
大会コード  22173505

： 2022（令和4）年9月17日(土)
： 松本平広域公園陸上競技場（競技場コード 171020)
： 長野県中学校体育連盟  （一財）長野陸上競技協会 

長野県教育委員会　長野県市町村教育員会連絡協議会
： 葛城 光一
： 板花 利美 (トラック) 酒井 剛 (跳躍) 田澤 稔 (投てき)

桐山 勝次 (スタート) 中澤 博和 (招集所)
： 水口 伸一

■この競技会で樹立された記録

■グラウンドコンディション
9月17日(土)

09:00 曇り 南東 51.2 14:00 曇り 南  45.0
10:00 曇り 東 48.5 15:00 曇り 南西  46.0
11:00 曇り 東 50.2 16:00 曇り 東  48.0
12:00 曇り 南東 42.1 17:00 曇り 南 27.6 54.0
13:00 晴れ 南 44.4

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

■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)
手や体、振り上げ脚の上側でハードルを〔倒した／移動させた〕(TR22.6.2)
バトンパスがテイク・オーバーゾーン内で完了しなかった(TR24.7)
バトンを拾い上げた後、落とした地点に戻らずレースを再開した(TR24.6.3)
()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

主 催

総 務
審 判 長

記録・情報主任

日付 記録の種類

第50回長野県中学校陸上競技新人大会
(中南信）

公 式 記 録 集
期 日
会 場

従来の記録チーム名 ﾒﾝﾊﾞｰ(学年)
9月17日 大会ﾀｲ 女子2年 走高跳 決勝 1m52 市川 凜子(2)

クラス 種目 ラウンド 記録 氏名(学年) 所属

開成 1m52
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第50回長野県中学校陸上競技新人大会（中南信） ﾄﾗｯｸ審判長 板花　利美

主催：長野県中学校体育連盟　（一財）長野陸上競技協会 跳躍審判長 酒井　剛
　　　　長野県教育委員会　長野県市町村教育委員会連絡協議会 投てき審判長 田澤　稔
【開催日】 2022（令和4）年9月17日（土） ｽﾀｰﾄ審判長 桐山　勝次

【主催団体】 長野県中学校体育連盟　（一財）長野陸上競技協会 決勝記録一覧表 記録主任 水口　伸一

(GT:大会ﾀｲ) 女  子 【競技場】松本平広域公園陸上競技場 招集所審判長 中澤　博和
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

 9/17 女子1年  -2.6 柳 美結(1) 13.49 長岩 里桜(1) 13.72 藤本 心美(1) 13.95 浅野 雫(1) 13.98 小林 穂香(1) 14.19 曽根原 花(1) 14.23 一本木 菜奈子(1) 14.43 寺島 清華(1) 14.46
100m 高森 赤穂 竜東 仁科台 辰野 北安松川 丘 永明

 9/17 古林 なな花(1) 2:34.28 宮脇 悠莉(1) 2:35.79 米村 衣咲(1) 2:35.88 飯澤 花歩(1) 2:36.97 水野 眞子(1) 2:40.18 村松 陽佳(1) 2:40.83 守矢 葵(1) 2:41.93 名村 一乃(1) 2:42.14
800m 高森 高森 駒ヶ根東 鼎 鼎 丸ﾉ内 永明 清陵附属

 9/17 吉水 麻紀(1) 1.41 原 杏花里(1) 1.30 木之下 來望(1) 1.25 藤田 歩華(1) 波田 1.20 花村 百杏奈(1) 1.15 星野 甘眠(1) 1.10
走高跳 岡谷東部 茅野東部 鎌田 臼井 璃奈(1) 塩尻広陵 秀峰 秀峰

小林 虹光(1) 伊那東部
 9/17 海老原 千咲(1) 4.74(+0.1) 林 かれん(1) 4.61(+0.6) 岡田 陽菜(1) 4.49(+1.3) 加島 さわ(1) 4.39(+1.9) 樋口 結泉(1) 4.03(+0.4) 山田 夏実(1) 4.02(+0.9) 小林 杏由美(1) 4.00(+1.3) 駒井 柚希(1) 3.90(+1.4)

走幅跳 諏訪南 飯田高陵 岡谷東部 女鳥羽 伊那東部 諏訪西 豊科南 開成
 9/17 村上 仁衣菜(1) 7.77 宮下 果苗(1) 7.65 村上 璃羽(1) 7.21 唐澤 歌音(1) 7.02 林 未緒(1) 6.72 髙橋 成海(1) 6.52 古井 こなん(1) 6.23 萩原 歩生(1) 6.20

砲丸投(2.721kg) 堀金 中川 鉢盛 長峰 長峰 永明 木祖 辰野
 9/17 女子2年  -0.5 宮澤 希(2) 12.64 中村 波南(2) 12.80 光澤 琥珀(2) 13.01 川舩 菜々椛(2) 13.28 塩澤 みのり(2) 13.30 池田 よつば(2) 13.60 林 未瑚(2) 13.89 黒田 稀和美(2) 14.07

100m 飯田西 大町第一 下伊那松川 松島 飯田高陵 春富 仁科台 波田
 9/17 山﨑 那々(2) 2:26.88 山田 怜来(2) 2:27.88 米澤 碧海(2) 2:28.32 宮澤 和(2) 2:28.89 荻原 真柚(2) 2:30.36 中西 美緒(2) 2:32.57 中村 愛里(2) 2:35.83 麻原 柚藍(2) 2:36.08

800m 下諏訪 永明 南箕輪 赤穂 箕輪 清陵附属 菅野 鉢盛
 9/17 市川 凜子(2) 1.52 柿澤 由那(2) 1.43 鈴木 文乃(2) 1.40 鳥羽 菜々子(2) 1.35 稲葉 笑麻里(2) 1.30 島田 さつき(2) 1.30 織井 瑞希(2) 春富 1.25

