
大会コード 22170524

： ２０２２年９月３日(土) －４日(日)
： 長野市営陸上競技場（競技場コード 172070）
： 北信地区陸上競技協会　長野市陸上競技協会
： 長野市・(公財)長野市スポーツ協会

北信高等学校体育連盟・北信地区中学校体育連盟
信濃毎日新聞社

： 小林 靖志
： 小林 幸太郎 (トラック)　 小林 至 (フィールド)　
： 瀧沢 佳生

■グラウンドコンディション
9月3日(土) 9月4日(日)

09:00 雨 南東 1.3 23.9 83.8 08:30 曇り 南 1.2 25.1 78.8
10:00 雨 北北東 1.2 23.9 86.0 09:00 晴れ 南 1.5 25.7 77.0
11:00 曇り 南西 2.0 24.8 83.5 10:00 晴れ 南 1.5 26.2 73.0
12:00 雨 西 0.1 25.5 75.1 11:00 晴れ 南 1.9 27.2 66.0
13:00 曇り 南西 1.4 26.2 74.0 12:00 晴れ 南 2.2 28.0 62.3
14:00 曇り 南 0.8 26.9 71.5 13:00 晴れ 南 2.0 28.6 60.2
15:00 曇り 南東 1.3 27.1 72.5 14:00 晴れ 南 2.0 29.0 58.0
16:00 曇り 北 1.0 26.6 75.3 15:00 曇り 南 1.3 29.4 57.0

16:00 曇り 南南西 1.6 29.5 59.0

■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
レーン侵害(TR17.4.3、TR17.4.4)の適用

■失格の略号の説明　()内は規則番号
不正スタート(TR16.7)
レーン走行のレースで、割り当てられたレーン以外を走った〔直送路／曲走路〕(TR17.3.1)
ブレイクライン手前でレーンを離れ内側レーンに入った(TR17.5.3)
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

総 務
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時刻 天候 風向

第64回北信地区陸上競技選手権大会
公 式 記 録 集

期 日
会 場
主 催
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日付 記録の種類 クラス 種目 ラウンド

風速 気温 湿度
(m/s) (℃) (%)

風速 気温 湿度 時刻 天候 風向

記録 氏名(学年) 所属 従来の記録チーム名 ﾒﾝﾊﾞｰ(学年)

(m/s) (℃) (%)

田中 秀磨(3) 長野日大中 4分19秒91
9/3 大会新 女子 走幅跳 決勝 5m76 宮原 凛成(3)
9/3 大会新 中学男子 1500m 決勝 4分19秒61

市立長野高 5m54
9/3 大会新 女子 棒高跳 決勝 3m10 深尾 美希(2) 長野工業高 3m05
9/3 大会新 小学女子 4x100mR 決勝 54秒74 長野市陸上教室 55秒98

遠山 侑里(6)
岩嶋 亜依(6)
大原 愛衣(5)
竹村 咲愛(6)

9/4 大会新 男子 800m 予選 1分51秒52 髙橋 一輝 長野高専 1分53秒25
9/4 大会新 男子 400mH 決勝 53秒35 德嵩 力也(2) 市立長野高 54秒62

熊谷 悟 Mt.Rex TC 54秒62
9/4 大会新 中学女子 100mH 予選 15秒06 山口 莉央(3)
9/4 大会新 男子 400mH 決勝 53秒38

裾花中 15秒21
9/4 大会新 中学女子 100mH 決勝 14秒90 山口 莉央(3) 裾花中
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第64回北信地区陸上競技選手権大会 ﾄﾗｯｸ審判長 小林 幸太郎

【開催日】 2022年9月3日(土)-4日(日) ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 小林 至
【主催団体】 北信地区陸上競技協会 記録主任 瀧沢 佳生

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子 【競技場】長野市営陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

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

 9/ 3 女子  +0.1 山岸 音葉(1) 12.88 矢島 由唯(2) 13.60 丸山 姫來(1) 13.69 大久保 佑南(1) 13.88 川口 葵(1) 13.91 荒井 瑠那(1) 13.95 倉嶋 凛音(1) 14.01 和田 未羽(1) 14.15
100m 長野日大高 須坂創成高 長野日大高 長野西高 須坂創成高 長野日大高 屋代高 文化学園長野高

 9/ 4  -2.5 小柳 梨乃(2) 26.98 山岸 音葉(1) 27.06 宮川 瑠彩(1) 27.19 瀧澤 亜子(1) 27.54 丸山 姫來(1) 28.33 矢島 由唯(2) 28.80 大久保 佑南(1) 28.82 荒井 瑠那(1) 29.50

200m 長野高専 長野日大高 長野西高 中野立志館高 長野日大高 須坂創成高 長野西高 長野日大高

 9/ 3 春日 そら(2) 1:01.87 長谷部 千恵(1) 1:04.50 角田 愛(1) 1:04.80 髙木 愛恵(1) 1:08.86 根岸 侑愛(1) 1:09.72 清水 優芽(1) 1:10.59 武田 希美(1) 1:15.74
400m 長野俊英高 長野日大高 長野日大高 中野西高 須坂創成高 長野吉田高 長野清泉高

 9/ 4 相場 奈都(1) 2:31.78 中山 由梨(2) 2:33.77 山﨑 吏桜(2) 2:35.11 綿貫 伶奈(1) 2:38.65 松澤 実夢(1) 2:41.15 牛山 絢心(2) 2:41.24 清水 優芽(1) 2:43.96 佐野坂 ひかり(2) 2:44.37

800m 長野高 長野吉田高 飯山高 中野立志館高 飯山高 屋代高 長野吉田高 須坂高

 9/ 3 岡田 紅愛(2) 4:47.43 阿部 優杏(3) 4:48.92 宮沢 沙耶乃(2) 4:53.73 竹内 明里(2) 4:57.03 北沢 凜夏(3) 5:12.93 山﨑 凛(1) 5:15.00 竹内 彩夏(2) 5:27.72 宮澤 遥香(1) 5:28.76
1500m 長野日大高 長野日大高 屋代高 飯山高 長野日大高 長野日大高 長野高専 長野高

 9/ 4 岡田 紅愛(2) 10:25.95 宮沢 沙耶乃(2) 10:31.96 臼井 夏海 10:35.24 竹内 明里(2) 10:58.46 木田 愛梨(3) 11:12.08 篠田 奈生(2) 11:47.27 堀越 敬子 12:12.95 宮川 莉緒 12:28.26

3000m 長野日大高 屋代高 中高陸協 飯山高 川中島中 長野西高 上水内駅伝部 須坂陸協

 9/ 4  -0.5 春日 そら(2) 16.04 富井 詩子(2) 16.83 千野 里花(3) 17.81 岩下 優奈(2) 17.93 笹川 涼香(2) 18.42 佐藤 珠生(1) 18.98 山﨑 珠李(1) 19.48

100mH(0.838m) 長野俊英高 飯山高 中野立志館高 長野西高 文化学園長野高 長野高専 須坂高

 9/ 4 春原 菜々子(2) 1:11.79 植松 真利花(2) 1:19.61

400mH(0.762m) 長野西高 長野吉田高

 9/ 3 市立長野高       49.57 長野日大高       50.61 長野西高       51.49 文化学園長野高      54.61 須坂創成高       54.72 長野吉田高       54.92 長野高       57.14
4×100m 能瀬 澄麗(1) 丸山 姫來(1) 岩下 優奈(2) 和田 未羽(1) 上野 華王(1) 戸谷 瑞來(1) 小出 美齢(1)

中村 夏鈴(1) 金子 亜瑠(1) 春原 菜々子(2) 山田 紗也(1) 矢島 由唯(2) 渡邊 絢(1) 宮下 華和(1)
佐野 涼楓(2) 長谷部 千恵(1) 大久保 佑南(1) 伊藤 優希(1) 根岸 侑愛(1) 植松 真利花(2) 依田 咲子(1)
宮澤 けい(2) 山岸 音葉(1) 宮川 瑠彩(1) 笹川 涼香(2) 川口 葵(1) 櫻井 菜央(2) 相場 奈都(1)

 9/ 4 市立長野高     4:14.09 長野西高     4:26.60 飯山高     4:34.88 木島平中     4:37.86 文化学園長野高    4:40.94 長野吉田高     4:41.54 須坂創成高     4:49.55
4×400m 佐野 涼楓(2) 春原 菜々子(2) 富井 詩子(2) 竹内 美里(2) 和田 未羽(1) 戸谷 瑞來(1) 矢島 由唯(2)

渡辺 彩那(2) 大久保 佑南(1) 山﨑 吏桜(2) 阿部 結奈(2) 山田 紗也(1) 中山 由梨(2) 小林 蘭(1)

髙橋 咲紀(1) 岩下 優奈(2) 松澤 実夢(1) 小野澤 二葉(1) 笹川 涼香(2) 清水 優芽(1) 矢島 彩夏(1)

斉藤 彩乃(2) 篠田 奈生(2) 竹内 明里(2) 和田 亜依(2) 牧 典佳(1) 田多井 真央(1) 川口 葵(1)

 9/ 4 片平 真理子 1.60 小森 玲那(1) 1.55 西 真優花(1) 1.45 堀内 陽花(2) 1.45 宮川 千輝(1) 1.40 太田 美緒(2) 1.40 小泉 明日香(1) 1.35 阿部 紗和(1) 1.35

走高跳 NAGANO APPLES 飯山高 屋代高 屋代高 長野吉田高 長野西高 須坂東高 長野西高

 9/ 3 深尾 美希(2) 3.10 小泉 心円和(1) 飯山城南中 1.80 土屋 羽奏(1) 1.60
棒高跳 長野工業高 GR 村尾 芽依(1) 長野吉田高 中野立志館高

小林 鈴々(2) 中野立志館高
 9/ 3 宮原 凛成(3) 5.76(+1.5) 金子 亜瑠(1) 5.40(+1.3) 櫻井 菜央(2) 5.05(+2.3) 清水 藤子(1) 4.93(+1.5) 藤岡 まそら 4.81(+1.7) 八田 愛梨(1) 4.33(+1.4) 種村 良美(1) 4.06(+1.3) 藤沢 美瑠(1) 4.04(+0.4)

走幅跳 市立長野高 GR 長野日大高 長野吉田高 長野日大高 いｰやま 長野吉田高 長野日大高 長野東高

 9/ 4 金子 亜瑠(1) 11.10(+0.9) 富井 詩子(2) 10.79(+3.3) 藤岡 まそら 10.58(-0.2) 櫻井 菜央(2) 10.51(+0.9) 清水 藤子(1) 9.94(-0.2) 能瀬 澄麗(1) 9.84(+1.9) 村尾 芽依(1) 9.84(+0.3) 藤岡 そよか(3) 9.71(-0.1)

三段跳 長野日大高 飯山高 いｰやま 長野吉田高 長野日大高 市立長野高 長野吉田高 野沢温泉中

 9/ 4 松林 彩(2) 11.46 横山 夏南(1) 8.20 小島 あずさ(1) 7.52 阿部 紗和(1) 7.46 山﨑 珠李(1) 6.36

砲丸投(4.000kg) 長野東高 長野吉田高 長野日大高 長野西高 須坂高

 9/ 4 永原 璃桜(4) 34.22 松林 彩(2) 26.42 熊代 愛紗陽(1) 22.54 篠田 奈生(2) 17.21

円盤投(1.000kg) 長野高専 長野東高 飯山高 長野西高

 9/ 3 黒岩 美怜 42.86 山田 真綾(2) 25.44 小島 あずさ(1) 18.05 熊代 愛紗陽(1) 17.13
ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg) NAGANO APPLES 中野立志館高 長野日大高 飯山高

 9/ 3 山田 捺葵(2) 35.42 太田 美緒(2) 24.11 岩下 優奈(2) 21.93 佐野 涼楓(2) 21.25 西沢 真由(2) 20.31 篠原 あかり(2) 18.50 早川 凛(1) 17.91 渡辺 彩那(2) 17.36
やり投(600g) 中野立志館高 長野西高 長野西高 市立長野高 長野清泉高 長野清泉高 長野西高 市立長野高

 9/ 3 中学女子  +0.5 竹田 萌ノ花(3) 12.49 林 明奏里(1) 13.18 山下 結衣(1) 13.29 佐々木 陽菜乃(2) 13.48 西沢 桜(2) 13.58 早野 優空(1) 13.60 北村 みずき(1) 13.84 天利 祐華(2) 13.89
100m 長野東部中 信大附属長野中 坂城中 長野北部中 柳町中 坂城中 東北中 市立長野中

 9/ 4  -1.3 大熊 杏美(3) 26.70 山本 萌華(3) 27.66 山下 結衣(1) 28.01 佐々木 陽菜乃(2) 28.55 西沢 桜(2) 29.18 小林 嘩歩(3) 29.77 新井 愛里奈(1) 29.98

200m 坂城中 飯山城南中 坂城中 長野北部中 柳町中 坂城中 長野日大中

 9/ 3 山本 萌華(3) 1:01.76 三井 結友(3) 1:05.98 碓井 真城(2) 1:08.54 阿部 結奈(2) 1:09.70 山田 ののか(2) 1:09.89 小松 唯夏(3) 1:10.12 長田 彩七(2) 1:11.76 東海林 結葵(2) 1:11.89
400m 飯山城南中 三陽中 犀陵中 木島平中 更北中 広徳中 三陽中 更北中

 9/ 4 山﨑 凜奏(2) 2:25.94 小島 ひより(3) 2:28.82 武田 実久(3) 2:30.45 相場 奈央(1) 2:32.41 三井 結友(3) 2:35.39 綿貫 美咲(1) 2:35.67 中嶋 千紘(1) 2:36.41 和田 葵衣(2) 2:37.02

800m 高社中 飯山城南中 高社中 信大附属長野中 三陽中 高社中 東北中 三陽中

 9/ 3 山﨑 凜奏(2) 5:05.44 相場 奈央(1) 5:09.03 待井 未里(1) 5:09.03 小林 千鶴(3) 5:12.06 武田 実久(3) 5:13.04 宮下 紫乃(3) 5:13.07 前島 澄宇(2) 5:13.74 和田 亜依(2) 5:13.94
1500m 高社中 信大附属長野中 川中島中 川中島中 高社中 信大附属長野中 柳町中 木島平中

 9/ 4  -1.3 山口 莉央(3) 14.90 小林 日和(3) 15.36 佐藤 可愛(3) 17.37 小林 和子(1) 17.77 小山 葵(3) 18.28 山本 佳里奈(3) 18.52 大塚 有紗(3) 19.18 北沢 妃菜之(2) 19.40

100mH(0.762-8.0m) 裾花中 GR 広徳中 山ﾉ内中 広徳中 七二会中 広徳中 広徳中 柳町中



第64回北信地区陸上競技選手権大会 ﾄﾗｯｸ審判長 小林 幸太郎

【開催日】 2022年9月3日(土)-4日(日) ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 小林 至
【主催団体】 北信地区陸上競技協会 記録主任 瀧沢 佳生

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子 【競技場】長野市営陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

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

 9/ 3 坂城中       51.51 長野東部中       55.40 東北中       55.96 川中島中       56.00 市立長野中       56.20 柳町中       56.43 飯山城南中       57.29 犀陵中       57.78
4×100m 小林 嘩歩(3) 久保 杏果(2) 北村 みずき(1) 寺島 彩優花(1) 広瀬 葉菜(1) 中村 知世(2) 石田 花奏(2) 上野 優菜(2)

大熊 杏美(3) 倉島 心葉(2) 水口 ともあ(2) 東 史佳(1) 柴 心優(3) 北沢 妃菜之(2) 傳田 好伽(1) 中原 歌乃(2)
早野 優空(1) 金澤 千和(1) 小林 愛生(3) 細川 友梨香(2) 石田 結香(3) 武井 優音(1) 岡本 爽楽(2) 日比野 菜乃花(2)
山下 結衣(1) 水品 友萌(1) 宮澤 ほのか(3) 荒井 夏美(2) 天利 祐華(2) 西沢 桜(2) 福田 梨乃(2) 碓井 真城(2)

 9/ 4 小林 日和(3) 1.50 細川 友梨香(2) 1.45 山田 ののか(2) 1.35 水口 ともあ(2) 1.35 江澤 沙羅(2) 1.30 工藤 ささら(3) 1.30 湯原 彩和(2) 1.30 中村 璃那(2) 1.25

