
大会コード 22170003

： ２０２２年４月２３日(土) －２４日(日)
： 県松本平広域公園陸上競技場（競技場コード 171020）
： 一般財団法人長野陸上競技協会
： 公益財団法人長野県スポーツ協会

長野県高等学校体育連盟・長野県中学校体育連盟
： 長野県教育委員会・松本市教育委員会・信濃毎日新聞社
： 内山 了治
： 青柳 智之 (トラック)　内堀 俊彦 (跳躍)　 篠原 克修 (跳躍)　

田澤 稔 (投てき)　 中津 敦喜 (スタート)　鼎 正樹 (招集所)　
： 瀧沢 佳生

■グラウンドコンディション
4月23日(土) 4月24日(日)

晴れ 南西 1.2 18.9 52.6 曇り 0.0 14.9 66.3
晴れ 東 3.5 20.2 44.5 曇り 西南西 0.5 15.2 67.1
晴れ 北東 0.5 22.8 34.1 曇り 西 1.0 15.9 64.3
晴れ 西 1.1 24.2 30.3 雨 南東 0.8 16.3 64.7
晴れ 南東 0.8 25.2 29.6 雨 西 0.1 16.5 70.6
曇り 西 4.7 24.5 25.8 雨 南 1.0 16.3 83.9
晴れ 南 1.0 23.8 29.3 雨 南南西 2.0 16.9 79.8

■この大会で樹立された記録

■略号の説明
欠場 成功・有効試技 順位による通過者 警告
途中棄権 失敗・無効試技 記録による通過者 2回目の警告
記録なし パス 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 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
不正スタート(TR16.7)
全ての障害物と水濠を越えていない(TR23.7)
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)
テイク・オーバーゾーンの外からスタートした(TR24.19)
()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
ロス・オブ・コンタクトで3名以上がレッドカードを出した(TR54.7.1)Ｋ１
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第62回長野県陸上競技春季大会 ﾄﾗｯｸ審判長 青柳 智之

【開催日】 2022年4月23日-24日 跳躍審判長 内堀 俊彦/篠原 克修
【主催団体】 (一財)長野陸上競技協会 投てき審判長 田澤 稔

ｽﾀｰﾄ審判長 中津 敦喜
招集所審判長 縣 正樹

決勝記録一覧表 記録主任 瀧沢 佳生

(GR:大会新) 女  子 【競技場】松本平広域公園陸上競技場
1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

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

 4/24 女子  -0.4 喜島 晴(3) 12.68 福田 笑未(2) 12.72 宮澤 けい(2) 12.74 濵田 みなと(3) 12.82 小松 未唯奈(3) 12.92 宮澤 希(2) 12.97 矢島 柚那(3) 13.15 山岸 音葉(1) 13.15

100m 松本蟻ヶ崎高 東海大諏訪高 市立長野高 東海大諏訪高 東海大諏訪高 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 長峰中 長野日大高

 4/23  -3.3 福田 笑未(2) 26.47 濵田 みなと(3) 26.70 宮澤 けい(2) 26.85 髙崎 璃音(3) 26.96 三嶋 渚沙(2) 27.11 大熊 杏美(3) 27.18 栁澤 亜美(3) 27.85 中村 夏鈴(1) 27.94

200m 東海大諏訪高 東海大諏訪高 市立長野高 木曽青峰高 下伊那農高 坂城中 長野商高 市立長野高

 4/24 野村 優香(3) 59.39 髙崎 璃音(3) 59.42 伊藤 沙優香(3) 1:01.94 佐野 涼楓(2) 1:02.74 羽生 彩七(3) 1:02.96 村山 苺香(2) 1:03.39

400m 伊那北高 木曽青峰高 松本国際高 市立長野高 OIDE長姫高 岩村田高

 4/23 阪 千都(1) 2:25.70 守屋 有彩(3) 2:28.46 真柴 萌菜(3) 2:28.58 御子柴 清美(3) 2:28.81 辻 芽衣(2) 2:29.13 菊地 遥奈(3) 2:33.72 中野 ことは(3) 2:39.34 小池 理紗子(3) 2:42.27

800m 東海大諏訪高 伊那弥生ヶ丘高 伊那北高 諏訪中 松本県ヶ丘高 東御東部中 駒ヶ根東中 下諏訪向陽高

 4/24 松下 輝来(3) 4:41.46 守屋 有彩(3) 4:54.71 田畑 陽菜(3) 4:54.86 山口 七海(1) 4:55.23 坂元 唯花(3) 4:59.62 森脇 光砂(3) 5:01.81 田畑 香奈(2) 5:04.40 菊地 遥奈(3) 5:07.12

1500m 東海大諏訪高 伊那弥生ヶ丘高 春富中 松本深志高 辰野中 伊那西高 真田ｸﾗﾌﾞ 東御東部中

 4/23 真柴 愛里(3) 10:23.94 山口 七海(1) 10:41.79 坂元 唯花(3) 10:50.09 杉本 由乃香(2) 10:58.10 宮島 日向子(3) 11:08.96 宮澤 和(2) 11:15.56 滝沢 初寧(3) 11:29.71 筒井 心葉(3) 11:32.02

3000m 春富中 松本深志高 辰野中 女鳥羽中 山辺中 赤穂中 伊那西高 飯田高

 4/24 土屋 ほのか(1) 14.92 柳澤 結月(2) 15.74 小林 柑南(2) 16.01 小松 理紗(2) 16.22 富井 詩子(2) 17.20 山本 紗帆(2) 17.27 小平 奏重(3) 17.28 竹上 心菜(3) 17.51

100mH(0.838-8.5m) 山梨学院大 松本大 安曇野AC 松本国際高 飯山高 野沢北高 下諏訪向陽高 豊科高

 4/24  -0.6 木村 湊(3) 18.43 髙橋 咲紀(1) 19.45

100mH(0.762-8.5m) 豊科北中 市立長野高

 4/23 南澤 明音 1:00.19 塩原 そよ香(2) 1:08.77 佐野 涼楓(2) 1:09.55 北沢 姫羅理(3) 1:12.87 竹上 心菜(3) 1:14.70

400mH(0.762m) 松本土建 松本県ヶ丘高 市立長野高 長野工高 豊科高

 4/24 東 咲良(3) 27:05.38 諸岡 明日佳(2) 27:51.98 丸山 莉央(3) 31:24.06 矢澤 美代子 32:08.75 田中 千晴(3) 33:31.41

5000m競歩 松本県ヶ丘高 長野工高 松本蟻ヶ崎高 飯田市陸協 松本深志高

 4/23 市立長野高       48.76 東海大諏訪高       49.10 松本大       49.57 松本国際高       50.58 軽井沢A&AC       52.17 堀金中       52.52 豊科高       54.14 飯山城南中       55.22
4×100m 中村 夏鈴(1) 小松 未唯奈(3) 根本 樹(2) 小松 理紗(2) 山口 莉央(3) 宮澤 咲歩(2) 尾関 紗佳(3) 西山 帆乃夏(3)

宮原 凛成(3) 福田 笑未(2) 宮下 優希菜(2) 伊藤 沙優香(3) 並木 彩華(3) 岩下 美波(3) 上条 咲都(2) 山本 萌華(3)

牧内 愛実(3) 濵田 みなと(3) 柳澤 結月(2) 征矢 珠々(2) 中嶋 杏佳(3) 中谷 凛(3) 竹上 心菜(3) 小島 ひより(3)

宮澤 けい(2) 小口 葉奈(3) 鈴木 陽世梨(3) 原 美月(3) 大森 玲花(3) 指方 柚(3) 小林 悠(2) 梨子田 茜(3)

 4/24 松本大     4:12.37 市立長野高     4:12.80 伊那西高     4:30.99 上田高     4:33.76 伊那弥生ヶ丘高    4:34.76 松本美須々ヶ丘高    4:37.76
4×400m 清水 愛奈(3) 佐野 涼楓(2) 田中 海羽(3) 宮下 留花(3) 原田 妃菜(2) 斉藤 凛咲(2)

宮下 優希菜(2) 渡辺 彩那(2) 埋橋 凜(3) 下島 佳純(3) 守屋 有彩(3) 五十嵐 千陽(2)

柳澤 結月(2) 斉藤 彩乃(2) 小林 美穂(2) 有賀 明子(3) 戸枝 くるみ 国本 凜(2)

鈴木 陽世梨(3) 宮澤 けい(2) 森脇 光砂(3) 玉井 南帆(3) 唐澤 愛佳 古谷 柚季(2)

 4/23 太田 さくら(3) 1.60 小平 奏重(3) 1.50 青木 沙絵(3) 1.50 小林 日和(3) 1.45 上村 文寧(2) 1.45 堀内 陽花(2) 屋代高 1.40 小松 優月(2) 1.40

走高跳 松商学園高 下諏訪向陽高 長野商高 広徳中 諏訪二葉高 二木 瑠心(2) 松本県ヶ丘高 松本蟻ヶ崎高

 4/24 小林 由依(2) 3.10 谷川 慧佳(3) 松本深志高 2.80 谷川 慶奈(3) 2.70 赤羽 柚香(3) 長峰中 2.60 児島 里奈(3) 2.60 小林 莉緒(3) 2.50

棒高跳 松本大 深尾 美希(2) 長野工高 山辺中 向山 優菜(3) 箕輪中 松商学園高 原中

上野 夏澄(3)

松本深志高

 4/24 小林 南実 5.48(+1.4) 小林 菜月(1) 5.43(-0.6) 宮原 凛成(3) 5.42(-1.0) 加島 小浦(3) 5.29(+0.3) 鈴木 陽世梨(3) 5.26(+1.0) 柳平 紗希(2) 5.13(-0.5) 富山 萌衣(3) 5.12(+1.0) 青木 咲羽(2) 5.06(-0.5)

走幅跳 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 東学大 市立長野高 松本工高 松本大 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 上田染谷丘高 市立長野高

 4/23 加島 小浦(3) 11.68(+1.8) 牧内 愛実(3) 11.65(+1.9) 吉村 葵(2) 10.96(+3.6) 大﨑 にこ(2) 10.94(+4.1) 柳平 紗希(2) 10.91(-1.0) 小口 葉奈(3) 10.84(+3.3) 櫻井 菜央(2) 10.70(+3.0) 箱田 真奈美(2)10.67(-1.1)

三段跳 松本工高 市立長野高 松本大 東海大諏訪高 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 東海大諏訪高 長野吉田高 諏訪二葉高