走高跳 開成 GT 丸ﾉ内 鎌田 豊科南 伊那 塩尻広陵 千葉 琉香(2) 岡谷東部
 9/17 柳平 紗希(2) 5.25(+1.2) 櫻井 音寧(2) 5.02(-0.7) 小林 日菜花(2) 4.67(+0.5) 鈴木 かなで(2) 4.45(-1.4) 飯沼 日和(2) 4.44(+1.1) 松木 心音(2) 4.37(-0.2) 宮澤 瞳(2) 4.30(+0.5) 浅原 あん奈(2) 4.28(+0.2)

走幅跳 茅野北部 緑ヶ丘 南箕輪 赤穂 信明 清陵附属 豊科南 高瀬
 9/17 友竹 杏希(2) 8.83 伊藤 智夏(2) 8.36 浅村 思芭(2) 8.36 後藤 優(2) 8.24 湯澤 未依紗(2) 8.18 小椋 はるか(2) 7.83 丸山 結衣花(2) 7.12 伊藤 里桜(2) 6.96

砲丸投(2.721kg) 飯田高陵 南箕輪 山辺 木曽町 駒ヶ根東 春富 北安松川 塩尻広陵
 9/17 女子共通  -0.8 福澤 琉色(1) 27.42 鈴木 梨夏(1) 28.25 鈴木 莉央(2) 28.33 権田 なほ(1) 28.61 小倉 結芽(2) 28.68 宮澤 咲歩(2) 28.71 大槻 恵永ｹﾘｰ(2) 28.87 河野 恭子(1) 29.28

200m 南箕輪 下伊那松川 諏訪南 赤穂 茅野北部 堀金 箕輪 諏訪西
 9/17 川上 南海(2) 4:50.31 北原 風花(1) 4:50.69 羽生 凪(2) 4:52.77 小川 美紗(2) 5:00.27 杉本 由乃香(2) 5:13.89 日下部 小春(1) 5:15.65 北原 和奏(1) 5:15.91 後藤 朱里(1) 5:16.06

1500m 赤穂 箕輪 駒ヶ根東 赤穂 女鳥羽 堀金 長峰 鼎
 9/17  +1.4 阪 真琴(2) 14.80 山下 恋花(2) 16.12 中山 桃(2) 16.38 片山 和奏(2) 16.43 三宅 真生(2) 17.00 梶谷 きこ(1) 17.12 高坂 絢乃(1) 17.18 降籏 瑞菜(2) 18.73

100mH(0.762-
8.0m) 塩尻広陵 茅野北部 諏訪南 伊那 中川 宮田 宮田 松島

 9/17 篭田 心優(2) 2.60 飯ｹ濱 史乃(2) 2.20 松﨑 望乃(1) 2.00 向山 綾音(1) 1.80
棒高跳 春富 山辺 原 箕輪

 9/17 塩尻広陵       53.21 南箕輪       53.29 飯田高陵       53.30 仁科台       53.69 赤穂 茅野北部       53.96 春富       53.97 堀金       55.11
4×100m 奥原 由結(1) 武井 双葉(2) 椎谷 綾華(2) 長澤 莉緒(2) 長岩 里桜(1) 小倉 結芽(2) 那須 結月(1) 小平 百葉(1)

阪 真琴(2) 小林 日菜花(2) 塩澤 みのり(2) 浅野 雫(1) 権田 なほ(1) 山下 恋花(2) 池田 よつば(2) 宮澤 咲歩(2)
島田 さつき(2) 宮下 華凜(2) 林 かれん(1) 西澤 美聡(2) 鈴木 かなで(2) 林 れいな(2) 吉野 和歩(1) 内田 凛音(1)
百瀬 心音(1) 福澤 琉色(1) 加藤 妃心(2) 林 未瑚(2) 山本 結友(2) 柳平 紗希(2) 篭田 心優(2) 村上 陽世莉(1)



予選 9月17日 11:25
決勝 9月17日 14:20

長野県中学記録(CR)              11.80 寺平 祈愛                    木祖             2022/08/03  
大会記録(GR)                    12.62 北沢 栞                      三郷             2015        

[ 1組] 風速 -1.8 [ 2組] 風速 -0.8

 1 浅野 雫(1)     13.62 q  1 長岩 里桜(1)     13.60 q
ｱｻﾉ ｼｽﾞｸ 仁科台 ﾅｶﾞｲﾜ ﾘｵ 赤穂

 2 百瀬 心音(1)     14.21  2 奥原 由結(1)     14.14 
ﾓﾓｾ ｺｺﾈ 塩尻広陵 ｵｸﾊﾗ ﾕｲ 塩尻広陵

 3 北原 美空(1)     14.61  3 片桐 颯華(1)     14.19 
ｷﾀﾊﾗ ﾐｸ 永明 ｶﾀｷﾞﾘ ﾌｳｶ 緑ヶ丘

 4 内田 凛音(1)     14.63  4 鈴木 結衣奈(1)     14.91 
ｳﾁﾀﾞ ﾘﾝ 堀金 ｽｽﾞｷ ﾕｲﾅ 上諏訪

 5 倉沢 亜椰(1)     15.20  5 伊藤 純柊(1)     15.33 
ｸﾗｻﾜ ｱﾔ 鉢盛 ｲﾄｳ ﾕｽﾞﾕ 岡谷東部

 6 山田 聖奈(1)     15.76  6 大島 帆花(1)     15.39 
ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾅ 諏訪西 ｵｵｼﾏ ﾎﾉｶ 諏訪西

 7 松島 あい(1)     15.98  7 川上 愛依(1)     15.71 
ﾏﾂｼﾏ ｱｲ 中川 ｶﾜｶﾐ ﾒｲ 筑摩野

 8 宮下 紗緒(1)     17.23  8 小岩井 友結(1)     16.63 
ﾐﾔｼﾀ ｻｵ 豊丘 ｺｲﾜｲ ﾕｲ 女鳥羽

  松本 愛美(1)       9 奥谷 柚香(1)     16.96 
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ 信明 ｵｸﾀﾆ ﾕｽﾞｶ 木祖

