ﾔﾏｷﾞｼ ｵﾄﾊ 篠ﾉ井東 ﾜｼﾔﾏ ﾒｲ 女鳥羽

 2 大久保 佑南(3)  13.28 Q  2 井原 由奈(3)  13.22 Q
ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾅ 櫻ヶ岡 ｲﾊﾗ ﾕｳﾅ 南箕輪

 3 大井 日陽(3)  13.36 Q  3 和田 未羽(3)  13.54 Q
ｵｵｲ ﾋﾅﾀ 堀金 ﾜﾀﾞ ﾐﾊﾈ 飯綱

 4 山田 聖来(3)  13.37 q  4 牧田 紗和(3)  13.57 
ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ 永明 ﾏｷﾀ ｻﾜ 穂高東

 5 村松 美穂(3)  13.50 q  5 坂口 瑠唯(3)  13.61 
ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾎ 丸ﾉ内 ｻｶｸﾞﾁ  ﾙｲ 上田第五

 6 早川 凛(3)  13.78  6 森角 優菜(3)  13.70 
ﾊﾔｶﾜ ﾘﾝ 川中島 ﾓﾘｶｸ ﾕﾅ 浅間

 7 千野 さくら(3)  14.02  7 中澤 舞(3)  13.86 
ﾁﾉ ｻｸﾗ 仁科台 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｲ 丘

 8 内藤 真帆(3)  14.83  8 小山 留実(3)  14.03 
ﾅｲﾄｳ ﾏﾎ 東御東部 ｺﾔﾏ ﾙﾐ 丸子北

[ 3組] 風速 +1.8 [ 4組] 風速 +2.5

 1 田中 雪乃(3)  12.71 Q  1 中村 夏鈴(3)  12.71 Q
ﾀﾅｶ ﾕｷﾉ 上田第二 ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ 旭ヶ丘

 2 滝澤 亜子(3)  13.09 Q  2 神津 沙夏(3)  13.17 Q
ﾀｷｻﾞﾜ ｱｺ 南宮 ｺｳﾂﾞ ｻﾅ 御代田

 3 倉嶋 凛音(3)  13.22 Q  3 松橋 弥玖(3)  13.25 Q
ｸﾗｼﾏ  ﾘｵﾝ 松代 ﾏﾂﾊｼ ﾐｸ 浅間

 4 尾戸 美柚(3)  13.36 q  4 北野 未桜(3)  13.54 
ｵﾄ ﾐﾕｳ 辰野 ｷﾀﾉ ﾐｵ 穂高東

 5 木ﾉ島 夏生(3)  13.42 q  5 今井 遥香(3)  13.60 
ｷﾉｼﾏ ﾅﾂｷ 赤穂 ｲﾏｲ ﾊﾙｶ 箕輪

 6 西村 未来(3)  13.66  6 赤羽 優花(3)  13.72 
ﾆｼﾑﾗ ﾐｸ 広徳 ｱｶﾊﾈ ﾕｳｶ 辰野

 7 大塚 実和(3)  13.67  7 丸山 優芽(3)  13.81 
ｵｵﾂｶ ﾐﾜ 開成 ﾏﾙﾔﾏ  ﾕﾒ 松代

 8 櫻井 美和(3)  14.14  8 安藤 奈々花(3)  13.82 
ｻｸﾗｲ ﾐﾜ 丸子北 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅﾅｶ 緑ヶ丘

[ 1組] 風速 +0.0 [ 2組] 風速 -1.3

 1 田中 雪乃(3)  12.97 Q  1 中村 夏鈴(3)  12.84 Q
ﾀﾅｶ ﾕｷﾉ 上田第二 ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ 旭ヶ丘

 2 山岸 音葉(3)  13.10 Q  2 鷲山 芽生(3)  13.00 Q
ﾔﾏｷﾞｼ ｵﾄﾊ 篠ﾉ井東 ﾜｼﾔﾏ ﾒｲ 女鳥羽

 3 滝澤 亜子(3)  13.27 Q  3 神津 沙夏(3)  13.29 Q
ﾀｷｻﾞﾜ ｱｺ 南宮 ｺｳﾂﾞ ｻﾅ 御代田

 4 大久保 佑南(3)  13.37  4 井原 由奈(3)  13.33 q
ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾅ 櫻ヶ岡 ｲﾊﾗ ﾕｳﾅ 南箕輪

 5 倉嶋 凛音(3)  13.47  5 松橋 弥玖(3)  13.34 q
ｸﾗｼﾏ  ﾘｵﾝ 松代 ﾏﾂﾊｼ ﾐｸ 浅間

 6 尾戸 美柚(3)  13.51  6 山田 聖来(3)  13.44 
ｵﾄ ﾐﾕｳ 辰野 ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ 永明

 7 和田 未羽(3)  13.70  7 大井 日陽(3)  13.64 
ﾜﾀﾞ ﾐﾊﾈ 飯綱 ｵｵｲ ﾋﾅﾀ 堀金

 8 村松 美穂(3)  13.80  8 木ﾉ島 夏生(3)  13.70 
ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾎ 丸ﾉ内 ｷﾉｼﾏ ﾅﾂｷ 赤穂

風速 +0.8

 1 中村 夏鈴(3)  12.70  5 井原 由奈(3)  13.35 
ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ 旭ヶ丘 ｲﾊﾗ ﾕｳﾅ 南箕輪

 2 山岸 音葉(3)  12.88  6 神津 沙夏(3)  13.41 
ﾔﾏｷﾞｼ ｵﾄﾊ 篠ﾉ井東 ｺｳﾂﾞ ｻﾅ 御代田

 3 田中 雪乃(3)  12.91  7 滝澤 亜子(3)  13.41 
ﾀﾅｶ ﾕｷﾉ 上田第二 ﾀｷｻﾞﾜ ｱｺ 南宮

 4 鷲山 芽生(3)  12.97  8 松橋 弥玖(3)  13.54 
ﾜｼﾔﾏ ﾒｲ 女鳥羽 ﾏﾂﾊｼ ﾐｸ 浅間
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予選 7月3日 13:10
準決勝 7月3日 16:10
決勝 7月4日 11:25

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

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 +0.5

 1 宮川 瑠彩(3)  26.64 Q  1 小林 ひより(3)  26.74 Q
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾙｲ 長野東部 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 東御東部

 2 向井 美来(3)  27.39 Q  2 丸山 紗季(3)  27.28 Q
ﾑｶｲ ﾐｸ 浅間 ﾏﾙﾔﾏ ｻｷ 櫻ヶ岡

 3 齋藤 優羽(3)  27.68 Q  3 権田 琉衣(3)  27.44 Q
ｻｲﾄｳ ﾕｳ 御代田 ｺﾞﾝﾀﾞ ﾙｲ 広徳

 4 召田 育利(2)  29.00  4 渡邊 絢(3)  28.13 q
ﾒｽﾀﾞ ｲｸﾘ 松島 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ 飯綱

 5 池田 夢渚(3)  29.34  5 小口 真歩(2)  28.38 q
ｲｹﾀﾞ ﾕﾅ 波田 ｵｸﾞﾁ ﾏﾎ 岡谷東部

 6 山中 美沙樹(3)  29.36  6 藤田 倖歩(2)  29.06 
ﾔﾏﾅｶ ﾐｻｷ 辰野 ﾌｼﾞﾀ ﾕｷﾎ 波田

 7 宮坂 知彩稀(2)  29.55  7 海川 怜(3)  29.08 
ﾐﾔｻｶ ﾁｻｷ 信明 ｳﾐｶﾜ ﾚｲ 大町第一
佐藤 ｱｰｼｬ(3)  8 北沢 真輝(2)  29.30 
ｻﾄｳ ｱｰｼｬ 東御東部 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｷ 北安松川

[ 3組] 風速 +1.2 [ 4組] 風速 +2.1

 1 吉澤 諒子(3)  27.04 Q  1 小田 彩音(3)  26.78 Q
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｺ 浅間 ｵﾀﾞ ｱﾔﾈ 開成

 2 木村 歩実(3)  27.32 Q  2 三堀 妃(3)  27.73 Q
ｷﾑﾗ ｱﾕﾐ 豊科北 ﾐﾎﾘ ﾒｲ 川中島

 3 矢澤 千夏(3)  27.97 Q  3 田幸 らな(3)  27.88 Q
ﾔｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ 飯田高陵 ﾀｺｳ ﾗﾅ 犀陵

 4 堀内 遥加(3)  28.39 q  4 茂木 愛恵(3)  28.82 q
ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙｶ 箕輪 ﾓｷ ﾏﾅｴ 須坂東

 5 伊藤 穂香(3)  29.12  5 小松 唯夏(2)  28.85 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 諏訪西 ｺﾏﾂ ﾕﾅ 広徳

 6 岩井 陽菜(3)  29.77  6 岡村 瑚白(3)  29.25 
ｲﾜｲ ｱｷﾅ 辰野 ｵｶﾑﾗ ｺﾊｸ 緑ヶ丘

 7 大和田 明日風(3)  29.95  7 井出 優奈(3)  29.52 
ｵｵﾜﾀﾞ ｱｽｶ 伊那東部 ｲﾃﾞ ﾕﾅ 野沢
髙橋 みう(3)  8 関 栞那(3)  30.08 
ﾀｶﾊｼ ﾐｳ 小諸東 ｾｷ ｶﾝﾅ 東御東部

[ 1組] 風速 -1.0 [ 2組] 風速 -0.3

 1 宮川 瑠彩(3)  26.66 Q  1 小田 彩音(3)  26.71 Q
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾙｲ 長野東部 ｵﾀﾞ ｱﾔﾈ 開成

 2 吉澤 諒子(3)  27.01 Q  2 小林 ひより(3)  27.17 Q
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｺ 浅間 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 東御東部

 3 丸山 紗季(3)  27.25 Q  3 木村 歩実(3)  27.19 Q
ﾏﾙﾔﾏ ｻｷ 櫻ヶ岡 ｷﾑﾗ ｱﾕﾐ 豊科北

 4 矢澤 千夏(3)  27.56 q  4 向井 美来(3)  27.48 q
ﾔｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ 飯田高陵 ﾑｶｲ ﾐｸ 浅間

 5 三堀 妃(3)  27.56  5 齋藤 優羽(3)  27.97 
ﾐﾎﾘ ﾒｲ 川中島 ｻｲﾄｳ ﾕｳ 御代田

 6 権田 琉衣(3)  27.65  6 堀内 遥加(3)  28.18 
ｺﾞﾝﾀﾞ ﾙｲ 広徳 ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙｶ 箕輪

 7 渡邊 絢(3)  28.54  7 田幸 らな(3)  28.20 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ 飯綱 ﾀｺｳ ﾗﾅ 犀陵

 8 茂木 愛恵(3)  28.96  8 小口 真歩(2)  28.96 
ﾓｷ ﾏﾅｴ 須坂東 ｵｸﾞﾁ ﾏﾎ 岡谷東部

風速 -0.7

 1 小田 彩音(3)  26.52  5 木村 歩実(3)  27.42 
ｵﾀﾞ ｱﾔﾈ 開成 ｷﾑﾗ ｱﾕﾐ 豊科北

 2 宮川 瑠彩(3)  26.56  6 丸山 紗季(3)  27.50 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾙｲ 長野東部 ﾏﾙﾔﾏ ｻｷ 櫻ヶ岡

 3 小林 ひより(3)  26.82  7 矢澤 千夏(3)  27.55 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 東御東部 ﾔｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ 飯田高陵

 4 吉澤 諒子(3)  26.99  8 向井 美来(3)  27.99 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｺ 浅間 ﾑｶｲ ﾐｸ 浅間
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予選 7月3日 14:05
決勝 7月4日 12:55

長野県中学記録(CR)  2:13.56 和田 有菜  川中島  2014/07/19 
大会記録(GR)    2:15.03 高安 結衣  鉢盛  2015 

[ 1組] [ 2組]

 1 窪田 舞(3)  2:24.53 Q  1 中野 ことは(2)  2:27.07 Q
ｸﾎﾞﾀ ﾏｲ 塩尻 ﾅｶﾉ ｺﾄﾊ 駒ヶ根東

 2 中村 文音(3)  2:27.92 q  2 田村 るう(2)  2:28.22 q
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾈ 鉢盛 ﾀﾑﾗ ﾙｳ 下諏訪

 3 矢澤 茉歩(2)  2:34.38  3 宮本 結花(3)  2:29.26 
ﾔｻﾞﾜ ﾏﾎ 長野東部 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｲｶ 三郷

 4 林 姫都香(2)  2:37.00  4 東海林 優心花(3)  2:36.80 
ﾊﾔｼ ﾋﾄｶ 山辺 ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾕﾐｶ 野沢

 5 西澤 琴音(2)  2:38.77  5 武村 美尋(3)  2:38.18 
ﾆｼｻﾞﾜ ｵﾄﾈ 若穂 ﾀｹﾑﾗ ﾐﾋﾛ 箕輪

 6 春原 史佳(3)  2:39.91  6 北原 彩羽(3)  2:38.67 
ｽﾉﾊﾗ  ﾌﾐｶ 上田第五 ｷﾀﾊﾗ ｲﾛﾊ 上田第四

 7 篠田 楓夏(2)  2:42.86  7 上條 有明里(3)  2:39.53 
ｼﾉﾀﾞ ﾌｳｶ 飯田西 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕﾒﾘ 丘

 8 淺川 美月(3)  2:44.30  8 笠原 菫(3)  2:43.72 
ｱｻｶﾜ ﾐﾂﾞｷ 川中島 ｶｻﾊﾗ ｽﾐﾚ 広徳

ラップタイム ラップタイム
 200m  33.94  6393 窪田 舞(3)  200m  34.48  8262 中野 ことは(2)
 400m  1:10.01  〃  〃  400m  1:12.52  〃  〃 
 600m  1:46.40  〃  〃  600m  1:50.70  〃  〃 

[ 3組] [ 4組]

 1 御子柴 清美(2)  2:21.23 Q  1 阪 千都(3)  2:16.97 Q
ﾐｺｼﾊﾞ ｷﾖﾐ 諏訪 ｻｶ ﾁﾋﾛ 塩尻広陵

 2 宮﨑 琴羽(2)  2:29.02 q  2 津田 燈(3)  2:28.04 q
ﾐﾔｻﾞｷ ｺﾄﾈ 南箕輪 ﾂﾀﾞ ｱｶﾘ 軽井沢

 3 櫻井 実咲(3)  2:30.23  3 宮下 未来(2)  2:30.97 
ｻｸﾗｲ ﾐｻｷ 松島 ﾐﾔｼﾀ ﾐｸﾙ 柳町

 4 北原 和(1)  2:31.83  4 本藤 万穗子(3)  2:31.86 
ｷﾀﾊﾗ ﾅｺﾞﾐ 上田第三 ﾎﾝﾄﾞｳ ﾏﾎｺ 飯綱

 5 中西 寛菜(2)  2:33.21  5 北澤 柊花(2)  2:31.89 
ﾅｶﾆｼ ｶﾝﾅ 櫻ヶ岡 ｷﾀｻﾞﾜ ﾄｳｶ 赤穂

 6 加納 花笑(3)  2:34.30  6 田中 莉緒(1)  2:38.13 
ｶﾉｳ ﾊﾅｴ 三郷 ﾀﾅｶ ﾘｵ 上田第四

 7 清水 優芽(3)  2:36.44  7 松下 真奈(3)  2:39.34 
ｼﾐｽﾞ ﾕﾒ 広徳 ﾏﾂｼﾀ ﾏﾅ 旭ヶ丘

 8 南正覚 鈴(3)  2:42.27  8 髙橋 彩花(2)  2:42.54 
ﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｸ ﾘﾝ 上田第四 ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ 上田第三