走高跳 広徳中 川中島中 更北中 東北中 飯山城北中 高社中 櫻ｹ岡中 櫻ｹ岡中

 9/ 3 大熊 杏美(3) 4.84(+1.1) 山嵜 彩加(3) 4.80(+0.4) 倉島 心葉(2) 4.72(+0.4) 藤岡 そよか(3) 4.38(+1.3) 中原 歌乃(2) 4.33(+1.8) 柴 心優(3) 4.33(+1.4) 南雲 心結(3) 4.22(+0.3) 福田 梨乃(2) 4.20(+1.0)
走幅跳 坂城中 南宮中 長野東部中 野沢温泉中 犀陵中 市立長野中 栄中 飯山城南中

 9/ 4 青木 優依(2) 10.24 浦野 あずみ(3) 9.50 大野 うらら(3) 8.33 梨子田 茜(3) 8.19 豊田 みく(3) 8.13 西原 由稀佳(2) 7.85 岩倉 璃奈(2) 7.28 竹田 瑛蘭(2) 7.22

砲丸投(2.721kg) 七二会中 南宮中 広徳中 飯山城南中 高社中 南宮中 川中島中 墨坂中

 9/ 4 梨子田 茜(3) 17.81 小林 優季乃(2) 15.40 掛川 あかり(3) 15.32 横山 琴美(2) 15.27 豊田 みく(3) 14.42 石田 結香(3) 10.14

円盤投(1.000kg) 飯山城南中 栄中 市立長野中 高社中 高社中 市立長野中

 9/ 3 掛川 あかり(3) 35.54 浦野 あずみ(3) 34.80 南雲 心結(3) 30.20 山本 亜妃(3) 29.61 岩倉 璃奈(2) 26.71 堀内 優希(1) 24.36 土屋 茉央(2) 23.19 池田 望珠(2) 21.65
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 市立長野中 南宮中 栄中 高社中 川中島中 広徳中 高社中 信濃小中

 9/ 3 小学女子 長野市陸上教室      54.74 坂城JAC       56.23 戸上ｼﾞｭﾆｱ     1:03.05 埴生小     1:03.12 木島小     1:06.14
4×100m 遠山 侑里(6) GR 宮下 季紗(6) 齋藤 穂果(5) 戸谷 月葉(5) 遠山 莉世(4)

岩嶋 亜依(6) 宮下 紗里那(6) 古川 美空(6) 鈴木 音桜(5) 丸山 夏希(4)
大原 愛衣(5) 西沢 星(6) 荒井 妃夏(6) 安藤 環奈(5) 関 ひまり(4)
竹村 咲愛(6) 大瀧 らら(6) 田中 穂夏(5) 市川 華桜(5) 太田 結吏(4)



予選 9月3日 13:55
決勝 9月3日 15:15

長野県記録(PR)                  11.36 君嶋 愛梨沙                  土木管理総合     2022/06/10  
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)                    12.20 綿貫 寧                      市立長野高       2020        

[ 1組] 風速 -0.5 [ 2組] 風速 -1.2

 1 丸山 姫來(1)     13.85 Q  1 山岸 音葉(1)     13.05 Q
ﾏﾙﾔﾏ ｷﾗ 長野日大高 ﾔﾏｷﾞｼ ｵﾄﾊ 長野日大高

 2 大久保 佑南(1)     13.98 Q  2 矢島 由唯(2)     13.77 Q
ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾅ 長野西高 ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 須坂創成高

 3 川口 葵(1)     14.05 q  3 倉嶋 凛音(1)     13.98 q
ｶﾜｸﾞﾁ ｱｵｲ 須坂創成高 ｸﾗｼﾏ ﾘｵﾝ 屋代高

 4 和田 未羽(1)     14.23 q  4 荒井 瑠那(1)     14.18 q
ﾜﾀﾞ ﾐﾊﾈ 文化学園長野高 ｱﾗｲ ﾙﾅ 長野日大高

 5 田多井 真央(1)     14.86  5 戸谷 瑞來(1)     14.38 
ﾀﾀｲ ﾏｵ 長野吉田高 ﾄﾔ ﾐｽﾞｷ 長野吉田高

 6 小出 美齢(1)     15.01  6 上野 華王(1)     14.96 
ｺｲﾃﾞ ﾐﾚｲ 長野高 ｳｴﾉ ﾊｵ 須坂創成高

 7 小林 咲月(1)     15.24  7 宮下 華和(1)     15.15 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾂｷ 須坂創成高 ﾐﾔｼﾀ ﾊﾅｶ 長野高

 8 小林 蘭(1)     15.59   野澤 遙夏(1)      
ｺﾊﾞﾔｼ ﾗﾝ 須坂創成高 ﾉｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 須坂創成高

風速 +0.1

 1 山岸 音葉(1)     12.88 
ﾔﾏｷﾞｼ ｵﾄﾊ 長野日大高

 2 矢島 由唯(2)     13.60 
ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 須坂創成高

 3 丸山 姫來(1)     13.69 
ﾏﾙﾔﾏ ｷﾗ 長野日大高

 4 大久保 佑南(1)     13.88 
ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾅ 長野西高

 5 川口 葵(1)     13.91 
ｶﾜｸﾞﾁ ｱｵｲ 須坂創成高

 6 荒井 瑠那(1)     13.95 
ｱﾗｲ ﾙﾅ 長野日大高

 7 倉嶋 凛音(1)     14.01 
ｸﾗｼﾏ ﾘｵﾝ 屋代高

 8 和田 未羽(1)     14.15 
ﾜﾀﾞ ﾐﾊﾈ 文化学園長野高
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予選 9月4日 11:05
決勝 9月4日 13:10

長野県記録(PR)                  23.66 君嶋 愛梨沙                  土木管理総合     2022/05/03  
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)                    25.48 加藤 詩萌                    長野日大高       2017        

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 -0.9

 1 小柳 梨乃(2)     27.17 Q  1 宮川 瑠彩(1)     27.33 Q
ｺﾔﾅｷﾞ ﾘﾉ 長野高専 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾙｲ 長野西高

 2 山岸 音葉(1)     27.85 Q  2 瀧澤 亜子(1)     27.80 Q
ﾔﾏｷﾞｼ ｵﾄﾊ 長野日大高 ﾀｷｻﾞﾜ ｱｺ 中野立志館高

 3 大久保 佑南(1)     28.97 q  3 丸山 姫來(1)     28.66 q
ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾅ 長野西高 ﾏﾙﾔﾏ ｷﾗ 長野日大高

 4 矢島 由唯(2)     29.24 q  4 角田 愛(1)     29.48 
ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 須坂創成高 ｶｸﾀﾞ ﾏﾅﾐ 長野日大高

 5 荒井 瑠那(1)     29.28 q  5 本道 維乃(2)     29.60 
ｱﾗｲ ﾙﾅ 長野日大高 ﾎﾝﾄﾞｳ ﾕｲﾉ 長野吉田高

 6 依田 咲子(1)     29.75  6 川口 葵(1)     29.62 
ﾖﾀﾞ ｻｷｺ 長野高 ｶﾜｸﾞﾁ ｱｵｲ 須坂創成高

 7 戸谷 瑞來(1)     30.47  7 和田 未羽(1)     29.91 
ﾄﾔ ﾐｽﾞｷ 長野吉田高 ﾜﾀﾞ ﾐﾊﾈ 文化学園長野高

  渡邊 絢(1)       8 田多井 真央(1)     31.28 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ 長野吉田高 ﾀﾀｲ ﾏｵ 長野吉田高

  長谷部 千恵(1)       9 小出 美齢(1)     31.54 
ﾊｾﾍﾞ ﾁｴ 長野日大高 ｺｲﾃﾞ ﾐﾚｲ 長野高

風速 -2.5

 1 小柳 梨乃(2)     26.98 
ｺﾔﾅｷﾞ ﾘﾉ 長野高専

 2 山岸 音葉(1)     27.06 
ﾔﾏｷﾞｼ ｵﾄﾊ 長野日大高

 3 宮川 瑠彩(1)     27.19 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾙｲ 長野西高

 4 瀧澤 亜子(1)     27.54 
ﾀｷｻﾞﾜ ｱｺ 中野立志館高

 5 丸山 姫來(1)     28.33 
ﾏﾙﾔﾏ ｷﾗ 長野日大高

 6 矢島 由唯(2)     28.80 
ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 須坂創成高

 7 大久保 佑南(1)     28.82 
ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾅ 長野西高

 8 荒井 瑠那(1)     29.50 
ｱﾗｲ ﾙﾅ 長野日大高

決勝 9月3日 14:50

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)                    57.09 加藤 詩萌                    長野日大高       2017        

 1 春日 そら(2)   1:01.87 
ｶｽｶﾞ ｿﾗ 長野俊英高

 2 長谷部 千恵(1)   1:04.50 
ﾊｾﾍﾞ ﾁｴ 長野日大高

 3 角田 愛(1)   1:04.80 
ｶｸﾀﾞ ﾏﾅﾐ 長野日大高

 4 髙木 愛恵(1)   1:08.86 
ﾀｶｷﾞ ﾏﾅｴ 中野西高

 5 根岸 侑愛(1)   1:09.72 
ﾈｷﾞｼ ﾕﾒ 須坂創成高

 6 清水 優芽(1)   1:10.59 
ｼﾐｽﾞ ﾕﾒ 長野吉田高

 7 武田 希美(1)   1:15.74 
ﾀｹﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 長野清泉高

  松本 菜那(2)      
ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅ 長野商業高
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予選 9月4日 11:45
決勝 9月4日 14:25

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)                  2:15.79 木田 真美子                  長野吉田高       2011        

[ 1組] [ 2組]

 1 松澤 実夢(1)   2:37.02 Q  1 山﨑 吏桜(2)   2:39.23 Q
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐﾕｳ 飯山高 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 飯山高

 2 相場 奈都(1)   2:37.80 Q  2 中山 由梨(2)   2:39.25 Q
ｱｲﾊﾞ ﾅﾂ 長野高 ﾅｶﾔﾏ ﾕﾘ 長野吉田高

 3 牛山 絢心(2)   2:39.62 q  3 綿貫 伶奈(1)   2:39.31 q
ｳｼﾔﾏ ｱﾔﾈ 屋代高 ﾜﾀﾇｷ ﾚｲﾅ 中野立志館高

 4 清水 優芽(1)   2:42.91 q  4 矢島 彩夏(1)   2:52.32 
ｼﾐｽﾞ ﾕﾒ 長野吉田高 ﾔｼﾞﾏ ｱﾔｶ 須坂創成高

 5 佐野坂 ひかり(2)   2:45.07 q  5 伊藤 呼春(3)   2:58.88 
ｻﾉｻｶ ﾋｶﾘ 須坂高 ｲﾄｳ ｺﾊﾙ 長野市陸協

 6 小林 梨花(1)   2:48.12   櫻井 望宝(1)      
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｶ 中野西高 ｻｸﾗｲ ﾐｵ 長野高

 7 牧 典佳(1)   2:50.86   本藤 万穂子(1)      
ﾏｷ ﾉﾘｶ 文化学園長野高 ﾎﾝﾄﾞｳ ﾏﾎｺ 長野日大高

 8 村澤 心都(1)   3:17.86 
ﾑﾗｻﾜ ｺﾏﾁ 長野高

 1 相場 奈都(1)   2:31.78 
ｱｲﾊﾞ ﾅﾂ 長野高

 2 中山 由梨(2)   2:33.77 
ﾅｶﾔﾏ ﾕﾘ 長野吉田高

 3 山﨑 吏桜(2)   2:35.11 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 飯山高

 4 綿貫 伶奈(1)   2:38.65 
ﾜﾀﾇｷ ﾚｲﾅ 中野立志館高

 5 松澤 実夢(1)   2:41.15 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐﾕｳ 飯山高

 6 牛山 絢心(2)   2:41.24 
ｳｼﾔﾏ ｱﾔﾈ 屋代高

 7 清水 優芽(1)   2:43.96 
ｼﾐｽﾞ ﾕﾒ 長野吉田高

 8 佐野坂 ひかり(2)   2:44.37 
ｻﾉｻｶ ﾋｶﾘ 須坂高
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決勝 9月3日 15:30

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)                  4:19.10 萩谷 楓                      長野東高         2018        

 1 岡田 紅愛(2)   4:47.43 
ｵｶﾀﾞ ｸﾚｱ 長野日大高

 2 阿部 優杏(3)   4:48.92 
ｱﾍﾞ ﾕｱ 長野日大高

 3 宮沢 沙耶乃(2)   4:53.73 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｻﾔﾉ 屋代高

 4 竹内 明里(2)   4:57.03 
ﾀｹｳﾁ ｱｶﾘ 飯山高

 5 北沢 凜夏(3)   5:12.93 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾝｶ 長野日大高

 6 山﨑 凛(1)   5:15.00 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾝ 長野日大高

 7 竹内 彩夏(2)   5:27.72 
ﾀｹｳﾁ ｱﾔｶ 長野高専

 8 宮澤 遥香(1)   5:28.76 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 長野高

 9 牛山 絢心(2)   5:35.27 
ｳｼﾔﾏ ｱﾔﾈ 屋代高

10 佐野坂 ひかり(2)   5:52.91 
ｻﾉｻｶ ﾋｶﾘ 須坂高

11 坂口 楓(1)   6:02.79 
ｻｶｸﾞﾁ ｶｴﾃﾞ 須坂高

12 矢島 彩夏(1)   6:04.29 
ﾔｼﾞﾏ ｱﾔｶ 須坂創成高

13 村澤 心都(1)   6:47.34 
ﾑﾗｻﾜ ｺﾏﾁ 長野高

  小田原 遥香(1)      
ｵﾀﾞﾜﾗ ﾊﾙｶ 長野高

  淺川 美月(1)      
ｱｶｻﾜ ﾐﾂﾞｷ 長野日大高

決勝 9月4日  9:40

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)                  9:40.59 和田 有菜                    川中島中                     

 1 岡田 紅愛(2)  10:25.95 
ｵｶﾀﾞ ｸﾚｱ 長野日大高

 2 宮沢 沙耶乃(2)  10:31.96 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｻﾔﾉ 屋代高

 3 臼井 夏海  10:35.24 
ｳｽｲ ﾅﾂﾐ 中高陸協

 4 竹内 明里(2)  10:58.46 
ﾀｹｳﾁ ｱｶﾘ 飯山高

 5 木田 愛梨(3)  11:12.08 
ｷﾀﾞ ｱｲﾘ 川中島中

 6 篠田 奈生(2)  11:47.27 
ｼﾉﾀﾞ ﾅｵ 長野西高

 7 堀越 敬子  12:12.95 
ﾎﾘｺｼ ｹｲｺ 上水内駅伝部

 8 宮川 莉緒  12:28.26 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾘｵ 須坂陸協

  若林 咲和(3)      
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾜ 川中島中

  山﨑 凛(1)      
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾝ 長野日大高

女子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   965

11   942

9  1151

3   587

5   948

13   943

8  3507

10   816

1  1153

6   726

12   729

2   687

15   941
DNS

14   818

4   812
DNS

女子

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   965

7  1151

4   319

1   587

5  5952

9   803

10   308

2   309

DNS

3  5965
DNS

8   943



予選 9月4日 13:50
決勝 9月4日 15:35

長野県記録(PR)                  13.81 茂木 多美江                  小諸高校教       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)                    15.08 永原 柚凪                    長野日大高       2021        

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速 +0.8

 1 富井 詩子(2)     16.76 Q  1 春日 そら(2)     16.58 Q
ﾄﾐｲ ｳﾀｺ 飯山高 ｶｽｶﾞ ｿﾗ 長野俊英高

 2 千野 里花(3)     17.79 Q  2 岩下 優奈(2)     17.90 Q
ﾁﾉ ﾘｶ 中野立志館高 ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾅ 長野西高

 3 春原 菜々子(2)     18.31 q  3 山﨑 珠李(1)     18.11 q
ｽﾉﾊﾗ ﾅﾅｺ 長野西高 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾘ 須坂高