 4/24 永原 璃桜(4) 11.92 小林 弥希(3) 11.63 松林 彩(2) 11.45 松林 萌(1) 10.83 尾関 紗佳(3) 10.17 住 凜華(4) 10.16 増澤 美優(3) 9.81 戸田 胡巳(3) 7.76

砲丸投(4.000kg) 長野高専 松本大 長野東高 松本大 豊科高 松本筑摩高 松本国際高 木曽青峰高

 4/23 小山 莉穂(3) 34.87 永原 璃桜(4) 32.86 住 凜華(4) 32.30 神林 杏花(3) 28.71 尾関 紗佳(3) 27.78 松林 彩(2) 25.90 坂爪 美柚(3) 23.57

円盤投(1.000kg) 市立長野高 長野高専 松本筑摩高 上田高 豊科高 長野東高 長野高専

 4/23 栁橋 美輝(3) 35.57 神林 杏花(3) 33.56 一志 琉月(2) 27.60 上野 祐佳(3) 26.75 山田 真綾(2) 25.98

ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg) 丸子修学館高 上田高 松本国際高 穂高商高 中野立志館高

 4/24 倉田 紗優加(3) 51.64 増澤 美優(3) 43.04 濵 麗 42.42 山田 柚葵(3) 38.51 小林 菜月(1) 35.28 今村 一葉(3) 33.18 松林 萌(1) 32.73 山田 捺葵(2) 30.25

やり投(600g) 伊那北高 GR 松本国際高 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 市立長野高 東学大 飯田高 松本大 中野立志館高



予選 4月24日 11:20
決勝 4月24日 13:45

長野県記録(PR)                  11.51 君嶋 愛梨沙                  土木管理総合     2021/06/24  
長野県高校記録(KR)              11.88 深澤 あまね                  佐久長聖         2020/08/29  
大会記録(GR)                    11.86 宮澤 有紀                    富山大           2014        

[ 1組] 風速 -1.4 [ 2組] 風速 -0.9

 1 福田 笑未(2)     13.00 Q  1 宮澤 希(2)     13.04 Q
ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ 東海大諏訪高 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 大熊 杏美(3)     13.21  2 宮澤 けい(2)     13.07 q
ｵｵｸﾏ ｱﾐ 坂城中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ 市立長野高

 3 山城 春菜(3)     13.47  3 三嶋 渚沙(2)     13.18 
ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 松川高 ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ 下伊那農高

 4 根本 樹(2)     13.56  4 栁澤 亜美(3)     13.27 
ﾈﾓﾄ ﾐｷ 松本大 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾐ 長野商高

 5 宍戸 美希(2)     13.95  5 上条 咲都(2)     13.75 
ｼｼﾄﾞ ﾐｷ 松本深志高 ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾄ 豊科高

 6 中村 実穏(2)     14.07   樋口 碧(3)      
ﾅｶﾑﾗ ﾐｵﾝ 松本蟻ヶ崎高 ﾋｸﾞﾁ ｱｵｲ 坂城中

 7 市川 凜子(2)     14.16   関澤 きらり(2)      
ｲﾁｶﾜ ﾘｺ 開成中 ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 上田西高

  原 美月(3)        岡田 莉歩(2)      
ﾊﾗ ﾐﾂﾞｷ 松本国際高 ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 佐久長聖高

[ 3組] 風速 +0.0 [ 4組] 風速 -0.4

 1 山岸 音葉(1)     13.12 Q  1 小松 未唯奈(3)     13.00 Q
ﾔﾏｷﾞｼ ｵﾄﾊ 長野日大高 ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ 東海大諏訪高

 2 小松 理紗(2)     13.26  2 中村 夏鈴(1)     13.15 
ｺﾏﾂ ﾘｻ 松本国際高 ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ 市立長野高

 3 古田 波音(2)     13.52  3 指方 柚(3)     13.65 
ﾌﾙﾀ ﾊﾉﾝ 東海大諏訪高 ｻｼｶﾀ ﾕｽﾞ 堀金中

 4 山本 萌華(3)     13.53  4 田中 雪乃(1)     13.90 
ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ 飯山城南中 ﾀﾅｶ ﾕｷﾉ 上田高

 5 葛原 亜希(2)     14.18  5 関野 由依(3)     14.07 
ｸｽﾞﾊﾗ ｱｷ 大町岳陽高 ｾｷﾉ ﾕｲ 清水中

 6 柴田 奈々(3)     14.43  6 古谷 柚季(2)     14.27 
ｼﾊﾞﾀ ﾅﾅ 開成中 ﾌﾙﾔ ﾕｽﾞｷ 松本美須々ヶ丘高

  駒木 希美(3)        堀内 杏菜(3)      
ｺﾏｷ ﾉｿﾞﾐ 文化学園長野高 ﾎﾘｳﾁ ｱﾝﾅ 開成中

  熊谷 香織        橋本 春花(2)      
ｸﾏｶﾞｲ ｶｵﾘ 安曇野AC ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ 佐久長聖高

[ 5組] 風速 -0.1

 1 喜島 晴(3)     12.78 Q
ｷｼﾞﾏ ﾊﾙ 松本蟻ヶ崎高

 2 濵田 みなと(3)     12.86 q
ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ 東海大諏訪高

 3 矢島 柚那(3)     13.12 q
ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ 長峰中

 4 五十嵐 歩佳(3)     13.38 
ｲｶﾞﾗｼ ｱﾕｶ 松本深志高

 5 塩澤 みのり(2)     14.09 
ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ 飯田高陵中

 6 大井 日陽(1)     14.44 
ｵｵｲ ﾋﾅﾀ 松商学園高

  神津 沙夏(1)      
ｺｳﾂﾞ  ｻﾅ 佐久長聖高

  菅沼 花菜(3)      
ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ 野沢南高

風速 -0.4

 1 喜島 晴(3)     12.68  5 小松 未唯奈(3)     12.92 
ｷｼﾞﾏ ﾊﾙ 松本蟻ヶ崎高 ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ 東海大諏訪高

 2 福田 笑未(2)     12.72  6 宮澤 希(2)     12.97 
ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ 東海大諏訪高 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 宮澤 けい(2)     12.74  7 矢島 柚那(3)     13.15 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ 市立長野高 ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ 長峰中

 4 濵田 みなと(3)     12.82  8 山岸 音葉(1)     13.15 
ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ 東海大諏訪高 ﾔﾏｷﾞｼ ｵﾄﾊ 長野日大高

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  7850

9   951

4    37

7  8584

2   918

8    40

5  1894

6    26

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
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9  9003 9  1302
DNS DNS
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DNS DNS
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6  1976 8  1298
DNS DNS

8  7116 4  1536
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9  1900 2  4743
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4  9020 9   834

3   387 5   487
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5    26 3  8584

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

女子

100m

予選 通過基準  5組  1着 + 3 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



予選 4月23日 11:25
決勝 4月23日 13:50

長野県記録(PR)                  23.73 今井 沙緒里                  飯田病院         2017/06/24  
長野県高校記録(KR)              24.44 深澤 あまね                  佐久長聖         2020/08/29  
大会記録(GR)                    24.63 今井 沙緒里                  飯田病院         2016        

[ 1組] 風速 -3.1 [ 2組] 風速 +0.5

 1 福田 笑未(2)     26.13 Q  1 中村 夏鈴(1)     26.80 Q
ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ 東海大諏訪高 ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ 市立長野高

 2 矢島 柚那(3)     27.32  2 山本 萌華(3)     27.27 
ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ 長峰中 ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ 飯山城南中

 3 古谷 柚季(2)     28.12  3 村山 苺香(2)     27.89 
ﾌﾙﾔ ﾕｽﾞｷ 松本美須々ヶ丘高 ﾑﾗﾔﾏ ｲﾁｶ 岩村田高

 4 松本 菜那(2)     29.19  4 鈴木 翠央(3)     29.71 
ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅ 長野商高 ｽｽﾞｷ ﾐﾅｶ 赤穂中

 5 風巻 里奈(3)     29.19  5 北村 優芽(3)     30.52 
ｶｻﾞﾏｷ ﾘﾅ 小諸東中 ｷﾀﾑﾗ ﾕﾒ 長野清泉高

 6 中村 実穏(2)     29.25   橋本 春花(2)      
ﾅｶﾑﾗ ﾐｵﾝ 松本蟻ヶ崎高 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ 佐久長聖高

 7 山田 怜来(2)     30.81   関澤 きらり(2)      
ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾗ 永明中 ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 上田西高

  小柳 梨乃(2)        三澤 百佳(2)      
ｺﾔﾅｷﾞ ﾘﾉ 長野高専 ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ 東海大諏訪高

[ 3組] 風速 -1.1 [ 4組] 風速 -1.7

 1 濵田 みなと(3)     26.24 Q  1 宮澤 けい(2)     26.88 Q
ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ 東海大諏訪高 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ 市立長野高

 2 大熊 杏美(3)     26.66 q  2 栁澤 亜美(3)     26.98 q
ｵｵｸﾏ ｱﾐ 坂城中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾐ 長野商高

 3 喜島 晴(3)     27.18  3 髙畑 志野     27.67 
ｷｼﾞﾏ ﾊﾙ 松本蟻ヶ崎高 ﾀｶﾊﾀ ｼﾉ 松本市陸協

 4 上条 咲都(2)     28.45  4 指方 柚(3)     28.76 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾄ 豊科高 ｻｼｶﾀ ﾕｽﾞ 堀金中

 5 中山 桃(2)     29.45   千葉 唯花(3)      
ﾅｶﾔﾏ ﾓﾓ 諏訪南中 ﾁﾊﾞ ﾕｲｶ 飯田高陵中

 6 神保 藍織(3)     30.38   小林 ひより(1)      
ｼﾞﾝﾎﾞｳ ｲｵﾘ 松本県ヶ丘高 ｺﾊﾞﾔｼ  ﾋﾖﾘ 佐久長聖高

  佐伯 風帆(2)        中村 芽衣(2)      
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 佐久長聖高 ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 松本深志高

  能登 愛琉(2)      
ﾉﾄ ｱｲﾙ 飯田高

[ 5組] 風速 -0.5

 1 三嶋 渚沙(2)     26.34 Q
ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ 下伊那農高

 2 髙崎 璃音(3)     26.47 q
ﾀｶｻｷ ﾘｵﾝ 木曽青峰高

 3 山城 春菜(3)     27.36 
ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 松川高

 4 岩下 美波(3)     28.00 
ｲﾜｼﾀ ﾐﾅﾐ 堀金中

 5 酒井 明日美(3)     28.37 
ｻｶｲ ｱｽﾐ 市立長野高

 6 藤田 倖歩(3)     29.94 
ﾌｼﾞﾀ ﾕｷﾎ 波田中

  鈴木 天音(3)      
ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ 佐久長聖高

風速 -3.3

 1 福田 笑未(2)     26.47 
ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ 東海大諏訪高