ラップタイム ラップタイム
 200m  32.17  7730 御子柴 清美(2)  200m  31.76  6505 阪 千都(3)
 400m  1:06.45  〃  〃  400m  1:05.28  〃  〃 
 600m  1:41.70  〃  〃  600m  1:39.73  〃  〃 

 1 阪 千都(3)  2:14.44 
ｻｶ ﾁﾋﾛ 塩尻広陵

 2 御子柴 清美(2)  2:18.74 
ﾐｺｼﾊﾞ ｷﾖﾐ 諏訪

 3 窪田 舞(3)  2:19.17 
ｸﾎﾞﾀ ﾏｲ 塩尻

 4 中野 ことは(2)  2:24.36 
ﾅｶﾉ ｺﾄﾊ 駒ヶ根東

 5 中村 文音(3)  2:25.96 
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾈ 鉢盛

 6 津田 燈(3)  2:26.53 
ﾂﾀﾞ ｱｶﾘ 軽井沢

 7 田村 るう(2)  2:28.88 
ﾀﾑﾗ ﾙｳ 下諏訪

 8 宮﨑 琴羽(2)  2:29.83 
ﾐﾔｻﾞｷ ｺﾄﾈ 南箕輪

ラップタイム
 200m  31.78  6505 阪 千都(3)
 400m  1:04.75  〃  〃 
 600m  1:39.55  〃  〃 
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予選 7月3日  9:50
決勝 7月4日 10:30

長野県中学記録(CR)            4:28.36 和田 有菜                    川中島           2013/08/22  
大会記録(GR)                  4:33.55 和田 有菜                    川中島           2013        

[ 1組] [ 2組]

 1 武田 悠華(3)   4:58.34 Q  1 真柴 愛里(2)   4:53.76 Q
ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｶ 川中島 ﾏｼﾊﾞ ｱｲﾘ 春富

 2 山口 七海(3)   4:58.91 Q  2 伊藤 瑠那(2)   4:56.67 Q
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 女鳥羽 ｲﾄｳ ﾙﾅ 旭ヶ丘

 3 坂元 唯花(2)   4:59.03 Q  3 小川 美紗(1)   4:57.55 Q
ｻｶﾓﾄ ﾕｲｶ 辰野 ｵｶﾞﾜ ﾐｻ 赤穂

 4 上條 佑依(3)   4:59.33 Q  4 田畑 香奈(1)   5:00.96 Q
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｲ 鉢盛 ﾀﾊﾞﾀ ｶﾅ 上田第四

 5 中村 羽来(2)   4:59.62 Q  5 相場 奈都(3)   5:07.27 Q
ﾅｶﾑﾗ  ﾊﾅ 丸子 ｱｲﾊﾞ ﾅﾂ 信大附属長野

 6 白澤 加菜(2)   4:59.93 q  6 片桐 小春(2)   5:07.93 q
ｼﾗｻﾜ ｶﾅ 三郷 ｶﾀｷﾞﾘ ｺﾊﾙ 駒ヶ根東

 7 宮島 日向子(2)   5:05.22 q  7 成澤 あん里(1)   5:08.07 q
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾅｺ 山辺 ﾅﾙｻﾜ  ｱﾝﾘ 丸子

 8 西澤 愛姫(3)   5:12.53 q  8 杉本 由乃香(1)   5:10.16 q
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾅｷ 小谷 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕﾉｶ 女鳥羽

 9 山﨑 那々(1)   5:13.86  9 若林 咲和(2)   5:12.97 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾅ 下諏訪 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾜ 川中島

10 武田 実久(2)   5:14.74 10 米澤 碧海(1)   5:13.26 
ﾀｹﾀﾞ ﾐｸ 高社 ﾖﾈｻﾞﾜ ｱｵﾐ 辰野

11 杉山 恵奈(3)   5:15.34 11 西澤 穂姫(3)   5:13.45 
ｽｷﾞﾔﾏ ｴﾅ 浅間 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾅｷ 小谷

12 田畑 陽菜(2)   5:17.67 12 菊地 遥奈(2)   5:23.29 
ﾀﾊﾞﾀ ﾊﾙﾅ 春富 ｷｸﾁ ﾊﾙﾅ 東御東部

13 和田 亜依(1)   5:20.77 13 宮川 千依(2)   5:25.67 
ﾜﾀﾞ ｱｲ 木島平 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾁﾖﾘ 山辺

14 木田 愛梨(2)   5:23.10 14 小島 ひより(2)   5:31.97 
ｷﾀﾞ ｱｲﾘ 川中島 ｺｼﾞﾏ ﾋﾖﾘ 飯山城南

15 武井 一桜(1)   5:35.61 15 新井 こころ(3)   6:14.79 
ﾀｹｲ ｲｵ 小海 ｱﾗｲ ｺｺﾛ 丸子北

16 小林 粋佳(3)   5:38.50   山﨑 凛(3)      
ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖｶ 小諸東 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾝ 木島平

ラップタイム ラップタイム
   400m   1:16.11  5943 武田 悠華(3)    400m   1:14.84  8182 真柴 愛里(2)
   800m   2:38.85   〃     〃    800m   2:34.58   〃     〃 
  1100m   3:40.76   〃     〃   1100m   3:34.90   〃     〃 
  1200m   4:00.14   〃     〃   1200m   3:54.30   〃     〃 

 1 真柴 愛里(2)   4:45.80  9 上條 佑依(3)   5:00.04 
ﾏｼﾊﾞ ｱｲﾘ 春富 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｲ 鉢盛

 2 伊藤 瑠那(2)   4:53.60 10 成澤 あん里(1)   5:03.91 
ｲﾄｳ ﾙﾅ 旭ヶ丘 ﾅﾙｻﾜ  ｱﾝﾘ 丸子

 3 山口 七海(3)   4:54.30 11 片桐 小春(2)   5:06.07 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 女鳥羽 ｶﾀｷﾞﾘ ｺﾊﾙ 駒ヶ根東

 4 白澤 加菜(2)   4:56.23 12 宮島 日向子(2)   5:06.53 
ｼﾗｻﾜ ｶﾅ 三郷 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾅｺ 山辺

 5 中村 羽来(2)   4:56.42 13 小川 美紗(1)   5:07.43 
ﾅｶﾑﾗ  ﾊﾅ 丸子 ｵｶﾞﾜ ﾐｻ 赤穂

 6 坂元 唯花(2)   4:57.86 14 杉本 由乃香(1)   5:12.42 
ｻｶﾓﾄ ﾕｲｶ 辰野 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕﾉｶ 女鳥羽

 7 相場 奈都(3)   4:58.07 15 西澤 愛姫(3)   5:13.30 
ｱｲﾊﾞ ﾅﾂ 信大附属長野 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾅｷ 小谷

 8 田畑 香奈(1)   4:58.48 16 武田 悠華(3)   5:13.70 
ﾀﾊﾞﾀ ｶﾅ 上田第四 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｶ 川中島

ラップタイム
   400m   1:16.45  7287 山口 七海(3)
   800m   2:31.20  8182 真柴 愛里(2)
  1100m   3:29.15   〃     〃 
  1200m   3:48.09   〃     〃 

3  6857

15  5943

5  8235

11  7294

4  8259

12  7165

7  7441

13  4464

6  6177

2  4651

1  4467

10  7962

16  7287

14  6711

9  8182

8  8621

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考

13  4284 14  5034
DNS

4  4024 6  4510

16  5952 7  5333

10  5028 16  7163

11  8187 12  4393

15  4134 3  6856

3  5140 8  7973

6  7685 15  5965

7  6857 5  7294

12  7165 11  4464

9  6711 4  8259

5  4467 2  6177

14  7441 9  4651

2  7962 13  8235

 5943 10  8182
記録／備考 順 ORD No. 氏  名 所属名

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考

女子共通

1500m

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

順 ORD No. 氏  名 所属名

1  7287 1  8621

記録／備考
8



予選 7月3日 10:50
準決勝 7月3日 15:15
決勝 7月4日 12:00

長野県中学記録(CR)              14.03 並木 彩華                    野沢             2021/06/19  
大会記録(GR)                    14.09 土屋 ほのか                  軽井沢           2018        

[ 1組] 風速 +1.5 [ 2組] 風速 +1.7

 1 川上 珠実(3)     15.34 Q  1 山口 莉央(2)     15.19 Q
ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ 野沢 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 裾花

 2 飯嶋 咲南(3)     16.49 Q  2 横川 紗也(3)     16.55 Q
ｲｲｼﾞﾏｻﾅ 諏訪南 ﾖｺｶﾜ ｻﾔ 広徳

 3 阪 真琴(1)     16.64 Q  3 櫻庭 遥(2)     16.82 Q
ｻｶ ﾏｺﾄ 塩尻広陵 ｻｸﾗﾊﾞ ﾊﾙ 長野東部

 4 髙澤 蒼生(3)     17.36 q  4 林 優花(3)     16.98 q
ﾀｶｻﾜ ｱｵｲ 飯山城南 ﾊﾔｼ ﾕｳｶ 茅野東部

 5 西村 渉(3)     17.49 q  5 青木 真江(3)     17.18 q
ﾆｼﾑﾗ ｱﾕﾐ 塩尻 ｱｵｷ ﾏｴ 波田

 6 両角 琉那(2)     17.72  6 宮坂 椎加(2)     18.36 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾙﾅ 茅野東部 ﾐﾔｻｶ ｼｲｶ 清陵附属

 7 中村 春花(2)     19.01  7 久林 夏希(2)     18.71 
ﾅｶﾑﾗ  ﾊﾙｶ 上田第五 ｸﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 更北

 8 今野 夢香(2)     19.76  8 手塚 華(2)     20.04 
ｺﾝﾉ ﾕｳｶ 軽井沢 ﾃﾂﾞｶ ﾊﾅ 小諸東

[ 3組] 風速 +0.1 [ 4組] 風速 +0.7

 1 矢島 柚那(2)     14.95 Q  1 並木 彩華(2)     14.09 Q
ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ 長峰 ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 野沢

 2 山邊 栞那(3)     15.96 Q  2 古畑 ゆずほ(2)     16.98 Q
ﾔﾏﾍﾞ ｶﾝﾅ 上田第一 ﾌﾙﾊﾀ ﾕｽﾞﾎ 松島

 3 福澤 さくら(3)     17.05 Q  3 青栁 真穂(3)     17.69 Q
ﾌｸｻﾞﾜ ｻｸﾗ 伊那東部 ｱｵﾔｷﾞ ﾏﾎ 梓川

 4 岡田 花(3)     17.62  4 高橋 咲紀(3)     17.87 
ｵｶﾀﾞ ﾊﾅ 東北 ﾀｶﾊｼ ｻｷ 若穂

 5 佐藤 珠生(3)     18.18  5 石橋 薫(2)     18.16 
ｻﾄｳ ﾀﾏｷ 山辺 ｲｼﾊﾞｼ ｶｵﾙ 高綱

 6 湯田 うらら(2)     18.92  6 加納 萌瑛菜(3)     18.25 
ｳﾀﾞ ｳﾗﾗ 飯田高陵 ｶﾉｳ ﾓｴﾅ 長峰

 7 丸山 真愛(2)     19.01   長谷部 千恵(3)      
ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾅ 堀金 ﾊｾﾍﾞ ﾁｴ 柳町

 8 望月 彬(3)     20.02 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｷ 東御東部

[ 1組] 風速 -1.8 [ 2組] 風速 +0.4

 1 並木 彩華(2)     14.35 Q  1 矢島 柚那(2)     14.68 Q
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 野沢 ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ 長峰

 2 山邊 栞那(3)     16.01 Q  2 山口 莉央(2)     15.11 Q
ﾔﾏﾍﾞ ｶﾝﾅ 上田第一 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 裾花

 3 川上 珠実(3)     16.02 Q  3 横川 紗也(3)     16.15 Q
ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ 野沢 ﾖｺｶﾜ ｻﾔ 広徳

 4 古畑 ゆずほ(2)     16.84  4 櫻庭 遥(2)     16.69 q
ﾌﾙﾊﾀ ﾕｽﾞﾎ 松島 ｻｸﾗﾊﾞ ﾊﾙ 長野東部

 5 阪 真琴(1)     17.25  5 飯嶋 咲南(3)     16.71 q
ｻｶ ﾏｺﾄ 塩尻広陵 ｲｲｼﾞﾏｻﾅ 諏訪南

 6 青栁 真穂(3)     17.67  6 福澤 さくら(3)     16.82 
ｱｵﾔｷﾞ ﾏﾎ 梓川 ﾌｸｻﾞﾜ ｻｸﾗ 伊那東部

 7 林 優花(3)     17.74  7 髙澤 蒼生(3)     17.42 
ﾊﾔｼ ﾕｳｶ 茅野東部 ﾀｶｻﾜ ｱｵｲ 飯山城南

 8 西村 渉(3)     17.80   青木 真江(3)      
ﾆｼﾑﾗ ｱﾕﾐ 塩尻 ｱｵｷ ﾏｴ 波田

風速 +0.1

 1 並木 彩華(2)     14.06  5 山邊 栞那(3)     15.55 
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ 野沢 ﾔﾏﾍﾞ ｶﾝﾅ 上田第一

 2 矢島 柚那(2)     14.80  6 横川 紗也(3)     16.38 
ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ 長峰 ﾖｺｶﾜ ｻﾔ 広徳

 3 山口 莉央(2)     15.05  7 飯嶋 咲南(3)     16.64 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 裾花 ｲｲｼﾞﾏｻﾅ 諏訪南

 4 川上 珠実(3)     15.50  8 櫻庭 遥(2)     17.55 
ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ 野沢 ｻｸﾗﾊﾞ ﾊﾙ 長野東部

所属名 記録／備考

3  7774

2  54849  4104

6  4593

8  6064

5  4087
大会新

7  7850

4  5766

決勝

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

3  6397 2  7413
DQ(H4)

2  7887 3  5301

9  7344 9  8102

8  6487 6  7774

6  7087 8  5484

4  4104 5  6064

5  4593 4  5766

7  4087 7  7850
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

9  4392

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

7  8757 8  5382
DNS

2  8434 7  7862

8  7151 5  7176

3  5641 4  5917

5  8102 3  7344

4  4593 2  7087

6  7850 6  4087
大会ﾀｲ

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

2  4240 8  4291

6  4671 2  5982

3  7881 4  7948

5  6397 5  7413

4  5301 7  7887

9  6487 9  5484

8  7774 3  6064

記録／備考
7  4104 6  5766

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

女子共通

100mH(0.762-8.0m)

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



決勝 7月3日  9:00

長野県中学記録(CR)              51.04                              坂城             2017/07/15
                                      （富山 萌衣・宮原 凛成・宮下 留花・牧内 愛実）
大会記録(GR)                    51.71                              春富             2016        
                                      （吉澤 芽衣・北原 小遥・大前 歌音・星野 陽花里）