 4 笹川 涼香(2)     18.36 q  4 佐藤 珠生(1)     18.66 q
ｻｻｶﾞﾜ ﾘｮｳｶ 文化学園長野高 ｻﾄｳ ﾀﾏｷ 長野高専

 5 丸山 星花里(1)     18.75  5 依田 咲子(1)     19.08 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ 市立長野高 ﾖﾀﾞ ｻｷｺ 長野高

 6 猪又 すず(1)     19.98  6 植松 真利花(2)     19.30 
ｲﾉﾏﾀ ｽｽﾞ 長野高専 ｳｴﾏﾂ ﾏﾘｶ 長野吉田高

 7 宮川 千輝(1)     21.28   伊藤 優希(1)      
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾁｻｷ 長野吉田高 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 文化学園長野高

 8 宮下 華和(1)     25.02 
ﾐﾔｼﾀ ﾊﾅｶ 長野高

風速 -0.5

 1 春日 そら(2)     16.04 
ｶｽｶﾞ ｿﾗ 長野俊英高

 2 富井 詩子(2)     16.83 
ﾄﾐｲ ｳﾀｺ 飯山高

 3 千野 里花(3)     17.81 
ﾁﾉ ﾘｶ 中野立志館高

 4 岩下 優奈(2)     17.93 
ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾅ 長野西高

 5 笹川 涼香(2)     18.42 
ｻｻｶﾞﾜ ﾘｮｳｶ 文化学園長野高

 6 佐藤 珠生(1)     18.98 
ｻﾄｳ ﾀﾏｷ 長野高専

 7 山﨑 珠李(1)     19.48 
ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾘ 須坂高

  春原 菜々子(2)      
ｽﾉﾊﾗ ﾅﾅｺ 長野西高

決勝 9月4日 12:40

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)                  1:01.08 瀧澤 彩                      長野高           2011        

 1 春原 菜々子(2)   1:11.79 
ｽﾉﾊﾗ ﾅﾅｺ 長野西高

 2 植松 真利花(2)   1:19.61 
ｳｴﾏﾂ ﾏﾘｶ 長野吉田高

5   802

4   751

女子

400mH(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

女子

100mH(0.838m)

予選 通過基準  2組  2着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者  qR：救済による通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   589 4  2461

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4   802 3   728

6   647 6   801

5   926 7   811

8   993 2  3502

3   762 5   998
DNS

9  3503 8   751

2   815

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6   647

7   801

5  2461

4   589

8   728

9   802
DNS

3   993

2  3502



予選 9月3日 11:00
決勝 9月3日 16:15

長野県記録(PR)                  47.28 市立長野高                   市立長野高       2017/10/27  
                                      （河田 璃音・唐澤 花実・田村 純菜・永原 朱夏）
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)                    48.49                              市立長野高       2018        
                                      （河田 璃音・唐澤 花実・田村 純菜・永原 朱夏）

[ 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   4 長野日大高   952 丸山 姫來(1)     50.95 Q  1   4 市立長野高   927 能瀬 澄麗(1)     50.48 Q

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ﾏﾙﾔﾏ ｷﾗ ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ﾉｾ ｽﾐﾚ
  956 金子 亜瑠(1)   925 中村 夏鈴(1)

ｶﾈｺ ｱﾙ ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ
  962 長谷部 千恵(1)   919 佐野 涼楓(2)

ﾊｾﾍﾞ ﾁｴ ｻﾉ ｽｽﾞｶ
  951 山岸 音葉(1)   918 宮澤 けい(2)

ﾔﾏｷﾞｼ ｵﾄﾊ ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ
 2   5 長野西高   801 岩下 優奈(2)     51.78 Q  2   2 長野吉田高   756 戸谷 瑞來(1)     53.50 Q

ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾅ ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ﾄﾔ ﾐｽﾞｷ
  802 春原 菜々子(2)   755 渡邊 絢(1)

ｽﾉﾊﾗ ﾅﾅｺ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ
  796 大久保 佑南(1)   751 植松 真利花(2)

ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾅ ｳｴﾏﾂ ﾏﾘｶ
  793 宮川 瑠彩(1)   752 櫻井 菜央(2)

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾙｲ ｻｸﾗｲ ﾅｵ
 3   2 文化学園長野高  999 和田 未羽(1)     54.97 q  3   3 須坂創成高   681 上野 華王(1)     54.54 q

ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉｺｳ ﾜﾀﾞ ﾐﾊﾈ ｽｻﾞｶｿｳｾｲｺｳ ｳｴﾉ ﾊｵ
  996 山田 紗也(1)   705 矢島 由唯(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔ ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ
  998 伊藤 優希(1)   686 根岸 侑愛(1)

ｲﾄｳ ﾕｳｷ ﾈｷﾞｼ ﾕﾒ
  993 笹川 涼香(2)   683 川口 葵(1)

ｻｻｶﾞﾜ ﾘｮｳｶ ｶﾜｸﾞﾁ ｱｵｲ
 4   3 長野高専  3503 猪又 すず(1)     57.00  4   6 長野商業高   837 山本 実夢(2)     54.66 q

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ｲﾉﾏﾀ ｽｽﾞ ﾅｶﾞﾉｼｮｳｷﾞｮｳｺｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕ
 3506 小柳 梨乃(2)   840 松本 菜那(2)

ｺﾔﾅｷﾞ ﾘﾉ ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅ
 3502 佐藤 珠生(1)   843 日比 咲杏(1)

ｻﾄｳ ﾀﾏｷ ﾋﾋﾞ ｻｸﾗ
 3507 竹内 彩夏(2)   844 三堀 妃(1)

ﾀｹｳﾁ ｱﾔｶ ﾐﾎﾘ ﾒｲ
    6 飯山高       5   5 長野高   814 小出 美齢(1)     56.61 q

ｲｲﾔﾏｺｳ DNS ﾅｶﾞﾉｺｳ ｺｲﾃﾞ ﾐﾚｲ
  815 宮下 華和(1)

ﾐﾔｼﾀ ﾊﾅｶ
  811 依田 咲子(1)

ﾖﾀﾞ ｻｷｺ
  820 相場 奈都(1)

ｱｲﾊﾞ ﾅﾂ
    7 中野西高      

ﾅｶﾉﾆｼｺｳ DNS

女子

4×100m

予選 通過基準  2組  2着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者  qR：救済による通過者



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 市立長野高   927 能瀬 澄麗(1)     49.57 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ﾉｾ ｽﾐﾚ
  925 中村 夏鈴(1)

ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ
  919 佐野 涼楓(2)

ｻﾉ ｽｽﾞｶ
  918 宮澤 けい(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ
 2   7 長野日大高   952 丸山 姫來(1)     50.61 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ﾏﾙﾔﾏ ｷﾗ
  956 金子 亜瑠(1)

ｶﾈｺ ｱﾙ
  962 長谷部 千恵(1)

ﾊｾﾍﾞ ﾁｴ
  951 山岸 音葉(1)

ﾔﾏｷﾞｼ ｵﾄﾊ
 3   6 長野西高   801 岩下 優奈(2)     51.49 

ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾅ
  802 春原 菜々子(2)

ｽﾉﾊﾗ ﾅﾅｺ
  796 大久保 佑南(1)

ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾅ
  793 宮川 瑠彩(1)

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾙｲ
 4   3 文化学園長野高  999 和田 未羽(1)     54.61 

ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉｺｳ ﾜﾀﾞ ﾐﾊﾈ
  996 山田 紗也(1)

ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔ
  998 伊藤 優希(1)

ｲﾄｳ ﾕｳｷ
  993 笹川 涼香(2)

ｻｻｶﾞﾜ ﾘｮｳｶ
 5   8 須坂創成高   681 上野 華王(1)     54.72 

ｽｻﾞｶｿｳｾｲｺｳ ｳｴﾉ ﾊｵ
  705 矢島 由唯(2)

ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ
  686 根岸 侑愛(1)

ﾈｷﾞｼ ﾕﾒ
  683 川口 葵(1)

ｶﾜｸﾞﾁ ｱｵｲ
 6   4 長野吉田高   756 戸谷 瑞來(1)     54.92 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ﾄﾔ ﾐｽﾞｷ
  755 渡邊 絢(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ
  751 植松 真利花(2)

ｳｴﾏﾂ ﾏﾘｶ
  752 櫻井 菜央(2)

ｻｸﾗｲ ﾅｵ
 7   2 長野高   814 小出 美齢(1)     57.14 

ﾅｶﾞﾉｺｳ ｺｲﾃﾞ ﾐﾚｲ
  815 宮下 華和(1)

ﾐﾔｼﾀ ﾊﾅｶ
  811 依田 咲子(1)

ﾖﾀﾞ ｻｷｺ
  820 相場 奈都(1)

ｱｲﾊﾞ ﾅﾂ
    9 長野商業高   837 山本 実夢(2)      

ﾅｶﾞﾉｼｮｳｷﾞｮｳｺｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕ DNS
  840 松本 菜那(2)

ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅ
  843 日比 咲杏(1)

ﾋﾋﾞ ｻｸﾗ
  844 三堀 妃(1)

ﾐﾎﾘ ﾒｲ

4×100m
決勝

女子



決勝 9月4日 16:05

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                     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)                  3:57.90                              長野高           2011        
                                      （前島 早瑛・瀧澤 彩・山田 聡子・新井 美貴子）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 市立長野高   919 佐野 涼楓(2)   4:14.09 

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
  928 髙橋 咲紀(1)

ﾀｶﾊｼ ｻｷ
  920 斉藤 彩乃(2)

ｻｲﾄｳ ｱﾔﾉ
 2   4 長野西高   802 春原 菜々子(2)   4:26.60 

ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ ｽﾉﾊﾗ ﾅﾅｺ
  796 大久保 佑南(1)

ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾅ
  801 岩下 優奈(2)

ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾅ
  803 篠田 奈生(2)

ｼﾉﾀﾞ ﾅｵ
 3   6 飯山高   589 富井 詩子(2)   4:34.88 

ｲｲﾔﾏｺｳ ﾄﾐｲ ｳﾀｺ
  588 山﨑 吏桜(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ
  598 松澤 実夢(1)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐﾕｳ
  587 竹内 明里(2)

ﾀｹｳﾁ ｱｶﾘ
 4   9 木島平中  5029 竹内 美里(2)   4:37.86 

ｷｼﾞﾏﾀﾞｲﾗﾁｭｳ ﾀｹｳﾁ ﾐｻﾄ
 5037 阿部 結奈(2)

ｱﾍﾞ ﾕｲﾅ
 5031 小野澤 二葉(1)

ｵﾉｻﾞﾜ ﾌﾀﾊﾞ
 5028 和田 亜依(2)

ﾜﾀﾞ ｱｲ
 5   1 文化学園長野高  999 和田 未羽(1)   4:40.94 

ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉｺｳ ﾜﾀﾞ ﾐﾊﾈ
  996 山田 紗也(1)

ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔ
  993 笹川 涼香(2)

ｻｻｶﾞﾜ ﾘｮｳｶ
  997 牧 典佳(1)

ﾏｷ ﾉﾘｶ
 6   5 長野吉田高   756 戸谷 瑞來(1)   4:41.54 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ﾄﾔ ﾐｽﾞｷ
  753 中山 由梨(2)

ﾅｶﾔﾏ ﾕﾘ
  760 清水 優芽(1)

ｼﾐｽﾞ ﾕﾒ
  761 田多井 真央(1)

ﾀﾀｲ ﾏｵ
 7   7 須坂創成高   705 矢島 由唯(2)   4:49.55 

ｽｻﾞｶｿｳｾｲｺｳ ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ
  685 小林 蘭(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾗﾝ
  687 矢島 彩夏(1)

ﾔｼﾞﾏ ｱﾔｶ
  683 川口 葵(1)

ｶﾜｸﾞﾁ ｱｵｲ
    8 長野日大高   956 金子 亜瑠(1)      

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ｶﾈｺ ｱﾙ DQ
  957 角田 愛(1) T3

ｶｸﾀﾞ ﾏﾅﾐ
  962 長谷部 千恵(1)

ﾊｾﾍﾞ ﾁｴ
  958 清水 藤子(1)

ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺ
    2 中野立志館高   651 瀧澤 亜子(1)      

ﾅｶﾉﾘｯｼｶﾝｺｳ ﾀｷｻﾞﾜ ｱｺ DNS
  652 綿貫 伶奈(1)

ﾜﾀﾇｷ ﾚｲﾅ
  649 山田 真綾(2)

ﾔﾏﾀﾞ ﾏｱﾔ
  648 小林 鈴々(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞ

女子

4×400m

決勝



決勝 9月4日 13:00

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)                     1.68 中島 花梨                    市立長野高       2020        

片平 真理子
ｶﾀﾋﾗ ﾏﾘｺ NAGANO APPLES
小森 玲那(1)
ｺﾓﾘ ﾚﾅ 飯山高
西 真優花(1)
ﾆｼ ﾏﾕｶ 屋代高
堀内 陽花(2)
ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙｶ 屋代高
宮川 千輝(1)
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾁｻｷ 長野吉田高
太田 美緒(2)
ｵｵﾀ ﾐｵ 長野西高
小泉 明日香(1)
ｺｲｽﾞﾐ ｱｽｶ 須坂東高
阿部 紗和(1)
ｱﾍﾞ ｻﾜ 長野西高
権田 咲良(2) DNS
ｺﾞﾝﾀﾞ ｻｸﾗ 長野商業高
牧 典佳(1) DNS
ﾏｷ ﾉﾘｶ 文化学園長野高

決勝 9月3日 11:30

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)               3.90 岡田 莉歩                    佐久長聖         2022/05/28  
大会記録(GR)                     3.05 深尾 美希                    長野工業高       2021        

2m80 2m90 3m00 3m10 3m20
深尾 美希(2) - - - - - - - - - - 大会新
ﾌｶｵ ﾐｷ 長野工業高 - o o xxo xxx
小泉 心円和(1) o o xxx
ｺｲｽﾞﾐ ｼｴﾅ 飯山城南中
村尾 芽依(1) o o xxx
ﾑﾗｵ ﾒｲ 長野吉田高
小林 鈴々(2) - o xxx
ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞ 中野立志館高
土屋 羽奏(1) o xxx
ﾂﾁﾔ ﾜｶﾅ 中野立志館高

5 2   653
 1.60

2 1  5306
 1.80

2 3   759
 1.80

2 4   648
 1.80

2m60 2m70
記録 備考

1 5   862
 3.10

2m00 2m10 2m20 2m30 2m40 2m50

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m60 1m80

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45

-

記録 備考
1 9   205

- - - - - xo o xxo xxx  1.60

1m50 1m55 1m60 1m65

xxx  1.55

3 10  1155
- - o o o xxx

- o o o xxo
2 8   597

-

 1.45

4 6  1152
- - o xo xxo xxx  1.45

5 7   762

6 4   800
- - o

- o

 1.35

xo o xxx

xo xxx

 1.40

 1.40

7 2   707
o o o xxx  1.35

xo xxx
8 5   794

1   838

o o

     

3   997
     



決勝 9月3日 12:30

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)                     5.54 荻原 麻美                    中野実業高       2005        