 2 濵田 みなと(3)     26.70 
ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ 東海大諏訪高

 3 宮澤 けい(2)     26.85 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ 市立長野高

 4 髙崎 璃音(3)     26.96 
ﾀｶｻｷ ﾘｵﾝ 木曽青峰高

 5 三嶋 渚沙(2)     27.11 
ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ 下伊那農高

 6 大熊 杏美(3)     27.18 
ｵｵｸﾏ ｱﾐ 坂城中

 7 栁澤 亜美(3)     27.85 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾐ 長野商高

 8 中村 夏鈴(1)     27.94 
ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ 市立長野高
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5   487
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決勝
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予選 4月24日 10:45
決勝 4月24日 13:35

長野県記録(PR)                  54.56 竹内 昌子                    福島大           2003/05/05  
長野県高校記録(KR)              55.42 山本 瑞                      小諸             2011/08/03  
                                      瀧澤 彩                      長野             2012/07/29  
大会記録(GR)                    56.83 佐藤 静香                    新潟医福大       2014        

[ 1組] [ 2組]

 1 野村 優香(3)   1:00.94 Q  1 阪 千都(1)   1:00.29 Q
ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ 伊那北高 ｻｶ ﾁﾋﾛ 東海大諏訪高

 2 村山 苺香(2)   1:02.70 Q  2 佐野 涼楓(2)   1:04.46 Q
ﾑﾗﾔﾏ ｲﾁｶ 岩村田高 ｻﾉ ｽｽﾞｶ 市立長野高

 3 御子柴 清美(3)   1:03.35 q   五味 桜花(2)      
ﾐｺｼﾊﾞ ｷﾖﾐ 諏訪中 ｺﾞﾐ ｵｳｶ 諏訪清陵高

 4 岩下 美波(3)   1:05.50   麻和 楓花(3)      
ｲﾜｼﾀ ﾐﾅﾐ 堀金中 ｱｻﾜ ﾌｳｶ 松本国際高

 5 小池 理紗子(3)   1:07.55   柏木 萌(3)      
ｺｲｹ ﾘｻｺ 下諏訪向陽高 ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ 佐久長聖高

  市川 笑花(3)        渡邉 陽乃(3)      
ｲﾁｶﾜ ｴﾐｶ 佐久長聖高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾉ 佐久長聖高

  三澤 百佳(2)        金森 佑奈(4)      
ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ 東海大諏訪高 ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 法大

  西沢 萌栞(3)        春日 そら(2)      
ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｴｶ 文化学園長野高 ｶｽｶﾞ ｿﾗ 長野俊英高

  中村 芽衣(2)      
ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 松本深志高

[ 3組]

 1 髙崎 璃音(3)   1:00.48 Q
ﾀｶｻｷ ﾘｵﾝ 木曽青峰高

 2 伊藤 沙優香(3)   1:01.15 Q
ｲﾄｳ ｻﾔｶ 松本国際高

 3 羽生 彩七(3)   1:03.16 q
ﾊﾆｭｳ ｱﾔﾅ OIDE長姫高

 4 斉藤 彩乃(2)   1:03.74 
ｻｲﾄｳ ｱﾔﾉ 市立長野高

 5 工藤 涼風(3)   1:06.81 
ｸﾄﾞｳ ｽｽﾞｶ 上田染谷丘高

  中澤 雪乃(2)      
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 野沢南高

  中村 空夏(3)      
ﾅｶﾑﾗ ｿﾅ 諏訪清陵高

  大鹿 愛和(3)      
ｵｵｼｶ ﾏﾅ 佐久長聖高

 1 野村 優香(3)     59.39 
ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ 伊那北高

 2 髙崎 璃音(3)     59.42 
ﾀｶｻｷ ﾘｵﾝ 木曽青峰高

 3 伊藤 沙優香(3)   1:01.94 
ｲﾄｳ ｻﾔｶ 松本国際高

 4 佐野 涼楓(2)   1:02.74 
ｻﾉ ｽｽﾞｶ 市立長野高

 5 羽生 彩七(3)   1:02.96 
ﾊﾆｭｳ ｱﾔﾅ OIDE長姫高

 6 村山 苺香(2)   1:03.39 
ﾑﾗﾔﾏ ｲﾁｶ 岩村田高

  御子柴 清美(3)      
ﾐｺｼﾊﾞ ｷﾖﾐ 諏訪中

  阪 千都(1)      
ｻｶ ﾁﾋﾛ 東海大諏訪高

所属名 記録／備考 順

4  1275 8   919
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予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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予選 4月23日 12:25
決勝 4月23日 14:00

長野県記録(PR)                2:05.78 山本 瑞                      小諸高           2011/10/29  
長野県高校記録(KR)            2:05.78 山本 瑞                      小諸             2011/10/29  
大会記録(GR)                  2:11.25 山本 瑞                      中大             2014        

[ 1組] [ 2組]

 1 阪 千都(1)   2:24.31 Q  1 辻 芽衣(2)   2:25.51 Q
ｻｶ ﾁﾋﾛ 東海大諏訪高 ﾂｼﾞ ﾒｲ 松本県ヶ丘高

 2 御子柴 清美(3)   2:28.95 Q  2 小池 理紗子(3)   2:35.53 Q
ﾐｺｼﾊﾞ ｷﾖﾐ 諏訪中 ｺｲｹ ﾘｻｺ 下諏訪向陽高

 3 羽生 彩七(3)   2:35.27  3 小林 ほの花(3)   2:36.20 
ﾊﾆｭｳ ｱﾔﾅ OIDE長姫高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ 文化学園長野高

 4 小嶋 楓來(3)   2:35.81  4 渡辺 彩那(2)   2:39.00 
ｺｼﾞﾏ ｶｴﾗ 松本国際高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ 市立長野高

 5 米澤 碧海(2)   2:37.60  5 野嵜 愛(3)   2:41.27 
ﾖﾈｻﾞﾜ ｱｵﾐ 南箕輪中 ﾉｻﾞｷ ｱｲ 飯山城南中

 6 下戸 沙弥(2)   2:40.84  6 林 姫都香(3)   2:44.17 
ｼﾓﾄﾞ ｻﾔ 木曽青峰高 ﾊﾔｼ ﾋﾄｶ 山辺中

  本藤 万穂子(1)        北沢 凜夏(3)      
ﾎﾝﾄﾞｳ ﾏｵｺ 長野日大高 ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾝｶ 長野日大高

  桑原 実世(2)        渡邉 陽乃(3)      
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾖ 佐久長聖高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾉ 佐久長聖高

  羽生 凪(2)        工藤 涼風(3)      
ﾊﾆｭｳ ﾅｷﾞ 駒ヶ根東中 ｸﾄﾞｳ ｽｽﾞｶ 上田染谷丘高

スプリットタイム スプリットタイム
   200m     32.87    41 阪 千都(1)    200m     34.23  1828 辻 芽衣(2)
   400m   1:06.98   〃     〃    400m   1:10.36   〃     〃 
   600m   1:44.75   〃     〃    600m   1:48.08   〃     〃 

[ 3組]

 1 守屋 有彩(3)   2:28.44 Q
ﾓﾘﾔ ｱﾘｻ 伊那弥生ヶ丘高

 2 菊地 遥奈(3)   2:28.82 Q
ｷｸﾁ ﾊﾙﾅ 東御東部中

 3 真柴 萌菜(3)   2:30.58 q
ﾏｼﾊﾞ ﾓｴﾅ 伊那北高

 4 中野 ことは(3)   2:33.90 q
ﾅｶﾉ ｺﾄﾊ 駒ヶ根東中

 5 宮川 千依(3)   2:35.73 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾁﾖﾘ 山辺中

 6 花岡 和奏(2)   2:40.98 
ﾊﾅｵｶ ﾜｶﾅ 大町岳陽高

  中谷 凛(3)      
ﾅｶﾔ ﾘﾝ 堀金中

  市川 笑花(3)      
ｲﾁｶﾜ ｴﾐｶ 佐久長聖高

  五味 桜花(2)      
ｺﾞﾐ ｵｳｶ 諏訪清陵高

スプリットタイム
   200m     33.68  8262 中野 ことは(3)
   400m   1:11.93   308 守屋 有彩(3)
   600m   1:50.29   〃     〃 

 1 阪 千都(1)   2:25.70 
ｻｶ ﾁﾋﾛ 東海大諏訪高

 2 守屋 有彩(3)   2:28.46 
ﾓﾘﾔ ｱﾘｻ 伊那弥生ヶ丘高

 3 真柴 萌菜(3)   2:28.58 
ﾏｼﾊﾞ ﾓｴﾅ 伊那北高

 4 御子柴 清美(3)   2:28.81 
ﾐｺｼﾊﾞ ｷﾖﾐ 諏訪中

 5 辻 芽衣(2)   2:29.13 
ﾂｼﾞ ﾒｲ 松本県ヶ丘高

 6 菊地 遥奈(3)   2:33.72 
ｷｸﾁ ﾊﾙﾅ 東御東部中

 7 中野 ことは(3)   2:39.34 スプリットタイム
ﾅｶﾉ ｺﾄﾊ 駒ヶ根東中    200m     31.33    41 阪 千都(1)

 8 小池 理紗子(3)   2:42.27    400m   1:08.78   〃     〃 
ｺｲｹ ﾘｻｺ 下諏訪向陽高    600m   1:46.61   〃     〃 

2  8262

9   117

4  4393

5  1828

  295

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    41

7   308

3

8  7730

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  2054
DNS

7  8262

2  7163

9

1  8756
DNS

5  1306
DNS

 1695

DNS DNS
7  8264 6  1461

DNS DNS

3   308

6  4393

4   295

DNS DNS
4  1296 5  1305

2   945 4   948

9  1564 8  7169

1  8060 2  5335

ﾚｰﾝ No. 氏  名

8  2498 1   921

3   478 9   985

所属名 記録／備考 順

6  7730 3   117

女子

800m

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

順
5    41 7  1828

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 4月24日 10:15
決勝 4月24日 14:15

長野県記録(PR)                4:16.76 和田 有菜                    名城大           2018/05/05  
長野県高校記録(KR)            4:17.77 和田 有菜                    長野東           2017/06/24  
大会記録(GR)                  4:35.93 萩谷 楓                      長野東高         2017        

[ 1組] [ 2組]