[ 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   7 波田  7405 藤田 倖歩(2)     54.57  1   8 開成  7116 市川 凜子(1)     54.25 

ﾊﾀ ﾌｼﾞﾀ ﾕｷﾎ ｶｲｾｲ ｲﾁｶﾜ ﾘｺ
 7417 黒田 稀和美(1)  7118 中村 みゆ(1)

ｸﾛﾀﾞ ｷﾜﾐ ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ
 7415 酒井 結菜(1)  7114 小口 絵理奈(2)

ｻｶｲ ﾕｲﾅ ｵｸﾞﾁ ｴﾘﾅ
 7404 中野 瑛理南(2)  7113 堀内 杏菜(2)

ﾅｶﾉ ｴﾘﾅ ﾎﾘｳﾁ ｱﾝﾅ
 2   2 飯田高陵  8434 湯田 うらら(2)     55.22  2   4 東御東部  4405 菊原 千聖(1)     55.68 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳ ｳﾀﾞ ｳﾗﾗ ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ｷｸﾊﾗ ﾁｻﾄ
 8447 椎谷 綾華(1)  4395 塩入 心遥(2)

ｼｲﾔ ｱﾔｶ ｼｵｲﾘ ｺﾊﾙ
 8446 塩澤 みのり(1)  4397 德田 心結(2)

ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ ﾄｸﾀﾞ ﾐﾕ
 8430 羽生 月佳(2)  4404 飯高 明花里(1)

ﾊﾆｭｳ ﾙｶ ｲｲﾀｶ ｱｶﾘ
 3   3 高社  5147 土屋 茉央(1)     55.78  3   2 長野北部  5666 佐々木 夢乃(2)     56.07 

ｺｳｼｬ ﾂﾁﾔ ﾏｵ ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞ ｻｻｷ ﾕﾒﾉ
 5140 武田 実久(2)  5696 佐々木 陽菜乃(1)

ﾀｹﾀﾞ ﾐｸ ｻｻｷ ﾋﾅﾉ
 5151 山﨑 凜奏(1)  5699 中村 葵(1)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾐｶ ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ
 5144 山本 亜妃(2)  5667 滝本 莉心(2)

ﾔﾏﾓﾄ ｱｷ ﾀｷﾓﾄ ﾘｺ
 4   4 伊那  8074 浦野 あいか(2)     56.11  4   9 松島  7089 召田 育利(2)     56.44 

ｲﾅ ｳﾗﾉ ｱｲｶ ﾏﾂｼﾏ ﾒｽﾀﾞ ｲｸﾘ
 8076 片山 和奏(1)  7086 山村 絵麻(2)

ｶﾀﾔﾏ ﾜｶﾅ ﾔﾏﾑﾗ ｴﾏ
 8075 稲葉 笑麻里(1)  7091 降籏 瑞菜(1)

ｲﾅﾊﾞ ﾆﾏﾘ ﾌﾘﾊﾀ ﾐﾅ
 8073 馬場 美伶(2)  7090 川舩 菜々椛(1)

ﾊﾞﾊﾞ ﾐﾚｲ ｶﾜﾌﾈ ﾅﾅｶ
 5   5 信濃小  5225 外谷 天嶺(2)     56.29  5   6 筑摩野  7269 宮澤 柚羽(1)     56.83 

ｼﾅﾉｼｮｳ ﾄﾔ ｱﾏﾈ ﾁｸﾏﾉ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｽﾞﾊ
 5221 池田 華埜(1)  7261 ｴｽﾗﾐ 舞咲(2)

ｲｹﾀﾞ ｶﾉ ｴｽﾗﾐ ﾏｲｻ
 5240 宮下 あやめ(1)  7267 須山 颯(1)

ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾒ ｽﾔﾏ ｿｳ
 5226 狩野 翠(2)  7262 上條 香乃(2)

ｶﾉｳ ﾐﾄﾞﾘ ｶﾐｼﾞｮｳ ｶﾉ
 6   9 春富  8180 織井 瑞希(1)     56.52  6   7 市立長野  8809 石田 結香(2)     58.02 

ﾊﾙﾄﾐ ｵﾘｲ ﾐｽﾞｷ ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ ｲｼﾀﾞ ﾕｶ
 8176 池田 よつば(1)  8785 天利 祐華(1)

ｲｹﾀﾞ ﾖﾂﾊﾞ ｱﾏﾘ ﾕｳｶ
 8185 市川 冴姫(2)  8784 土屋 彩希(1)

ｲﾁｶﾜ ｻｷ ﾂﾁﾔ ｻｷ
 8179 篭田 心優(1)  8782 柴 心優(2)

ｶｺﾞﾀ ｺｺﾛ ｼﾊﾞ ﾐﾕｳ
 7   6 山辺  7150 浅村 思芭(1)     57.05  7   3 丸子北  4503 北澤 里帆(1)   1:00.82 

ﾔﾏﾍﾞ ｱｻﾑﾗ ｺﾄﾊ ﾏﾙｺｷﾀ ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾎ
 7165 宮島 日向子(2)  4504 清野 ひより(1)

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾅｺ ｷﾖﾉ ﾋﾖﾘ
 7164 重田 真優(1)  4507 宮坂 晴海(1)

ｼｹﾞﾀ ﾏﾕ ﾐﾔｻｶ ﾊﾙﾐ
 7163 宮川 千依(2)  4505 小山 恋以奈(1)

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾁﾖﾘ ｺﾔﾏ ﾚｲﾅ
 8   8 上田第一  8816 山浦 瑠楠(1)   1:00.16     5 上田第四  4653 中山 里恋(1)      

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｲﾁ ﾔﾏｳﾗ ﾙﾅ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝ ﾅｶﾔﾏ ﾘｺ DQ
 8818 青木 里紗(1)  4647 堀内 あのん(2) R1(3-4)

ｱｵｷ ﾘｻ ﾎﾘｳﾁ ｱﾉﾝ
 8819 清水 悠凪(1)  4648 中澤 萌果(2)

ｼﾐｽﾞ ﾕﾅ ﾅｶｻﾞﾜ ﾓｶ
 8817 丸山 幸華(1)  4644 七尾 結心(1)

ﾏﾙﾔﾏ ｻﾁｶ ﾅﾅｵ ﾕﾉ

女子1･2年

4×100m

決勝



[ 3組] [ 4組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 緑ヶ丘  8930 秋田 千尋(1)     54.55  1   7 浅間  4158 渡辺 夢彩(1)     55.79 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ ｱｷﾀ ﾁﾋﾛ ｱｻﾏ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｱ
 8618 木下 瑠菜(2)  4150 荻原 藍(2)

ｷﾉｼﾀ ﾙﾅ ｵｷﾞﾊﾗ ｱｲ
 8619 小林 まな(2)  4157 市村 花菜(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ ｲﾁﾑﾗ ﾊﾅ
 8931 櫻井 音寧(1)  4151 髙安 万絢(2)

ｻｸﾗｲ ﾈﾈ ﾀｶﾔｽ ﾏｱﾔ
 2   7 柳町  5402 北沢 妃菜之(1)     55.34  2   6 長野東部  5484 櫻庭 遥(2)     56.12 

ﾔﾅｷﾞﾏﾁ ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾅﾉ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ｻｸﾗﾊﾞ ﾊﾙ
 5388 竹重 美鈴(2)  5487 久保 杏果(1)

ﾀｹｼｹﾞ ﾐｽｽﾞ ｸﾎﾞ ｷｮｳｶ
 5409 西沢 桜(1)  5480 北島 麻理(2)

ﾆｼｻﾞﾜ ｻｸﾗ ｷﾀｼﾞﾏ ﾏﾘ
 5393 山岸 莉々菜(2)  5488 倉島 心葉(1)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾘﾘﾅ ｸﾗｼﾏ ｺｺﾊ
 3   9 箕輪  8011 穂苅 未愛(2)     56.10  3   2 豊科北  6630 小林 美悠(1)     56.49 

ﾐﾉﾜ ﾎｶﾘ ﾐｸｱ ﾄﾖｼﾅｷﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｳ
 8019 大槻 恵永ｹﾘｰ(1)  6656 横内 美結(1)

ｵｵﾂｷ ﾒｲｹﾘｰ ﾖｺｳﾁ ﾐﾕ
 8017 加藤 倖希(1)  6655 堀金 里菜(1)

ｶﾄｳ ﾕｷ ﾎﾘｶﾞﾈ ﾘﾅ
 8014 山本 柚奈(2)  6652 藤倉 花音(2)

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾅ ﾌｼﾞｸﾗ ｶﾉﾝ
 4   6 長峰  7852 大久保 澪(1)     56.13  4   5 野沢  4085 鷹野 花恋(2)     56.68 

ﾅｶﾞﾐﾈ ｵｵｸﾎﾞ ﾐｵ ﾉｻﾞﾜ ﾀｶﾉ ｶﾚﾝ
 7840 赤羽 柚香(2)  4083 須江 陽香(2)

ｱｶﾊﾈ ﾕｽﾞｶ ｽｴ ﾊﾙｶ
 7853 勝野 光咲(1)  4075 林 菜々子(1)

ｶﾂﾉ ﾐｻｷ ﾊﾔｼ ﾅﾅｺ
 7842 小池 陽葵(2)  4070 竹内 瑞喜(1)

ｺｲｹ ﾋﾏﾘ ﾀｹｳﾁ ﾐｽﾞｷ
 5   3 茅野北部  7822 小倉 結芽(1)     56.86  5   8 広徳  6042 曽木 咲恵(1)     56.81 

ﾁﾉﾎｸﾌﾞ ｵｸﾞﾗ ﾕﾒ ｺｳﾄｸ ｿｷﾞ ｻｴ
 7833 山下 恋花(1)  6044 小松 唯夏(2)

ﾔﾏｼﾀ ｺﾊﾅ ｺﾏﾂ ﾕﾅ
 7825 林 れいな(1)  6041 内山 結菜(1)

ﾊﾔｼ ﾚｲﾅ ｳﾁﾔﾏ ﾕｳﾅ
 7824 柳平 紗希(1)  6047 山本 佳里奈(2)

ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｻｷ ﾔﾏﾓﾄ ｶﾘﾅ
 6   8 丸ﾉ内  7040 淺輪 樹里(1)     57.99  7   4 仁科台  6909 西澤 美聡(1)     57.55 

ﾏﾙﾉｳﾁ ｱｻﾜ ｼﾞｭﾘ ﾆｼﾅﾀﾞｲ ﾆｼｻﾞﾜ ﾐｻﾄ
 7035 金丸 未来乃(2)  6914 内山 実紅(1)

ｶﾈﾏﾙ ﾐﾗﾉ ｳﾁﾔﾏ ﾐｸ
 7034 国本 璃子(2)  6913 長澤 莉緒(1)

ｸﾆﾓﾄ ﾘｺ ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｵ
 7041 柿澤 由那(1)  6911 小倉 心美(1)

ｶｷｻﾞﾜ ﾕﾅ ｵｸﾞﾗ ｺﾊﾙ
 7   4 篠ﾉ井西  5843 橋詰 結月(1)     58.63     3 南箕輪  8052 宮下 華凜(1)      

ｼﾉﾉｲﾆｼ ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕﾂﾞｷ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ﾐﾔｼﾀ ｶﾘﾝ DQ
 5860 甘利 心菜(2)  8050 小林 日菜花(1) R1(3-4)

ｱﾏﾘ ｺｺﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅｶ
 5842 野沢 真央(1)  8047 藤森 菜々美(2)

ﾉｻﾞﾜ ﾏｵ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ
 5863 内山 佳恵子(2)  8058 原 結香(2)

ｳﾁﾔﾏ ｹｴｺ ﾊﾗ ﾕｲｶ
 8   2 上田第五  4671 中村 春花(2)     58.86 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞ ﾅｶﾑﾗ  ﾊﾙｶ
 4693 井出 奈那(1)

ｲﾃﾞ  ﾅﾅ
 4694 坂口 優芽(1)

ｻｶｸﾞﾁ  ﾕﾒ
 4672 山本 こなみ(2)

ﾔﾏﾓﾄ  ｺﾅﾐ

女子1･2年

4×100m



   1 開成     54.25 市川 凜子(1) 中村 みゆ(1) 小口 絵理奈(2)堀内 杏菜(2)   2   1
   2 緑ヶ丘     54.55 秋田 千尋(1) 木下 瑠菜(2) 小林 まな(2) 櫻井 音寧(1)   3   1
   3 波田     54.57 藤田 倖歩(2) 黒田 稀和美(1)酒井 結菜(1) 中野 瑛理南(2)  1   1
   4 飯田高陵     55.22 湯田 うらら(2)椎谷 綾華(1) 塩澤 みのり(1)羽生 月佳(2)   1   2
   5 柳町     55.34 北沢 妃菜之(1)竹重 美鈴(2) 西沢 桜(1) 山岸 莉々菜(2)  3   2
   6 東御東部     55.68 菊原 千聖(1) 塩入 心遥(2) 德田 心結(2) 飯高 明花里(1)  2   2
   7 高社     55.78 土屋 茉央(1) 武田 実久(2) 山﨑 凜奏(1) 山本 亜妃(2)   1   3
   8 浅間     55.79 渡辺 夢彩(1) 荻原 藍(2) 市村 花菜(1) 髙安 万絢(2)   4   1
   9 長野北部     56.07 佐々木 夢乃(2)佐々木 陽菜乃(中村 葵(1) 滝本 莉心(2)   2   3
  10 箕輪     56.10 穂苅 未愛(2) 大槻 恵永ｹﾘｰ(1加藤 倖希(1) 山本 柚奈(2)   3   3
  11 伊那     56.11 浦野 あいか(2)片山 和奏(1) 稲葉 笑麻里(1)馬場 美伶(2)   1   4
  12 長野東部     56.12 櫻庭 遥(2) 久保 杏果(1) 北島 麻理(2) 倉島 心葉(1)   4   2
  13 長峰     56.13 大久保 澪(1) 赤羽 柚香(2) 勝野 光咲(1) 小池 陽葵(2)   3   4
  14 信濃小     56.29 外谷 天嶺(2) 池田 華埜(1) 宮下 あやめ(1)狩野 翠(2)   1   5
  15 松島     56.44 召田 育利(2) 山村 絵麻(2) 降籏 瑞菜(1) 川舩 菜々椛(1)  2   4
  16 豊科北     56.49 小林 美悠(1) 横内 美結(1) 堀金 里菜(1) 藤倉 花音(2)   4   3
  17 春富     56.52 織井 瑞希(1) 池田 よつば(1)市川 冴姫(2) 篭田 心優(1)   1   6
  18 野沢     56.68 鷹野 花恋(2) 須江 陽香(2) 林 菜々子(1) 竹内 瑞喜(1)   4   4
  19 広徳     56.81 曽木 咲恵(1) 小松 唯夏(2) 内山 結菜(1) 山本 佳里奈(2)  4   5
  20 筑摩野     56.83 宮澤 柚羽(1) ｴｽﾗﾐ 舞咲(2) 須山 颯(1) 上條 香乃(2)   2   5
  21 茅野北部     56.86 小倉 結芽(1) 山下 恋花(1) 林 れいな(1) 柳平 紗希(1)   3   5
  22 山辺     57.05 浅村 思芭(1) 宮島 日向子(2)重田 真優(1) 宮川 千依(2)   1   7
  23 仁科台     57.55 西澤 美聡(1) 内山 実紅(1) 長澤 莉緒(1) 小倉 心美(1)   4   7
  24 丸ﾉ内     57.99 淺輪 樹里(1) 金丸 未来乃(2)国本 璃子(2) 柿澤 由那(1)   3   6
  25 市立長野     58.02 石田 結香(2) 天利 祐華(1) 土屋 彩希(1) 柴 心優(2)   2   6
  26 篠ﾉ井西     58.63 橋詰 結月(1) 甘利 心菜(2) 野沢 真央(1) 内山 佳恵子(2)  3   7
  27 上田第五     58.86 中村 春花(2) 井出 奈那(1) 坂口 優芽(1) 山本 こなみ(2)  3   8
  28 上田第一   1:00.16 山浦 瑠楠(1) 青木 里紗(1) 清水 悠凪(1) 丸山 幸華(1)   1   8
  29 丸子北   1:00.82 北澤 里帆(1) 清野 ひより(1)宮坂 晴海(1) 小山 恋以奈(1)  2   7
    上田第四          DQ 中山 里恋(1) 堀内 あのん(2)中澤 萌果(2) 七尾 結心(1)   2    
    南箕輪          DQ 宮下 華凜(1) 小林 日菜花(1)藤森 菜々美(2)原 結香(2)   4    