 ３回の
 最高記録

宮原 凛成(3)   5.53  5.58  5.59   5.59   5.40  5.64  5.76   5.76 大会新
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ 市立長野高   +1.5  +1.5  +1.2   +1.2   +1.0  +2.1  +1.5   +1.5
金子 亜瑠(1)   5.30   x   5.38   5.38    x   5.40   x    5.40 
ｶﾈｺ ｱﾙ 長野日大高   +1.8        +2.4   +2.4         +1.3         +1.3
櫻井 菜央(2)   4.97   x   4.99   4.99   4.83  5.05  2.97   5.05 
ｻｸﾗｲ ﾅｵ 長野吉田高   +1.9        +1.3   +1.3   +2.1  +2.3  +1.7   +2.3
清水 藤子(1)   4.61  4.81  4.93   4.93   4.75   x   4.89   4.93 
ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺ 長野日大高   +2.3  +1.0  +1.5   +1.5   +2.1        +3.5   +1.5
藤岡 まそら    x   4.74  4.81   4.81   4.79   x   4.78   4.81 
ﾌｼﾞｵｶ ﾏｿﾗ いｰやま         +0.5  +1.7   +1.7   +2.0        +2.0   +1.7
八田 愛梨(1)   4.33  4.22  4.21   4.33   4.19  4.24  4.18   4.33 
ﾊｯﾀ ｱｲﾘ 長野吉田高   +1.4  +0.7  +1.5   +1.4   +2.0  +1.5  +2.1   +1.4
種村 良美(1)   3.95  4.06  3.93   4.06   3.74  3.90  4.01   4.06 
ﾀﾈﾑﾗ ﾖｼﾐ 長野日大高   +1.0  +1.3  +1.6   +1.3   +0.8  +0.8  +3.2   +1.3
藤沢 美瑠(1)   4.04  3.91  3.93   4.04   3.89   x   3.87   4.04 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾙ 長野東高   +0.4  +1.7  +1.4   +0.4   +1.2        +1.4   +0.4
山田 紗也(1)    x   4.01  3.95   4.01             4.01 
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔ 文化学園長野高         +1.3  +0.5   +1.3                      +1.3
小林 蘭(1)    x   3.95   x    3.95             3.95 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾗﾝ 須坂創成高         +1.7         +1.7                      +1.7
早川 凛(1)   3.17  3.58   x    3.58             3.58 
ﾊﾔｶﾜ ﾘﾝ 長野西高   +2.3  +1.1         +1.1                      +1.1
根岸 侑愛(1)                            DNS
ﾈｷﾞｼ ﾕﾒ 須坂創成高                                                   
伊藤 優希(1)                            DNS
ｲﾄｳ ﾕｳｷ 文化学園長野高                                                   
小林 ゆずな(1)                            DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞﾅ 長野商業高                                                   
本道 維乃(2)                            DNS
ﾎﾝﾄﾞｳ ﾕｲﾉ 長野吉田高                                                   
日比 咲杏(1)                            DNS
ﾋﾋﾞ ｻｸﾗ 長野商業高                                                   

決勝 9月4日 12:00

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)                    11.42 宮﨑 優季                    長野市陸協       2020        

 ３回の
 最高記録

金子 亜瑠(1)  11.04 11.05 11.10  11.10  10.65 11.01 11.08  11.10 
ｶﾈｺ ｱﾙ 長野日大高   +0.4  +0.8  +0.9   +0.9   -0.1  +0.9  +2.6   +0.9
富井 詩子(2)  10.39 10.79 10.35  10.79  10.22 10.23 10.39  10.79 
ﾄﾐｲ ｳﾀｺ 飯山高   +2.2  +3.3  +0.4   +3.3   +1.0  -0.7  +2.5   +3.3
藤岡 まそら  10.24 10.46 10.57  10.57  10.58 10.54   x   10.58 
ﾌｼﾞｵｶ ﾏｿﾗ いｰやま   +0.9  +1.2   0.0    0.0   -0.2  +1.3         -0.2
櫻井 菜央(2)    x  10.21 10.21  10.21    x  10.51   x   10.51 
ｻｸﾗｲ ﾅｵ 長野吉田高         +1.2  +1.4   +1.2         +0.9         +0.9
清水 藤子(1)   9.36  9.79  9.56   9.79    x   9.78  9.94   9.94 
ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺ 長野日大高   +1.0  +0.5  +1.8   +0.5         +1.2  -0.2   -0.2
能瀬 澄麗(1)   9.75  9.84  9.30   9.84   9.40  9.69   x    9.84 
ﾉｾ ｽﾐﾚ 市立長野高   +0.9  +1.9  +1.5   +1.9   -0.6  +1.2         +1.9
村尾 芽依(1)   8.76  9.14  9.35   9.35   9.84  9.40  9.41   9.84 
ﾑﾗｵ ﾒｲ 長野吉田高   +0.5  +0.5  +0.1   +0.1   +0.3  +0.9   0.0   +0.3
藤岡 そよか(3)    x   9.34  9.34   9.34   9.36  9.52  9.71   9.71 
ﾌｼﾞｵｶ ｿﾖｶ 野沢温泉中         +0.3  +8.2   +0.3   -0.1  +1.4  -0.1   -0.1
西沢 真由(2)   8.85  8.58   x    8.85             8.85 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾕ 長野清泉高   +0.8   0.0         +0.8                      +0.8
山田 紗也(1)   8.32  8.65   x    8.65             8.65 
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔ 文化学園長野高   +1.4  +1.0         +1.0                      +1.0
八田 愛梨(1)                            DNS
ﾊｯﾀ ｱｲﾘ 長野吉田高                                                   
加藤 夏海(2)                            DNS
ｶﾄｳ ﾅﾂﾐ 飯山高                                                   

備考

女子

走幅跳

決勝

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

3 14   752

4 13   958

1 16   913

2 15   956

7 4   950

8 6   868

5 9   209

6 7   758

11 1   797

3   686

9 8   996

10 2   685

11   754

12   843

5   998

10   845

-4- -5- -6- 記録 備考

女子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

3 11   209

4 13   752

1 14   956

2 12   589

7 5   759

8 8  8892

5 9   958

6 10   927

3   758

7   590

9 6  1027

10 4   996



決勝 9月4日 11:40

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)                    11.54 太田 良子                    信州大           1979        

 ３回の
 最高記録

松林 彩(2)
ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｱﾔ 長野東高
横山 夏南(1)
ﾖｺﾔﾏ ﾅﾅ 長野吉田高
小島 あずさ(1)
ｺｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ 長野日大高
阿部 紗和(1)
ｱﾍﾞ ｻﾜ 長野西高
山﨑 珠李(1)
ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾘ 須坂高

決勝 9月4日 15:00

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)                    40.61 添野 沙蘭                    文大長野高       2008        

 ３回の
 最高記録

永原 璃桜(4)
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾘｵ 長野高専
松林 彩(2)
ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｱﾔ 長野東高
熊代 愛紗陽(1)
ｸﾏｼﾛ ｱｻﾋ 飯山高
篠田 奈生(2)
ｼﾉﾀﾞ ﾅｵ 長野西高

5 1   728
  6.06  5.52

  7.52 

4 3   794
  7.21

  6.36   6.36   6.36   5.57  5.75  6.02

  7.46 

  7.43   7.52   7.05  7.14  7.48

  7.46  6.85   7.46   7.11  7.25  7.12

  8.20 

 10.89  11.31  11.27 11.46 11.43

-1-

備考

女子

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ -4-氏  名 所属名 -1- -2- -3-

   x   8.20   8.20    x   7.78  7.47

 11.46 

-5- -6- 記録

 34.22 34.22 

1 5   889
 10.87 11.31

3 2   961
  7.12  7.52

2 4   757
  8.14

女子

円盤投(1.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

4 1   803
   x    x  16.25  16.25  17.21

備考

1 4   242
 31.57   x  33.09  33.09  33.20   x

-2- -3- -4- -5- -6- 記録

3 2   599
 21.46 21.68 22.54  22.54

2 3   889
 24.74   x  22.51  24.74

 16.40   -  17.21 

 21.79 20.17 21.39 22.54 

 26.42 23.08 26.42  20.34



決勝 9月3日  9:00

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            長  野  上田染谷丘       2019        
大会記録(GR)                    46.25 中島 未歩                    八幡屋礒五郎     2018        

 ３回の
 最高記録

黒岩 美怜
ｸﾛｲﾜ ﾐﾚｲ NAGANO APPLES
山田 真綾(2)
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｱﾔ 中野立志館高
小島 あずさ(1)
ｺｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ 長野日大高
熊代 愛紗陽(1)
ｸﾏｼﾛ ｱｻﾋ 飯山高

決勝 9月3日 11:00

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)              55.33 倉田 紗優加                  伊那北           2022/06/18  
大会記録(GR)                    43.38 井口 華穂                    市立長野高       2013        

 ３回の
 最高記録

山田 捺葵(2)
ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ 中野立志館高
太田 美緒(2)
ｵｵﾀ ﾐｵ 長野西高
岩下 優奈(2)
ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾅ 長野西高
佐野 涼楓(2)
ｻﾉ ｽｽﾞｶ 市立長野高
西沢 真由(2)
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾕ 長野清泉高
山本 実夢(2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕ 長野商業高
篠原 あかり(2)
ｼﾉﾊﾗ ｱｶﾘ 長野清泉高
早川 凛(1)
ﾊﾔｶﾜ ﾘﾝ 長野西高
渡辺 彩那(2)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ 市立長野高
種村 良美(1)
ﾀﾈﾑﾗ ﾖｼﾐ 長野日大高
横山 夏南(1)
ﾖｺﾔﾏ ﾅﾅ 長野吉田高
三堀 妃(1) NM
ﾐﾎﾘ ﾒｲ 長野商業高
小林 ゆずな(1) NM
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞﾅ 長野商業高
日比 咲杏(1) NM
ﾋﾋﾞ ｻｸﾗ 長野商業高
上野 華王(1) NM
ｳｴﾉ ﾊｵ 須坂創成高

-4- -5- -6- 記録 備考

女子

ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

 42.86 

2 3   649
 23.97 24.00 25.44  25.44    x    x  24.24 25.44 

   x   42.49  40.22 42.86 40.75
1 4   204

 42.49   x

 18.05 

4 1   599
 15.50 15.71 14.66  15.71  16.77 13.89 17.13 17.13 

 15.45  15.45  15.62 16.93 18.05
3 2   961

   x    x

-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-

 35.42 

2 14   800
 24.11   x  17.03  24.11  18.04   x  23.46 24.11 

 35.42  35.42  34.16 34.86 31.35
1 15   650

 33.96 35.28

 21.93 

4 6   919
   x    x  18.11  18.11    x  21.25   x  21.25 

   x   17.83  21.63 21.93 19.35
3 9   801

   x  17.83

 20.31 

6 12   837
   x    x  18.65  18.65  18.85 18.94 18.49 18.94 

 20.31  20.31  19.39   x  15.57
5 8  1027

   x  17.55

 18.50 

8 10   797
 17.78   x    x   17.78  16.07 17.91 15.79 17.91 

 17.55  18.47  18.02 18.50 17.44
7 2  1028

 18.47 17.37

 17.36 

10 13   950
   x  16.91 13.64  16.91           16.91 

 17.36  17.36          
9 7   921

 14.59 14.78

 15.75 

1   844
   x    x    x                  

   x   15.75          
11 11   757

   x  15.75

    

4   843
   x    x    x                  

   x              
3   845

   x    x

       x              
5   681

   x    x



予選 9月3日 12:50
決勝 9月3日 15:05

長野県中学記録(JR)              11.80 寺平 祈愛                    木祖             2022/08/03  
大会記録(GR)                    12.40 綿貫 寧                      中野平           2017        

[ 1組] 風速 -2.1 [ 2組] 風速 -2.1

 1 根岸 莉子(1)     15.74  1 中村 葵(2)     14.88 
ﾈｷﾞｼ  ﾘｺ 相森中 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 長野北部中

 2 小林 愛奈(2)     15.83  2 吉川 結花(1)     15.45 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾅ 広徳中 ﾖｼｶﾜ ﾕｲｶ 東北中

 3 松沢 星愛来(1)     15.90  3 石川 流菜(1)     15.75 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｾｱﾗ 若穂中 ｲｼｶﾜ ﾙﾅ 山ﾉ内中

 4 中澤 美海子(1)     15.99  4 日向 舞桜(1)     15.83 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾐｶｺ 山ﾉ内中 ﾋﾅﾀ ﾏｵ 飯山城南中

 5 田幸 奈緒(1)     16.03  5 大日方 優月(2)     15.90 
ﾀｺｳ  ﾅｵ 相森中 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾕﾂﾞｷ 東北中

  多田 心音(2)       6 大月 咲奈(2)     16.10 
ﾀﾀﾞ ｺﾄﾈ 長野北部中 ｵｵﾂｷ ｻﾅ 飯山城北中

  上原 楓音(1)        中澤 心音(1)      
ｳｴﾊﾗ ｶﾉﾝ 篠ﾉ井東中 ﾅｶｻﾞﾜ ｺﾄ 飯山城南中

  丸山 ひなの(1)        浦野 璃乃(1)      
ﾏﾙﾔﾏ  ﾋﾅﾉ 相森中 ｳﾗﾉ ﾘﾉ 篠ﾉ井東中

[ 3組] 風速 -0.7 [ 4組] 風速 -2.0

 1 川並 木乃葉(2)     14.78  1 清滝 蒼空(1)     14.64 
ｶﾜﾅﾐ  ｺﾉﾊ 相森中 ｷﾖﾀｷ ｿﾗ 広徳中

 2 金澤 千和(1)     15.08  2 白谷 日彩(1)     15.25 
ｶﾅｻﾞﾜ ﾁｴﾘ 長野東部中 ｼﾗﾀﾆ ﾋｲﾛ 櫻ｹ岡中

 3 江頭 杏菜(2)     15.14  3 植松 咲菜(1)     15.34 
ｴｶﾞｼﾗ ｱﾝﾅ 東北中 ｳｴﾏﾂ ｻｷﾅ 長野西部中

 4 松澤 心羽(1)     15.40  4 水品 友萌(1)     15.39 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｺﾊﾈ 墨坂中 ﾐｽﾞｼﾅ ﾕﾒ 長野東部中

 5 川野 桜(1)     15.50  5 宮本 怜奈(1)     15.40 
ｶﾜﾉ ｻｸﾗ 櫻ｹ岡中 ﾐﾔﾓﾄ ﾚｲﾅ 櫻ｹ岡中

 6 高野 由乃(2)     15.88  6 遠山 帆香(1)     15.42 
ﾀｶﾉ  ﾕﾉ 相森中 ﾄｵﾔﾏ ﾋﾅﾉ 長野東部中

 7 小島 咲來子(2)     16.26  7 中島 愛翔(1)     15.73 
ｺｼﾞﾏ ｻｸﾗｺ 須坂東中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾒｲｶ 櫻ｹ岡中

 8 髙橋 咲妃(2)     16.62  8 北澤 理乃(1)     16.08 
ﾀｶﾊｼ ｻｷ 信大附属長野中 ｷﾀｻﾞﾜﾘﾉ 更北中

[ 5組] 風速 -1.6 [ 6組] 風速 -1.9

 1 竹鄭 真緒(1)     14.59  1 内山 結菜(2)     14.81 
ﾀｹﾍﾞ ﾏｵ 木島平中 ｳﾁﾔﾏ ﾕｳﾅ 広徳中

 2 田中 星乃(2)     14.84  2 酒井 萌愛(2)     14.81 
ﾀﾅｶ ﾎﾉ 飯綱中 ｻｶｲ ﾓｱ 篠ﾉ井東中

 3 傳田 好伽(1)     14.99  3 田島 美月(1)     14.92 
ﾃﾞﾝﾀﾞ ｺﾉｶ 飯山城南中 ﾀｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 墨坂中

 4 山嵜 夏鈴(2)     15.01  4 村田 心紬(2)     15.00 
ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾘﾝ 若穂中 ﾑﾗﾀ ﾐｳ 長野日大中

 5 羽片 朱莉(1)     15.24  5 森田 遼(1)     15.06 
ﾊｶﾞﾀ ｱｶﾘ 南宮中 ﾓﾘﾀ ﾘｮｳ 南宮中

 6 富井 美森(2)     15.35  6 小林 未昊(1)     15.93 
ﾄﾐｲ ﾐﾓﾘ 野沢温泉中 ｺﾊﾞﾔｼﾐｿﾗ 更北中

 7 曽木 咲恵(2)     15.51   影山 美良乃(1)      
ｿｷﾞ ｻｴ 広徳中 ｶｹﾞﾔﾏ ﾐﾗﾉ 広徳中

 8 松田 あいか(2)     15.53   荒井 一葉(2)      
ﾏﾂﾀﾞ ｱｲｶ 櫻ｹ岡中 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾊ 犀陵中

[ 7組] 風速 -1.6 [ 8組] 風速 -1.4

 1 小林 嘩歩(3)     14.41  1 北村 みずき(1)     14.01 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾎ 坂城中 ｷﾀﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 東北中

 2 新井 愛里奈(1)     14.43  2 宮澤 ほのか(3)     14.23 
ｱﾗｲ ﾏﾘﾅ 長野日大中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 東北中