 1 松下 輝来(3)   4:48.63 Q  1 名和 夏乃子(2)   4:38.05 Q
ﾏﾂｼﾀ ｷﾗ 東海大諏訪高 ﾅﾜ ｶﾉｺ 長野東高

 2 橋詰 史歩(2)   4:51.22 Q  2 田畑 陽菜(3)   4:52.12 Q
ﾊｼﾂﾞﾒ ｼﾎ 長野東高 ﾀﾊﾞﾀ ﾊﾙﾅ 春富中

 3 森脇 光砂(3)   4:51.77 Q  3 守屋 有彩(3)   4:54.37 Q
ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ 伊那西高 ﾓﾘﾔ ｱﾘｻ 伊那弥生ヶ丘高

 4 荻原 真柚(2)   5:00.16 Q  4 山口 七海(1)   4:55.06 Q
ｵｷﾞﾊﾗ ﾏﾕ 箕輪中 ﾔﾏｷﾞﾁ ﾅﾅﾐ 松本深志高

 5 白澤 加菜(3)   5:01.30 Q  5 田畑 香奈(2)   4:55.07 Q
ｼﾗｻﾜ ｶﾅ 三郷中 ﾀﾊﾞﾀ ｶﾅ 真田ｸﾗﾌﾞ

 6 片桐 小春(3)   5:03.63  6 坂元 唯花(3)   5:00.97 q
ｶﾀｷﾞﾘ ｺﾊﾙ 駒ヶ根東中 ｻｶﾓﾄ ﾕｲｶ 辰野中

 7 窪田 舞(1)   5:04.65  7 菊地 遥奈(3)   5:01.96 q
ｸﾎﾞﾀ ﾏｲ 長野東高 ｷｸﾁ ﾊﾙﾅ 東御東部中

 8 小川 美紗(2)   5:05.56  8 阿部 優杏(3)   5:03.38 
ｵｶﾞﾜ ﾐｻ 赤穂中 ｱﾍﾞ ﾕｱ 長野日大高

 9 小林 瑞希(2)   5:16.10  9 竹内 明里(2)   5:11.37 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ 松商学園高 ﾀｹｳﾁ ｱｶﾘ 飯山高

10 山﨑 凛(1)   5:21.09 10 宮島 日向子(3)   5:11.70 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾝ 長野日大高 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾅｺ 山辺中

11 宮沢 沙耶乃(2)   5:24.07 11 中山 由梨(2)   5:22.69 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｻﾔﾉ 屋代高 ﾅｶﾔﾏ ﾕﾘ 長野吉田高

12 小島 ひより(3)   5:27.00   中村 文音(1)      
ｺｼﾞﾏ ﾋﾖﾘ 飯山城南中 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾈ 長野東高

  淺川 美月(1)        村岡 美玖(3)      
ｱｻｶﾜ ﾐﾂﾞｷ 長野日大高 ﾑﾗｵｶ ﾐｸ 長野東高

  田村 るう(3)        岡田 紅愛(2)      
ﾀﾑﾗ ﾙｳ 下諏訪中 ｵｶﾀﾞ ｸﾚｱ 長野日大高

  成澤 あん里(2)        武田 悠華(1)      
ﾅﾙｻﾜ ｱﾝﾘ 真田ｸﾗﾌﾞ ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｶ 長野東高

  佐藤 悠花(3)        桑原 実世(2)      
ｻﾄｳ ﾕｳｶ 長野東高 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾖ 佐久長聖高

スプリットタイム スプリットタイム
   400m   1:13.91   887 橋詰 史歩(2)    400m   1:12.47   884 名和 夏乃子(2)
   800m   2:32.60   〃     〃    800m   2:27.65   〃     〃 
  1100m   3:31.16    39 松下 輝来(3)   1100m   3:24.48   〃     〃 
  1200m   3:50.18   〃     〃   1200m   3:42.93   〃     〃 

 1 松下 輝来(3)   4:41.46 
ﾏﾂｼﾀ ｷﾗ 東海大諏訪高

 2 守屋 有彩(3)   4:54.71 
ﾓﾘﾔ ｱﾘｻ 伊那弥生ヶ丘高

 3 田畑 陽菜(3)   4:54.86 
ﾀﾊﾞﾀ ﾊﾙﾅ 春富中

 4 山口 七海(1)   4:55.23 
ﾔﾏｷﾞﾁ ﾅﾅﾐ 松本深志高

 5 坂元 唯花(3)   4:59.62 
ｻｶﾓﾄ ﾕｲｶ 辰野中

 6 森脇 光砂(3)   5:01.81 
ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ 伊那西高

 7 田畑 香奈(2)   5:04.40 
ﾀﾊﾞﾀ ｶﾅ 真田ｸﾗﾌﾞ

 8 菊地 遥奈(3)   5:07.12 
ｷｸﾁ ﾊﾙﾅ 東御東部中

  荻原 真柚(2)      
ｵｷﾞﾊﾗ ﾏﾕ 箕輪中

  名和 夏乃子(2)      
ﾅﾜ ｶﾉｺ 長野東高 スプリットタイム

  白澤 加菜(3)         400m   1:12.98    39 松下 輝来(3)
ｼﾗｻﾜ ｶﾅ 三郷中    800m   2:30.82   〃     〃 

  橋詰 史歩(2)        1100m   3:29.53   〃     〃 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｼﾎ 長野東高   1200m   3:48.28   〃     〃 DNS

DNS
6  6711

DNS
8   887

2  8016
DNS

5   884

10  4651

7  4393

11  7962

12   328

4  8187

1  1766

記録／備考
9    39

3   308

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名

9   875 15  1296
DNS DNS

6  4464 11   866
DNS DNS

3  7684 8   965
DNS DNS

2   941 7   881
DNS DNS

16  5333 1   867
DNS

8  1151 2   753

4   943 12  7165

1  1918 16   587

13  8235 4   942

11   890 14  4393

15  8259 13  7962

12  6711 3  4651

14  8016 5  1766

7   328 10   308

5   887 6  8187

記録／備考
10    39 9   884

記録／備考 順 ORD No. 氏  名 所属名

女子

1500m

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

順 ORD No. 氏  名 所属名



決勝 4月23日 10:25

長野県記録(PR)                9:00.50 和田 有菜                    名城大           2018/07/11  
長野県高校記録(KR)            9:01.36 和田 有菜                    長野東           2017/10/09  
大会記録(GR)                  9:28.39 萩谷 楓                      長野東高         2018        

 1 真柴 愛里(3)  10:23.94 
ﾏｼﾊﾞ ｱｲﾘ 春富中

 2 山口 七海(1)  10:41.79 
ﾔﾏｷﾞﾁ ﾅﾅﾐ 松本深志高

 3 坂元 唯花(3)  10:50.09 
ｻｶﾓﾄ ﾕｲｶ 辰野中

 4 杉本 由乃香(2)  10:58.10 
ｽｷﾞﾓﾄ ﾕﾉｶ 女鳥羽中

 5 宮島 日向子(3)  11:08.96 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾅｺ 山辺中

 6 宮澤 和(2)  11:15.56 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉﾄﾞｶ 赤穂中

 7 滝沢 初寧(3)  11:29.71 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾂﾈ 伊那西高

 8 筒井 心葉(3)  11:32.02 
ﾂﾂｲ ｺｺﾊ 飯田高

 9 田中 凜(2)  11:41.50 
ﾀﾅｶ ﾘﾝ 飯田高

10 竹内 彩夏(2)  12:05.50 
ﾀｹｳﾁ ｱﾔｶ 長野高専

11 竹川 明希(2)  13:29.14 
ﾀｹｶﾜ ｱｷ 松本国際高

12 武村 美尋(1)  13:50.53 
ﾀｹﾑﾗ ﾐﾋﾛ 東海大諏訪高

  中谷 凛(3)      
ﾅｶﾔ ﾘﾝ 堀金中

  赤羽 真衣佳(3)      
ｱｶﾊﾈ ﾏｲｶ 長野東高

  近藤 美波(2)      
ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾅﾐ 松本深志高

  牧内 大華(2)      
ﾏｷｳﾁ ﾋﾛｶ 長野東高

  岡田 由愛(2)      
ｵｶﾀﾞ ﾏﾘｱ 長野日大高

  林 眞由莉(2)      
ﾊﾔｼ ﾏﾕﾘ 松本国際高

  牛山 絢心(2)      
ｳｼﾔﾏ ｱﾔﾈ 屋代高

スプリットタイム
   400m   1:22.20  1766 山口 七海(1)
   800m   2:46.89  8182 真柴 愛里(3)
  1000m   3:27.42   〃     〃 
  1200m   4:09.61   〃     〃 
  1600m   5:33.36   〃     〃 
  2000m   6:56.89   〃     〃 
  2400m   8:20.65   〃     〃 
  2600m   9:02.91   〃     〃 
  2800m   9:44.47   〃     〃 

14  1766

女子
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決勝 4月24日 13:15

長野県記録(PR)                  13.81 茂木 多美江                  小諸高校教員     1978/10/15  
                                      中津 晴葉                    佐久長聖高       2020/10/23  
長野県高校記録(KR)              13.81 中津 晴葉                    佐久長聖         2020/10/23  
大会記録(GR)                    14.61 秋元 南乃                    市長野高         2017        

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速 -0.9

 1 竹上 心菜(3)     17.51  1 小松 理紗(2)     16.22 
ﾀｹｶﾞﾐ ｺｺﾅ 豊科高 ｺﾏﾂ ﾘｻ 松本国際高

 2 田中 朱音(2)     18.47  2 富井 詩子(2)     17.20 
ﾀﾅｶ ｱｶﾈ 上田染谷丘高 ﾄﾐｲ ｳﾀｺ 飯山高

 3 藤島 沙由希(3)     18.83  3 山本 紗帆(2)     17.27 
ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ 茅野高 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾎ 野沢北高

  春原 菜々子(2)       4 小平 奏重(3)     17.28 
ｽﾉﾊﾗ ﾅﾅｺ 長野西高 ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ 下諏訪向陽高

  笹川 涼香(2)       5 田中 海羽(3)     17.99 
ｻｻｶﾞﾜ ﾘｮｳｶ 文化学園長野高 ﾀﾅｶ ﾐｳ 伊那西高

  千野 里花(3)       6 北沢 姫羅理(3)     18.25 
ﾁﾉ ﾘｶ 中野立志館高 ｷﾀｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 長野工高

  岩下 優奈(2)        春日 莉緒(3)      
ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾅ 長野西高 ｶｽｶﾞ ﾘｵ 諏訪清陵高

[ 3組] 風速 -0.1

 1 土屋 ほのか(1)     14.92 
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 山梨学院大

 2 柳澤 結月(2)     15.74 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂｷ 松本大

 3 小林 柑南(2)     16.01 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾅ 安曇野AC