[ 3組] 風速 -0.3 [ 4組] 風速 -0.2

 1 柳 美結(1)     13.35 q  1 岩間 優里(1)     14.25 
ﾔﾅｷﾞ ﾐﾕ 高森 ｲﾜﾏ ﾕｳﾘ 松島

 2 三澤 汐音(1)     14.35  2 小柳 珠々(1)     14.54 
ﾐｻﾜ ｼｵﾝ 箕輪 ｺﾔﾅｷﾞ ｽｽﾞ 高瀬

 3 細田 麻佑(1)     14.73  3 槌市 莉子(1)     14.89 
ﾎｿﾀﾞ ﾏﾕ 梓川 ﾂﾁｳﾁ ﾘｺ 大町第一

 4 出羽 彩遥(1)     14.92  4 井戸 友理(1)     15.03 
ﾃﾞﾜ ｱｽﾐ 丘 ｲﾄﾞ ﾕｳﾘ 箕輪

 5 大久保 美妃(1)     15.00  5 住吉 結衣(1)     15.29 
ｵｵｸﾎﾞ ﾐｷ 松島 ｽﾐﾖｼ ﾕｲ 穂高東

 6 大沼 美月(1)     15.38  6 鳥原 美玖(1)     15.47 
ｵｵﾇﾏ ﾐｽﾞｷ 駒ヶ根東 ﾄﾘﾊﾗ ﾐｸ 春富

 7 市川 姫璃(1)     15.63  7 服部 希星(1)     15.79 
ｲﾁｶﾜ ﾋﾏﾘ 信明 ﾊｯﾄﾘ ｷﾗﾗ 女鳥羽

 8 宮下 明里(1)     16.19  8 前沢 千奈都(1)     16.08 
ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾘ 岡谷南部 ﾏｴｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ 中川

 9 横前 友姫(1)     16.77   山室 星令那(1)      
ﾖｺﾏｴ ﾕｷ 豊丘 ﾔﾏﾑﾛ ｾﾚﾅ 伊那東部

[ 5組] 風速 +0.0 [ 6組] 風速 +1.0

 1 貫井 みりあ(1)     14.35  1 藤本 心美(1)     13.50 q
ﾇｸｲ ﾐﾘｱ 穂高西 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｺﾐ 竜東

 2 小坂 康子(1)     14.79  2 一本木 菜奈子(1)     13.97 q
ｺｻｶ ｺｳｺ 高瀬 ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾅﾅｺ 丘

 3 伊藤 愛莉(1)     14.96  3 太田 千歩(1)     14.19 
ｲﾄｳ ｱｲﾘ 長峰 ｵｵﾀ ﾁﾎ 高綱

 4 三石 陽夏梨(1)     15.17  4 竹村 心玖(1)     14.36 
ﾐﾂｲｼ ﾋｶﾘ 菅野 ﾀｹﾑﾗ ﾐｸ 駒ヶ根東

 5 小林 奈乎(1)     15.19  5 萩原 優美(1)     14.63 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｺ 鎌田 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕﾐ 小谷

 6 入山 苑子(1)     15.46  6 鈴木 愛理(1)     14.98 
ｲﾘﾔﾏ ｿﾉｺ 秀峰 ｽｽﾞｷ ｱｲﾘ 開成

 7 小日向 逢(1)     15.56  7 野口 咲良(1)     15.03 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱｲ 大町第一 ﾉｸﾞﾁ ｻｸﾗ 緑ヶ丘

 8 山澤 乃愛(1)     15.84  8 濱 理彩(1)     15.46 
ﾔﾏｻﾞﾜ ﾉｱ 下諏訪 ﾊﾏ ﾘｻ 諏訪南

 9 角入 美羽(1)     16.31  9 大森 美羽(1)     15.83 
ｶﾄﾞｲﾘ ﾐﾊﾈ 筑摩野 ｵｵﾓﾘ ﾐｳ 辰野

7  6997 9

6  6870 5  8603

2  7242 1  7951

 6850

4  7510 8  7124

9  7672 7  7773

8  7239 2  8275

3  7860 3  7197

1  6749 6  6467

9  8888 7  8130

5  6590 4  8644
No. 氏  名 所属名 記録／備考

DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

7  7093 3  6568

1  7003 2  7280

8  8277 1  8162

2  7619 8  8313

4  6466 9  8024

3  7379 4  6888

6  8021 5  6750

1  7006 1  6267

5  8397 6  7092
No. 氏  名 所属名 記録／備考

DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

4  7426 9  7643

9  8315 2  7241

8  7747 6  7744

2  8887 8  7282

3  6675 4  7725

7  7797 7  8600

5  6493 3  6491

女子1年

100m

予選 通過基準  9組  0着 + 8 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
6  6892 5  8242

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



[ 7組] 風速 +0.8 [ 8組] 風速 +0.0

 1 那須 結月(1)     14.11 q  1 小林 穂香(1)     13.93 q
ﾅｽ ﾕﾂﾞｷ 春富 ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ 辰野

 2 大吉原 萌花(1)     14.12  2 林 亜樹(1)     14.39 
ｵｵﾖｼﾊﾗ ﾓｶ 旭町 ﾊﾔｼ ｱｷ 高森

 3 田畑 胡桃(1)     14.15  3 木村 玲(1)     14.51 
ﾀﾊﾞﾀ ｸﾙﾐ 三郷 ｷﾑﾗ ﾚｲ 信大附属松本

 4 多山 宇芽(1)     14.48  4 土屋 結愛(1)     14.77 
ﾀﾔﾏ ｳﾒ 開成 ﾂﾁﾔ ﾕｱ 岡谷南部

 5 小林 望愛(1)     14.93  5 山下 夏乃(1)     14.96 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｱ 諏訪南 ﾔﾏｼﾀ ｶﾉ 梓川