 3 池田 華埜(2)     14.59  3 市川 和花(2)     14.57 
ｲｹﾀﾞ ｶﾉ 信濃小中 ｲﾁｶﾜ ｱｲｶ 篠ﾉ井東中

 4 東 史佳(1)     14.60  4 木内 心暖(2)     14.77 
ｱｽﾞﾏ ﾌﾐｶ 川中島中 ｷｳﾁｺｺﾉ 更北中

 5 荒井 夏美(2)     14.71  5 武井 優音(1)     15.32 
ｱﾗｲ ﾅﾂﾐ 川中島中 ﾀｹｲ ﾕｳﾈ 柳町中

 6 岡本 爽楽(2)     14.75  6 吉田 空夏(2)     15.37 
ｵｶﾓﾄ ｿﾗ 飯山城南中 ﾖｼﾀﾞｿﾅ 更北中

 7 寺島 彩優花(1)     15.07   小池 友里奈(2)      
ﾃﾗｼﾏ ｱﾕﾊ 川中島中 ｺｲｹ ﾕﾘﾅ 長野東部中

 8 小島 凪(1)     16.52   伊藤 夢望(2)      
ｺｼﾞﾏ ﾅｷﾞｻ 柳町中 ｲﾄｳﾕﾒﾉ 更北中

8  6051 2  5636
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100m
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[ 9組] 風速 -1.5

 1 竹田 萌ノ花(3)     12.82 q
ﾀｹﾀﾞ ﾎﾉｶ 長野東部中

 2 佐々木 陽菜乃(2)     13.54 q
ｻｻｷ ﾋﾅﾉ 長野北部中

 3 林 明奏里(1)     13.57 q
ﾊﾔｼ ｱｶﾘ 信大附属長野中

 4 山下 結衣(1)     13.67 q
ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ 坂城中

 5 早野 優空(1)     13.74 q
ﾊﾔﾉ ﾕｱ 坂城中

 6 天利 祐華(2)     13.88 q
ｱﾏﾘ ﾕｳｶ 市立長野中

 7 西沢 桜(2)     13.89 q
ﾆｼｻﾞﾜ ｻｸﾗ 柳町中

風速 +0.5

 1 竹田 萌ノ花(3)     12.49 
ﾀｹﾀﾞ ﾎﾉｶ 長野東部中

 2 林 明奏里(1)     13.18 
ﾊﾔｼ ｱｶﾘ 信大附属長野中

 3 山下 結衣(1)     13.29 
ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ 坂城中

 4 佐々木 陽菜乃(2)     13.48 
ｻｻｷ ﾋﾅﾉ 長野北部中

 5 西沢 桜(2)     13.58 
ﾆｼｻﾞﾜ ｻｸﾗ 柳町中

 6 早野 優空(1)     13.60 
ﾊﾔﾉ ﾕｱ 坂城中

 7 北村 みずき(1)     13.84 
ｷﾀﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 東北中

 8 天利 祐華(2)     13.89 
ｱﾏﾘ ﾕｳｶ 市立長野中

6
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予選 9月4日 10:20
決勝 9月4日 13:00

長野県中学記録(JR)              24.86 寺平 祈愛                    木祖             2022/6/18   
大会記録(GR)                    26.51 中平 あみ                    長野日大         2016        

[ 1組] 風速 -2.0 [ 2組] 風速 -0.2

 1 内山 結菜(2)     30.55  1 岡本 爽楽(2)     30.37 
ｳﾁﾔﾏ ﾕｳﾅ 広徳中 ｵｶﾓﾄ ｿﾗ 飯山城南中

 2 清滝 蒼空(1)     31.26  2 森田 遼(1)     30.56 
ｷﾖﾀｷ ｿﾗ 広徳中 ﾓﾘﾀ ﾘｮｳ 南宮中

 3 遠山 帆香(1)     32.47  3 中村 璃那(2)     31.11 
ﾄｵﾔﾏ ﾋﾅﾉ 長野東部中 ﾅｶﾑﾗ ﾘﾅ 櫻ｹ岡中

 4 鈴木 凛(2)     32.79  4 金澤 千和(1)     31.92 
ｽｽﾞｷ ﾘﾝ 長野東部中 ｶﾅｻﾞﾜ ﾁｴﾘ 長野東部中

 5 小林 萌夏(1)     33.62  5 成田 彩華(1)     31.97 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｶ 東北中 ﾅﾘﾀ ｲﾛﾊ 小布施中

 6 松澤 希歩(1)     33.70  6 石田 花奏(2)     32.01 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｷﾎ 川中島中 ｲｼﾀﾞ ｶﾅﾃﾞ 飯山城南中

 7 仲村 珠有(2)     35.82  7 白谷 日彩(1)     32.27 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳ 須坂東中 ｼﾗﾀﾆ ﾋｲﾛ 櫻ｹ岡中

  石川 流菜(1)       8 松田 あいか(2)     32.54 
ｲｼｶﾜ ﾙﾅ 山ﾉ内中 ﾏﾂﾀﾞ ｱｲｶ 櫻ｹ岡中

  岡 優希菜(2)       9 滝口 和奏(1)     33.97 
ｵｶ ﾕｷﾅ 栄中 ﾀｷｸﾞﾁ ﾜｶﾅ 小布施中

[ 3組] 風速 -2.2 [ 4組] 風速 -2.7

 1 戸田 ももか(2)     29.96 q  1 山下 結衣(1)     28.43 q
ﾄﾀﾞ ﾓﾓｶ 若穂中 ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ 坂城中

 2 久保 杏果(2)     30.21  2 新井 愛里奈(1)     30.13 q
ｸﾎﾞ ｷｮｳｶ 長野東部中 ｱﾗｲ ﾏﾘﾅ 長野日大中

 3 荒井 夏美(2)     30.30  3 早野 優空(1)     30.17 
ｱﾗｲ ﾅﾂﾐ 川中島中 ﾊﾔﾉ ﾕｱ 坂城中

 4 東 史佳(1)     30.32  4 橋詰 結月(2)     31.54 
ｱｽﾞﾏ ﾌﾐｶ 川中島中 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕﾂﾞｷ 篠ﾉ井西中

 5 宮野 日鞠(2)     30.69  5 田島 美月(1)     32.49 
ﾐﾔﾉ ﾋﾏﾘ 小布施中 ﾀｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 墨坂中

 6 寺島 彩優花(1)     31.04  6 前澤 希心(2)     33.02 
ﾃﾗｼﾏ ｱﾕﾊ 川中島中 ﾏｴｻﾞﾜ ｷｺ 飯山城北中

 7 若月 掬乃(2)     31.30  7 小林 未昊(1)     33.49 
ﾜｶﾂｷ ｷｸﾉ 東北中 ｺﾊﾞﾔｼﾐｿﾗ 更北中

 8 赤沢 心真(1)     33.56  8 北澤 理乃(1)     33.73 
ｱｶｻﾞﾜ ｺｺﾐ 篠ﾉ井西中 ｷﾀｻﾞﾜﾘﾉ 更北中

[ 5組] 風速 -1.8

 1 大熊 杏美(3)     26.73 q
ｵｵｸﾏ ｱﾐ 坂城中

 2 山本 萌華(3)     27.57 q
ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ 飯山城南中

 3 佐々木 陽菜乃(2)     28.13 q
ｻｻｷ ﾋﾅﾉ 長野北部中

 4 西沢 桜(2)     29.09 q
ﾆｼｻﾞﾜ ｻｸﾗ 柳町中

 5 小林 嘩歩(3)     29.75 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾎ 坂城中

 6 小松 唯夏(3)     31.05 
ｺﾏﾂ ﾕﾅ 広徳中

  倉島 心葉(2)      
ｸﾗｼﾏ ｺｺﾊ 長野東部中

  伊藤 夢望(2)      
ｲﾄｳﾕﾒﾉ 更北中

風速 -1.3

 1 大熊 杏美(3)     26.70  5 西沢 桜(2)     29.18 
ｵｵｸﾏ ｱﾐ 坂城中 ﾆｼｻﾞﾜ ｻｸﾗ 柳町中

 2 山本 萌華(3)     27.66  6 小林 嘩歩(3)     29.77 
ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ 飯山城南中 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾎ 坂城中

 3 山下 結衣(1)     28.01  7 新井 愛里奈(1)     29.98 
ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ 坂城中 ｱﾗｲ ﾏﾘﾅ 長野日大中

 4 佐々木 陽菜乃(2)     28.55   戸田 ももか(2)      
ｻｻｷ ﾋﾅﾉ 長野北部中 ﾄﾀﾞ ﾓﾓｶ 若穂中
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予選 9月3日 11:20
決勝 9月3日 14:40

長野県中学記録(JR)              57.81 三澤 百佳                    開成             2019/07/27  
大会記録(GR)                  1:00.29 中村 恵理香                  長野東部         1998        

[ 1組] [ 2組]

 1 碓井 真城(2)   1:08.61 Q  1 山本 萌華(3)   1:01.76 Q
ｳｽｲ ﾏｼﾛ 犀陵中 ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ 飯山城南中

 2 山田 ののか(2)   1:10.57 Q  2 三井 結友(3)   1:06.83 Q
ﾔﾏﾀﾞﾉﾉｶ 更北中 ﾐﾂｲ ﾕｳ 三陽中

 3 阿部 結奈(2)   1:10.71 q  3 小松 唯夏(3)   1:10.25 q
ｱﾍﾞ ﾕｲﾅ 木島平中 ｺﾏﾂ ﾕﾅ 広徳中

 4 祢津 美成(2)   1:11.86  4 長田 彩七(2)   1:11.28 q
ﾈﾂ ﾐﾅﾘ 三陽中 ｵｻﾀ ﾞｱﾔﾅ 三陽中

 5 小林 愛生(3)   1:15.25  5 東海林 結葵(2)   1:11.73 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾂﾊ 東北中 ｼｮｳｼﾞﾕｱ 更北中

 6 酒井 愛生(1)   1:18.09  6 東方 楓(1)   1:14.97 
ｻｶｲﾒｲ 更北中 ﾄｳﾎｳ ｶｴﾃﾞ 犀陵中

 7 水品 萌麻(1)   1:22.64  7 戸谷 心咲(1)   1:16.36 
ﾐｽﾞｼﾅ ﾓｱ 長野東部中 ﾄﾔ ﾐｻｷ 長野東部中

  今村 朱里(1)       8 別所 沙紀(1)   1:25.83 
ｲﾏﾑﾗ ｱｶﾘ 南宮中 ﾍﾞｯｼｮ ｻｷ 須坂東中

  白澤 ひまり(1)        小林 真緒(2)      
ｼﾗｻﾜ ﾋﾏﾘ 三陽中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｵ 信大附属長野中

 1 山本 萌華(3)   1:01.76 
ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ 飯山城南中

 2 三井 結友(3)   1:05.98 
ﾐﾂｲ ﾕｳ 三陽中

 3 碓井 真城(2)   1:08.54 
ｳｽｲ ﾏｼﾛ 犀陵中

 4 阿部 結奈(2)   1:09.70 
ｱﾍﾞ ﾕｲﾅ 木島平中

 5 山田 ののか(2)   1:09.89 
ﾔﾏﾀﾞﾉﾉｶ 更北中

 6 小松 唯夏(3)   1:10.12 
ｺﾏﾂ ﾕﾅ 広徳中

 7 長田 彩七(2)   1:11.76 
ｵｻﾀ ﾞｱﾔﾅ 三陽中

 8 東海林 結葵(2)   1:11.89 
ｼｮｳｼﾞﾕｱ 更北中

ﾚｰﾝ

中学女子

400m

予選 通過基準  2組  2着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者  qR：救済による通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6  6036 5  5570

No. 氏  名 所属名

1  5037 8  6044

記録／備考
5  5774 2  5331

記録／備考 順

7  5566 7  5567

2  8715 4  6016

4  5997 3  5789

8  5501 6  5500

 6184
DNS DNS

3  5080 1  4969
DNS

9 9

8  5037

記録／備考
5  5331

6  5570

 5564

7  5774

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4  6036

9  6044

3  5567

2  6016



決勝 9月4日 14:35

長野県中学記録(JR)            2:13.56 和田 有菜                    川中島           2014/07/19  
大会記録(GR)                  2:21.95 和田 真菜                    川中島           2014        

[ 1組] [ 2組]

 1 加藤 美空(1)   2:53.17  1 降籏 華菜(1)   2:48.61 
ｶﾄｳ ﾐｸ 長野東部中 ﾌﾘﾊﾀ ｶﾅ 小布施中

 2 町田 凜(1)   2:56.33  2 佐藤 瑠花(2)   2:48.65 
ﾏﾁﾀﾞ ﾘﾝ 小布施中 ｻﾄｳ ﾙｶ 広徳中

 3 篠原 優香(1)   2:59.58  3 鈴木 優莉佳(1)   2:50.84 
ｼﾉﾊﾗ ﾕｳｶ 飯山城南中 ｽｽﾞｷ ﾕﾘｶ 市立長野中

 4 平野 帆乃佳(1)   3:03.32  4 中村 夢香(1)   2:51.16 
ﾋﾗﾉ ﾎﾉｶ 飯山城北中 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾒｶ 飯山城南中

 5 今井 桜子(1)   3:03.71  5 島田 明依(2)   2:51.26 
ｲﾏｲ ｻｸﾗｺ 東北中 ｼﾏﾀﾞ ﾒｲ 小布施中

 6 水品 萌麻(1)   3:07.75  6 上田 くるみ(2)   2:56.81 
ﾐｽﾞｼﾅ ﾓｱ 長野東部中 ｳｴﾀﾞ ｸﾙﾐ 飯綱中

 7 日比野 菜乃花(2)   3:10.06   西原 彩寧(1)      
ﾋﾋﾞﾉ ﾅﾉﾊ 犀陵中 ﾆｼﾊﾗ  ｱﾔﾈ 相森中

 8 山口 敦子(1)   3:15.58 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾂｺ 長野東部中

[ 3組] [ 4組]

 1 松下 ひとみ(2)   2:44.29  1 三井 結友(3)   2:35.39 
ﾏﾂｼﾀ ﾋﾄﾐ 長野東部中 ﾐﾂｲ ﾕｳ 三陽中

 2 祢津 美成(2)   2:45.25  2 綿貫 美咲(1)   2:35.67 
ﾈﾂ ﾐﾅﾘ 三陽中 ﾜﾗﾇｷ ﾐｻｷ 高社中

 3 諸戸 実歩(1)   2:48.60  3 中嶋 千紘(1)   2:36.41 
ﾓﾛﾄ  ﾐﾎ 相森中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾁﾋﾛ 東北中

 4 宮野尾 千咲(2)   2:50.99  4 和田 葵衣(2)   2:37.02 
ﾐﾔﾉｵ ﾁｻｷ 広徳中 ﾜﾀ ﾞｱｵｲ 三陽中

 5 長田 彩七(2)   2:58.83  5 菅沼 優名(2)   2:38.97 
ｵｻﾀ ﾞｱﾔﾅ 三陽中 ｽｶﾞﾇﾏ ﾕｳﾅ 柳町中

 6 德竹 佑香(2)   3:04.03  6 森田 ゆい(2)   2:41.66 
ﾄｸﾀｹ ﾊﾙｶ 長野東部中 ﾓﾘﾀ ﾕｲ 柳町中

  今野 凜璃(1)       7 若林 由夏(1)   2:54.98 
ｺﾝﾉ ﾘﾘ 飯綱中 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｶ 三陽中

[ 5組]

 1 山﨑 凜奏(2)   2:25.94 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾐｶ 高社中