 4 小口 葉奈(3)     23.72 
ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ 東海大諏訪高

  大森 里香(3)      
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 佐久長聖高

  佐伯 風帆(2)      
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 佐久長聖高

  荻原 希乃愛(3)      
ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 佐久長聖高

   1 土屋 ほのか(1) 山梨学院大     14.92 (-0.1)   3   1
   2 柳澤 結月(2) 松本大     15.74 (-0.1)   3   2
   3 小林 柑南(2) 安曇野AC     16.01 (-0.1)   3   3
   4 小松 理紗(2) 松本国際高     16.22 (-0.9)   2   1
   5 富井 詩子(2) 飯山高     17.20 (-0.9)   2   2
   6 山本 紗帆(2) 野沢北高     17.27 (-0.9)   2   3
   7 小平 奏重(3) 下諏訪向陽高     17.28 (-0.9)   2   4
   8 竹上 心菜(3) 豊科高     17.51 (-0.4)   1   1
   9 田中 海羽(3) 伊那西高     17.99 (-0.9)   2   5
  10 北沢 姫羅理(3) 長野工高     18.25 (-0.9)   2   6
  11 田中 朱音(2) 上田染谷丘高     18.47 (-0.4)   1   2
  12 藤島 沙由希(3) 茅野高     18.83 (-0.4)   1   3
  13 小口 葉奈(3) 東海大諏訪高     23.72 (-0.1)   3   4
    春原 菜々子(2) 長野西高          (-0.4)DNS   1    
    笹川 涼香(2) 文化学園長野高          (-0.4)DNS   1    
    千野 里花(3) 中野立志館高          (-0.4)DNS   1    
    岩下 優奈(2) 長野西高          (-0.4)DNS   1    
    春日 莉緒(3) 諏訪清陵高          (-0.9)DNS   2    
    大森 里香(3) 佐久長聖高          (-0.1)DNS   3    
    佐伯 風帆(2) 佐久長聖高          (-0.1)DNS   3    
    荻原 希乃愛(3) 佐久長聖高          (-0.1)DNS   3    
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決勝 4月24日 13:05

長野県高校記録(KR)              14.11 瀧澤 彩                      長野             2010/10/03  
大会記録(GR)                    14.75 中津 晴葉                    佐久長聖高       2018        

風速 -0.6

 1 木村 湊(3)     18.43 
ｷﾑﾗ ﾐﾅﾄ 豊科北中

 2 髙橋 咲紀(1)     19.45 
ﾀｶﾊｼ ｻｷ 市立長野高

  吉田 彩葉(1)      
ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 佐久長聖高

  両角 琉那(3)      
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾙﾅ 茅野東部中

2   928

女子

100mH(0.762-8.5m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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DNS

5  7881



決勝 4月23日 13:10

長野県記録(PR)                  58.27 瀧澤 彩                      長野高           2012/07/31  
長野県高校記録(KR)              58.27 瀧澤 彩                      長野             2012/07/31  
大会記録(GR)                  1:00.12 瀧澤 彩                      慶大             2013        

 1 南澤 明音   1:00.19 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 松本土建

 2 塩原 そよ香(2)   1:08.77 
ｼｵﾊﾗ ｿﾖｶ 松本県ヶ丘高

 3 佐野 涼楓(2)   1:09.55 
ｻﾉ ｽｽﾞｶ 市立長野高

 4 北沢 姫羅理(3)   1:12.87 
ｷﾀｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 長野工高

 5 竹上 心菜(3)   1:14.70 
ﾀｹｶﾞﾐ ｺｺﾅ 豊科高

  春原 菜々子(2)      
ｽﾉﾊﾗ ﾅﾅｺ 長野西高

  春日 そら(2)      
ｶｽｶﾞ ｿﾗ 長野俊英高

  金森 佑奈(4)      
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 法大

  中村 空夏(3)      
ﾅｶﾑﾗ ｿﾅ 諏訪清陵高

決勝 4月24日  9:30

長野県記録(PR)               22:25.61 溝口 友己歩                  早大             2017/10/09  
長野県高校記録(KR)           23:10.04 鳥羽 詩織                    長野東           2009/05/04  
大会記録(GR)                 23:25.6  鳥羽 詩織                    長野東高         2009        

 1 東 咲良(3)  27:05.38 
ｱｽﾞﾏ ｻｸﾗ 松本県ヶ丘高

 2 諸岡 明日佳(2)  27:51.98 
ﾓﾛｵｶ ｱｽｶ 長野工高

 3 丸山 莉央(3)  31:24.06 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｵ 松本蟻ヶ崎高

 4 矢澤 美代子  32:08.75 
ﾔｻﾞﾜ ﾐﾖｺ 飯田市陸協

 5 田中 千晴(3)  33:31.41 
ﾀﾅｶ ﾁﾊﾙ 松本深志高

  澤谷 美結(3)      
ｻﾜﾔ ﾐﾕ 南安曇農高

スプリットタイム
  1000m   5:02.00  1826 東 咲良(3)
  2000m  10:31.67   〃     〃 
  3000m  16:07.23   〃     〃 
  4000m  21:39.00   〃     〃 

DNS

16  1779

14  1721

15  1895

18  9033

17  1826

19   861

女子

5000m競歩

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考

DNS
6  2051

DNS

DNS
3  2461

DNS
5  9034

8  2010

2   802

1   919

7   860

9  1830

女子

400mH(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  9029



予選 4月23日  9:30
決勝 4月23日 14:45

長野県記録(PR)                  46.86                              市立長野高       2019/06/14  
                                      （綿貫 寧・唐澤 花実・田村 純菜・河田 璃音）
長野県高校記録(KR)              46.86                              市立長野         2019/06/14  
                                      （綿貫 寧・唐澤 花実・田村 純菜・河田 璃音）
大会記録(GR)                    47.67                              市立長野高       2019        
                                      （綿貫 寧・唐澤 花実・田村 純菜・河田 璃音）

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 東海大諏訪高    37 小松 未唯奈(3)     49.50 Q  1   6 松本大  9020 根本 樹(2)     50.21 Q

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜｺｳ ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ﾈﾓﾄ ﾐｷ
   26 福田 笑未(2)  9019 宮下 優希菜(2)

ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ ﾐﾔｼﾀ ﾕｷﾅ
   40 濵田 みなと(3)  9026 柳澤 結月(2)

ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂｷ
   38 小口 葉奈(3)  9027 鈴木 陽世梨(3)

ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ
 2   7 軽井沢A&AC  9011 山口 莉央(3)     51.97 q  2   4 松本国際高  1978 小松 理紗(2)     51.41 q

ｶﾙｲｻﾞﾜA&AC ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲｺｳ ｺﾏﾂ ﾘｻ
 9014 並木 彩華(3)  2497 伊藤 沙優香(3)

ﾅﾐｷ ｱﾔｶ ｲﾄｳ ｻﾔｶ
 9013 中嶋 杏佳(3)  1979 征矢 珠々(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ ｿﾔ ｽｽﾞ
 9012 大森 玲花(3)  1976 原 美月(3)

ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ ﾊﾗ ﾐﾂﾞｷ
 3   5 豊科高  2009 尾関 紗佳(3)     54.00 q  3   5 堀金中  6672 宮澤 咲歩(2)     52.49 q

ﾄﾖｼﾅｺｳ ｵｾﾞｷ ｻﾔｶ ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ｻﾎ
 1991 上条 咲都(2)  8758 岩下 美波(3)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾄ ｲﾜｼﾀ ﾐﾅﾐ
 2010 竹上 心菜(3)  8756 中谷 凛(3)

ﾀｹｶﾞﾐ ｺｺﾅ ﾅｶﾔ ﾘﾝ
 1992 小林 悠(2)  8759 指方 柚(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ ｻｼｶﾀ ﾕｽﾞ
 4   4 開成中  7111 宮入 心奈(3)     54.25  4   2 東御東部中  4397 德田 心結(3)     55.70 

ｶｲｾｲﾁｭｳ ﾐﾔｲﾘ ｺｺﾅ ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾄｸﾀﾞ ﾐﾕ
 7112 柴田 奈々(3)  4398 片山 美知葉(3)

ｼﾊﾞﾀ ﾅﾅ ｶﾀﾔﾏ ﾐﾁﾊ
 7113 堀内 杏菜(3)  4395 塩入 心遥(3)

ﾎﾘｳﾁ ｱﾝﾅ ｼｵｲﾘ ｺﾊﾙ
 7116 市川 凜子(2)  4393 菊地 遥奈(3)

ｲﾁｶﾜ ﾘｺ ｷｸﾁ ﾊﾙﾅ
 5   2 上田千曲高  1499 善治 奈々(3)     58.50  5   3 豊科北中  6648 真野 結奈(3)     55.78 

ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ｾﾞﾝｼﾞ ﾅﾅ ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ﾏﾉ ﾕｲﾅ
 1490 細田 怜奈(3)  6655 堀金 里菜(2)

ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ ﾎﾘｶﾞﾈ ﾘﾅ
 1497 松木 紗良(2)  6649 木村 湊(3)

ﾏﾂｷ  ｻﾗ ｷﾑﾗ ﾐﾅﾄ
 1496 竹花 明姫(2)  6656 横内 美結(2)

ﾀｹﾊﾅ  ｱｷ ﾖｺｳﾁ ﾐﾕ
 6   3 梓川中  7352 青木 ゆりか(3)   1:01.08     7 上田第五中      

ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾁｭｳ ｱｵｷ ﾕﾘｶ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳ DNS
 7354 増山 美桜(3)

ﾏｽﾔﾏ ﾐｵｳ
 7353 笠井 茉白(3)

ｶｻｲ ﾏｼﾛ
 7349 降旗 沙英(3)

ﾌﾘﾊﾀ ｻｴ
    8 野沢南高          8 上田高      

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ DNS ｳｴﾀﾞｺｳ DNS

    9 伊那弥生ヶ丘高      
ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ DNS

女子

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 市立長野高   925 中村 夏鈴(1)     49.72 Q  1   4 飯山城南中  5327 西山 帆乃夏(3)     54.75 Q

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ ｲｲﾔﾏｼﾞｮｳﾅﾝﾁｭｳ ﾆｼﾔﾏ ﾎﾉｶ
  913 宮原 凛成(3)  5331 山本 萌華(3)

ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ
  914 牧内 愛実(3)  5333 小島 ひより(3)

ﾏｷｳﾁ ｱﾐ ｺｼﾞﾏ ﾋﾖﾘ
  918 宮澤 けい(2)  5323 梨子田 茜(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ ﾅｼﾀﾞ ｱｶﾈ
 2   6 長野商高   832 青木 沙絵(3)     54.09  2   7 松本県ヶ丘高  1827 神保 藍織(3)     55.32 