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

女子1･2年

4×100m
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



予選 7月4日  9:00
決勝 7月4日 14:30

長野県中学記録(CR)              48.17                              豊科北           2014/7/06   
                                      （湯本 珠実・臼井 美紅・齊藤 静花・木村 凌）
大会記録(GR)                    48.17                              豊科北           2014        
                                      （湯本・臼井・齊藤・木村）

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   9 野沢  4104 川上 珠実(3)     50.29 Q  1   4 飯田高陵  8417 松村 華萌(2)     51.83 Q

ﾉｻﾞﾜ ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳ ﾏﾂﾑﾗ ｶﾎ
 4087 並木 彩華(2)  8411 小池 悠(2)

ﾅﾐｷ ｱﾔｶ ｺｲｹ ﾕｳ
 4086 中嶋 杏佳(2)  8448 小西 世蘭(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ ｺﾆｼ ｾﾗﾝ
 4109 吉田 彩葉(3)  8453 矢澤 千夏(3)

ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ ﾔｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ
 2   8 櫻ヶ岡  5430 依田 咲子(3)     52.55 q  2   2 開成  7139 大塚 実和(3)     52.15 q

ｻｸﾗｶﾞｵｶ ﾖﾀﾞ ｻｷｺ ｶｲｾｲ ｵｵﾂｶ ﾐﾜ
 5422 大久保 佑南(3)  7111 宮入 心奈(2)

ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾅ ﾐﾔｲﾘ ｺｺﾅ
 5428 丸山 紗季(3)  7112 柴田 奈々(2)

ﾏﾙﾔﾏ ｻｷ ｼﾊﾞﾀ ﾅﾅ
 5425 日比 咲杏(3)  7138 小田 彩音(3)

ﾋﾋﾞ ｻｸﾗ ｵﾀﾞ ｱﾔﾈ
 3   7 堀金  8757 丸山 真愛(2)     52.69  3   5 東御東部  4391 宮本 和花奈(3)     53.14 

ﾎﾘｶﾞﾈ ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾅ ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ﾐﾔﾓﾄ ﾜｶﾅ
 8759 指方 柚(2)  8773 小林 ひより(3)

ｻｼｶﾀ ﾕｽﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ
 8758 岩下 美波(2)  8779 清水 藤子(3)

ｲﾜｼﾀ ﾐﾅﾐ ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺ
 8753 大井 日陽(3)  8777 飯高 愛莉(3)

ｵｵｲ ﾋﾅﾀ ｲｲﾀｶ ｱｲﾘ
 4   2 広徳  6058 東野 愛生(2)     53.00  4   6 赤穂  8239 竹内 ひかり(3)     53.28 

ｺｳﾄｸ ﾋｶﾞｼﾉ ｱﾑ ｱｶﾎ ﾀｹｳﾁ ﾋｶﾘ
 6065 権田 琉衣(3)  8249 柏原 美緒(2)

ｺﾞﾝﾀﾞ ﾙｲ ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾐｵ
 6064 横川 紗也(3)  8244 木ﾉ島 夏生(3)

ﾖｺｶﾜ ｻﾔ ｷﾉｼﾏ ﾅﾂｷ
 6067 西村 未来(3)  8240 石曽根 葵(3)

ﾆｼﾑﾗ ﾐｸ ｲｼｿﾞﾈ ｱｵｲ
 5   4 軽井沢  4249 津田 燈(3)     53.30  5   7 松島  7082 岩間 穂乃香(3)     53.37 

ｶﾙｲｻﾞﾜ ﾂﾀﾞ ｱｶﾘ ﾏﾂｼﾏ ｲﾜﾏ ﾎﾉｶ
 4241 星野 紗菜(2)  7081 櫻井 実咲(3)

ﾎｼﾉ ｻﾅ ｻｸﾗｲ ﾐｻｷ
 4246 小島 羽な花(2)  7088 中川 結菜(2)

ｺｼﾞﾏ ﾊﾅｶ ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾅ
 4247 宇都宮 新奈(3)  7087 古畑 ゆずほ(2)

ｳﾂﾉﾐﾔ ﾆﾅ ﾌﾙﾊﾀ ﾕｽﾞﾎ
 6   3 辰野  7955 山中 美沙樹(3)     53.71  6   3 御代田  4269 小山 知華(3)     53.90 

ﾀﾂﾉ ﾔﾏﾅｶ ﾐｻｷ ﾐﾖﾀ ｺﾔﾏ ﾁｶ
 7951 岩井 陽菜(3)  4267 齋藤 優羽(3)

ｲﾜｲ ｱｷﾅ ｻｲﾄｳ ﾕｳ
 7952 尾戸 美柚(3)  4266 市川 麻奈(3)

ｵﾄ ﾐﾕｳ ｲﾁｶﾜ ﾏﾅ
 7950 赤羽 優花(3)  4256 神津 沙夏(3)

ｱｶﾊﾈ ﾕｳｶ ｺｳﾂﾞ ｻﾅ
 7   5 裾花  5767 柴田 瑠美(2)     54.76  7   8 篠ﾉ井東  5829 久保 結花(2)     54.60 

ｽｿﾊﾞﾅ ｼﾊﾞﾀ ﾙﾐ ｼﾉﾉｲﾋｶﾞｼ ｸﾎﾞ ﾕｳｶ
 5766 山口 莉央(2)  5828 小田 唯夏(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ ｵﾀﾞ ﾕｲﾅ
 5717 戸谷 瑞來(3)  5835 綿貫 日菜乃(3)

ﾄﾔ ﾐｽﾞｷ ﾜﾀﾇｷ ﾋﾅﾉ
 5725 阿部 紗和(3)  5831 山岸 音葉(3)

ｱﾍﾞ ｻﾜ ﾔﾏｷﾞｼ ｵﾄﾊ
 8   6 丸子北  4515 小山 留実(3)     57.00  8   9 諏訪南  7776 矢﨑 梨奈(3)     54.88 

ﾏﾙｺｷﾀ ｺﾔﾏ ﾙﾐ ｽﾜﾐﾅﾐ ﾔｻﾞｷ ﾘﾅ
 4511 瀧澤 唯(3)  7774 飯嶋 咲南(3)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｲ ｲｲｼﾞﾏｻﾅ
 4514 松木 美優(3)  7764 中山 桃(1)

ﾏﾂｷ ﾐﾕ ﾅｶﾔﾏ ﾓﾓ
 4516 櫻井 美和(3)  7775 市川 紗菜(3)

ｻｸﾗｲ ﾐﾜ ｲﾁｶﾜ ｻﾅ

女子共通

4×100m

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



[ 3組] [ 4組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 浅間  4132 吉澤 諒子(3)     51.33 Q  1   4 坂城  4743 樋口 碧(2)     50.87 Q

ｱｻﾏ ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｺ ｻｶｷ ﾋｸﾞﾁ ｱｵｲ
 4147 向井 美来(3)  4739 金子 亜瑠(3)

ﾑｶｲ ﾐｸ ｶﾈｺ ｱﾙ
 4149 森角 優菜(3)  4740 吾妻 恭佳(3)

ﾓﾘｶｸ ﾕﾅ ｱｶﾞﾂﾏ ｷｮｳｶ
 4138 松橋 弥玖(3)  4741 大熊 杏美(2)

ﾏﾂﾊｼ ﾐｸ ｵｵｸﾏ ｱﾐ
 2   3 長野東部  5473 竹腰 優依(3)     52.24 q  2   3 箕輪  8001 赤羽 七海(3)     52.66 q

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ﾀｹｺｼ ﾕｲ ﾐﾉﾜ ｱｶﾊﾈ ﾅﾅﾐ
 5478 川﨑 莉愛(2)  8005 大坪 千紗(2)

ｶﾜｻｷ ﾘｱ ｵｵﾂﾎﾞ ﾁｻ
 5481 竹田 萌ﾉ花(2)  7992 堀内 遥加(3)

ﾀｹﾀﾞ ﾎﾉｶ ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙｶ
 5477 宮川 瑠彩(3)  8000 今井 遥香(3)

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾙｲ ｲﾏｲ ﾊﾙｶ
 3   5 川中島  5953 上平 真麻(2)     52.81  3   6 伊那東部  8117 北澤 想夏(3)     53.59 

ｶﾜﾅｶｼﾞﾏ ｳﾜﾀﾞｲﾗ ﾏｵ ｲﾅﾄｳﾌﾞ ｷﾀｻﾞﾜ ｺｺﾅ
 5968 木村 望美(2)  8114 掛川 風保(3)

ｷﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ ｶｹｶﾞﾜ ｶﾎ
 5942 小林 ゆずな(3)  8105 三澤 琴(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞﾅ ﾐｻﾜ ｺﾄ
 5945 早川 凛(3)  8106 大和田 明日風(3)

ﾊﾔｶﾜ ﾘﾝ ｵｵﾜﾀﾞ ｱｽｶ
 4   2 木祖  6265 山路 凜香(2)     53.05  4   5 波田  7412 廣瀬 唯菜(3)     53.82 

ｷｿ ﾔﾏｼﾞ ﾘﾝｶ ﾊﾀ ﾋﾛｾ ﾕｲﾅ
 6264 森下 つぼ実(2)  7413 青木 真江(3)

ﾓﾘｼﾀ ﾂﾎﾞﾐ ｱｵｷ ﾏｴ
 6263 古井 はるか(2)  7410 池田 夢渚(3)

ﾌﾙｲ ﾊﾙｶ ｲｹﾀﾞ ﾕﾅ
 6261 寺平 祈愛(2)  7409 黒田 香椰美(3)

ﾃﾗﾀﾞｲﾗ ｲﾉﾘ ｸﾛﾀﾞ ｶﾔﾐ
 5   7 東北  5623 川口 葵(3)     53.44  5   7 岡谷東部  7648 中島 美佳(3)     53.84 

ﾄｳﾎｸ ｶﾜｸﾞﾁ ｱｵｲ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｶ
 5626 能瀬 澄麗(3)  7655 林 音琉(2)

ﾉｾ ｽﾐﾚ ﾊﾔｼ ﾈﾙ
 5627 荒井 美海(3)  7653 小口 真歩(2)

ｱﾗｲ ﾐｳ ｵｸﾞﾁ ﾏﾎ
 5641 岡田 花(3)  7658 吉水 優香(2)

ｵｶﾀﾞ ﾊﾅ ﾖｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ
 6   9 北安松川  6788 北沢 真輝(2)     53.81  6   8 女鳥羽  7296 高岡 明咲(3)     54.20 

ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜ ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｷ ﾒﾄﾊﾞ ﾀｶｵｶ ﾒｲｻ
 6789 梨子田 乃々果(2)  7290 斎藤 瑚春(2)

ﾅｼﾀﾞ ﾉﾉｶ ｻｲﾄｳ ｺﾊﾙ
 6786 望月 愛楓(3)  7280 髙木 舞(3)

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾅｶ ﾀｶｷﾞ ﾏｲ
 6790 横澤 咲蘭(2)  7281 鷲山 芽生(3)

ﾖｺｻﾜ ｻﾗ ﾜｼﾔﾏ ﾒｲ
 7   8 長峰  7864 山浦 花杏(3)     54.37  7   9 豊科北  6639 平田 春奈(3)     54.26 

ﾅｶﾞﾐﾈ ﾔﾏｳﾗ ｶﾅﾝ ﾄﾖｼﾅｷﾀ ﾋﾗﾀ ﾊﾙﾅ
 7861 大和 由奈(3)  6642 木村 歩実(3)

ｵｵﾜ ﾕﾅ ｷﾑﾗ ｱﾕﾐ
 7862 加納 萌瑛菜(3)  6636 藤倉 苺花(3)

ｶﾉｳ ﾓｴﾅ ﾌｼﾞｸﾗ ｲﾁｶ
 7850 矢島 柚那(2)  6637 木村 莉央(3)

ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ ｷﾑﾗ ﾘｵ
 8   6 上田第五  4682 春原 史佳(3)     54.72  8   2 小諸東  4287 内堀 紗衣(2)     56.10 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞ ｽﾉﾊﾗ  ﾌﾐｶ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ｳﾁﾎﾞﾘ ｻｴ
 4681 坂口 瑠唯(3)  4289 風巻 里奈(2)

ｻｶｸﾞﾁ  ﾙｲ ｶｻﾞﾏｷ ﾘﾅ
 4684 林 美緒(3)  4285 横須賀 さくら(3)

ﾊﾔｼ  ﾐｵ ﾖｺｽｶ ｻｸﾗ
 4683 高見澤 茉那(3)  4283 髙橋 みう(3)

ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ﾏﾅ ﾀｶﾊｼ ﾐｳ

女子共通

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 野沢  4104 川上 珠実(3)     49.96 

ﾉｻﾞﾜ ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ
 4087 並木 彩華(2)

ﾅﾐｷ ｱﾔｶ
 4086 中嶋 杏佳(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ
 4109 吉田 彩葉(3)

ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ
 2   7 坂城  4743 樋口 碧(2)     50.81 

ｻｶｷ ﾋｸﾞﾁ ｱｵｲ
 4739 金子 亜瑠(3)

ｶﾈｺ ｱﾙ
 4740 吾妻 恭佳(3)

ｱｶﾞﾂﾏ ｷｮｳｶ
 4741 大熊 杏美(2)

ｵｵｸﾏ ｱﾐ
 3   5 浅間  4132 吉澤 諒子(3)     51.21 

ｱｻﾏ ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｺ
 4147 向井 美来(3)

ﾑｶｲ ﾐｸ
 4149 森角 優菜(3)

ﾓﾘｶｸ ﾕﾅ
 4138 松橋 弥玖(3)

ﾏﾂﾊｼ ﾐｸ
 4   6 飯田高陵  8417 松村 華萌(2)     52.15 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳ ﾏﾂﾑﾗ ｶﾎ
 8411 小池 悠(2)

ｺｲｹ ﾕｳ
 8448 小西 世蘭(3)

ｺﾆｼ ｾﾗﾝ
 8453 矢澤 千夏(3)

ﾔｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ
 5   2 櫻ヶ岡  5430 依田 咲子(3)     52.24 

ｻｸﾗｶﾞｵｶ ﾖﾀﾞ ｻｷｺ
 5422 大久保 佑南(3)

ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾅ
 5428 丸山 紗季(3)

ﾏﾙﾔﾏ ｻｷ
 5425 日比 咲杏(3)

ﾋﾋﾞ ｻｸﾗ
 6   3 箕輪  8001 赤羽 七海(3)     52.39 

ﾐﾉﾜ ｱｶﾊﾈ ﾅﾅﾐ
 8005 大坪 千紗(2)

ｵｵﾂﾎﾞ ﾁｻ
 7992 堀内 遥加(3)

ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙｶ
 8000 今井 遥香(3)

ｲﾏｲ ﾊﾙｶ
 7   8 長野東部  5473 竹腰 優依(3)     52.40 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ﾀｹｺｼ ﾕｲ
 5478 川﨑 莉愛(2)

ｶﾜｻｷ ﾘｱ
 5481 竹田 萌ﾉ花(2)

ﾀｹﾀﾞ ﾎﾉｶ
 5477 宮川 瑠彩(3)

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾙｲ
 8   9 開成  7139 大塚 実和(3)     52.46 

ｶｲｾｲ ｵｵﾂｶ ﾐﾜ
 7111 宮入 心奈(2)

ﾐﾔｲﾘ ｺｺﾅ
 7112 柴田 奈々(2)

ｼﾊﾞﾀ ﾅﾅ
 7138 小田 彩音(3)

ｵﾀﾞ ｱﾔﾈ

女子共通

4×100m
決勝



決勝 (1,2組) 7月3日 10:15

長野県中学記録(CR)               1.75 上原 久美恵                  上諏訪           1975/09/28  
大会記録(GR)                     1.63 丸山 千夏                    三郷             1980        

[ 1組]

岩下 季実佳(3)
ｲﾜｼﾀ ｷﾐｶ 丘
岩間 穂乃香(3)
ｲﾜﾏ ﾎﾉｶ 松島
西 真優花(3)
ﾆｼ ﾏﾕｶ 櫻ヶ岡
丸山 星花里(3)
ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ 更北
田中 亜里紗(3)
ﾀﾅｶ ｱﾘｻ 鎌田
宇都宮 新奈(3)
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾆﾅ 軽井沢
山下 心花(3)
ﾔﾏｼﾀ ﾐﾊﾅ 茅野北部
春日 円花(3)
ｶｽｶﾞ ﾏﾄﾞｶ 岡谷東部
因幡 真桜(3)
ｲﾅﾊﾞ ﾏｵ 鉢盛
中村 周音(3)
ﾅｶﾑﾗ ｱﾏﾈ 若穂
服田 菜々(3)
ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅ 川中島
橋本 莉奈(3)
ﾊｼﾓﾄ ﾘﾅ 東御東部
小平 一葉(2)
ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾊ 高森
大江 香梅(3)
ｵｵｴ ｺｳﾒ 宮田
木内 結優(3)
ｷｳﾁ ﾕｳ 野沢
安藤 りほ(2) NM
ｱﾝﾄﾞｳ ﾘﾎ 上田第四
佐々木 小夏(2) NM
ｻｻｷ ｺﾅﾂ 小諸東

[ 2組]

塩川 翔子(3)
ｼｵｶﾜ ｼｮｳｺ 塩尻広陵
小森 玲那(3)
ｺﾓﾘ ﾚﾅ 高社
降旗 菜央(3)
ﾌﾘﾊﾀ ﾅｵ 穂高東
長瀬 未空(2)
ﾅｶﾞｾ ﾐｸ 塩尻広陵
長門 里奈(3)
ﾅｶﾞﾄ ﾘﾅ 岡谷東部
星野 紗菜(2)
ﾎｼﾉ ｻﾅ 軽井沢
岡田 なみき(3)
ｵｶﾀﾞ ﾅﾐｷ 岡谷西部
平野 志歩(3)
ﾋﾗﾉ ｼﾎ 山辺
東野 愛生(2)
ﾋｶﾞｼﾉ ｱﾑ 広徳
ﾗｺﾏｲｿｿ莉南(3)
ﾗｺﾏｲｿｿ ﾘﾅ 岡谷東部
宮尾 明日香(3)
ﾐﾔｵ ｱｽｶ 長野北部
竹之内 史織(3)
ﾀｹﾉｳﾁ ｼｵﾘ 伊那東部
松﨑 あんな(3)
ﾏﾂｻﾞｷ ｱﾝﾅ 野沢
宮川 千輝(3)
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾁｻｷ 川中島
小島 羽な花(2)
ｺｼﾞﾏ ﾊﾅｶ 軽井沢
荻原 麻友(3) NM
ｵｷﾞﾜﾗ ﾏﾕ 東御東部

女子共通

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考
1 14  6458 - o o xo o

1m25 1m30 1m35 1m40 1m45

 1.51

1m48 1m51 1m54 1m57 1m60

xo xxo xxx

 1.48

1 15  7082 - o o xo o  1.51

3 17  5421 - - - o o

xo

o xxx

xxo o xxx

xxo xxx

xo xxx

5 9  6980 - o o

4 16  5989 - - o  1.45

 1.40

 1.40

 1.405 11  4247

9 5  7440 - o o

8 10  7645 o o xo

5 13  8850 o o o

o o o o xxx

o xxx

o xxx

xo xxx

 1.40

 1.40

12 12  8772 o o xo

11 7  5960 o xo o xxx

xxx

10 4  5918

13 8  8395 - xo xxo

o o o xxx

 1.35

 1.35

 1.35

 1.35

 1.30

 1.35

xxx

xo xo xxx

14 6  8198 xxo o xxo xxx

15 3  4105

1  4645 xxx

2  4288 xxx

     

     

o xo xo xxx

1m57 1m60 記録1m40 備考
1 14  6507 - o o

xxo xxo

1m45 1m48 1m51 1m54

 1.51

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m25 1m30 1m35

o

 1.45

2 16  5179 - o o xo

o o o xxx

xxx  1.48

3 13  6573

4 10  7649 o o o xo xxx

4 9  6474 o o o xo xxx

o o

 1.40xxx

 1.40xxx

 1.40

 1.40

4 15  4241 o o o xo

o xxo7 11  7566

8 5  7153 o o o xxx

8 7  6058 o o o xxx

o o

 1.35

 1.35

 1.35

 1.35

8 8  7659 o o o xxx

o xxx11 6  5660

 1.30

12 4  8104 o o xo xxx  1.35

13 3  4106 o o xxx

xo o

 1.30

15 2  4246 xxo xxx

13 12  5961 o o xxx

     1  4396 xxx

 1.25
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第60回長野県中学校総合体育大会夏季大会陸上競技の部

招集所審判長 小林　初美
跳躍審判長 中澤　隆一
記録主任 山野井　宏彰

長野県中学記録(CR)               1.75 上原 久美恵                  上諏訪           1975/09/28  
大会記録(GR)                     1.63 丸山 千夏                    三郷             1980        

1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m48 1m51 1m54 1m57 1m60

塩川 翔子(3) - o o o o xo xo xxx   1.51
ｼｵｶﾜ ｼｮｳｺ 塩尻広陵

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳ
岩下 季実佳(3) - o o xo o xo xxo xxx   1.51
ｲﾜｼﾀ ｷﾐｶ 丘

ｵｶ
岩間 穂乃香(3) - o o xo o xo xxo xxx   1.51
ｲﾜﾏ ﾎﾉｶ 松島

ﾏﾂｼﾏ
西 真優花(3) - - - o o xo xxx   1.48
ﾆｼ ﾏﾕｶ 櫻ヶ岡

ｻｸﾗｶﾞｵｶ
小森 玲那(3) - o o xo xxo xxo xxx   1.48
ｺﾓﾘ ﾚﾅ 高社

ｺｳｼｬ
降旗 菜央(3) o o o o o xxx   1.45
ﾌﾘﾊﾀ ﾅｵ 穂高東

ﾎﾀｶﾋｶﾞｼ
丸山 星花里(3) - - o xxo o xxx   1.45
ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ 更北

ｺｳﾎｸ
田中 亜里紗(3) - o o o xxx   1.40
ﾀﾅｶ ｱﾘｻ 鎌田

ｶﾏﾀﾞ
宇都宮 新奈(3) o o o o xxx   1.40
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾆﾅ 軽井沢

ｶﾙｲｻﾞﾜ
山下 心花(3) o o o o xxx   1.40
ﾔﾏｼﾀ ﾐﾊﾅ 茅野北部

ﾁﾉﾎｸﾌﾞ
春日 円花(3) o o xo o xxx   1.40
ｶｽｶﾞ ﾏﾄﾞｶ 岡谷東部

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞ
因幡 真桜(3) - o o xo xxx   1.40
ｲﾅﾊﾞ ﾏｵ 鉢盛

ﾊﾁﾓﾘ
長瀬 未空(2) o o o xo xxx   1.40
ﾅｶﾞｾ ﾐｸ 塩尻広陵

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳ
長門 里奈(3) o o o xo xxx   1.40
ﾅｶﾞﾄ ﾘﾅ 岡谷東部

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞ
星野 紗菜(2) o o o xo xxx   1.40
ﾎｼﾉ ｻﾅ 軽井沢

ｶﾙｲｻﾞﾜ
岡田 なみき(3) o o o xxo xxx   1.40
ｵｶﾀﾞ ﾅﾐｷ 岡谷西部

ｵｶﾔｾｲﾌﾞ
中村 周音(3) o o o xxx   1.35
ﾅｶﾑﾗ ｱﾏﾈ 若穂

ﾜｶﾎ
平野 志歩(3) o o o xxx   1.35
ﾋﾗﾉ ｼﾎ 山辺

ﾔﾏﾍﾞ
東野 愛生(2) o o o xxx   1.35
ﾋｶﾞｼﾉ ｱﾑ 広徳

ｺｳﾄｸ
ﾗｺﾏｲｿｿ莉南(3) o o o xxx   1.35
ﾗｺﾏｲｿｿ ﾘﾅ 岡谷東部

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞ
服田 菜々(3) o xo o xxx   1.35
ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅ 川中島

ｶﾜﾅｶｼﾞﾏ
宮尾 明日香(3) xo o o xxx   1.35
ﾐﾔｵ ｱｽｶ 長野北部

ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞ
橋本 莉奈(3) o o xo xxx   1.35
ﾊｼﾓﾄ ﾘﾅ 東御東部

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ

21 5660 2-11

23 8772 1-12

17 7659 2- 8

21 5960 1-11

17 7153 2- 8

17 6058 2- 8

16 7566 2- 7

17 5918 1-10

12 7649 2- 4

12 4241 2- 4

12 7440 1- 9

12 6474 2- 4

8 8850 1- 5

11 7645 1- 8

8 6980 1- 5

8 4247 1- 5

6 6573 2- 3

7 5989 1- 4

4 5421 1- 3

5 5179 2- 2

2 7082 1- 1

1 6507 2- 1

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 組順

2021/07/03 12:04

競技結果        女子共通        走高跳          決勝      

備考

2 6458 1- 1

_______________________________________________________________________________________________________________________
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第60回長野県中学校総合体育大会夏季大会陸上競技の部

招集所審判長 小林　初美
跳躍審判長 中澤　隆一
記録主任 山野井　宏彰
2021/07/03 12:04

競技結果        女子共通        走高跳          決勝      

1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m48 1m51 1m54 1m57 1m60

竹之内 史織(3) o o xo xxx   1.35
ﾀｹﾉｳﾁ ｼｵﾘ 伊那東部

ｲﾅﾄｳﾌﾞ
小平 一葉(2) - xo xxo xxx   1.35
ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾊ 高森

ﾀｶﾓﾘ
大江 香梅(3) xxo o xxo xxx   1.35
ｵｵｴ ｺｳﾒ 宮田

ﾐﾔﾀﾞ
松﨑 あんな(3) o o xxx   1.30
ﾏﾂｻﾞｷ ｱﾝﾅ 野沢

ﾉｻﾞﾜ
宮川 千輝(3) o o xxx   1.30
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾁｻｷ 川中島

ｶﾜﾅｶｼﾞﾏ
木内 結優(3) xo xo xxx   1.30
ｷｳﾁ ﾕｳ 野沢

ﾉｻﾞﾜ
小島 羽な花(2) xxo xxx   1.25
ｺｼﾞﾏ ﾊﾅｶ 軽井沢

ｶﾙｲｻﾞﾜ
安藤 りほ(2) xxx    NM
ｱﾝﾄﾞｳ ﾘﾎ 上田第四

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝ
佐々木 小夏(2) xxx    NM
ｻｻｷ ｺﾅﾂ 小諸東

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ
荻原 麻友(3) xxx    NM
ｵｷﾞﾜﾗ ﾏﾕ 東御東部

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ

 4288 1-  

 4396 2-  

30 4246 2-15

 4645 1-  

27 5961 2-13

29 4105 1-15

26 8198 1-14

27 4106 2-13

備考

23 8104 2-12

25 8395 1-13

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 組順

_______________________________________________________________________________________________________________________



決勝 7月3日 10:40

長野県中学記録(CR)               3.45 岡田 莉歩                    軽井沢A&AC       2020/10/31  
大会記録(GR)                     3.10 依田 遵子                    更北             2000        
                                      田中 明莉                    更北             2004        
                                      小林 奏                      丸子北           2014        
                                      小林 由依                    原               2017        

飯高 愛莉(3)
ｲｲﾀｶ ｱｲﾘ 東御東部
谷川 慶奈(2)
ﾀﾆｶﾜ ｹｲﾅ 山辺
向山 優菜(2)
ﾑｶｲﾔﾏ ﾕｳﾅ 箕輪
赤羽 柚香(2)
ｱｶﾊﾈ ﾕｽﾞｶ 長峰
高見澤 茉那(3)
ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ﾏﾅ 上田第五
那須野 咲良(3)
ﾅｽﾉ ｻｸﾗ 三郷
小林 莉緒(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵ 原
日達 美心(3)
ﾋﾀﾁ ﾐｺ 原
村尾 芽依(3)
ﾑﾗｵ ﾒｲ 更北
柳澤 優来(3)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾗ 山辺
大井 杏樹(2)
ｵｵｲ ｱﾝｼﾞｭ 野沢
唐澤 結香(2)
ｶﾗｻﾜ ﾕｲｶ 三郷
唐澤 真衣(2)
ｶﾗｻﾜ ﾏｲ 箕輪
石曽根 葵(3)
ｲｼｿﾞﾈ ｱｵｲ 赤穂
脇田 みなも(2)
ﾜｷﾀ ﾐﾅﾓ 原
川上 七海(3)
ｶﾜｶﾐ ﾅﾅﾐ 赤穂
宮本 和花奈(3)
ﾐﾔﾓﾄ ﾜｶﾅ 東御東部
山本 こなみ(2)
ﾔﾏﾓﾄ  ｺﾅﾐ 上田第五
堀内 あのん(2)
ﾎﾘｳﾁ ｱﾉﾝ 上田第四
鷹野 花恋(2)
ﾀｶﾉ ｶﾚﾝ 野沢
竹内 陽菜(2)
ﾀｹｳﾁ  ﾊﾙﾅ 上田第五
春日 結伊(2) NM
ｶｽｶﾞ ﾕｲ 更北
竹内 結衣(3) DNS
ﾀｹｳﾁ ﾕｲ 更北