 2 小島 ひより(3)   2:28.82 
ｺｼﾞﾏ ﾋﾖﾘ 飯山城南中

 3 武田 実久(3)   2:30.45 
ﾀｹﾀﾞ ﾐｸ 高社中

 4 相場 奈央(1)   2:32.41 
ｱｲﾊﾞ ﾅｵ 信大附属長野中

 5 東海林 結葵(2)   2:42.92 
ｼｮｳｼﾞﾕｱ 更北中

 6 原田 未羽(2)   2:49.58 
ﾊﾗﾀﾞ ﾐｳ 若穂中

  宮下 未来(3)      
ﾐﾔｼﾀ ﾐｸﾙ 柳町中 DNS

6  6016

5  5928

4  5389

3  5333

8  5140

7  6177

DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  5151

2  5491 7  5401

6  5202 2  5563

7  6050 6  5565

3  5567 5  5403

所属名 記録／備考
8

5  5566 8  5161

順 ﾚｰﾝ
 5492 4  5570

4  4918 3  5625

No. 氏  名

5  5501 3  5203

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

DNS
7  5503

6  5344 7  5302

9  5647 8  4836

2  5771 6  4901

4  5304 4  8790

8  4835 5  6040

所属名 記録／備考
3  5495 2  4831

ﾚｰﾝ No. 氏  名

中学女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 山﨑 凜奏(2) 高社中     2:25.94   5   1
   2 小島 ひより(3) 飯山城南中     2:28.82   5   2
   3 武田 実久(3) 高社中     2:30.45   5   3
   4 相場 奈央(1) 信大附属長野中     2:32.41   5   4
   5 三井 結友(3) 三陽中     2:35.39   4   1
   6 綿貫 美咲(1) 高社中     2:35.67   4   2
   7 中嶋 千紘(1) 東北中     2:36.41   4   3
   8 和田 葵衣(2) 三陽中     2:37.02   4   4
   9 菅沼 優名(2) 柳町中     2:38.97   4   5
  10 森田 ゆい(2) 柳町中     2:41.66   4   6
  11 東海林 結葵(2) 更北中     2:42.92   5   5
  12 松下 ひとみ(2) 長野東部中     2:44.29   3   1
  13 祢津 美成(2) 三陽中     2:45.25   3   2
  14 諸戸 実歩(1) 相森中     2:48.60   3   3
  15 降籏 華菜(1) 小布施中     2:48.61   2   1
  16 佐藤 瑠花(2) 広徳中     2:48.65   2   2
  17 原田 未羽(2) 若穂中     2:49.58   5   6
  18 鈴木 優莉佳(1) 市立長野中     2:50.84   2   3
  19 宮野尾 千咲(2) 広徳中     2:50.99   3   4
  20 中村 夢香(1) 飯山城南中     2:51.16   2   4
  21 島田 明依(2) 小布施中     2:51.26   2   5
  22 加藤 美空(1) 長野東部中     2:53.17   1   1
  23 若林 由夏(1) 三陽中     2:54.98   4   7
  24 町田 凜(1) 小布施中     2:56.33   1   2
  25 上田 くるみ(2) 飯綱中     2:56.81   2   6
  26 長田 彩七(2) 三陽中     2:58.83   3   5
  27 篠原 優香(1) 飯山城南中     2:59.58   1   3
  28 平野 帆乃佳(1) 飯山城北中     3:03.32   1   4
  29 今井 桜子(1) 東北中     3:03.71   1   5
  30 德竹 佑香(2) 長野東部中     3:04.03   3   6
  31 水品 萌麻(1) 長野東部中     3:07.75   1   6
  32 日比野 菜乃花(2) 犀陵中     3:10.06   1   7
  33 山口 敦子(1) 長野東部中     3:15.58   1   8
    西原 彩寧(1) 相森中 DNS   2    
    今野 凜璃(1) 飯綱中 DNS   3    
    宮下 未来(3) 柳町中 DNS   5    
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 5344
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 5491
 5501
 5771
 5503
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 5928
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 5495
 5563
 4835
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 4831
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組 順位
 5151
 5333
 5140
 6177
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 5565
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 6016
 5492
 5566

 5161
 5625

中学女子

800m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考



決勝 9月3日  9:20

長野県中学記録(JR)            4:28.36 和田 有菜                    川中島           2013/08/22  
大会記録(GR)                  4:45.24 渡邊 かりん                  広徳             2009        

[ 1組] [ 2組]

 1 齊藤 里莉奈(1)   5:21.62  1 山﨑 凜奏(2)   5:05.44 
ｻｲﾄｳ ﾘﾘﾅ 飯山城北中 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾐｶ 高社中

 2 中嶋 千紘(1)   5:22.20  2 相場 奈央(1)   5:09.03 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾁﾋﾛ 東北中 ｱｲﾊﾞ ﾅｵ 信大附属長野中

 3 武田 琉愛(1)   5:31.92  3 待井 未里(1)   5:09.03 
ﾀｹﾀﾞ ﾙﾅ 高社中 ﾏﾁｲ ﾐｻﾄ 川中島中

 4 佐藤 心梛(3)   5:41.54  4 小林 千鶴(3)   5:12.06 
ｻﾄｳ ｺｺﾅ 飯山城南中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾂﾞﾙ 川中島中

 5 服部 心咲(1)   5:46.05  5 武田 実久(3)   5:13.04 
ﾊｯﾄﾘ ﾐｻｷ 飯山城南中 ﾀｹﾀﾞ ﾐｸ 高社中

 6 長井 そよか(1)   5:49.49  6 宮下 紫乃(3)   5:13.07 
ﾅｶﾞｲ ｿﾖｶ 飯山城南中 ﾐﾔｼﾀ ｼﾉ 信大附属長野中

 7 町田 紗希(1)   5:50.01  7 前島 澄宇(2)   5:13.74 
ﾏﾁﾀﾞ ｻｷ 墨坂中 ﾏｴｼﾞﾏ ｽｳ 柳町中

 8 市川 結理(2)   5:51.14  8 和田 亜依(2)   5:13.94 
ｲﾁｶﾜ ﾕﾘ 高社中 ﾜﾀﾞ ｱｲ 木島平中

 9 加藤 美空(1)   5:53.35  9 田所 柚優(3)   5:14.41 
ｶﾄｳ ﾐｸ 長野東部中 ﾀｼｮ ﾕｽﾞﾕ 川中島中

10 池田 望珠(2)   5:57.18 10 德永 ゆめ(3)   5:15.05 
ｲｹﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 信濃小中 ﾄｸﾅｶﾞ ﾕﾒ 川中島中

11 大平 恵愛(1)   5:59.16 11 和田 葵衣(2)   5:21.70 
ｵｵﾋﾗ ﾒｲ 飯山城南中 ﾜﾀ ﾞｱｵｲ 三陽中

12 鈴木 凛(2)   6:14.20 12 長井 梨華(2)   5:28.21 
ｽｽﾞｷ ﾘﾝ 長野東部中 ﾅｶﾞｲ ﾘｶ 墨坂中

13 小川 朱里(2)   6:20.88 13 土屋 瑚乃(2)   5:31.41 
ｵｶﾞﾜ ｱｶﾘ 長野東部中 ﾂﾁﾔ ｺｲﾉ 高社中

14 長谷川 緒美(1)   6:30.24 14 井口 愛爽(2)   5:40.60 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾂｸﾞﾐ 篠ﾉ井西中 ｲｸﾞﾁ ﾏﾅｶ 篠ﾉ井東中

15 遠藤 ひなの(1)   8:08.84 15 小野澤 二葉(1)   5:40.87 
ﾄｵﾔﾏ ﾋﾅﾉ 長野東部中 ｵﾉｻﾞﾜ ﾌﾀﾊﾞ 木島平中

  古岩井 結心(1)      16 池田 有優(1)   5:45.22 
ｺｲﾜｲ ﾕｺ 東北中 ｲｹﾀﾞ ｱﾕ 川中島中

  齋藤 璃子(1)        原田 未羽(2)      
ｻｲﾄｳ ﾘｺ 長野東部中 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｳ 若穂中

  赤沼 美咲(1)      
ｱｶﾇﾏ ﾐｻｷ 三陽中

   1 山﨑 凜奏(2) 高社中     5:05.44   2   1
   2 相場 奈央(1) 信大附属長野中     5:09.03 5:09022   2   2
   3 待井 未里(1) 川中島中     5:09.03 5:09023   2   3
   4 小林 千鶴(3) 川中島中     5:12.06   2   4
   5 武田 実久(3) 高社中     5:13.04   2   5
   6 宮下 紫乃(3) 信大附属長野中     5:13.07   2   6
   7 前島 澄宇(2) 柳町中     5:13.74   2   7
   8 和田 亜依(2) 木島平中     5:13.94   2   8
   9 田所 柚優(3) 川中島中     5:14.41   2   9
  10 德永 ゆめ(3) 川中島中     5:15.05   2  10
  11 齊藤 里莉奈(1) 飯山城北中     5:21.62   1   1
  12 和田 葵衣(2) 三陽中     5:21.70   2  11
  13 中嶋 千紘(1) 東北中     5:22.20   1   2
  14 長井 梨華(2) 墨坂中     5:28.21   2  12
  15 土屋 瑚乃(2) 高社中     5:31.41   2  13
  16 武田 琉愛(1) 高社中     5:31.92   1   3
  17 井口 愛爽(2) 篠ﾉ井東中     5:40.60   2  14
  18 小野澤 二葉(1) 木島平中     5:40.87   2  15
  19 佐藤 心梛(3) 飯山城南中     5:41.54   1   4
  20 池田 有優(1) 川中島中     5:45.22   2  16
  21 服部 心咲(1) 飯山城南中     5:46.05   1   5
  22 長井 そよか(1) 飯山城南中     5:49.49   1   6
  23 町田 紗希(1) 墨坂中     5:50.01   1   7
  24 市川 結理(2) 高社中     5:51.14   1   8
  25 加藤 美空(1) 長野東部中     5:53.35   1   9
  26 池田 望珠(2) 信濃小中     5:57.18   1  10
  27 大平 恵愛(1) 飯山城南中     5:59.16   1  11
  28 鈴木 凛(2) 長野東部中     6:14.20   1  12
  29 小川 朱里(2) 長野東部中     6:20.88   1  13
  30 長谷川 緒美(1) 篠ﾉ井西中     6:30.24   1  14
  31 遠藤 ひなの(1) 長野東部中     8:08.84   1  15
    古岩井 結心(1) 東北中 DNS   1    
    齋藤 璃子(1) 長野東部中 DNS   1    
    赤沼 美咲(1) 三陽中 DNS   1    
    原田 未羽(2) 若穂中 DNS   2    
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予選 9月4日 13:25
決勝 9月4日 15:30

長野県中学記録(JR)              13.96 並木 彩華                    野沢             2022/08/21  
大会記録(GR)                    15.21 千野 里花                    山ノ内           2019        

[ 1組] 風速 -3.0 [ 2組] 風速 -0.1

 1 佐藤 可愛(3)     17.54 Q  1 北沢 妃菜之(2)     19.79 Q
ｻﾄｳ ｶｱｲ 山ﾉ内中 ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾅﾉ 柳町中

 2 小山 葵(3)     18.11 q  2 佐藤 佑香(2)     19.86 
ｺﾔﾏ ｱｵｲ 七二会中 ｻﾄｳ ﾕｶ 飯山城南中

 3 山本 佳里奈(3)     18.95 q  3 曽木 咲恵(2)     19.97 
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾘﾅ 広徳中 ｿｷﾞ ｻｴ 広徳中

 4 宮島 優衣奈(2)     20.35  4 中山 結月海(2)     21.54 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｲﾅ 川中島中 ﾅｶﾔﾏ ﾕｷﾐ 飯山城北中

 5 山﨑 知優(2)     21.00  5 岡野 彩花(1)     26.67 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾕ 飯山城南中 ｵｶﾉ ｱﾔｶ 長野東部中

 6 松沢 星愛来(1)     21.85  6 上林 友唯(2)     27.57 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｾｱﾗ 若穂中 ｶﾝﾊﾞﾔｼ  ﾕｲ 相森中

 7 柳澤 友姫(1)     21.92   戸田 ももか(2)      
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｷ 篠ﾉ井西中 ﾄﾀﾞ ﾓﾓｶ 若穂中

  篠塚 真衣(2)      
ｼﾉﾂﾞｶ ﾏｲ 須坂東中

[ 3組] 風速 -1.4 [ 4組] 風速 -0.9

 1 小林 日和(3)     15.82 Q  1 山口 莉央(3)     15.06 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 広徳中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 裾花中

 2 小林 和子(1)     18.53 q  2 大塚 有紗(3)     18.85 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｺ 広徳中 ｵｵﾂｶ ｱﾘｻ 広徳中

 3 石田 花奏(2)     20.41  3 村田 心紬(2)     20.16 
ｲｼﾀﾞ ｶﾅﾃﾞ 飯山城南中 ﾑﾗﾀ ﾐｳ 長野日大中

 4 広瀬 葉菜(1)     21.30  4 中村 彩乃(1)     22.11 
ﾋﾛｾ ﾊﾅ 市立長野中 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾉ 篠ﾉ井西中

 5 桐原 穂乃華(2)     22.57  5 関 咲良(1)     22.69 
ｷﾘﾊﾗ ﾎﾉｶ 小布施中 ｾｷ ｻｸﾗ 長野東部中

 6 野沢 真央(2)     27.72   多田 心音(2)      
ﾉｻﾞﾜ ﾏｵ 篠ﾉ井西中 ﾀﾀﾞ ｺﾄﾈ 長野北部中

  宮下 あやめ(2)        大和 もも(1)      
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾒ 信濃小中 ﾔﾏﾄ ﾓﾓ 市立長野中

風速 -1.3

 1 山口 莉央(3)     14.90 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 裾花中

 2 小林 日和(3)     15.36 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 広徳中

 3 佐藤 可愛(3)     17.37 
ｻﾄｳ ｶｱｲ 山ﾉ内中

 4 小林 和子(1)     17.77 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｺ 広徳中

 5 小山 葵(3)     18.28 
ｺﾔﾏ ｱｵｲ 七二会中

 6 山本 佳里奈(3)     18.52 
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾘﾅ 広徳中

 7 大塚 有紗(3)     19.18 
ｵｵﾂｶ ｱﾘｻ 広徳中

 8 北沢 妃菜之(2)     19.40 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾅﾉ 柳町中

3  6055

4  5402

2  6047

8  6071

 5017

DNS DNS

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  5766

大会新
7  6054

5

9  6061

6  5842 2  5698
DNS

7  5240 3  8792

5  8791 8  5846

3  4837 7  5498

所属名 記録／備考
4

2  6061 6  6055
大会新

順 ﾚｰﾝ
 6054 5  5766

8  5290 4  6214

No. 氏  名

2  5899 2  4914

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

DNS

DNS
6  4961

9  5947 3  5341

8  5297 8  5494

3  5847 4  5927

7  6047 6  6042

4  6071 7  5293

中学女子

100mH(0.762-8.0m)

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  qR：救済による通過者

順
5  5017 5  5402

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



予選 9月3日 10:30
決勝 9月3日 16:05

長野県中学記録(JR)              48.17                              豊科北           2014/07/06  
                                      （湯本 珠実・臼井 美紅・齊藤 静花・木村 凌）
大会記録(GR)                    50.37                              坂城             2019        
                                      （富山 萌衣・宮原 凛成・宮下 留花・牧内 愛実）

[ 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 東北中  8171 北村 みずき(1)     55.88 Q  1   6 坂城中  4742 小林 嘩歩(3)     52.27 Q

ﾄｳﾎｸﾁｭｳ ｷﾀﾑﾗ ﾐｽﾞｷ ｻｶｷﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾎ
 5630 水口 ともあ(2)  4741 大熊 杏美(3)

ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾄﾓｱ ｵｵｸﾏ ｱﾐ
 8715 小林 愛生(3)  4746 早野 優空(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾂﾊ ﾊﾔﾉ ﾕｱ
 8712 宮澤 ほのか(3)  4747 山下 結衣(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾎﾉｶ ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ
 2   4 飯山城南中  5290 石田 花奏(2)     56.39 Q  2   5 市立長野中  8791 広瀬 葉菜(1)     55.42 Q

ｲｲﾔﾏｼﾞｮｳﾅﾝﾁｭｳ ｲｼﾀﾞ ｶﾅﾃﾞ ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉﾁｭｳ ﾋﾛｾ ﾊﾅ
 5300 傳田 好伽(1)  8782 柴 心優(3)

ﾃﾞﾝﾀﾞ ｺﾉｶ ｼﾊﾞ ﾐﾕｳ
 5296 岡本 爽楽(2)  8809 石田 結香(3)

ｵｶﾓﾄ ｿﾗ ｲｼﾀﾞ ﾕｶ
 5292 福田 梨乃(2)  8785 天利 祐華(2)

ﾌｸﾀﾞ ﾘﾉ ｱﾏﾘ ﾕｳｶ
 3   7 篠ﾉ井東中  5830 上原 楓音(1)     57.58  3   4 犀陵中  5808 上野 優菜(2)     57.45 q

ｼﾉﾉｲﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｳｴﾊﾗ ｶﾉﾝ ｻｲﾘｮｳﾁｭｳ ｳｴﾉ ﾕﾅ
 8946 酒井 萌愛(2)  5770 中原 歌乃(2)