 6 小澤 芽流(1)     15.09  6 瀬戸口 心(1)     15.06 
ｵｻﾞﾜ ﾒﾙ 赤穂 ｾﾄｸﾞﾁ ｼﾝ 仁科台

 7 奥原 愛梨(1)     15.25  7 坂上 舞桜(1)     15.63 
ｵｸﾊﾗ ｱｲﾘ 大野川 ｻｶﾞｶﾞﾐ ﾏｵ 高綱

 8 坂岩 深央(1)     16.34  8 髙木 陽愛(1)     15.83 
ｻｶｲﾜ ﾐｵ 木祖 ﾀｶｷﾞ ﾋﾅ 岡谷東部

[ 9組] 風速 -0.4

 1 曽根原 花(1)     13.93 q
ｿﾈﾊﾗ ﾊﾅ 北安松川

 2 寺島 清華(1)     14.11 q
ﾃﾗｼﾏ ｻﾔｶ 永明

 3 上野 日菜乃(1)     14.65 
ｳｴﾉ ﾋﾅﾉ 長峰

 4 小松 悠莉(1)     14.96 
ｺﾏﾂ ﾕｳﾘ 鎌田

 5 山﨑 ののは(1)     14.98 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾉﾉﾊ 大野川

 6 北爪 柚衣(1)     15.13 
ｷﾀﾂﾞﾒ ﾕｲ 下諏訪

 7 上條 凛希華(1)     15.36 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾐﾅ 旭町

  刀根 純鈴(1)      
ﾄﾈ ｽﾐﾚ 菅野

風速 -2.6

 1 柳 美結(1)     13.49 
ﾔﾅｷﾞ ﾐﾕ 高森

 2 長岩 里桜(1)     13.72 
ﾅｶﾞｲﾜ ﾘｵ 赤穂

 3 藤本 心美(1)     13.95 
ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｺﾐ 竜東

 4 浅野 雫(1)     13.98 
ｱｻﾉ ｼｽﾞｸ 仁科台

 5 小林 穂香(1)     14.19 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ 辰野

 6 曽根原 花(1)     14.23 
ｿﾈﾊﾗ ﾊﾅ 北安松川

 7 一本木 菜奈子(1)     14.43 
ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾅﾅｺ 丘

 8 寺島 清華(1)     14.46 
ﾃﾗｼﾏ ｻﾔｶ 永明

 9 那須 結月(1)     14.72 
ﾅｽ ﾕﾂﾞｷ 春富
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予選 9月17日 11:55
決勝 9月17日 14:25

長野県中学記録(CR)              11.80 寺平 祈愛                    木祖             2022/08/03  
大会記録(GR)                    12.47 菅沼 美風                    豊丘             2013        

[ 1組] 風速 -0.8 [ 2組] 風速 +0.0

 1 池田 よつば(2)     13.57 q  1 塩澤 みのり(2)     13.16 q
ｲｹﾀﾞ ﾖﾂﾊﾞ 春富 ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ 飯田高陵

 2 加藤 妃心(2)     14.01  2 黒田 稀和美(2)     13.92 q
ｶﾄｳ ﾋﾅ 飯田高陵 ｸﾛﾀﾞ ｷﾜﾐ 波田

 3 佐藤 伊吹(2)     14.24  3 川口 小優(2)     14.50 
ｻﾄｳ ｲﾌﾞｷ 丘 ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳ 北安松川

 4 氏田 さくら(2)     14.97  4 久保田 陽香(2)     14.73 
ｳｼﾞﾀ ｻｸﾗ 信大附属松本 ｸﾎﾞﾀﾊﾙｶ 飯田西

 5 和地 莉緒(2)     15.06  5 赤羽 浬(2)     14.74 
ﾜﾁ ﾘｵ 旭ヶ丘 ｱｶﾊﾈ ｶｲﾘ 高綱

 6 德武 煌(2)     15.29  6 百瀬 美桜(2)     14.75 
ﾄｸﾀｹ ｷﾗ 諏訪西 ﾓﾓｾ ﾐｵ 塩尻

 7 横内 雅(2)     15.47  7 大久保 澪(2)     14.88 
ﾖｺｳﾁ ﾐﾔﾋﾞ 岡谷西部 ｵｵｸﾎﾞ ﾐｵ 長峰

 8 唐澤 彩実(2)     15.54  8 赤塚 菜々子(2)     15.35 
ｶﾗｻﾜ ｱﾔﾐ 辰野 ｱｶﾂｶ ﾅﾅｺ 信明

  宇留賀 奈央(2)        藤田 亜未琉(2)      
ｳﾙｶﾞ ﾅｵ 穂高東 ﾌｼﾞﾀ ｱﾐﾙ 穂高東

[ 3組] 風速 +0.8 [ 4組] 風速 -0.4

 1 林 未瑚(2)     13.78 q  1 川舩 菜々椛(2)     13.30 q
ﾊﾔｼ ﾐｺ 仁科台 ｶﾜﾌﾈ ﾅﾅｶ 松島

 2 板花 菜生(2)     14.18  2 横内 美結(2)     13.96 
ｲﾀﾊﾅ ﾅﾅ 高瀬 ﾖｺｳﾁ ﾐﾕ 豊科北

 3 多田 優梛(2)     14.47  3 田中 陽菜(2)     14.16 
ﾀﾀﾞ ﾕｳﾅ 鎌田 ﾀﾅｶ ﾋﾅ 大桑

 4 吉江 向日葵(2)     14.47  4 両角 陽花(2)     14.63 
ﾖｼｴ ﾋﾏﾜﾘ 菅野 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 女鳥羽

 5 金子 涼羽(2)     14.73  5 宮下 華凜(2)     14.76 
ｶﾈｺ ｽｽﾞﾊ 諏訪西 ﾐﾔｼﾀ ｶﾘﾝ 南箕輪

 6 上田 茜(2)     14.81  6 小林 優月(2)     14.87 
ｳｴﾀﾞ ｱｶﾈ 岡谷西部 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞｷ 赤穂

 7 清水 悠圭(2)     14.84  7 山田 琥珀(2)     15.19 
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙｶ 中川 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾊｸ 岡谷東部