女子共通

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 記録所属名 1m80 2m00 2m20 2m30 2m40 備考
1 22  8777 - - xo xo

o xo

2m50 2m60 2m70

o xo xo xxx  2.60

 2.50

2 16  7168 - o - xo

o - o xxo xxx

xxx  2.50

3 19  8006

5 21  4683 - - o o o xxx

4 17  7840 - o xo xo xo xxo

- o

 2.40xo xxx

 2.40o xxx

 2.40

 2.50xxx

5 23  6704 - - o o

o o7 13  8680

8 11  8696 xo o o o xxx

9 9  5992 - o o xo xxx

- o

 2.20

 2.20

 2.30

 2.30

10 18  7156 - - o xxx

xo xxx11 14  4081

12 4  6713 o o xxx

12 8  8013 o o xxx

- o

 2.00

 2.00

 2.00

 2.00

12 12  8240 o o xxx

xxx12 15  8686 - o

17 10  4391 o xo xxx

12 20  8245
- o xxx

 1.80

 1.80

 2.00

 2.00

18 5  4672 o xxx

18 6  4647 o xxx

 1.80

20 2  4085 xo xxx  1.80

21 7  4670 xxo xxx

1  6034 xxx

3  5995      

     



決勝 (1,2組) 7月4日 10:15

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

[ 1組]
 ３回の
 最高記録

柳平 紗希(1)   5.01   x   5.05   5.05   4.86  5.11  5.10   5.11 大会新
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｻｷ 茅野北部   -0.5        -0.6   -0.6   -0.2  -0.1  -0.8   -0.1
後小路 結月(1)   4.00  4.06  4.28   4.28   4.07  3.96  3.99   4.28 
ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾕﾂﾞｷ 野沢   +0.1   0.0   0.0    0.0   +1.1   0.0  -0.9    0.0
御子柴 直美(1)   4.10  4.19  4.09   4.19   4.02  4.15  4.13   4.19 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾅｵﾐ 諏訪   -0.9  -0.5  +0.4   -0.5   +0.9  -0.9  -1.1   -0.5
勝野 光咲(1)   3.98  3.97  3.97   3.98   3.75  4.04  4.09   4.09 
ｶﾂﾉ ﾐｻｷ 長峰   -0.3  -0.5  +0.2   -0.3   -1.0  -1.6   0.0    0.0
岡 優希菜(1)   3.89  3.97  4.03   4.03   3.98  4.02  3.83   4.03 
ｵｶ ﾕｷﾅ 栄   -0.2  -0.3  -0.1   -0.1   -1.0  -0.7  -1.3   -0.1
松木 心音(1)   3.85  3.96  4.03   4.03   3.92  4.00  3.98   4.03 
ﾏﾂｷ ｺｺﾈ 清陵附属   -0.9   0.0  -0.3   -0.3   -0.7  -0.3  +0.2   -0.3
土屋 茉央(1)   3.98  3.69  3.46   3.98             3.98 
ﾂﾁﾔ ﾏｵ 高社   +0.2  +0.1  -0.3   +0.2                      +0.2
宮澤 杏奈(1)    x   3.62  3.95   3.95             3.95 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾝﾅ 辰野         -0.6   0.0    0.0                       0.0
小松 優月(1)   3.88  3.49  3.77   3.88             3.88 
ｺﾏﾂ ﾕﾂﾞｷ 岡谷東部   -0.3  -0.8  +0.1   -0.3                      -0.3
鳥羽 菜々子(1)   3.77  3.75  3.69   3.77             3.77 
ﾄﾊﾞ ﾅﾅｺ 豊科南   -0.6  -0.5   0.0   -0.6                      -0.6
小林 由奈(1)   3.71   x   3.61   3.71             3.71 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 真田   +0.1        +0.1   +0.1                      +0.1
中村 葵(1)   3.54  3.37  3.45   3.54             3.54 
ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 長野北部   -0.3  -0.5  -0.7   -0.3                      -0.3
清水 悠凪(1)   3.39  3.40  3.18   3.40             3.40 
ｼﾐｽﾞ ﾕﾅ 上田第一   -0.5  -0.5  -1.2   -0.5                      -0.5
長岡 佑夏(1)   3.27  3.34  3.08   3.34             3.34 
ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｶ 高綱   -0.9  -1.4  -0.8   -1.4                      -1.4
花岡 舞(1)   3.24   x   3.03   3.24             3.24 
ﾊﾅｵｶ ﾏｲ 丸ﾉ内   -0.8        -0.9   -0.8                      -0.8
金井 彩希(1)    x    x    x                   NM
ｶﾅｲ ｻｷ 丸子北                                                   

[ 2組]
 ３回の
 最高記録

櫻井 音寧(1)   4.53  4.48  4.25   4.53    x   4.29  4.39   4.53 
ｻｸﾗｲ ﾈﾈ 緑ヶ丘   -0.3  -1.0  +0.2   -0.3         +0.2  -0.9   -0.3
倉島 心葉(1)   4.07  3.94  4.11   4.11    x   4.11  4.09   4.11 
ｸﾗｼﾏ ｺｺﾊ 長野東部   -0.8  -0.4  -0.1   -0.1         -0.8  -1.5   -0.8
林 菜々子(1)    x    x   3.95   3.95             3.95 
ﾊﾔｼ ﾅﾅｺ 野沢               -0.5   -0.5                      -0.5
中原 歌乃(1)   3.67  3.34  3.92   3.92             3.92 
ﾅｶﾊﾗ ｶﾉ 犀陵   +0.2  -0.7  -0.7   -0.7                      -0.7
重田 真優(1)   3.86  3.58  3.77   3.86             3.86 
ｼｹﾞﾀ ﾏﾕ 山辺    0.0  -0.6  -1.1    0.0                       0.0
髙橋 未優乃(1)   3.86  3.60  3.62   3.86             3.86 
ﾀｶﾊｼ ﾐﾕﾉ 栄   +0.2  -1.2  -0.7   +0.2                      +0.2
田中 詩季(1)   3.73  3.79   x    3.79             3.79 
ﾀﾅｶ  ｼｷ 上田第五   -1.1  -1.0         -1.0                      -1.0
宮崎 愛生(1)    x    x   3.61   3.61             3.61 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾒｲ 南宮               -0.3   -0.3                      -0.3
末長 璃子(1)   3.58  3.51  3.58   3.58             3.58 
ｽｴﾅｶﾞ ﾘｺ 信明   +0.3  -0.7  -0.2   -0.2                      -0.2
淺輪 樹里(1)   3.24  3.41  3.20   3.41             3.41 
ｱｻﾜ ｼﾞｭﾘ 丸ﾉ内   -0.9  -0.7  -0.5   -0.7                      -0.7
小泉 穂歌(1)   3.30  3.14   x    3.30             3.30 
ｺｲｽﾞﾐ ﾎﾉｶ 浅間   -0.7  -0.6         -0.7                      -0.7
長岡 香歩(1)   3.10  3.17  3.24   3.24             3.24 
ﾅｶﾞｵｶ ｶﾎ 高綱   -0.4  -0.4  -0.4   -0.4                      -0.4
江澤 沙羅(1)   3.19  3.09  3.11   3.19             3.19 
ｴｻﾞﾜ ｻﾗ 飯山城北   -0.5  -0.5  -0.3   -0.5                      -0.5
宮澤 瞳(1)    x    x    x                   NM
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾄﾐ 豊科南                                                   
小林 日菜花(1)                            DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅｶ 南箕輪                                                   

11  8050

10 3  7040

11 1  4159

12

13 5  5366

13  6661

4  7195

7 2  4696

8 10  5070

9 6  7000

4 8  5770

5 9  7164

6 7  5262

3 12  4075

氏  名 所属名 -1-試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 備考

1 15  8931

2 14  5488

-2- -3- -4- -5- -6- 記録

15 4  7042

1  4502

順位

14 3  7189

13 2  8819

8  4420

6 15  8861

7 6  5147

8 11  7972

9 10  7662

10 12  6660

11

12 5  5699

3 14  7731

4 13  7853

5 9  5260

-4- -5- -6- 記録 備考

1 16  7824

所属名 -1- -2- -3-

2 7  4072

女子1年

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名
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第60回長野県中学校総合体育大会夏季大会陸上競技の部

招集所審判長 小林　初美
跳躍審判長 中澤　隆一
記録主任 山野井　宏彰

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

柳平 紗希(1) 茅野北部 大会新
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｻｷ ﾁﾉﾎｸﾌﾞ
櫻井 音寧(1) 緑ヶ丘
ｻｸﾗｲ ﾈﾈ ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ
後小路 結月(1) 野沢
ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾕﾂﾞｷ ﾉｻﾞﾜ
御子柴 直美(1) 諏訪
ﾐｺｼﾊﾞ ﾅｵﾐ ｽﾜ
倉島 心葉(1) 長野東部
ｸﾗｼﾏ ｺｺﾊ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ
勝野 光咲(1) 長峰
ｶﾂﾉ ﾐｻｷ ﾅｶﾞﾐﾈ
岡 優希菜(1) 栄
ｵｶ ﾕｷﾅ ｻｶｴ
松木 心音(1) 清陵附属
ﾏﾂｷ ｺｺﾈ ｾｲﾘｮｳﾌｿﾞｸ
土屋 茉央(1) 高社
ﾂﾁﾔ ﾏｵ ｺｳｼｬ
宮澤 杏奈(1) 辰野
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾝﾅ ﾀﾂﾉ
林 菜々子(1) 野沢
ﾊﾔｼ ﾅﾅｺ ﾉｻﾞﾜ
中原 歌乃(1) 犀陵
ﾅｶﾊﾗ ｶﾉ ｻｲﾘｮｳ
小松 優月(1) 岡谷東部
ｺﾏﾂ ﾕﾂﾞｷ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞ
重田 真優(1) 山辺
ｼｹﾞﾀ ﾏﾕ ﾔﾏﾍﾞ
髙橋 未優乃(1) 栄
ﾀｶﾊｼ ﾐﾕﾉ ｻｶｴ
田中 詩季(1) 上田第五
ﾀﾅｶ  ｼｷ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞ
鳥羽 菜々子(1) 豊科南
ﾄﾊﾞ ﾅﾅｺ ﾄﾖｼﾅﾐﾅﾐ
小林 由奈(1) 真田
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ ｻﾅﾀﾞ
宮崎 愛生(1) 南宮
ﾐﾔｻﾞｷ ﾒｲ ﾅﾝｸﾞｳ
末長 璃子(1) 信明
ｽｴﾅｶﾞ ﾘｺ ｼﾝﾒｲ
中村 葵(1) 長野北部
ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞ
淺輪 樹里(1) 丸ﾉ内
ｱｻﾜ ｼﾞｭﾘ ﾏﾙﾉｳﾁ
清水 悠凪(1) 上田第一
ｼﾐｽﾞ ﾕﾅ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｲﾁ
長岡 佑夏(1) 高綱
ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｶ ﾀｶﾂﾅ
小泉 穂歌(1) 浅間
ｺｲｽﾞﾐ ﾎﾉｶ ｱｻﾏ
長岡 香歩(1) 高綱
ﾅｶﾞｵｶ ｶﾎ ﾀｶﾂﾅ
花岡 舞(1) 丸ﾉ内
ﾊﾅｵｶ ﾏｲ ﾏﾙﾉｳﾁ
江澤 沙羅(1) 飯山城北
ｴｻﾞﾜ ｻﾗ ｲｲﾔﾏｼﾞｮｳﾎｸ
金井 彩希(1) 丸子北 NM
ｶﾅｲ ｻｷ ﾏﾙｺｷﾀ
宮澤 瞳(1) 豊科南 NM
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾄﾐ ﾄﾖｼﾅﾐﾅﾐ
小林 日菜花(1) 南箕輪 DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅｶ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ

2-  
                                          

                                          
 8050                      

 6661    x    x    x    

1-  
                                          

         2-  

  -0.5   -0.5   -0.3                     -0.5
 4502    x    x    x             

28 5366   3.19   3.09   3.11    

1-15
  -0.8         -0.9                     -0.8

        3.19 2-13

  -0.4   -0.4   -0.4                     -0.4
27 7042   3.24    x   3.03            3.24

26 7195   3.10   3.17   3.24    

2-11
  -0.7   -0.6                           -0.7

        3.24 2-12

  -0.9   -1.4   -0.8                     -1.4
25 4159   3.30   3.14    x            3.30

24 7189   3.27   3.34   3.08    

1-13
  -0.5   -0.5   -1.2                     -0.5

        3.34 1-14

  -0.9   -0.7   -0.5                     -0.7
23 8819   3.39   3.40   3.18            3.40

22 7040   3.24   3.41   3.20    

1-12
  -0.3   -0.5   -0.7                     -0.3

        3.41 2-10

  +0.3   -0.7   -0.2                     -0.2
21 5699   3.54   3.37   3.45            3.54

20 7000   3.58   3.51   3.58    

2- 8
              -0.3                     -0.3

        3.58 2- 9

  +0.1         +0.1                     +0.1
19 5070    x    x   3.61            3.61

18 4420   3.71    x   3.61    

1-10
  -0.6   -0.5    0.0                     -0.6

        3.71 1-11

  -1.1   -1.0                           -1.0
17 6660   3.77   3.75   3.69            3.77

16 4696   3.73   3.79    x    

2- 6
  +0.2   -1.2   -0.7                     +0.2

        3.79 2- 7

   0.0   -0.6   -1.1                      0.0
15 5262   3.86   3.60   3.62            3.86

14 7164   3.86   3.58   3.77    

1- 9
  -0.3   -0.8   +0.1                     -0.3

        3.86 2- 5

  +0.2   -0.7   -0.7                     -0.7
13 7662   3.88   3.49   3.77            3.88

12 5770   3.67   3.34   3.92    

2- 3
              -0.5                     -0.5

        3.92 2- 4

        -0.6    0.0                      0.0
11 4075    x    x   3.95            3.95

10 7972    x   3.62   3.95    

1- 7
  +0.2   +0.1   -0.3                     +0.2

        3.95 1- 8

  -0.9    0.0   -0.3   -0.7   -0.3   +0.2   -0.3
9 5147   3.98   3.69   3.46            3.98

8 8861   3.85   3.96   4.03   3.92

1- 5
  -0.2   -0.3   -0.1   -1.0   -0.7   -1.3   -0.1

  4.00   3.98   4.03 1- 6

  -0.3   -0.5   +0.2   -1.0   -1.6    0.0    0.0
7 5260   3.89   3.97   4.03   3.98   4.02   3.83   4.03

6 7853   3.98   3.97   3.97   3.75

2- 2
  -0.8   -0.4   -0.1         -0.8   -1.5   -0.8

  4.04   4.09   4.09 1- 4

  -0.9   -0.5   +0.4   +0.9   -0.9   -1.1   -0.5
5 5488   4.07   3.94   4.11    x   4.11   4.09   4.11

4 7731   4.10   4.19   4.09   4.02

1- 2
  +0.1    0.0    0.0   +1.1    0.0   -0.9    0.0

  4.15   4.13   4.19 1- 3

  -0.3   -1.0   +0.2         +0.2   -0.9   -0.3
3 4072   4.00   4.06   4.28   4.07   3.96   3.99   4.28