ﾅｶﾞﾉｼｮｳｺｳ ｱｵｷ ｻｴ ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ｼﾞﾝﾎﾞｳ ｲｵﾘ
  840 松本 菜那(2)  1830 塩原 そよ香(2)

ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅ ｼｵﾊﾗ ｿﾖｶ
  835 矢崎 留奈(3)  1829 二木 瑠心(2)

ﾔｻﾞｷ ﾙﾅ ﾌﾀﾂｷﾞ ﾙｺ
  834 柳澤 亜美(3)  1812 長門 杏実(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾐ ﾅｶﾞﾄ ｱﾐ
 3   5 松本美須々ヶ丘 1849 斉藤 凛咲(2)     55.71  3   3 伊那西高   323 樋郡 冬華(2)     55.38 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶｺｳｺｳ ｻｲﾄｳ ﾘｻ ｲﾅﾆｼｺｳ ﾋｺﾞｵﾘ ﾌﾕｶ
 1850 国本 凜(2)   334 埋橋 凜(3)

ｸﾆﾓﾄ ﾘﾝ ｳｽﾞﾊｼ ﾘﾝ
 1852 五十嵐 千陽(2)   335 田中 海羽(3)

ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾊﾙ ﾀﾅｶ ﾐｳ
 1851 古谷 柚季(2)   336 山田 優芽(3)

ﾌﾙﾔ ﾕｽﾞｷ ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ
 4   7 赤穂中  8233 鈴木 翠央(3)     56.74  4   8 鉢盛中  7422 古川 帆香(3)     56.64 

ｱｶﾎﾁｭｳ ｽｽﾞｷ ﾐﾅｶ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ﾌﾙｶﾜ ﾎﾉｶ
 8238 山本 結友(2)  7446 井上 莉乃(2)

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳ ｲﾉｳｴ ﾘﾉ
 8229 鈴木 ひかり(3)  7420 長村 梨夢(3)

ｽｽﾞｷ ﾋｶﾘ ｵｻﾑﾗ ﾘﾑ
 8221 鈴木 かなで(2)  7448 住 百合恵(2)

ｽｽﾞｷ ｶﾅﾃﾞ ｽﾐ ﾕﾘｴ
 5   3 大町岳陽高  1698 北原 侑奈(2)     59.01     2 長野清泉高  1024 原山 実莉(3)      

ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳｺｳ ｷﾀﾊﾗ ﾕｳﾅ ﾅｶﾞﾉｾｲｾﾝｺｳ ﾊﾗﾔﾏ ﾐﾉﾘ DNS
 1697 葛原 亜希(2)  1028 篠原 あかり(2)

ｸｽﾞﾊﾗ ｱｷ ｼﾉﾊﾗ ｱｶﾘ
 1694 竹田 遥香(2)  1027 西沢 真由(2)

ﾁｸﾀﾞ ﾊﾙｶ ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾕ
 1696 鬼窪 あいか(2)  1025 北村 優芽(3)

ｵﾆｸﾎﾞ ｱｲｶ ｷﾀﾑﾗ ﾕﾒ
    2 松本深志高          5 佐久長聖高      

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼｺｳ DNS ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ DNS

    8 塩尻広陵中          6 長野西高      
ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ DNS ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ DNS

4×100m
女子



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 市立長野高   925 中村 夏鈴(1)     48.76 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ
  913 宮原 凛成(3)

ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ
  914 牧内 愛実(3)

ﾏｷｳﾁ ｱﾐ
  918 宮澤 けい(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ
 2   7 東海大諏訪高    37 小松 未唯奈(3)     49.10 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜｺｳ ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ
   26 福田 笑未(2)

ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ
   40 濵田 みなと(3)

ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ
   38 小口 葉奈(3)

ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ
 3   6 松本大  9020 根本 樹(2)     49.57 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ﾈﾓﾄ ﾐｷ
 9019 宮下 優希菜(2)

ﾐﾔｼﾀ ﾕｷﾅ
 9026 柳澤 結月(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂｷ
 9027 鈴木 陽世梨(3)

ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ
 4   9 松本国際高  1978 小松 理紗(2)     50.58 

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲｺｳ ｺﾏﾂ ﾘｻ
 2497 伊藤 沙優香(3)

ｲﾄｳ ｻﾔｶ
 1979 征矢 珠々(2)

ｿﾔ ｽｽﾞ
 1976 原 美月(3)

ﾊﾗ ﾐﾂﾞｷ
 5   8 軽井沢A&AC  9011 山口 莉央(3)     52.17 

ｶﾙｲｻﾞﾜA&AC ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ
 9014 並木 彩華(3)

ﾅﾐｷ ｱﾔｶ
 9013 中嶋 杏佳(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ
 9012 大森 玲花(3)

ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ
 6   3 堀金中  6672 宮澤 咲歩(2)     52.52 

ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ｻﾎ
 8758 岩下 美波(3)

ｲﾜｼﾀ ﾐﾅﾐ
 8756 中谷 凛(3)

ﾅｶﾔ ﾘﾝ
 8759 指方 柚(3)

ｻｼｶﾀ ﾕｽﾞ
 7   2 豊科高  2009 尾関 紗佳(3)     54.14 

ﾄﾖｼﾅｺｳ ｵｾﾞｷ ｻﾔｶ
 1991 上条 咲都(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾄ
 2010 竹上 心菜(3)

ﾀｹｶﾞﾐ ｺｺﾅ
 1992 小林 悠(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ
 8   5 飯山城南中  5327 西山 帆乃夏(3)     55.22 

ｲｲﾔﾏｼﾞｮｳﾅﾝﾁｭｳ ﾆｼﾔﾏ ﾎﾉｶ
 5331 山本 萌華(3)

ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ
 5333 小島 ひより(3)

ｺｼﾞﾏ ﾋﾖﾘ
 5323 梨子田 茜(3)

ﾅｼﾀﾞ ｱｶﾈ

女子

4×100m
決勝



決勝 4月24日 14:35

長野県記録(PR)                3:46.50 長野吉田高                   長野吉田高       2013/08/03  
                                      （小山 綾菜・内山 成実・村上 りさ子・鈴木 千穂）
長野県高校記録(KR)            3:46.50                              長野吉田         2013/08/03  
                                      （小山 綾菜・内山 成実・村上 りさ子・鈴木 千穂）
大会記録(GR)                  3:58.27                              東海大諏訪高     2013        
                                      （北岡 依生希・今井 希生・小林 舞香・小林 叶音）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 松本大  9024 清水 愛奈(3)   4:12.37 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｼﾐｽﾞ ﾏﾕﾅ
 9019 宮下 優希菜(2)

ﾐﾔｼﾀ ﾕｷﾅ
 9026 柳澤 結月(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂｷ
 9027 鈴木 陽世梨(3)

ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ
 2   6 市立長野高   919 佐野 涼楓(2)   4:12.80 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ｻﾉ ｽｽﾞｶ
  921 渡辺 彩那(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ
  920 斉藤 彩乃(2)

ｻｲﾄｳ ｱﾔﾉ
  918 宮澤 けい(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ
 3   3 伊那西高   335 田中 海羽(3)   4:30.99 

ｲﾅﾆｼｺｳ ﾀﾅｶ ﾐｳ
  334 埋橋 凜(3)

ｳｽﾞﾊｼ ﾘﾝ
  337 小林 美穂(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ
  328 森脇 光砂(3)

ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ
 4   8 上田高  1415 宮下 留花(3)   4:33.76 

ｳｴﾀﾞｺｳ ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ
 1411 下島 佳純(3)

ｼﾓｼﾞﾏ ｶｽﾐ
 1412 有賀 明子(3)

ｱﾙｶﾞ ｱｷｺ
 1413 玉井 南帆(3)

ﾀﾏｲ ﾐﾅﾎ
 5   9 伊那弥生ヶ丘高  313 原田 妃菜(2)   4:34.76 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ
  308 守屋 有彩(3)

ﾓﾘﾔ ｱﾘｻ
  309 戸枝 くるみ

ﾄｴﾀﾞ ｸﾙﾐ
  310 唐澤 愛佳

ｶﾗｻﾜ ｱｲｶ
 6   7 松本美須々ヶ丘 1849 斉藤 凛咲(2)   4:37.76 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶｺｳｺｳ ｻｲﾄｳ ﾘｻ
 1852 五十嵐 千陽(2)

ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾊﾙ
 1850 国本 凜(2)

ｸﾆﾓﾄ ﾘﾝ
 1851 古谷 柚季(2)

ﾌﾙﾔ ﾕｽﾞｷ
    2 松商学園高  1921 星野 沙羅(2)      

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾎｼﾉ ｻﾗ DQ
 1919 赤羽 椛(2) R2(3-4)

ｱｶﾊﾈ ｶｴﾃﾞ
 1937 太田 さくら(3)

ｵｵﾀ ｻｸﾗ
 1946 上條 愛美(3)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅﾐ
    4 松本国際高  1978 小松 理紗(2)      

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲｺｳ ｺﾏﾂ ﾘｻ DNS
 2497 伊藤 沙優香(3)

ｲﾄｳ ｻﾔｶ
 2498 小嶋 楓來(3)

ｺｼﾞﾏ ｶｴﾗ
 1977 一志 琉月(2)

ｲｯｼ ﾙﾅ

女子

4×400m

決勝



決勝 4月23日 10:00

長野県記録(PR)                   1.81 屋ヶ田 直美                  中央大           1984/10/05  
長野県高校記録(KR)               1.77 上原 久美恵                  岡谷東           1977/10/03  
大会記録(GR)                     1.75 小野 美紗                    長野吉田AC       2018        