ｻｶｲ ﾓｱ ﾅｶﾊﾗ ｶﾉ
 8944 内川 優菜(2)  5771 日比野 菜乃花(2)

ｳﾁｶﾜ ﾕﾅ ﾋﾋﾞﾉ ﾅﾉﾊ
 8943 市川 和花(2)  5774 碓井 真城(2)

ｲﾁｶﾜ ｱｲｶ ｳｽｲ ﾏｼﾛ
 4   5 櫻ｹ岡中  5465 原 和香奈(2)     58.00  4   7 若穂中  5899 松沢 星愛来(1)     57.55 

ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳ ﾊﾗ ﾜｶﾅ ﾜｶﾎﾁｭｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ｾｱﾗ
 5463 湯原 彩和(2)  5929 山嵜 夏鈴(2)

ﾕﾊﾗ ｻﾜ ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾘﾝ
 5466 松本 結愛(2)  5928 原田 未羽(2)

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｱ ﾊﾗﾀﾞ ﾐｳ
 5469 松田 あいか(2)  5927 戸田 ももか(2)

ﾏﾂﾀﾞ ｱｲｶ ﾄﾀﾞ ﾓﾓｶ
 5   2 須坂東中  4962 中井 純菜(2)   1:00.80  5   8 高社中  5147 土屋 茉央(2)     58.17 

ｽｻﾞｶｱｽﾞﾏﾁｭｳ ﾅｶｲ ｼﾞｭﾝﾅ ｺｳｼｬﾁｭｳ ﾂﾁﾔﾏｵ
 4963 堀内 陽芳里(2)  5151 山﨑 凜奏(2)

ﾎﾘｳﾁ ﾋﾖﾘ ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾐｶ
 4967 竹前 未渚(1)  5149 土屋 瑚乃(2)

ﾀｹﾏｴ ﾐﾅｷﾞ ﾂﾁﾔ ｺｲﾉ
 4966 小島 咲來子(2)  5148 横山 琴美(2)

ｺｼﾞﾏ ｻｸﾗｺ ﾖｺﾔﾏ ｺﾄﾐ
 6   3 栄中  5261 小林 優季乃(2)   1:02.55  6   3 相森中  4915 川並 木乃葉(2)     59.36 

ｻｶｴﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾉ ｵｵﾓﾘﾁｭｳ ｶﾜﾅﾐ  ｺﾉﾊ
 5260 岡 優希菜(2)  4916 原田 帆乃果(2)

ｵｶ ﾕｷﾅ ﾊﾗﾀﾞ  ﾎﾉｶ
 5262 高橋 未優乃(2)  4901 西原 彩寧(1)

ﾀｶﾊｼ ﾐﾕﾉ ﾆｼﾊﾗ  ｱﾔﾈ
 5271 南雲 心結(3)  4917 高野 由乃(2)

ﾅｸﾞﾓ ﾐﾕｳ ﾀｶﾉ  ﾕﾉ
    8 更北中       7   2 飯山城北中  5341 中山 結月海(2)   1:00.58 

ｺｳﾎｸﾁｭｳ DNS ｲｲﾔﾏｼﾞｮｳﾎｸﾁｭｳ ﾅｶﾔﾏ ﾕｷﾐ
 5369 渡邉 姫夏(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾒｶ
 5368 前澤 希心(2)

ﾏｴｻﾞﾜ ｷｺ
 5343 髙井 たまき(1)

ﾀｶｲ ﾀﾏｷ

中学女子

4×100m

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  qR：救済による通過者



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 長野東部中  5487 久保 杏果(2)     55.67 Q

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｸﾎﾞ ｷｮｳｶ
 5488 倉島 心葉(2)

ｸﾗｼﾏ ｺｺﾊ
 5496 金澤 千和(1)

ｶﾅｻﾞﾜ ﾁｴﾘ
 5502 水品 友萌(1)

ﾐｽﾞｼﾅ ﾕﾒ
 2   4 川中島中  5979 寺島 彩優花(1)     55.94 Q

ｶﾜﾅｶｼﾞﾏﾁｭｳ ﾃﾗｼﾏ ｱﾕﾊ
 5946 東 史佳(1)

ｱｽﾞﾏ ﾌﾐｶ
 5955 細川 友梨香(2)

ﾎｿｶﾜ ﾕﾘｶ
 5936 荒井 夏美(2)

ｱﾗｲ ﾅﾂﾐ
 3   3 柳町中  5405 中村 知世(2)     56.89 q

ﾔﾅｷﾞﾏﾁﾁｭｳ ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾖ
 5402 北沢 妃菜之(2)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾅﾉ
 5378 武井 優音(1)

ﾀｹｲ ﾕｳﾈ
 5409 西沢 桜(2)

ﾆｼｻﾞﾜ ｻｸﾗ
 4   6 小布施中  4832 成田 彩華(1)     58.45 

ｵﾌﾞｾﾁｭｳ ﾅﾘﾀ ｲﾛﾊ
 4838 宮野 日鞠(2)

ﾐﾔﾉ ﾋﾏﾘ
 4835 町田 凜(1)

ﾏﾁﾀﾞ ﾘﾝ
 4831 降籏 華菜(1)

ﾌﾘﾊﾀ ｶﾅ
 5   2 南宮中  5083 羽片 朱莉(1)     59.23 

ﾅﾝｸﾞｳﾁｭｳ ﾊｶﾞﾀ ｱｶﾘ
 5082 森田 遼(1)

ﾓﾘﾀ ﾘｮｳ
 5080 今村 朱里(1)

ｲﾏﾑﾗ ｱｶﾘ
 5081 松橋 花(1)

ﾏﾂﾊｼ ﾊﾅ
    5 広徳中  6042 曽木 咲恵(2)      

ｺｳﾄｸﾁｭｳ ｿｷﾞ ｻｴ DQ
 6041 内山 結菜(2) R1(2-3)

ｳﾁﾔﾏ ﾕｳﾅ
 6061 小林 和子(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｺ
 6064 清滝 蒼空(1)

ｷﾖﾀｷ ｿﾗ

4×100m
中学女子



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 坂城中  4742 小林 嘩歩(3)     51.51 

ｻｶｷﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾎ
 4741 大熊 杏美(3)

ｵｵｸﾏ ｱﾐ
 4746 早野 優空(1)

ﾊﾔﾉ ﾕｱ
 4747 山下 結衣(1)

ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ
 2   4 長野東部中  5487 久保 杏果(2)     55.40 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｸﾎﾞ ｷｮｳｶ
 5488 倉島 心葉(2)

ｸﾗｼﾏ ｺｺﾊ
 5496 金澤 千和(1)

ｶﾅｻﾞﾜ ﾁｴﾘ
 5502 水品 友萌(1)

ﾐｽﾞｼﾅ ﾕﾒ
 3   7 東北中  8717 北村 みずき(1)     55.96 

ﾄｳﾎｸﾁｭｳ ｷﾀﾑﾗ ﾐｽﾞｷ
 5630 水口 ともあ(2)

ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾄﾓｱ
 8715 小林 愛生(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾂﾊ
 8712 宮澤 ほのか(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾎﾉｶ
 4   9 川中島中  5979 寺島 彩優花(1)     56.00 

ｶﾜﾅｶｼﾞﾏﾁｭｳ ﾃﾗｼﾏ ｱﾕﾊ
 5946 東 史佳(1)

ｱｽﾞﾏ ﾌﾐｶ
 5955 細川 友梨香(2)

ﾎｿｶﾜ ﾕﾘｶ
 5936 荒井 夏美(2)

ｱﾗｲ ﾅﾂﾐ
 5   5 市立長野中  8791 広瀬 葉菜(1)     56.20 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉﾁｭｳ ﾋﾛｾ ﾊﾅ
 8782 柴 心優(3)

ｼﾊﾞ ﾐﾕｳ
 8809 石田 結香(3)

ｲｼﾀﾞ ﾕｶ
 8785 天利 祐華(2)

ｱﾏﾘ ﾕｳｶ
 6   2 柳町中  5405 中村 知世(2)     56.43 

ﾔﾅｷﾞﾏﾁﾁｭｳ ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾖ
 5402 北沢 妃菜之(2)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾅﾉ
 5378 武井 優音(1)

ﾀｹｲ ﾕｳﾈ
 5409 西沢 桜(2)

ﾆｼｻﾞﾜ ｻｸﾗ
 7   8 飯山城南中  5290 石田 花奏(2)     57.29 

ｲｲﾔﾏｼﾞｮｳﾅﾝﾁｭｳ ｲｼﾀﾞ ｶﾅﾃﾞ
 5300 傳田 好伽(1)

ﾃﾞﾝﾀﾞ ｺﾉｶ
 5296 岡本 爽楽(2)

ｵｶﾓﾄ ｿﾗ
 5292 福田 梨乃(2)

ﾌｸﾀﾞ ﾘﾉ
 8   3 犀陵中  5808 上野 優菜(2)     57.78 

ｻｲﾘｮｳﾁｭｳ ｳｴﾉ ﾕﾅ
 5770 中原 歌乃(2)

ﾅｶﾊﾗ ｶﾉ
 5771 日比野 菜乃花(2)

ﾋﾋﾞﾉ ﾅﾉﾊ
 5774 碓井 真城(2)

ｳｽｲ ﾏｼﾛ

中学女子

4×100m
決勝



決勝 9月4日  9:30

長野県中学記録(JR)               1.75 上原 久美恵                  上諏訪           1975/09/28  
大会記録(GR)                     1.60 小林 弓珠                    南宮             2017/2018   

小林 日和(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 広徳中
細川 友梨香(2)
ﾎｿｶﾜ ﾕﾘｶ 川中島中
山田 ののか(2)
ﾔﾏﾀﾞﾉﾉｶ 更北中
水口 ともあ(2)
ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾄﾓｱ 東北中
江澤 沙羅(2)
ｴｻﾞﾜ ｻﾗ 飯山城北中
工藤 ささら(3)
ｸﾄﾞｳ ｻｻﾗ 高社中
湯原 彩和(2)
ﾕﾊﾗ ｻﾜ 櫻ｹ岡中
中村 璃那(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾘﾅ 櫻ｹ岡中
松橋 花(1)
ﾏﾂﾊｼ ﾊﾅ 南宮中
今村 朱里(1)
ｲﾏﾑﾗ ｱｶﾘ 南宮中
青木 なつみ(2)
ｱｵｷ ﾅﾂﾐ 川中島中
清水 翼(1)
ｼﾐｽﾞ ﾂﾊﾞｻ 広徳中
上野 優菜(2)
ｳｴﾉ ﾕﾅ 犀陵中
牧 莉々菜(2)
ﾏｷ ﾘﾘﾅ 須坂東中
長澤 沙稀(1)
ﾅｶﾞｻﾜ ｻｷ 広徳中
石田 結香(3)
ｲｼﾀﾞ ﾕｶ 市立長野中
小林 和子(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｺ 広徳中
髙村 ことは(1) NM
ﾀｶﾑﾗ ｺﾄﾊ 広徳中
阿見 果凛(1) NM
ｱﾐ ｶﾘﾝ 櫻ｹ岡中
小泉 心円和(1) NM
ｺｲｽﾞﾐ ｼｴﾅ 飯山城南中
竹前 未渚(1) NM
ﾀｹﾏｴ ﾐﾅｷﾞ 須坂東中
酒井 愛生(1) NM
ｻｶｲﾒｲ 更北中
小松 眞紀(1) NM
ｺﾏﾂ ﾏｻｷ 篠ﾉ井西中
篠塚 真衣(2) DNS
ｼﾉﾂﾞｶ ﾏｲ 須坂東中
竹田 萌ノ花(3) DNS
ﾀｹﾀﾞ ﾎﾉｶ 長野東部中
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中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 1m30 1m35ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m15 1m20 1m25



予選 (1組) 9月3日  9:00
(2組) 9月3日 10:40

決勝 9月3日 14:20

長野県中学記録(JR)               5.74 森本 知隼                    塩尻             2014/08/31  
大会記録(GR)                     5.50 金子 亜瑠                    坂城             2021        

[ 1組]

倉島 心葉(2)   4.55   4.70   4.74   4.74 q
ｸﾗｼﾏ ｺｺﾊ 長野東部中   +1.2   +0.7   -0.4   -0.4
山嵜 彩加(3)   4.59   4.42   4.50   4.59 q
ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾔｶ 南宮中   +1.4   +0.5   -0.3   +1.4
中原 歌乃(2)   4.29   4.34   4.16   4.34 q
ﾅｶﾊﾗ ｶﾉ 犀陵中   +1.0   +0.8   -0.2   +0.8
福田 梨乃(2)   4.20   4.30    x   4.30 q
ﾌｸﾀﾞ ﾘﾉ 飯山城南中   +0.4   +0.9         +0.9
南雲 心結(3)   4.13   4.06   4.05   4.13 q
ﾅｸﾞﾓ ﾐﾕｳ 栄中   +0.5   +0.9   +1.2   +0.5
木内 心暖(2)   3.83   4.10   3.78   4.10 
ｷｳﾁｺｺﾉ 更北中   +1.1   +0.6   +0.4   +0.6
水品 友萌(1)   4.03   3.95   3.92   4.03 
ﾐｽﾞｼﾅ ﾕﾒ 長野東部中   +0.4   +1.1   +0.3   +0.4
内川 優菜(2)    x   4.01   3.73   4.01 
ｳﾁｶﾜ ﾕﾅ 篠ﾉ井東中         +1.6   +0.4   +1.6
岡 優希菜(2)    x   3.74   3.90   3.90 
ｵｶ ﾕｷﾅ 栄中         +0.8   +1.0   +1.0
土屋 茉央(2)   3.86   3.85   3.87   3.87 
ﾂﾁﾔﾏｵ 高社中   +0.3   +0.8   +0.8   +0.8
髙井 たまき(1)   3.84   3.78   3.60   3.84 
ﾀｶｲ ﾀﾏｷ 飯山城北中   +1.0   +0.7   +0.6   +1.0
小山 葵(3)   3.83   3.48   3.71   3.83 
ｺﾔﾏ ｱｵｲ 七二会中   +1.4   +0.6   +1.3   +1.4
中井 純菜(2)    x   3.72   3.80   3.80 
ﾅｶｲ ｼﾞｭﾝﾅ 須坂東中         +1.2   +0.6   +0.6
羽片 朱莉(1)   3.55   3.80   3.46   3.80 
ﾊｶﾞﾀ ｱｶﾘ 南宮中   +0.7   +1.3   +1.0   +1.3
原田 帆乃果(2)   3.74   3.61   3.57   3.74 
ﾊﾗﾀﾞ  ﾎﾉｶ 相森中   +1.2   +1.4   +0.4   +1.2
松澤 希歩(1)    x   3.60   3.74   3.74 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｷﾎ 川中島中         +0.5   +0.9   +0.9
上野 瑠菜(1)   3.66   3.28   3.53   3.66 
ｳｴﾉ ﾙﾅ 犀陵中   +1.0   +0.9   +0.9   +1.0
中西 夏海(1)   3.64   3.12   3.42   3.64 
ﾅｶﾆｼ ﾅﾂﾐ 櫻ｹ岡中   +0.8   +1.4   +0.3   +0.8
酒井 星莉菜(2)   2.93   3.46   3.59   3.59 
ｻｶｲ ｾﾘﾅ 篠ﾉ井東中   +1.1   +0.7   +0.8   +0.8
村田 珠理(1)   3.42   3.57   3.40   3.57 
ﾑﾗﾀ ｼｭﾘ 柳町中   +0.7   +1.0   +0.2   +1.0
小山 瑞希(1)   3.36   3.50   3.32   3.50 
ｺﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 篠ﾉ井東中   +0.6   +0.5   +0.7   +0.5
中曽根 翠(1)    x   3.46   3.28   3.46 
ｶﾅｿﾈ ﾐﾄﾞﾘ 櫻ｹ岡中         +1.4   +0.7   +1.4
笠原 帆乃実(1)    x    x   3.20   3.20 
ｶｻﾊﾗ  ﾎﾉﾐ 相森中               +0.6   +0.6
飯島 そら(2)    x   3.16   3.06   3.16 
ｲｲｼﾞﾏ ｿﾗ 東北中         +0.7   +0.5   +0.7
本山 明(2)   3.08   2.80   2.76   3.08 
ﾓﾄﾔﾏ ﾒｲ 川中島中   +1.1   +0.3   +0.9   +1.1
山口 敦子(1)   2.72   2.26   2.47   2.72 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾂｺ 長野東部中   +0.7   +0.7   +0.9   +0.7
中村 知世(2)    x    x    x     NM
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾖ 柳町中                         
西原 彩寧(1)              DNS
ﾆｼﾊﾗ  ｱﾔﾈ 相森中                         