 8 伊東 昊咲(2)     15.48  8 奥谷 心音(2)     15.86 
ｲﾄｳ ｺｳｻ 長峰 ｵｸﾀﾆ ﾐｵ 茅野北部

 9 小澤 珠稀(2)     16.20  9 三石 琴音(2)     16.14 
ｵｻﾞﾜ ﾀﾏｷ 高綱 ﾐﾂｲｼ ｺﾄﾈ 豊丘

[ 5組] 風速 +0.8 [ 6組] 風速 +1.2

 1 光澤 琥珀(2)     12.81 q  1 中村 波南(2)     12.72 q
ﾐﾂｻﾞﾜ ｺﾊｸ 下伊那松川 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ 大町第一

 2 秋田 千尋(2)     14.16  2 加藤 倖希(2)     13.98 
ｱｷﾀ ﾁﾋﾛ 緑ヶ丘 ｶﾄｳ ﾕｷ 箕輪

 3 堀金 里菜(2)     14.31  3 西澤 美聡(2)     14.05 
ﾎﾘｶﾞﾈ ﾘﾅ 豊科北 ﾆｼｻﾞﾜ ﾐｻﾄ 仁科台

 4 林 れいな(2)     14.91  4 上平 七夕姫(2)     14.79 
ﾊﾔｼ ﾚｲﾅ 茅野北部 ｳｴﾀｲﾗ ﾅﾕｷ 木曽町

 5 澤田 乃愛(2)     14.93  5 太田 渚月(2)     15.24 
ｻﾜﾀﾞ ﾉｱ 豊丘 ｵｵﾀ ﾅﾂｷ 根羽学園

 6 青木 ののせ(2)     15.64  6 伊藤 百々花(2)     15.47 
ｱｵｷ ﾉﾉｾ 上諏訪 ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 女鳥羽

  根橋 紅羽(2)       7 金井 千紗(2)     15.82 
ﾈﾊﾞｼ ｸﾚﾊ 箕輪 ｶﾅｲ ﾁｻ 山辺

  牧田 華奈(2)       8 斉藤 愛結(2)     16.22 
ﾏｷﾀ ｶﾅ 竜東 ｻｲﾄｳ ﾐﾕ 鎌田

  酒井 花音(2)      
ｻｶｲ ｶﾉﾝ 伊那東部

DNS
2  8124

DNS

3  8544 3  8477

7  8018 9  8707

2  7723 7  7298

9  8643 1  6992
DNS

8  7825 8  6298

4  6655 6  6909

6  8930 4  8017

1  7186 2  8545

5  8365 5  6866
No. 氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

3  7741 7  8052

2  8311 9  7634

9  7577 4  8226

8  7851 8  7829

6  7230 1  8748

5  6994 3  6352

7  6741 6  6656

2  6567 1  6565

4  6910 5  7090
No. 氏  名 所属名 記録／備考

DNS DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

1  8623 7  7190

7  7581 2  7852

9  7743 8  6408

5  7970 9  7002

8  7453 6  8583

3  6463 3  6773

4  8445 5  7417

女子2年

100m

予選 通過基準  7組  0着 + 8 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
6  8176 4  8446

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



[ 7組] 風速 +0.9

 1 宮澤 希(2)     12.66 q
ﾐﾔｻﾞﾜﾉｿﾞﾐ 飯田西

 2 黒田 結愛(2)     14.40 
ｸﾛﾀﾞ ﾕｱ 木曽町

 3 鈴木 紅彩(2)     14.41 
ｽｽﾞｷ ｸﾚｱ 諏訪南

 4 丸山 千佳(2)     14.55 
ﾏﾙﾔﾏ ﾁｶ 旭町

 5 丸山 花音(2)     14.65 
ﾏﾙﾔﾏ ｶﾉﾝ 岡谷南部

 6 高橋 柚那(2)     15.00 
ﾀｶﾊｼ ﾕﾅ 塩尻

 7 遠田 七海(2)     15.43 
ｴﾝﾀﾞ ﾅﾅﾐ 赤穂

 8 樋口 侑(2)     16.59 
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳ 岡谷東部

  西澤 茉瑚(2)      
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｺ 伊那東部

風速 -0.5

 1 宮澤 希(2)     12.64 
ﾐﾔｻﾞﾜﾉｿﾞﾐ 飯田西

 2 中村 波南(2)     12.80 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ 大町第一

 3 光澤 琥珀(2)     13.01 
ﾐﾂｻﾞﾜ ｺﾊｸ 下伊那松川

 4 川舩 菜々椛(2)     13.28 
ｶﾜﾌﾈ ﾅﾅｶ 松島

 5 塩澤 みのり(2)     13.30 
ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ 飯田高陵

 6 池田 よつば(2)     13.60 
ｲｹﾀﾞ ﾖﾂﾊﾞ 春富

 7 林 未瑚(2)     13.89 
ﾊﾔｼ ﾐｺ 仁科台

 8 黒田 稀和美(2)     14.07 
ｸﾛﾀﾞ ｷﾜﾐ 波田
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予選 9月17日 10:30
決勝 9月17日 14:15

長野県中学記録(CR)              24.86 寺平 祈愛                    木祖             2022/06/18  
大会記録(GR)                    26.02 樋口 虹夏                    波田             2015        

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 -0.9

 1 鈴木 梨夏(1)     27.80 q  1 福澤 琉色(1)     27.82 q
ｽｽﾞｷ ﾘﾝｶ 下伊那松川 ﾌｸｻﾞﾜ ﾙｲ 南箕輪

 2 山本 結友(2)     29.43  2 鈴木 莉央(2)     28.30 q
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳ 赤穂 ｽｽﾞｷ ﾘｵ 諏訪南

 3 岸本 侑良(2)     29.61  3 河野 恭子(1)     28.83 q
ｷｼﾓﾄ ﾕﾗ 岡谷西部 ｺｳﾉ ｷｮｳｺ 諏訪西

 4 宮下 月音(1)     31.62  4 中澤 桜来(1)     29.37 
ﾐﾔｼﾀ ﾂｷﾈ 丘 ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾗ 大野川