  4.29   4.39   4.53 2- 1

1 7824   5.01    x   5.05   4.86

2 8931   4.53   4.48   4.25    x

1- 1
  -0.5         -0.6   -0.2   -0.1   -0.8   -0.1

  5.11

2021/07/04 11:18

競技結果        女子1年         走幅跳          決勝      
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決勝 7月3日 10:20

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

 ３回の
 最高記録

金子 亜瑠(3)    x   5.33   x    5.33   5.21   x   5.42   5.42 
ｶﾈｺ ｱﾙ 坂城         -1.7         -1.7   +0.0        +1.2   +1.2
清水 藤子(3)   4.64  4.54  4.80   4.80   5.10  4.56  4.80   5.10 
ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺ 東御東部   -0.1  +1.2  -1.3   -1.3   +1.7  -2.5  -0.4   +1.7
小倉 和香葉(3)   4.88  4.94   x    4.94   4.98  4.88   x    4.98 
ｵｸﾞﾗ ﾜｶﾊﾞ 茅野東部   +0.3  -0.7         -0.7   +0.1  -1.1         +0.1
日比 咲杏(3)    x   4.97  3.69   4.97    x   4.92   x    4.97 
ﾋﾋﾞ ｻｸﾗ 櫻ヶ岡         -0.7  -0.6   -0.7         -0.7         -0.7
能瀬 澄麗(3)    x    x   4.84   4.84   4.88  4.95  4.82   4.95 
ﾉｾ ｽﾐﾚ 東北               -1.4   -1.4   +0.8  -0.9  +0.7   -0.9
赤羽 七生(3)   4.65  4.45  4.75   4.75   4.93  4.94  4.93   4.94 
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅｵ 伊那東部   -0.4  +0.5  -0.8   -0.8   +0.0  -1.2  -0.8   -1.2
木村 莉央(3)   4.69  4.70  4.77   4.77    x   4.74  4.42   4.77 
ｷﾑﾗ ﾘｵ 豊科北   -0.4  +0.4  -1.1   -1.1         +0.0  -0.3   -1.1
小山 紗於里(3)   4.72  4.63   x    4.72   4.56  4.60  4.51   4.72 
ｺﾔﾏ ｻｵﾘ 王滝   +0.2  -1.2         +0.2   +0.0  -0.5  +0.6   +0.2
三澤 琴(3)   4.72  4.39  4.23   4.72             4.72 
ﾐｻﾜ ｺﾄ 伊那東部   +0.9  +0.0  -1.5   +0.9                      +0.9
森下 つぼ実(2)    x   4.71   x    4.71             4.71 
ﾓﾘｼﾀ ﾂﾎﾞﾐ 木祖         -0.4         -0.4                      -0.4
松原 愛実(3)   4.64  4.51  4.52   4.64             4.64 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾅﾙﾐ 櫻ヶ岡   -0.1  -1.3  -1.1   -0.1                      -0.1
荒井 美海(3)   4.58  4.52  4.51   4.58             4.58 
ｱﾗｲ ﾐｳ 東北   -0.5  +0.0  -0.7   -0.5                      -0.5
小林 ゆずな(3)   4.51  4.35  4.31   4.51             4.51 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞﾅ 川中島   +0.6  -0.9  -1.1   +0.6                      +0.6
伊藤 心美(3)   3.73  4.50   x    4.50             4.50 
ｲﾄｳ ｺｺﾐ 箕輪   -0.8  -1.3         -1.3                      -1.3
小口 絵理奈(2)   4.42  4.37  4.46   4.46             4.46 
ｵｸﾞﾁ ｴﾘﾅ 開成   -0.3  -0.2  +0.3   +0.3                      +0.3
田口 蒼波(3)   4.38  4.29  4.22   4.38             4.38 
ﾀｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ 南箕輪   -1.5  +0.5  +0.0   -1.5                      -1.5
吉田 心美(3)   4.36  4.11  3.48   4.36             4.36 
ﾖｼﾀﾞ ｺｺﾐ 中込   +0.3  -0.5  -1.1   +0.3                      +0.3
竹内 ひかり(3)    x   4.33  4.34   4.34             4.34 
ﾀｹｳﾁ ﾋｶﾘ 赤穂         -0.7  +0.2   +0.2                      +0.2
土屋 夢萌(2)   4.31   x    x    4.31             4.31 
ﾂﾁﾔ ﾕﾒ 小諸東   +0.4               +0.4                      +0.4
竹腰 優依(3)   4.21  4.12  4.03   4.21             4.21 
ﾀｹｺｼ ﾕｲ 長野東部   +0.7  -1.5  +0.1   +0.7                      +0.7
鈴木 花梨(3)    x   4.13  4.15   4.15             4.15 
ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 浅間         +0.4  -0.2   -0.2                      -0.2
梶川 さくら(2)    x   3.96  4.15   4.15             4.15 
ｶｼﾞｶﾜ ｻｸﾗ 山辺         -0.7  -2.4   -2.4                      -2.4
大和 由奈(3)    x   4.00  4.13   4.13             4.13 
ｵｵﾜ ﾕﾅ 長峰         -1.0  -0.5   -0.5                      -0.5
簾田 たまみ(3)   4.04  4.00  3.88   4.04             4.04 
ﾐｽﾀﾞ ﾀﾏﾐ 清水   -0.7  -1.4  -0.7   -0.7                      -0.7
国本 璃子(2)   4.00   x   4.04   4.04             4.04 
ｸﾆﾓﾄ ﾘｺ 丸ﾉ内   -1.2        +0.1   +0.1                      +0.1
大畠 祐奈(2)   3.62  4.02   x    4.02             4.02 
ｵｵﾊﾀ ﾕｳﾅ 開成   -2.7  +1.3         +1.3                      +1.3
小林 のあ(3)   3.96  3.71  3.80   3.96             3.96 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｱ 中込   -1.9  +1.1  -1.1   -1.9                      -1.9
田中 優羽(3)   3.83  3.93  3.95   3.95             3.95 
ﾀﾅｶ ﾕｳ 浅間   -1.5  +1.1  +0.4   +0.4                      +0.4
横尾 翠(3)    x   3.84  3.89   3.89             3.89 
ﾖｺｵ ｱｷﾗ 御代田         +0.3  +0.5   +0.5                      +0.5
佐藤 ｲﾙｼｬ(3)   3.89   x   3.45   3.89             3.89 
ｻﾄｳ ｲﾙｼｬ 東御東部   +0.0        -0.4   +0.0                      +0.0
北原 怜奈(3)    x    x   3.88   3.88             3.88 
ｷﾀﾊﾗ ﾚﾅ 高森               -0.5   -0.5                      -0.5
山田 紗也(3)    x    x    x                   NM
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔ 七二会                                                   

9  6079

27 7  4113

28 5  4145

29

30 4  8771

31 3  8401

2  4268

24 16  6968

25 8  7034

26 6  7110

21 11  4135

22 21  8702

23 13  7861

20 15  5473

15 12  7114

16 1  8040

17

18 19  8239

19 14  4290

29  4110

12 10  5627

13 20  5942

14 17  7995

9 23  8105

10 22  6264

11 18  5431

8 30  6339

3 31  7876

4 28  5425

5

6 26  8116

7 25  6637

備考

1 32  4739

2 27  8779

-3-

24  5626

-4- -5- -6- 記録

女子2･3年

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 7月4日 13:00

長野県中学記録(CR)              13.70 倉田 紗優加                  南箕輪           2019/8/24   
大会記録(GR)                    13.30 小林　弥希                   丸ノ内           2016        

 ３回の
 最高記録

石塚 夏姫(3)
ｲｼﾂﾞｶ ﾅﾂｷ 浅間
栁澤 歩乃(3)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾎﾉ 御代田
横山 夏南(3)
ﾖｺﾔﾏ ﾅﾅ 櫻ヶ岡
下村 美優(3)
ｼﾓﾑﾗ ﾐﾕ 南箕輪
田中 琉奈(3)
ﾀﾅｶ ﾙﾅ 中川
小島 あずさ(3)
ｺｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ 櫻ヶ岡
太田 安香(3)
ｵｵﾀ ｱｺ 七二会
横須賀 さくら(3)
ﾖｺｽｶ ｻｸﾗ 小諸東
栗林 紗菜(2)
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｻﾅ 豊科北
溝口 陽菜(3)
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ 伊那
熊代 愛紗陽(3)
ｸﾏｼﾛ ｱｻﾋ 高社
大久保 優衣(3)
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｲ 山辺
松木 わかな(3)
ﾏﾂｷ ﾜｶﾅ 信濃小
熊谷 彩葉(3)
ｸﾏｶﾞｲ ｲﾛﾊ 天龍
笹岡 蒼心(3)
ｻｻｵｶ ｺｺ 野沢温泉
宮入 香澄(3)
ﾐﾔｲﾘ ｶｽﾐ 犀陵
矢﨑 梨奈(3)
ﾔｻﾞｷ ﾘﾅ 諏訪南
青木 優依(1)
ｱｵｷ ﾕｲ 七二会
鈴木 こゆき(3)
ｽｽﾞｷ ｺﾕｷ 宮田
松岡 凛(2)
ﾏﾂｵｶ ﾘﾝ 鎌田
福島 愛海(3)
ﾌｸｼﾏ ﾏﾅﾐ 鎌田
三浦 百椛(3)
ﾐｳﾗ ﾓﾓｶ 女鳥羽
中嶋 美代(1)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾖ 野沢
板倉 寧々(3)
ｲﾀｸﾗ ﾈﾈ 天龍
小野澤 南月(3)
ｵﾉｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 菅野
小林 ほの穂(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉﾎ 伊那
林 美緒(3)
ﾊﾔｼ  ﾐｵ 上田第五
中島 杏采(2)
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾝﾅ 堀金
小関 そら(3)
ｺｾｷ ｿﾗ 御代田
天白 円(3)
ﾃﾝﾊﾟｸ ﾏﾄﾞｶ 信大附属松本
渡辺 みゆ(3)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 中込
川井 莉央那(3)
ｶﾜｲ ﾘｵﾅ 御代田

   

     7.15 

31 3  4111   6.76  6.45  6.56   6.76

     6.58 32 2  4261   5.81  6.58  6.55   6.58    
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           6.76 
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   7.42         6.91      7.42 

25 6  7221   7.51  7.52
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女子共通

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 記録



2021/ 7/ 3

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

大森 玲花(2) 14.73(+0.1)        1.47        9.54 27.52(+0.6)   2634
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 芦原     878     588     499     669      1
吉田 彩葉(3) 15.18(+0.1)        1.44        7.82 27.39(+0.6)   2441
ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 野沢     818     555     388     680      2
中嶋 杏佳(2) 15.61(+0.1)        1.47        7.55 27.76(+0.6)   2371
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 野沢     763     588     370     650      3
小林 日和(2) 16.76(+0.1)        1.44        7.12 29.62(+0.6)   2031
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 広徳     624     555     343     509      4
阿部 紗和(3) 17.56(-0.5)        1.30        8.35 29.48(+0.6)   1885
ｱﾍﾞ ｻﾜ 裾花     535     409     422     519      5
田中 萌衣(3) 17.22(-1.0)        1.30        7.14 28.96(-0.1)   1882
ﾀﾅｶ ﾒｲ 赤穂     572     409     344     557      6
長村 梨夢(2) 17.02(+0.1)        1.25        7.86 29.38(+0.6)   1869
ｵｻﾑﾗ ﾘﾑ 鉢盛     594     359     390     526      7
角田 愛(3) 17.90(-1.0)        1.30        7.35 28.60(-0.1)   1849
ｶｸﾀﾞ ﾏﾅﾐ 中野平     499     409     357     584      8
後小路 葉月(3) 17.61(+0.1)        1.35        7.99 30.84(+0.6)   1813
ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾊﾂﾞｷ 野沢     529     460     399     425      9
西川 侑花(3) 17.95(-1.0)        1.35        6.85 29.34(-0.1)   1808
ﾆｼｶﾜ ﾕｳｶ 更北     494     460     325     529     10
鈴木 翠央(2) 17.42(-1.0)        1.25        6.50 28.86(-0.1)   1777
ｽｽﾞｷ ﾐﾅｶ 赤穂     550     359     303     565     11
中山 桃(1) 17.34(-1.0)        1.30        6.30 29.65(-0.1)   1765
ﾅｶﾔﾏ ﾓﾓ 諏訪南     559     409     290     507     12
田口 朱音(3) 17.10(+0.1)        1.35        6.84 31.40(+0.6)   1759
ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 芦原     585     460     325     389     13
市川 紗菜(3) 17.67(-1.0)        1.20        7.31 29.09(-0.1)   1738
ｲﾁｶﾜ ｻﾅ 諏訪南     523     312     355     548     14
太田 結衣(3) 19.88(-0.3)        1.35        7.52 28.72(+0.0)   1715
ｵｵﾀ ﾕｲ 永明     312     460     368     575     15
梨子田 茜(2) 18.59(-0.3)        1.25        7.64 29.58(+0.0)   1676
ﾅｼﾀﾞ ｱｶﾈ 飯山城南     429     359     376     512     16
縄田 未羽(3) 18.59(-0.5)        1.25        7.74 30.45(-0.1)   1622
ﾅﾜﾀ ﾐﾊﾈ 長野北部     429     359     383     451     17
白澤 柚葉(3) 18.06(-1.0)        1.15        7.21 29.76(+0.0)   1595
ｼﾗｻﾜ ﾕｽﾞﾊ 三郷     482     266     348     499     18
黒田 香椰美(3) 18.92(-0.5)        1.20        7.32 29.37(+0.0)   1593
ｸﾛﾀﾞ ｶﾔﾐ 波田     398     312     356     527     19
北村 愛莉(2) 18.33(-0.5)        1.15        6.76 29.17(-1.1)   1583
ｷﾀﾑﾗ ｱｲﾘ 上田第一     455     266     320     542     20
大越 夢歩(3) 19.77(-0.3)        1.30        7.69 30.17(+0.0)   1580
ｵｵｺｼ ﾕｱ 相森     322     409     379     470     21
梶谷 はる(2) 18.41(-0.5)        1.25        7.04 31.15(+0.0)   1549
ｶｼﾞﾀﾆ ﾊﾙ 宮田     447     359     338     405     22
大輪 凪穂(3) 19.42(-0.3)        1.20        6.73 29.38(-1.1)   1508
ｵｵﾜ ﾅﾎ 三郷     352     312     318     526     23
廣瀬 美春(2) 19.18(-0.3)        1.30        5.61 30.20(-1.1)   1498
ﾋﾛｾ ﾐﾊﾙ 宮田     374     409     247     468     24
大日方 亜優(3) 18.44(-0.5)        1.20        7.05 32.21(+0.0)   1433
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱﾕ 更北     444     312     338     339     25
宮下 紗季(2) 17.99(-0.5)        1.10        4.96 30.94(-1.1)   1335
ﾐﾔｼﾀ ｻｷ 伊那東部     489     222     206     418     26
深澤 鈴花(3) 20.10(-0.3)        1.15        5.30 30.63(-1.1)   1226
ﾌｶｻﾞﾜ ﾘﾝｶ 三郷     294     266     227     439     27
野間 友里愛(3) 20.25(-0.3)        1.20        5.34 32.63(-1.1)   1138
ﾉﾏ ﾕﾘｱ 菅野     282     312     230     314     28