1  4901

25 5  5967

26 21  5503

17  5405

22 7  5448

23 2  4904

24 4  5638

19 6  8945

20 15  5382

21 10  5833

16 12  5976

17 11  5791

18 3  5449

13 14  4962

14 19  5083

15 8  4916

10 23  5147

11 9  5343

12 13  6071

7 24  5502

8 16  8944

9 20  5260

4 25  5292

5 22  5271

6 18  6011

1 28  5488

2 27  5067

3 26  5770

中学女子

走幅跳

予選 標準記録    0.00m Q:標準記録突破者  q：その他の通過者  

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



[ 2組]

大熊 杏美(3)   4.95   4.68    x   4.95 q
ｵｵｸﾏ ｱﾐ 坂城中   +1.3   +1.1         +1.3
藤岡 そよか(3)   4.52   4.49   4.37   4.52 q
ﾌｼﾞｵｶ ｿﾖｶ 野沢温泉中   +1.5   +1.1   +1.7   +1.5
柴 心優(3)   4.24    x   4.11   4.24 q
ｼﾊﾞ ﾐﾕｳ 市立長野中   +1.3         +0.5   +1.3
堀内 優希(1)   4.21   3.93    x   4.21 q
ﾎﾘｳﾁ ﾕｳｷ 広徳中   +1.6   +1.3         +1.6
佐藤 可愛(3)   4.20   4.08   4.10   4.20 q
ｻﾄｳ ｶｱｲ 山ﾉ内中   +1.6   +1.2   +0.5   +1.6
松本 結愛(2)   3.86   3.81   4.11   4.11 q
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｱ 櫻ｹ岡中   +1.7   +1.2   +1.3   +1.3
吉田 空夏(2)   3.85   4.11   3.82   4.11 q
ﾖｼﾀﾞｿﾅ 更北中   +1.6   +0.9   +1.1   +0.9
羽田 莉々明(2)    x   4.08   4.06   4.08 
ﾊﾈﾀﾞ ﾘﾘｱ 東北中         +1.4   +1.4   +1.4
西原 由稀佳(2)   3.90    x   3.85   3.90 
ﾆｼﾊﾗ ﾕｷｶ 南宮中   +1.0          0.0   +1.0
渡邉 姫夏(2)    x   3.83   3.74   3.83 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾒｶ 飯山城北中         +1.4   +0.8   +1.4
髙橋 未優乃(2)    x    x   3.80   3.80 
ﾀｶﾊｼ ﾐﾕﾉ 栄中               +1.2   +1.2
松橋 花(1)   3.74   3.52   3.71   3.74 
ﾏﾂﾊｼ ﾊﾅ 南宮中   +1.4   +2.4   +1.7   +1.4
荒井 里舞(1)   3.72   3.44   3.34   3.72 
ｱﾗｲ ﾘﾏ 犀陵中   +1.4   +1.1   -0.2   +1.4
堀内 陽芳里(2)   3.64   3.68   3.62   3.68 
ﾎﾘｳﾁ ﾋﾖﾘ 須坂東中   +2.8   +1.7   +1.7   +1.7
前島 あゆみ(2)   3.58    x   3.68   3.68 
ﾏｴｼﾞﾏ ｱﾕﾐ 七二会中   +2.0         +1.7   +1.7
宮崎 愛生(2)    x    x   3.68   3.68 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾒｲ 南宮中               +0.9   +0.9
竹内 美里(2)   3.65    x    x   3.65 
ﾀｹｳﾁ ﾐｻﾄ 木島平中   +1.1               +1.1
富井 咲良(2)    x   3.57   3.49   3.57 
ﾄﾐｲ ｻﾗ 野沢温泉中         +1.0   +1.4   +1.0
山田 莉世(1)   2.51   3.20   3.18   3.20 
ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾖ 川中島中   +2.0   +1.4   +1.2   +1.4
福岡 椛(2)   3.16   3.07   3.05   3.16 
ﾌｸｵｶ ﾓﾐｼﾞ 七二会中   +2.2   +1.4   +2.1   +2.2
倉石 ひまり(1)   3.08   2.99   3.03   3.08 
ｸﾗｲｼ ﾋﾏﾘ 櫻ｹ岡中   +2.0   +2.6   +1.9   +2.0
関 咲良(1)   2.45   3.02   2.99   3.02 
ｾｷ ｻｸﾗ 長野東部中   +2.1   +1.5   +1.7   +1.5
高瀬 陽(2)   2.66   2.47   2.42   2.66 
ﾀｶｾ ﾊﾙ 櫻ｹ岡中   +1.7   +2.3   +1.0   +1.7
戸谷 心咲(1)    -    -    x     NM
ﾄﾔ ﾐｻｷ 長野東部中                         
北澤 珠菜(1)              DNS
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｭﾅ 川中島中                         
中村 葵(2)              DNS
ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 長野北部中                         
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7 23  6037

8 16  5634

9 13  5071

4 24  6063

5 25  5017

6 22  5466

記録 備考

1 27  4741

2 26  8892

3 20  8782

中学女子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-



 2回の
 最高記録

大熊 杏美(3)    x   4.62    4.62   4.58  4.84    4.84 
ｵｵｸﾏ ｱﾐ 坂城中         -1.0    -1.0   -0.5  +1.1    +1.1
山嵜 彩加(3)   4.02  4.80    4.80    x    x    4.80 
ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾔｶ 南宮中   +2.7  +0.4    +0.4                +0.4
倉島 心葉(2)   4.36  4.62    4.62   4.57  4.72    4.72 
ｸﾗｼﾏ ｺｺﾊ 長野東部中   +2.2  -0.7    -0.7   -0.6  +0.4    +0.4
藤岡 そよか(3)   4.38   x    4.38    x   4.14    4.38 
ﾌｼﾞｵｶ ｿﾖｶ 野沢温泉中   +1.3         +1.3         +1.1    +1.3
中原 歌乃(2)   4.33  4.20    4.33   4.16  4.28    4.33 
ﾅｶﾊﾗ ｶﾉ 犀陵中   +1.8  +1.1    +1.8   -0.2  -0.1    +1.8
柴 心優(3)   4.33   x    4.33    x    x    4.33 
ｼﾊﾞ ﾐﾕｳ 市立長野中   +1.4         +1.4                +1.4
南雲 心結(3)   4.22  4.08    4.22   4.00  3.70    4.22 
ﾅｸﾞﾓ ﾐﾕｳ 栄中   +0.3  -0.4    +0.3   -0.4   0.0    +0.3
福田 梨乃(2)   4.20   x    4.20   4.12   x    4.20 
ﾌｸﾀﾞ ﾘﾉ 飯山城南中   +1.0         +1.0   -0.3         +1.0
佐藤 可愛(3)   4.11  4.17    4.17          4.17 
ｻﾄｳ ｶｱｲ 山ﾉ内中   +0.1  +0.5    +0.5                +0.5
吉田 空夏(2)   4.01  4.07    4.07          4.07 
ﾖｼﾀﾞｿﾅ 更北中   -0.9  +0.6    +0.6                +0.6
堀内 優希(1)   3.93   x    3.93          3.93 
ﾎﾘｳﾁ ﾕｳｷ 広徳中   +0.5         +0.5                +0.5
松本 結愛(2)                      DNS
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｱ 櫻ｹ岡中                                       

3  5466

9 1  5017

10 6  6037

11 5  6063

6 10  8782

7 2  5271

8 4  5292

3 12  5488

4 9  8892

5 7  5770

備考

1 8  4741

2 11  5067

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

中学女子

走幅跳
決勝



決勝 9月4日 11:40

長野県中学記録(JR)              13.70 倉田 紗優加                  南箕輪           2019/08/24  
大会記録(GR)                    13.11 松林 彩                      七二会           2020        

 ３回の
 最高記録

青木 優依(2)
ｱｵｷ ﾕｲ 七二会中
浦野 あずみ(3)
ｳﾗﾉ ｱｽﾞﾐ 南宮中
大野 うらら(3)
ｵｵﾉ ｳﾗﾗ 広徳中
梨子田 茜(3)
ﾅｼﾀﾞ ｱｶﾈ 飯山城南中
豊田 みく(3)
ﾄﾖﾀﾞ ﾐｸ 高社中
西原 由稀佳(2)
ﾆｼﾊﾗ ﾕｷｶ 南宮中
岩倉 璃奈(2)
ｲﾜｸﾗ ﾘﾅ 川中島中
竹田 瑛蘭(2)
ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾗ 墨坂中
小林 優季乃(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾉ 栄中
吉村 彩音(1)
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔﾈ 広徳中
横山 琴美(2)
ﾖｺﾔﾏ ｺﾄﾐ 高社中
田近 紫野(2)
ﾀﾁﾞｶ ｼﾉ 広徳中
青木 なつみ(2)
ｱｵｷ ﾅﾂﾐ 川中島中
西澤 莉世(1)
ﾆｼｻﾞﾜ ﾘﾖ 篠ﾉ井東中
宮本 千晶(1)
ﾐﾔﾓﾄ ﾁｱｷ 柳町中
三井 あかり(2)
ﾐﾂｲｱｶﾘ 更北中
宮澤 葉月(1) DNS
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾂﾞｷ 広徳中
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9 13  5261
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8 11  4951
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  7.87   7.87   7.85

  7.48  7.94
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  8.12  8.33 

2 16  5066
  9.50  9.15

  8.13  7.95  8.13 

4 4  5323
  7.76  7.88  7.94   7.94   8.19  8.19 

5 14  5145
  7.58  7.82

3 15  6043
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備考

1 17  6072
  9.62  9.83 10.03  10.03

  8.78   9.50   8.33  9.49

-4- -5-

 10.23  9.92

-1- -2- -3-

 10.24 10.24 

記録

  8.36  9.50 

中学女子

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -6-



決勝 9月4日 15:00

長野県中学記録(JR)              32.15 佐藤 芹香                    浅科             2012/09/01  
大会記録(GR)                    28.48 太田 杏優                    東北             2016        

 ３回の
 最高記録

梨子田 茜(3)
ﾅｼﾀﾞ ｱｶﾈ 飯山城南中
小林 優季乃(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾉ 栄中
掛川 あかり(3)
ｶｹｶﾞﾜ ｱｶﾘ 市立長野中
横山 琴美(2)
ﾖｺﾔﾏ ｺﾄﾐ 高社中
豊田 みく(3)
ﾄﾖﾀﾞ ﾐｸ 高社中
石田 結香(3)
ｲｼﾀﾞ ﾕｶ 市立長野中

決勝 9月3日 13:00

長野県中学記録(JR)              58.63 倉田 紗優加                  南箕輪           2019/10/11  
大会記録(GR)                    43.18 荒井 美海                    東北             2021        

 ３回の
 最高記録

掛川 あかり(3)
ｶｹｶﾞﾜ ｱｶﾘ 市立長野中
浦野 あずみ(3)
ｳﾗﾉ ｱｽﾞﾐ 南宮中
南雲 心結(3)
ﾅｸﾞﾓ ﾐﾕｳ 栄中
山本 亜妃(3)
ﾔﾏﾓﾄ ｱｷ 高社中
岩倉 璃奈(2)
ｲﾜｸﾗ ﾘﾅ 川中島中
堀内 優希(1)
ﾎﾘｳﾁ ﾕｳｷ 広徳中
土屋 茉央(2)
ﾂﾁﾔﾏｵ 高社中
池田 望珠(2)
ｲｹﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 信濃小中
大野 うらら(3)
ｵｵﾉ ｳﾗﾗ 広徳中
柴 心優(3)
ｼﾊﾞ ﾐﾕｳ 市立長野中
市川 結理(2)
ｲﾁｶﾜ ﾕﾘ 高社中
土屋 彩希(2)
ﾂﾁﾔ ｻｷ 市立長野中
髙橋 未優乃(2)
ﾀｶﾊｼ ﾐﾕﾉ 栄中
中澤 美海子(1)
ﾅｶｻﾞﾜ ﾐｶｺ 山ﾉ内中
竹前 未渚(1)
ﾀｹﾏｴ ﾐﾅｷﾞ 須坂東中
山本 佳里奈(3)
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾘﾅ 広徳中
田近 紫野(2)
ﾀﾁﾞｶ ｼﾉ 広徳中
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決勝
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中学女子
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決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-
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決勝 9月3日 15:50

長野県小学生記録(ER)            53.01                              坂城JAC          2018/06/24  
                                      （清水　咲歩・金子　亜瑠・宮下　小牧・我妻　恭佳）
大会記録(GR)                    55.98                              坂城JAC          2018        
                                      （清水 咲歩・金子 亜瑠・宮下 小牧・吾妻 恭佳）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 長野市陸上教室  415 遠山 侑里(6)     54.74 

ﾅｶﾞｶﾞﾉｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ ﾄｵﾔﾏ ﾕﾘ 大会新
  417 岩嶋 亜依(6)

ｲﾜｼﾏ ｱｲ
  419 大原 愛衣(5)

ｵｵﾊﾗ ｱｲ
  420 竹村 咲愛(6)

ﾀｹﾑﾗ ｻｸｱ
 2   5 坂城JAC   405 宮下 季紗(6)     56.23 

ｻｶｷｼﾞｪｲｴｰｼｰ ﾐﾔｼﾀ ｷｻ
  406 宮下 紗里那(6)

ﾐﾔｼﾀ ｻﾘﾅ
  407 西沢 星(6)

ﾆｼｻﾞﾜ ｱｶﾘ
  408 大瀧 らら(6)

ｵｵﾀｷ ﾗﾗ
 3   6 戸上ｼﾞｭﾆｱ   404 齋藤 穂果(5)   1:03.05 

ﾄｶﾞﾐｼﾞｭﾆｱ ｻｲﾄｳ ﾎﾉｶ
  400 古川 美空(6)

ﾌﾙｶﾜ ﾐｿﾗ
  401 荒井 妃夏(6)

ｱﾗｲ ﾋﾅﾂ
  403 田中 穂夏(5)

ﾀﾅｶ ﾎﾉｶ
 4   2 埴生小   410 戸谷 月葉(5)   1:03.12 

ﾊﾆｭｳｼｮｳ ﾄﾔ ﾂｷﾊ
  414 鈴木 音桜(5)

ｽｽﾞｷ ﾐﾘｱ
  409 安藤 環奈(5)

ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾝﾅ
  411 市川 華桜(5)

ｲﾁｶﾜ ｶｵ
 5   3 木島小   421 遠山 莉世(4)   1:06.14 

ｷｼﾞﾏｼｮｳ ﾄｵﾔﾏ ﾘｾ
  423 丸山 夏希(4)

ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ
  422 関 ひまり(4)

ｾｷ ﾋﾏﾘ
  424 太田 結吏(4)

ｵｵﾀ ﾕｳﾘ

小学女子

4×100m

決勝



9月3日 13:55

長野県記録(PR)                  11.36 君嶋 愛梨沙                  土木管理総合     2022/06/10  
長野県高校記録(KR)              11.88 深澤 あまね                  佐久長聖         2020/08/29  

風速 -0.5

 1 太田 さくら(3)     13.78 
ｵｵﾀ ｻｸﾗ 松商学園高

9月4日 12:00

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  

大森 玲花(3)  10.87 11.33 11.36  11.36 
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC   +1.2  +1.5  +1.2   +1.2
箱田 真奈美(2)               DNS
ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ 諏訪二葉高                          

9月3日  9:00

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

小口 真歩(3)   4.96  4.75  5.08   5.08 
ｵｸﾞﾁ ﾏﾎ 岡谷東部中   +0.9  +1.7  +1.1   +1.1

1  1937

OPEN女子

100m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

記録 備考

備考

OPEN中学女子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

  275

1

OPEN女子

三段跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- 記録

  107

1 1  7653

1 2
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