 5 本田 董子(1)     34.58  5 吉野 和歩(1)     29.93 
ﾎﾝﾀﾞ ﾄｳｺ 下諏訪 ﾖｼﾉ ｲｽﾞﾐ 春富

 6 飯田 凜(1)     35.94  6 吉澤 奈乃葉(1)     31.26 
ｲｲﾀﾞ ﾘﾝ 開成 ﾖｼｻﾞﾜ ﾅﾉﾊ 緑ヶ丘

  伊藤 未侑(2)       7 金子 愛和(1)     32.58 
ｲﾄｳ ﾐｳ 山辺 ｶﾈｺ ｱｲﾅ 筑摩野

  江藤 羽奏(2)       8 片桐 花望(1)     33.94 
ｴﾄｳ ﾜｶﾅ 伊那東部 ｶﾀｷﾞﾘ ﾊﾅﾉ 駒ヶ根東

  三井 こころ(2)       9 土田 聖渚(1)     37.13 
ﾐﾂｲ ｺｺﾛ 上諏訪 ﾂﾁﾀﾞ ｾﾅ 下諏訪

[ 3組] 風速 +0.9 [ 4組] 風速 -0.1

 1 小倉 結芽(2)     28.67 q  1 酒井 結菜(2)     29.68 
ｵｸﾞﾗ ﾕﾒ 茅野北部 ｻｶｲ ﾕｲﾅ 波田

 2 権田 なほ(1)     28.74 q  2 村上 陽世莉(1)     29.88 
ｺﾞﾝﾀﾞ ﾅﾎ 赤穂 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾖﾘ 堀金

 3 松﨑 志桜(2)     30.25  3 井上 莉乃(2)     30.04 
ﾏﾂｻﾞｷ ｼｵ 辰野 ｲﾉｳｴ ﾘﾉ 鉢盛

 4 堰免 美桜(2)     31.30  4 椎谷 綾華(2)     30.52 
ｾｷﾞﾒﾝ ﾐｵ 高綱 ｼｲﾔ ｱﾔｶ 飯田高陵

 5 樋口 陽向(2)     31.31  5 松原 実祐(2)     33.13 
ﾋｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ 信大附属松本 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾋﾛ 木曽町

 6 木賀 結梨(2)     32.07  6 下宮 唯颯(1)     33.40 
ｷｶﾞ ﾕｲﾘ 岡谷東部 ｼﾓﾐﾔ ｲﾌ 駒ヶ根東

 7 石丸 心愛(2)     34.92  7 岡江 琴音(1)     34.53 
ｲｼﾏﾙ ｺｺﾅ 鉢盛 ｵｶｴ ｺﾄﾈ 箕輪

  佐々木 優菜(1)       8 小島 あかり(2)     34.77 
ｻｻｷ ﾕｳﾅ 丘 ｺｼﾞﾏ ｱｶﾘ 岡谷東部

[ 5組] 風速 +0.9

 1 宮澤 咲歩(2)     28.44 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ｻﾎ 堀金

 2 大槻 恵永ｹﾘｰ(2)     28.83 q
ｵｵﾂｷ ﾒｲ ｹﾘｰ 箕輪

 3 藤本 夢乃(2)     30.03 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾒﾉ 緑ヶ丘

 4 宮阪 みく(1)     30.45 
ﾐﾔｻｶ ﾐｸ 諏訪西

 5 黒田 さつき(1)     30.67 
ｸﾛﾀﾞ ｻﾂｷ 筑摩野

 6 阿久澤 来夢(1)     31.00 
ｱｸｻﾞﾜ ﾗｲﾑ 高森

 7 滝澤 瑛莉奈(2)     32.02 
ﾀｷｻﾞﾜ ｴﾘﾅ 高綱

 8 原 さゆり(1)     32.99 
ﾊﾗ ｻﾕﾘ 木曽町
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9  6465 6  7661

2  7191 3  8447

7  7971 5  7446

4  8239 4  6674

DNS
7  7724 8  7673

5  7822 7  7415
No. 氏  名 所属名 記録／備考

DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

8  7674 3  8164

1  7155 1  7243

2  7144 2  8605

3  8126 9  8276
DNS

9  6468 6  7337

6  7580 7  7746

4  8238 4  7761

女子共通

200m

予選 通過基準  5組  0着 + 8 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  8366 5  8041

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



風速 -0.8

 1 福澤 琉色(1)     27.42 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾙｲ 南箕輪

 2 鈴木 梨夏(1)     28.25 
ｽｽﾞｷ ﾘﾝｶ 下伊那松川

 3 鈴木 莉央(2)     28.33 
ｽｽﾞｷ ﾘｵ 諏訪南

 4 権田 なほ(1)     28.61 
ｺﾞﾝﾀﾞ ﾅﾎ 赤穂

 5 小倉 結芽(2)     28.68 
ｵｸﾞﾗ ﾕﾒ 茅野北部

 6 宮澤 咲歩(2)     28.71 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｻﾎ 堀金

 7 大槻 恵永ｹﾘｰ(2)     28.87 
ｵｵﾂｷ ﾒｲ ｹﾘｰ 箕輪

 8 河野 恭子(1)     29.28 
ｺｳﾉ ｷｮｳｺ 諏訪西

3  8019

2  7746

6  6672

7  8041

4  8366

5

9  8239

8  7822

 7761

女子共通

200m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月17日  9:50

長野県中学記録(CR)            2:13.56 和田 有菜                    川中島           2014/07/19  
大会記録(GR)                  2:20.16 上條 智子                    山辺             2004        

[ 1組] [ 2組]

 1 古林 なな花(1)   2:34.28  1 橋本 心乃(1)   2:44.29 
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾊ 高森 ﾊｼﾓﾄ ｺｺﾉ 南箕輪

 2 宮脇 悠莉(1)   2:35.79  2 杉本 結理(1)   2:51.06 
ﾐﾔﾜｷ ﾕｳﾘ 高森 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕﾘ 堀金