総合得点
順位

 4318

女子混成

四種競技

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 100mH HJ SP 200m
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決勝 7月3日 10:35

長野県中学記録(CR)              14.03 並木 彩華                    野沢             2021/06/19  

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 -0.5

 1 梨子田 茜(2)     18.59  1 阿部 紗和(3)     17.56 
ﾅｼﾀﾞ ｱｶﾈ 飯山城南 ｱﾍﾞ ｻﾜ 裾花

 2 廣瀬 美春(2)     19.18  2 宮下 紗季(2)     17.99 
ﾋﾛｾ ﾐﾊﾙ 宮田 ﾐﾔｼﾀ ｻｷ 伊那東部

 3 大輪 凪穂(3)     19.42  3 北村 愛莉(2)     18.33 
ｵｵﾜ ﾅﾎ 三郷 ｷﾀﾑﾗ ｱｲﾘ 上田第一

 4 大越 夢歩(3)     19.77  4 梶谷 はる(2)     18.41 
ｵｵｺｼ ﾕｱ 相森 ｶｼﾞﾀﾆ ﾊﾙ 宮田

 5 太田 結衣(3)     19.88  5 大日方 亜優(3)     18.44 
ｵｵﾀ ﾕｲ 永明 ｵﾋﾞﾅﾀ ｱﾕ 更北

 6 深澤 鈴花(3)     20.10  6 縄田 未羽(3)     18.59 
ﾌｶｻﾞﾜ ﾘﾝｶ 三郷 ﾅﾜﾀ ﾐﾊﾈ 長野北部

 7 野間 友里愛(3)     20.25  7 黒田 香椰美(3)     18.92 
ﾉﾏ ﾕﾘｱ 菅野 ｸﾛﾀﾞ ｶﾔﾐ 波田

[ 3組] 風速 -1.0 [ 4組] 風速 +0.1

 1 田中 萌衣(3)     17.22  1 大森 玲花(2)     14.73 
ﾀﾅｶ ﾒｲ 赤穂 ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 芦原

 2 中山 桃(1)     17.34  2 吉田 彩葉(3)     15.18 
ﾅｶﾔﾏ ﾓﾓ 諏訪南 ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 野沢

 3 鈴木 翠央(2)     17.42  3 中嶋 杏佳(2)     15.61 
ｽｽﾞｷ ﾐﾅｶ 赤穂 ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 野沢

 4 市川 紗菜(3)     17.67  4 小林 日和(2)     16.76 
ｲﾁｶﾜ ｻﾅ 諏訪南 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 広徳

 5 角田 愛(3)     17.90  5 長村 梨夢(2)     17.02 
ｶｸﾀﾞ ﾏﾅﾐ 中野平 ｵｻﾑﾗ ﾘﾑ 鉢盛

 6 西川 侑花(3)     17.95  6 田口 朱音(3)     17.10 
ﾆｼｶﾜ ﾕｳｶ 更北 ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 芦原

 7 白澤 柚葉(3)     18.06  7 後小路 葉月(3)     17.61 
ｼﾗｻﾜ ﾕｽﾞﾊ 三郷 ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾊﾂﾞｷ 野沢

女子混成

100mH(0.762-8.0m)

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

429 535
8  8207 5  8118

所属名 記録／備考
5  5323 4  5725

ﾚｰﾝ No. 氏  名

489
6  6700 6  4595

2  7785 3  5988

352 455
7  4935 8  8204

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

374

4  6708 7
312

3  7224

878

No. 氏  名 所属名 記録／備考

322 447

282 398

 5653
444

294 429
2  7409

7  8247 5  4318

6  7775 3  6054

8  5994 7  4328

5  7764 6  4109
559

572

818
4  8233 4  4086

482 529

523 624
2  5118 8  7420

499 594

494 585
3  6705 2  4103

550 763



決勝 7月3日 13:15

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

1m50 1m53 1m56 1m59
中嶋 杏佳(2) - - - - o o o xo xo xo  1.47
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 野沢 xxx   588
大森 玲花(2) - - - - o xo o o xxo xxo  1.47
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 芦原 xxx   588
吉田 彩葉(3) - - - - o o xo o xxo xxx  1.44
ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 野沢   555
小林 日和(2) - - - - - o xxo o xxo xxx  1.44
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 広徳   555
太田 結衣(3) - o o o o o xxx  1.35
ｵｵﾀ ﾕｲ 永明   460
後小路 葉月(3) - - - o o o xxx  1.35
ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾊﾂﾞｷ 野沢   460
田口 朱音(3) - - - o xxo o xxx  1.35
ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 芦原   460
西川 侑花(3) - o o o o xo xxx  1.35
ﾆｼｶﾜ ﾕｳｶ 更北   460
大越 夢歩(3) - - o o o xxx  1.30
ｵｵｺｼ ﾕｱ 相森   409
中山 桃(1) - o o o o xxx  1.30
ﾅｶﾔﾏ ﾓﾓ 諏訪南   409
田中 萌衣(3) - - o o xo xxx  1.30
ﾀﾅｶ ﾒｲ 赤穂   409
廣瀬 美春(2) - o o xo xxo xxx  1.30
ﾋﾛｾ ﾐﾊﾙ 宮田   409
阿部 紗和(3) - - o xo xxo xxx  1.30
ｱﾍﾞ ｻﾜ 裾花   409
角田 愛(3) - o xo xxo xxo xxx  1.30
ｶｸﾀﾞ ﾏﾅﾐ 中野平   409
梨子田 茜(2) - o o o xxx  1.25
ﾅｼﾀﾞ ｱｶﾈ 飯山城南   359
長村 梨夢(2) o o o o xxx  1.25
ｵｻﾑﾗ ﾘﾑ 鉢盛   359
梶谷 はる(2) - - - o xxx  1.25
ｶｼﾞﾀﾆ ﾊﾙ 宮田   359
鈴木 翠央(2) - o o xo xxx  1.25
ｽｽﾞｷ ﾐﾅｶ 赤穂   359
縄田 未羽(3) - - xo xo xxx  1.25
ﾅﾜﾀ ﾐﾊﾈ 長野北部   359
大輪 凪穂(3) o o o xxx  1.20
ｵｵﾜ ﾅﾎ 三郷   312
野間 友里愛(3) o o o xxx  1.20
ﾉﾏ ﾕﾘｱ 菅野   312
市川 紗菜(3) - o o xxx  1.20
ｲﾁｶﾜ ｻﾅ 諏訪南   312
黒田 香椰美(3) o o o xxx  1.20
ｸﾛﾀﾞ ｶﾔﾐ 波田   312
大日方 亜優(3) - o xo xxx  1.20
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱﾕ 更北   312
白澤 柚葉(3) o o xxx  1.15
ｼﾗｻﾜ ﾕｽﾞﾊ 三郷   266
北村 愛莉(2) o xo xxx  1.15
ｷﾀﾑﾗ ｱｲﾘ 上田第一   266
深澤 鈴花(3) xo xo xxx  1.15
ﾌｶｻﾞﾜ ﾘﾝｶ 三郷   266
宮下 紗季(2) o xxx  1.10
ﾐﾔｼﾀ ｻｷ 伊那東部   222

26 3  4595

27 2  6708

28 1  8118

20 16  7409

24 7  5988

25 12  6705

20 5  6700

20 10  7224

20 13  7775

15 22  8204

18 9  8233

19 8  5653

14 18  5118

15 11  5323

15 14  7420

11 20  8247

12 6  8207

12 17  5725

8 24  5994

9 15  4935

9 19  7764

5 4  7785

5 23  4103

7 21  4328

2 28  4318

3 25  4109

4 26  6054

1m35 1m38 1m41 1m44 1m47
記録 備考

1 27  4086

女子混成

走高跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m10 1m15 1m20 1m25 1m30



決勝 7月4日 10:45

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(2)   9.54 
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 芦原    499
阿部 紗和(3)   8.35 
ｱﾍﾞ ｻﾜ 裾花    422
後小路 葉月(3)   7.99 
ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾊﾂﾞｷ 野沢    399
長村 梨夢(2)   7.86 
ｵｻﾑﾗ ﾘﾑ 鉢盛    390
吉田 彩葉(3)   7.82 
ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 野沢    388
縄田 未羽(3)   7.74 
ﾅﾜﾀ ﾐﾊﾈ 長野北部    383
大越 夢歩(3)   7.69 
ｵｵｺｼ ﾕｱ 相森    379
梨子田 茜(2)   7.64 
ﾅｼﾀﾞ ｱｶﾈ 飯山城南    376
中嶋 杏佳(2)   7.55 
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 野沢    370
太田 結衣(3)   7.52 
ｵｵﾀ ﾕｲ 永明    368
角田 愛(3)   7.35 
ｶｸﾀﾞ ﾏﾅﾐ 中野平    357
黒田 香椰美(3)   7.32 
ｸﾛﾀﾞ ｶﾔﾐ 波田    356
市川 紗菜(3)   7.31 
ｲﾁｶﾜ ｻﾅ 諏訪南    355
白澤 柚葉(3)   7.21 
ｼﾗｻﾜ ﾕｽﾞﾊ 三郷    348
田中 萌衣(3)   7.14 
ﾀﾅｶ ﾒｲ 赤穂    344
小林 日和(2)   7.12 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 広徳    343
大日方 亜優(3)   7.05 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱﾕ 更北    338
梶谷 はる(2)   7.04 
ｶｼﾞﾀﾆ ﾊﾙ 宮田    338
西川 侑花(3)   6.85 
ﾆｼｶﾜ ﾕｳｶ 更北    325
田口 朱音(3)   6.84 
ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 芦原    325
北村 愛莉(2)   6.76 
ｷﾀﾑﾗ ｱｲﾘ 上田第一    320
大輪 凪穂(3)   6.73 
ｵｵﾜ ﾅﾎ 三郷    318
鈴木 翠央(2)   6.50 
ｽｽﾞｷ ﾐﾅｶ 赤穂    303
中山 桃(1)   6.30 
ﾅｶﾔﾏ ﾓﾓ 諏訪南    290
廣瀬 美春(2)   5.61 
ﾋﾛｾ ﾐﾊﾙ 宮田    247
野間 友里愛(3)   5.34 
ﾉﾏ ﾕﾘｱ 菅野    230
深澤 鈴花(3)   5.30 
ﾌｶｻﾞﾜ ﾘﾝｶ 三郷    227
宮下 紗季(2)   4.96 
ﾐﾔｼﾀ ｻｷ 伊那東部    206

女子混成

砲丸投(2.721kg)

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

1 6  4318   9.18   9.54   8.94

2 19  5725   8.35   8.18   7.60

3 3  4103   7.99   7.99   7.33

4 9  7420   7.81   7.80   7.86

5 7  4109   7.65   7.43   7.82

6 22  5653   7.74   7.20   7.07

7 15  4935   7.69   7.32   7.38

8 13  5323   5.95   7.64   6.92

9 5  4086   7.14   7.28   7.55

10 10  7785   6.75   7.52   7.11

11 24  5118   7.35   6.86   7.32

12 17  7409   7.32   6.99   6.47

13 28  7775   5.83   6.14   7.31

14 25  6705   7.21   6.83   6.00

15 1  8247    x   6.61   7.14

16 4  6054   6.91   7.12   6.67

17 18  5988   6.94   6.73   7.05

18 23  8204
  6.62   7.04   6.91

19 2  5994   6.78   6.85   6.76

20 8  4328   6.52   6.84   6.55

21 21  4595   5.97   6.67   6.76

22 14  6700   6.42   6.58   6.73

23 26  8233   6.50   5.99   6.33

24 27  7764   5.87   5.98   6.30

25 16  8207    x   5.61   5.57

26 11  7224   5.07   5.07   5.34

27 12  6708   5.30   4.88   5.13

28 20  8118   4.96   4.34   4.75



決勝 7月4日 13:25

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

[ 1組] 風速 -1.1 [ 2組] 風速 +0.0

 1 北村 愛莉(2)     29.17  1 太田 結衣(3)     28.72 
ｷﾀﾑﾗ ｱｲﾘ 上田第一 ｵｵﾀ ﾕｲ 永明

 2 大輪 凪穂(3)     29.38  2 黒田 香椰美(3)     29.37 
ｵｵﾜ ﾅﾎ 三郷 ｸﾛﾀﾞ ｶﾔﾐ 波田

 3 廣瀬 美春(2)     30.20  3 梨子田 茜(2)     29.58 
ﾋﾛｾ ﾐﾊﾙ 宮田 ﾅｼﾀﾞ ｱｶﾈ 飯山城南

 4 深澤 鈴花(3)     30.63  4 白澤 柚葉(3)     29.76 
ﾌｶｻﾞﾜ ﾘﾝｶ 三郷 ｼﾗｻﾜ ﾕｽﾞﾊ 三郷

 5 宮下 紗季(2)     30.94  5 大越 夢歩(3)     30.17 
ﾐﾔｼﾀ ｻｷ 伊那東部 ｵｵｺｼ ﾕｱ 相森

 6 野間 友里愛(3)     32.63  6 梶谷 はる(2)     31.15 
ﾉﾏ ﾕﾘｱ 菅野 ｶｼﾞﾀﾆ ﾊﾙ 宮田

 7 大日方 亜優(3)     32.21 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱﾕ 更北

[ 3組] 風速 -0.1 [ 4組] 風速 +0.6

 1 角田 愛(3)     28.60  1 吉田 彩葉(3)     27.39 
ｶｸﾀﾞ ﾏﾅﾐ 中野平 ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 野沢

 2 鈴木 翠央(2)     28.86  2 大森 玲花(2)     27.52 
ｽｽﾞｷ ﾐﾅｶ 赤穂 ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 芦原

 3 田中 萌衣(3)     28.96  3 中嶋 杏佳(2)     27.76 
ﾀﾅｶ ﾒｲ 赤穂 ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 野沢

 4 市川 紗菜(3)     29.09  4 長村 梨夢(2)     29.38 
ｲﾁｶﾜ ｻﾅ 諏訪南 ｵｻﾑﾗ ﾘﾑ 鉢盛

 5 西川 侑花(3)     29.34  5 阿部 紗和(3)     29.48 
ﾆｼｶﾜ ﾕｳｶ 更北 ｱﾍﾞ ｻﾜ 裾花

 6 中山 桃(1)     29.65  6 小林 日和(2)     29.62 
ﾅｶﾔﾏ ﾓﾓ 諏訪南 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 広徳

 7 縄田 未羽(3)     30.45  7 後小路 葉月(3)     30.84 
ﾅﾜﾀ ﾐﾊﾈ 長野北部 ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾊﾂﾞｷ 野沢

 8 田口 朱音(3)     31.40 
ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 芦原

女子混成

200m

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
4  4595 5  7785

542 575
3  6700 2  7409

526 527
5  8207 4  5323

468 512
2  6708 7  6705

439 499
6  8118 6  4935

418 470
7  7224 3  8204

314 405
8  5988

339

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
5  5118 3  4109

584 680
7  8233 4  4318

565 669
4  8247 5  4086

557 650
8  7775 2  7420

548 526
3  5994 9  5725

529 519
6  7764 6  6054

389

507 509
2  5653 7  4103

451 425
8  4328
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