太田 さくら(3)
ｵｵﾀ ｻｸﾗ 松商学園高
小平 奏重(3)
ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ 下諏訪向陽高
青木 沙絵(3)
ｱｵｷ ｻｴ 長野商高
小林 日和(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 広徳中
上村 文寧(2)
ｶﾐﾑﾗ ｱﾔﾈ 諏訪二葉高
堀内 陽花(2)
ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙｶ 屋代高
二木 瑠心(2)
ﾌﾀﾂｷﾞ ﾙｺ 松本県ヶ丘高
小松 優月(2)
ｺﾏﾂ ﾕﾂﾞｷ 松本蟻ヶ崎高
藤森 芽衣(3) NM
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾒｲ 茅野東部中
宮入 心奈(3) NM
ﾐﾔｲﾘ ｺｺﾅ 開成中
金丸 未来乃(3) NM
ｶﾈﾏﾙ ﾐﾗﾉ 丸ノ内中
国本 凜(2) NM
ｸﾆﾓﾄ ﾘﾝ 松本美須々ヶ丘高
後小路 葉月(1) NM
ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾊﾂﾞｷ 野沢北高
丸山 星花里(1) NM
ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ 市立長野高
矢島 冴子(3) NM
ﾔｼﾏ ｻｴｺ 長野西高
太田 美緒(2) DNS
ｵｵﾀ ﾐｵ 長野西高
長瀬 未空(3) DNS
ﾅｶﾞｾ ﾐｸ 塩尻広陵中
行田 優空(3) DNS
ｷﾞｮｳﾀﾞ ｿﾗ 上田染谷丘高
田村 優衣(2) DNS
ﾀﾑﾗ ﾕｲ 諏訪清陵高
村山 羽乃(1) DNS
ﾑﾗﾔﾏ  ｳﾉ 佐久長聖高
荻原 希乃愛(3) DNS
ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 佐久長聖高
大森 里香(3) DNS
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 佐久長聖高

女子

走高跳

決勝

順位 試技 1m55 1m60ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m40 1m45 1m50 備考
1 22  1937 - - o o xo xxx

1m65 1m66 1m69 1m72 記録

 1.60

 1.50

 1.502 20   118 o o xo xxx

3 10   832 o xxo xxo xxx

 1.45

4 11  6054 o o xxx

xxx

 1.45

5 18   108

6 15  1829 o xxx

6 6  1152 o xxx

xo o

     

 1.40

 1.40

 1.40

8 5  1861 xxo xxx

1  7879

7  7035 xxx

2  7111 xxx

xxx

     

     

     

     

8  1850 xxx

9  1236

14   792 xr

12   926 xxx

xxx

     

     

     

     

3   800

4  6474

     

13  1462      

16  2056

     

19  1303

17  1309

     21  1301

     



決勝 4月24日 10:00

長野県記録(PR)                   4.01 前田 朋子                    ヤマトヤＴＣ     2005/08/08  
長野県高校記録(KR)               3.65 原 奈津美                    上伊那農業       2013/09/28  
大会記録(GR)                     3.80 前田 朋子                    中京大           2001        

3m00 3m10 3m20 3m30 3m40 3m50 3m60 3m70 3m80
小林 由依(2) - - - - - o o o xo xxo
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 松本大 o o xxx
谷川 慧佳(3) - - - - - o o o o xxx
ﾀﾆｶﾜ ｻﾄｶ 松本深志高
深尾 美希(2) - - - - - - - o o xxx
ﾌｶｵ ﾐｷ 長野工高
谷川 慶奈(3) - - - - o xo xxo o xxx
ﾀﾆｶﾜ ｹｲﾅ 山辺中
赤羽 柚香(3) o o o o o o o xxx
ｱｶﾊﾈ ﾕｽﾞｶ 長峰中
向山 優菜(3) - - - - o o o xxx
ﾑｶｲﾔﾏ ﾕｳﾅ 箕輪中
児島 里奈(3) o o o xo o xxo xo xxx
ｺｼﾞﾏ ﾘﾅ 松商学園高
小林 莉緒(3) o - - o o o xxx
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵ 原中
上野 夏澄(3) - - o o o o xxx
ｳｴﾉ ｶｽﾐ 松本深志高
岩下 栞(1) - - - - - xxo xxx
ｲﾜｼﾀ ｼｵﾘ 城西大
小嶋 楓來(3) xo o o o o xxx
ｺｼﾞﾏ ｶｴﾗ 松本国際高
小林 鈴々(2) xxx NM
ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞ 中野立志館高
原 ひなた(2) DNS
ﾊﾗ ﾋﾅﾀ 伊那西高
唐澤 真衣(3) DNS
ｶﾗｻﾜ ﾏｲ 箕輪中
高見澤 茉那(1) DNS
ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ﾏﾅ 佐久長聖高
飯高 愛莉(1) DNS
ｲｲﾀｶ  ｱｲﾘ 佐久長聖高
小林 ひより(1) DNS
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾋﾖﾘ 佐久長聖高
鈴木 天音(3) DNS
ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ 佐久長聖高
田中 愛(3) DNS
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 松本大
岡田 莉歩(2) DNS
ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 佐久長聖高

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
2m00 2m10 2m20 2m30 2m40

記録 備考

1 15  9022  3.10

2m50 2m60 2m70 2m80 2m90

2 13  1777  2.80

2 16   862  2.80

4 10  7168  2.70

5 9  7840  2.60

5 12  8006  2.60

7 3  1975  2.60

8 6  8680  2.50

8 7  1776  2.50

10 17  9030  2.50

11 5  2498  2.40

1   648      

2   321      

4  8013      

8  2251      

11  1297      

14  1299
     

20  1298      

18  2263      

19  9025      



決勝 4月24日  9:35

長野県記録(PR)                   6.41 湶 純江                      長野スズキ       1976/04/25  
長野県高校記録(KR)               6.06 宮坂 楓                      東海大三         2010/07/19  
大会記録(GR)                     6.41 湶 純江                      長野ｽｽﾞｷ         1976        

 ３回の
 最高記録

小林 南実   5.32  5.33  5.30   5.33   5.48  5.42  5.47   5.48 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾐ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC   -1.1  -0.1  +1.0   -0.1   +1.4  +1.3  -0.4   +1.4
小林 菜月(1)   5.13  5.43  5.29   5.43   5.29  5.40   x    5.43 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 東学大   -1.4  -0.6  +0.9   -0.6   +0.8  +0.5         -0.6
宮原 凛成(3)   5.42  5.42  3.87   5.42   5.38  5.29   x    5.42 
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ 市立長野高   -1.0  +0.6  +0.3   -1.0   +0.9  +1.2         -1.0
加島 小浦(3)   5.12  5.07  5.29   5.29   5.12  5.23  5.09   5.29 
ｶｼﾏ ｺｳﾗ 松本工高   +0.4  -0.5  +0.3   +0.3   +0.8  +0.5  -1.0   +0.3
鈴木 陽世梨(3)   5.13  5.22   x    5.22   5.12  5.26   x    5.26 
ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ 松本大   -1.1  -0.8         -0.8   +1.1  +1.0         +1.0
柳平 紗希(2)   4.94  5.13  5.09   5.13   5.07  5.07  4.97   5.13 
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｻｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +0.2  -0.5  +0.3   -0.5   +1.5  +0.8  -1.0   -0.5
富山 萌衣(3)   5.07   x   5.02   5.07   5.12   x   4.93   5.12 
ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ 上田染谷丘高   +0.8        +0.7   +0.8   +1.0        +0.2   +1.0
青木 咲羽(2)   4.71  5.06  4.96   5.06   4.91  5.00   x    5.06 
ｱｵｷ ｻﾜ 市立長野高   +0.5  -0.5  +0.9   -0.5   +1.3  +0.8         -0.5
金子 亜瑠(1)    x   4.97  5.04   5.04             5.04 
ｶﾈｺ ｱﾙ 長野日大高         +0.7  +0.9   +0.9                      +0.9
小倉 歩華(3)   4.91  4.71  4.85   4.91             4.91 
ｵｸﾞﾗ ｱﾕｶ 岡谷南高   +0.0  -0.4  +0.8   +0.0                      +0.0
今村 実伶(3)   4.88  4.82  4.83   4.88             4.88 
ｲﾏﾑﾗ ﾐﾚｲ 飯田高   -1.0  -0.2  +1.3   -1.0                      -1.0
清水 藤子(1)   4.80  4.26   x    4.80             4.80 
ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺ 長野日大高   -0.8  -0.8         -0.8                      -0.8
宮下 留花(3)   4.76  4.62   x    4.76             4.76 
ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ 上田高   +0.6  +0.1         +0.6                      +0.6
髙畑 志野   4.57  4.61  4.59   4.61             4.61 
ﾀｶﾊﾀ ｼﾉ 松本市陸協   -0.5  +0.1  +0.6   +0.1                      +0.1
能瀬 澄麗(1)   4.59  4.40   x    4.59             4.59 
ﾉｾ ｽﾐﾚ 市立長野高   -0.4  -0.9         -0.4                      -0.4
本道 維乃(2)   4.46  4.51   x    4.51             4.51 
ﾎﾝﾄﾞｳ ﾕｲﾉ 長野吉田高   +0.3  +0.2         +0.2                      +0.2
櫻井 菜央(2)   4.38  4.48  4.45   4.48             4.48 
ｻｸﾗｲ ﾅｵ 長野吉田高   -0.1  -0.6  +1.1   -0.6                      -0.6
小倉 和香葉(1)                            DNS
ｵｸﾞﾗ ﾜｶﾊﾞ 諏訪清陵高                                                   
矢島 冴子(3)                            DNS
ﾔｼﾏ ｻｴｺ 長野西高                                                   
大﨑 にこ(2)                            DNS
ｵｵｻｷ ﾆｺ 東海大諏訪高                                                   

備考

女子

走幅跳

決勝

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

1 18  9001

2 17  9032

3 19   913

4 13  1901

5 9  9027

6 14  7824

7 15  1460

8 2   922

9 20   956

10 12   175

11 6   419

12 11   958

13 16  1415

14 5  9017

15 4   927

16 3   754

17 1   752

7    76

8   792

10    28



決勝 4月23日 13:30

長野県記録(PR)                  13.10 三澤 涼子                    ヤマトヤＴＣ     2007/06/30  
長野県高校記録(KR)              12.40 田澤 愛                      松本深志         2007/10/07  
大会記録(GR)                    12.76 三澤 涼子                    ﾔﾏﾄﾔTC           2002        