 3 米村 衣咲(1)   2:35.88  3 澤田 ひより(1)   2:51.72 
ﾖﾈﾑﾗ ｲｻｷ 駒ヶ根東 ｻﾜﾀﾞ ﾋﾖﾘ 旭町

 4 飯澤 花歩(1)   2:36.97  4 山田 虹遥(1)   2:52.75 
ｲｲｻﾞﾜ ｶﾎ 鼎 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾊﾙ 塩尻広陵

 5 水野 眞子(1)   2:40.18  5 平林 夏海(1)   2:55.43 
ﾐｽﾞﾉ ﾏｺ 鼎 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾅﾂﾐ 塩尻

 6 村松 陽佳(1)   2:40.83  6 平澤 謡(1)   2:55.49 
ﾑﾗﾏﾂ ﾊﾙｶ 丸ﾉ内 ﾋﾗｻﾜ ｳﾀ 宮田

 7 守矢 葵(1)   2:41.93  7 奥原 凛(1)   2:57.63 
ﾓﾘﾔ ｱｵｲ 永明 ｵｸﾊﾗ ﾘﾝ 仁科台

 8 名村 一乃(1)   2:42.14  8 御子柴 くらら(1)   2:59.35 
ﾅﾑﾗ ｲﾁﾉ 清陵附属 ﾐｺｼﾊﾞ ｸﾗﾗ 岡谷東部

 9 大原 いろ花(1)   2:44.67  9 吉川 和花(1)   3:00.06 
ｵｵﾊﾗ ｲﾛﾊ 駒ヶ根東 ﾖｼｶﾜ ﾜｶ 白馬

10 宮本 栞梛(1)   2:45.71 10 林 結愛(1)   3:00.86 
ﾐﾔﾓﾄ ｶﾝﾅ 三郷 ﾊﾔｼ ﾕｱ 伊那

11 玉木 優理(1)   2:47.34 11 上條 あかり(1)   3:01.06 
ﾀﾏｷ ﾕﾘ 箕輪 ｶﾐｼﾞｮｳ ｱｶﾘ 茅野東部

12 德武 歩(1)   3:02.99 12 小口 夢乃(1)   3:11.06 
ﾄｸﾀｹ ｱﾕﾑ 木曽町 ｵｸﾞﾁ ﾕﾒﾉ 塩尻広陵

13 小山 美結(1)   3:14.92 13 柴 茉里絵(1)   3:13.72 
ｺﾔﾏ ﾐﾕ 岡谷北部 ｼﾊﾞ ﾏﾘｴ 岡谷東部

スプリットタイム スプリットタイム
   200m     37.95  8400 古林 なな花(1)    200m     37.66  8043 橋本 心乃(1)
   400m   1:16.42   〃     〃    400m   1:19.12   〃     〃 
   600m   1:56.02   〃     〃    600m   2:01.55   〃     〃 

[ 3組]