 ３回の
 最高記録

加島 小浦(3)    x  11.60 11.68  11.68  11.46   x  11.26  11.68 
ｶｼﾏ ｺｳﾗ 松本工高         +5.8  +1.8   +1.8   +0.1        +0.4   +1.8
牧内 愛実(3)    x  11.65   -   11.65  10.13 10.76   -   11.65 
ﾏｷｳﾁ ｱﾐ 市立長野高         +1.9         +1.9   -1.1  -1.0         +1.9
吉村 葵(2)  10.96  9.76   -   10.96    x    x   9.29  10.96 
ﾖｼﾑﾗ ｱｵｲ 松本大   +3.6  +3.4         +3.6               +1.4   +3.6
大﨑 にこ(2)    x  10.89 10.94  10.94  10.14 10.31   x   10.94 
ｵｵｻｷ ﾆｺ 東海大諏訪高         +2.6  +4.1   +4.1   +0.3  +0.9         +4.1
柳平 紗希(2)  10.30 10.69   x   10.69    x  10.74 10.91  10.91 
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｻｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +4.2  +3.5         +3.5         +0.5  -1.0   -1.0
小口 葉奈(3)    x    x  10.84  10.84    -  10.29 10.43  10.84 
ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ 東海大諏訪高               +3.3   +3.3         -0.9  +1.6   +3.3
櫻井 菜央(2)    x  10.51 10.70  10.70  10.53   x    x   10.70 
ｻｸﾗｲ ﾅｵ 長野吉田高         +4.2  +3.0   +3.0   +2.2               +3.0
箱田 真奈美(2)  10.52 10.32 10.56  10.56  10.36 10.52 10.67  10.67 
ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ 諏訪二葉高   +3.5  +3.8  +3.3   +3.3   +0.2  -0.2  -1.1   -1.1
宮下 留花(3)  10.45   x  10.09  10.45            10.45 
ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ 上田高   +5.3        +3.5   +5.3                      +5.3
大井 日陽(1)    x  10.35  9.87  10.35            10.35 
ｵｵｲ ﾋﾅﾀ 松商学園高         +2.5  +3.0   +2.5                      +2.5
有賀 明子(3)  10.33   x  10.18  10.33            10.33 
ｱﾙｶﾞ ｱｷｺ 上田高   +4.0        +1.0   +4.0                      +4.0
細田 怜奈(3)  10.06   x   9.75  10.06            10.06 
ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ 上田千曲高   +3.5        +4.7   +3.5                      +3.5
勝山 彩音(3)    x    x   9.89   9.89             9.89 
ｶﾂﾔﾏ ｱﾔﾈ 長野日大高               +3.8   +3.8                      +3.8
矢崎 留奈(3)    x   9.18  9.27   9.27             9.27 
ﾔｻﾞｷ ﾙﾅ 長野商高         +3.2  +4.2   +4.2                      +4.2
藤岡 まそら    x    x    x                   NM
ﾌｼﾞｵｶ ﾏｿﾗ いｰやま                                                   
岩下 優奈(2)                            DNS
ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾅ 長野西高                                                   
高林 あんり(3)                            DNS
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾘ 諏訪清陵高                                                   
古越 茉帆(3)                            DNS
ﾌﾙｺｼ ﾏﾎ 佐久長聖高                                                   
富山 萌衣(3)                            DNS
ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ 上田染谷丘高                                                   
小倉 歩華(3)                            DNS
ｵｸﾞﾗ ｱﾕｶ 岡谷南高                                                   

20  1460

18   175

7  2049

15  2267

6  9000

2   801

13 4   955

14 1   835

11 14  1412

12 3  1490

9 11  1415

10 9  1923

7 8   752

8 5   107

5 13  7824

6 12    38

3 17  9018

4 10    28

1 16  1901

2 19   914

備考

女子

三段跳

決勝

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



決勝 4月24日 12:00

長野県記録(PR)                  13.70 鷹野 絹子                    東女体大         1980/10/16  
長野県高校記録(KR)              13.65 大矢 結麻                    丸子実業         2006/05/13  
大会記録(GR)                    13.12 大矢 結麻                    丸子実高         2006        

 ３回の
 最高記録

永原 璃桜(4)
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾘｵ 長野高専
小林 弥希(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 松本大
松林 彩(2)
ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｱﾔ 長野東高
松林 萌(1)
ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾓｴ 松本大
尾関 紗佳(3)
ｵｾﾞｷ ｻﾔｶ 豊科高
住 凜華(4)
ｽﾐ ﾘﾝｶ 松本筑摩高
増澤 美優(3)
ﾏｽｻﾞﾜ ﾐﾕｳ 松本国際高
戸田 胡巳(3)
ﾄﾀﾞ ｸﾙﾐ 木曽青峰高
秋穂 真理(3) DNS
ｱｷﾎ ﾏﾘ 佐久長聖高
小柳 夏菜(3) DNS
ｺﾔﾅｷﾞ ｶﾅ 文化学園長野高
栁澤 歩乃(1) DNS
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾎﾉ 佐久長聖高

決勝 4月23日 13:30

長野県記録(PR)                  45.73 中島 沙織                    国士舘大         2008/08/30  
長野県高校記録(KR)              44.69 中島 未歩                    丸子修学館       2010/10/01  
大会記録(GR)                    42.02 倉井 恵子                    東女体大         1977        

 ３回の
 最高記録

小山 莉穂(3)
ｺﾔﾏ ﾘﾎ 市立長野高
永原 璃桜(4)
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾘｵ 長野高専
住 凜華(4)
ｽﾐ ﾘﾝｶ 松本筑摩高
神林 杏花(3)
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ 上田高
尾関 紗佳(3)
ｵｾﾞｷ ｻﾔｶ 豊科高
松林 彩(2)
ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｱﾔ 長野東高
坂爪 美柚(3)
ｻｶﾂﾞﾒ ﾐﾕ 長野高専
市原 真秀(3) DNS
ｲﾁﾊﾗ ﾏﾎ 穂高商高
角崎 美沙都(2) DNS
ｶｸｻﾞ ｷﾐｻﾄ 松本深志高

       

9  2254                           

5   982                    

  7.73  7.76 

4  1308                           

8 1  1562   7.26  7.36  6.61   7.36   7.76  7.40

  9.54 10.16 

7 3  2499   9.72  9.50  9.81   9.81    r         9.81 

6 2  2072   8.88  9.62  9.51   9.62  10.16 10.09

  9.95 10.83 

5 6  2009  10.13 10.17 10.07  10.17  10.04  9.76  9.58 10.17 

4 8  9023  10.02 10.83 10.24  10.83  10.79 10.77

   x  11.63 

3 7   889  11.45 11.35 10.84  11.45  10.82 10.84 10.65 11.45 

2 11  9021  11.61 11.62 11.54  11.62  11.63 11.43

-4- -5- -6- 記録 備考

1 10  9031  11.37 11.88 11.92  11.92  11.88 11.41 11.36 11.92 

女子

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

          

1  1712                     

5  1782                 

      

 25.86 25.90 

7 2  3504    x  20.64 23.57  23.57  22.52 21.68   x  23.57 

6 3   889    x  23.70 22.85  23.70  23.64 25.90

 31.50  32.23  32.14

 27.78 

4 6  1416    x  27.85   x   27.85  27.12   x

 34.87 

5 4  2009  27.78 24.39   x

2 9  9031  32.10 32.63 32.86

 28.71 28.71 

  27.78    -    -  27.63

3 8  2072  31.07 32.23  29.74 32.30 32.30 

備考

1 7   916  26.36 34.87   x   34.87  32.30   x

-3-

  32.86    x  32.86    x  30.59

-4- -5- -6- 記録

   x

女子

円盤投(1.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 4月23日 10:10

長野県記録(PR)                  60.40 中島 未歩                    上田陸協         2016/07/10  
長野県高校記録(KR)              47.97 坂井 美藍                    上田染谷丘       2019/06/14  
大会記録(GR)                    54.68 中島 未歩                    上田陸協         2016        

 ３回の
 最高記録

栁橋 美輝(3)
ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ ﾐｷ 丸子修学館高
神林 杏花(3)
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｶ 上田高
一志 琉月(2)
ｲｯｼ ﾙﾅ 松本国際高
上野 祐佳(3)
ｳｴﾉ ﾕｳｶ 穂高商高
山田 真綾(2)
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｱﾔ 中野立志館高

決勝 4月24日 13:00

長野県記録(PR)                  57.17 山本 晴美                    長野市陸協       2001/06/08  
長野県高校記録(KR)              52.71 倉田 紗優加                  伊那北           2021/09/24  
大会記録(GR)                    51.39 井口 華穂                    新潟医福大院     2019        

 ３回の
 最高記録

倉田 紗優加(3) 大会新
ｸﾗﾀ ｻﾕｶ 伊那北高
増澤 美優(3)
ﾏｽｻﾞﾜ ﾐﾕｳ 松本国際高
濵 麗
ﾊﾏ ｳﾗﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC
山田 柚葵(3)
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｽﾞｷ 市立長野高
小林 菜月(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 東学大
今村 一葉(3)
ｲﾏﾑﾗ ｶｽﾞﾊ 飯田高
松林 萌(1)
ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾓｴ 松本大
山田 捺葵(2)
ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ 中野立志館高
城倉 涼花(2)
ｼﾞｮｳｸﾗ ﾘｮｳｶ 伊那弥生ヶ丘高
古畑 姫乃(2)
ﾌﾙﾊﾀ ﾋﾒﾉ 木曽青峰高
原山 実莉(3)
ﾊﾗﾔﾏ ﾐﾉﾘ 長野清泉高
山田 優芽(3)
ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ 伊那西高
山下 唯華(2)
ﾔﾏｼﾀ ﾕｲｶ 岩村田高
山田 うらら(3)
ﾔﾏﾀﾞ ｳﾗﾗ 松本蟻ヶ崎高

 22.95 

14 1  1893  17.10   -    x   17.10           17.10 

 22.95  22.95          13 3  1274  22.41   x

 27.03 

12 4   336  23.77 25.74 26.66  26.66           26.66 

   x   27.03          11 2  1024  21.06 27.03

 27.60 

10 8  1563  26.49 27.47 25.19  27.47           27.47 

 27.60  27.60          9 7   315  25.90 27.17

 32.73 

8 5   650  26.29 29.47 30.25  30.25  30.03 28.75 27.39 30.25 

 31.59  31.59  29.02 32.73 30.567 10  9023  28.61 29.99

 35.28 

6 6   420  33.18 28.04 28.30  33.18  31.52 31.29 29.20 33.18 

 35.28  35.28  31.07   x  32.965 9  9032  30.66 31.53

 42.42 

4 11   917  37.63 36.56 35.13  37.63  33.64 37.63 38.51 38.51 

 40.77  42.42  40.99   x  40.103 13  9002  39.09 42.42

 51.64 

2 12  2499  41.28 41.03   x   41.28    x    x  43.04 43.04 

 44.35  51.64    x  46.96   x1 14   281    x  51.64

-4- -5- -6- 記録 備考

女子

やり投(600g)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

女子

ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg)

決勝

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

 34.311 4  1387  34.63 35.57  35.57 

3 2  1977  25.75   x  27.60 

2 5  1416  33.56 31.96 32.84  33.56  31.74 32.77

 26.40 25.06

   x  33.56 

 34.78  35.57    x  33.99

 26.94

   x  26.75 

 27.60  27.60  25.82 26.31

5 3   649  24.52   x  25.98  21.86  24.52    x  23.19 25.98

4 1  1711  24.82 25.39 26.75  26.75
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