 1 有馬 奈千花(1)   2:53.87 
ｱﾘﾏ ﾅﾁｶ 菅野

 2 宮澤 里衣(1)   2:56.82 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｲ 辰野

 3 松田 奏音(1)   2:57.39 
ﾏﾂﾀﾞ ｶﾉﾝ 辰野

 4 伊藤 琉楠(1)   2:59.12 
ｲﾄｳ ﾙﾅ 伊那東部

 5 山西 佑和(1)   3:01.71 
ﾔﾏﾆｼ ﾕｳﾅ 穂高東

 6 倉田 みのり(1)   3:02.05 
ｸﾗﾀ ﾐﾉﾘ 秀峰

 7 奥原 優奈(1)   3:02.66 
ｵｸﾊﾗ ﾕﾅ 木曽町

 8 大塚 知紗(1)   3:04.13 
ｵｵﾂｶ ﾁｻ 開成

 9 羽鳥 柚葵(1)   3:07.73 
ﾊﾄﾘ ﾕｽﾞｷ 女鳥羽

10 有賀 蓮音(1)   3:21.80 
ｱﾙｶﾞ ﾚﾉﾝ 伊那東部

  宮本 愛渚(1)      
ﾐﾔﾓﾄ ｱｲﾅ 菅野

  大槻 彩絵(1)      
ｵｵﾂｷ ｻｴ 箕輪

  飯島 結羽梨(1)      
ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾘ 春富

7  8161
DNS

11  8133

3  7200
DNS

6  8025
DNS

2  6284

5  7119

12  7281

1  8129

13  6572

4  7511

9  7237

8  7950

10  7954

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  7590 9  7636

12  6286 7  6489

11  8022 1  7871

10  6733 10  8083

5  8282 3  6829

2  8864 6  7638

3  7798 11  6890

1  7025 8  8198

9  8659 2  6394

7  8657 5  6490

13  8279 12  7069

4  8402 4  6673

所属名 記録／備考
8  8400 13  8043

ﾚｰﾝ No. 氏  名

女子1年

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 古林 なな花(1) 高森     2:34.28   1   1
   2 宮脇 悠莉(1) 高森     2:35.79   1   2
   3 米村 衣咲(1) 駒ヶ根東     2:35.88   1   3
   4 飯澤 花歩(1) 鼎     2:36.97   1   4
   5 水野 眞子(1) 鼎     2:40.18   1   5
   6 村松 陽佳(1) 丸ﾉ内     2:40.83   1   6
   7 守矢 葵(1) 永明     2:41.93   1   7
   8 名村 一乃(1) 清陵附属     2:42.14   1   8
   9 橋本 心乃(1) 南箕輪     2:44.29   2   1
  10 大原 いろ花(1) 駒ヶ根東     2:44.67   1   9
  11 宮本 栞梛(1) 三郷     2:45.71   1  10
  12 玉木 優理(1) 箕輪     2:47.34   1  11
  13 杉本 結理(1) 堀金     2:51.06   2   2
  14 澤田 ひより(1) 旭町     2:51.72   2   3
  15 山田 虹遥(1) 塩尻広陵     2:52.75   2   4
  16 有馬 奈千花(1) 菅野     2:53.87   3   1
  17 平林 夏海(1) 塩尻     2:55.43   2   5
  18 平澤 謡(1) 宮田     2:55.49   2   6
  19 宮澤 里衣(1) 辰野     2:56.82   3   2
  20 松田 奏音(1) 辰野     2:57.39   3   3
  21 奥原 凛(1) 仁科台     2:57.63   2   7
  22 伊藤 琉楠(1) 伊那東部     2:59.12   3   4
  23 御子柴 くらら(1) 岡谷東部     2:59.35   2   8
  24 吉川 和花(1) 白馬     3:00.06   2   9
  25 林 結愛(1) 伊那     3:00.86   2  10
  26 上條 あかり(1) 茅野東部     3:01.06   2  11
  27 山西 佑和(1) 穂高東     3:01.71   3   5
  28 倉田 みのり(1) 秀峰     3:02.05   3   6
  29 奥原 優奈(1) 木曽町     3:02.66   3   7
  30 德武 歩(1) 木曽町     3:02.99   1  12
  31 大塚 知紗(1) 開成     3:04.13   3   8
  32 羽鳥 柚葵(1) 女鳥羽     3:07.73   3   9
  33 小口 夢乃(1) 塩尻広陵     3:11.06   2  12
  34 柴 茉里絵(1) 岡谷東部     3:13.72   2  13
  35 小山 美結(1) 岡谷北部     3:14.92   1  13
  36 有賀 蓮音(1) 伊那東部     3:21.80   3  10
    宮本 愛渚(1) 菅野 DNS   3    
    大槻 彩絵(1) 箕輪 DNS   3    
    飯島 結羽梨(1) 春富 DNS   3    

 7590
 8133
 7200
 8025
 8161

 7871
 6572
 7511
 6284
 6286
 7119
 7281
 6489
 7636

 6394
 8198
 7950
 7954
 6890
 8129
 7638
 6829
 8083

 8864
 8043
 8282
 6733
 8022
 6673
 7069
 6490
 7237

組 順位
 8400
 8402
 8279
 8657
 8659
 7025
 7798

女子1年

800m
タイムレース

順位 No. 氏  名 所属名 記録 備考



決勝 9月17日 10:10

長野県中学記録(CR)            2:13.56 和田 有菜                    川中島           2014/07/19  
大会記録(GR)                  2:18.44 中村 朱里                    鉢盛             2014        

[ 1組] [ 2組]

 1 山﨑 那々(2)   2:26.88  1 髙島 ことの(2)   2:40.19 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾅ 下諏訪 ﾀｶｼﾏ ｺﾄﾉ 赤穂

 2 山田 怜来(2)   2:27.88  2 鮎澤 花奏(2)   2:45.19 
ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾗ 永明 ｱｲｻﾞﾜ ｶﾅﾃﾞ 原

 3 米澤 碧海(2)   2:28.32  3 杉本 梓音(2)   2:46.77 
ﾖﾈｻﾞﾜ ｱｵﾐ 南箕輪 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｵﾝ 飯田高陵

 4 宮澤 和(2)   2:28.89  4 新井 柚香(2)   2:47.08 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉﾄﾞｶ 赤穂 ｱﾗｲ ﾕｽﾞｶ 中川

 5 荻原 真柚(2)   2:30.36  5 平林 あずみ(2)   2:47.61 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾏﾕ 箕輪 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱｽﾞﾐ 諏訪南

 6 中西 美緒(2)   2:32.57  6 小松 千桜(2)   2:48.40 
ﾅｶﾆｼ ﾐｵ 清陵附属 ｺﾏﾂ ﾁﾊﾙ 梓川

 7 中村 愛里(2)   2:35.83  7 内山 芽依(2)   2:48.93 
ﾅｶﾑﾗ ｱｲﾘ 菅野 ｳﾁﾔﾏ ﾒｲ 梓川

 8 麻原 柚藍(2)   2:36.08  8 小林 充季(2)   2:49.25 
ｱｻﾊﾗ ﾕﾗ 鉢盛 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｷ 駒ヶ根東

 9 御子柴 直美(2)   2:38.62  9 宮澤 柚羽(2)   2:49.31 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾅｵﾐ 諏訪 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｽﾞﾊ 筑摩野

10 濱野 しおり(2)   2:54.42 10 平出 彩音(2)   2:59.57 
ﾊﾏﾉ ｼｵﾘ 宮田 ﾋﾗｲﾃﾞ ｱﾔﾈ 永明

  森田 華音(2)        安坂 成瑠美(2)      
ﾓﾘﾀ ｶｵﾝ 波田 ｱｻﾞｶ ﾅﾙﾐ 開成

スプリットタイム スプリットタイム
   200m     35.75  7685 山﨑 那々(2)    200m     38.85  7362 小松 千桜(2)
   400m   1:11.88   〃     〃    400m   1:19.92  8222 髙島 ことの(2)
   600m   1:49.02  8223 宮澤 和(2)    600m   1:59.93   〃     〃 

[ 3組]

 1 花野 綾乃(2)   2:51.91 
ｹﾉ ｱﾔﾉ 塩尻広陵

 2 萩原 愛咲(2)   2:58.99 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾘｻ 茅野北部

 3 伊藤 さや乃(2)   2:59.61 
ｲﾄｳ ｻﾔﾉ 筑摩野

 4 荒川 夏華(2)   2:59.78 
ｱﾗｶﾜ ﾅﾂｶ 原

 5 中山 由衣(2)   2:59.95 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｲ 伊那東部

 6 植松 伊織里(2)   3:00.89 
ｳｴﾏﾂ ｲｵﾘ 富士見

 7 松村 莉央(2)   3:01.28 
ﾏﾂﾑﾗ ﾘｵ 飯田高陵

 8 大江 可琳(2)   3:04.68 
ｵｵｴ ｶﾘﾝ 茅野北部

 9 矢沢 優衣(2)   3:09.69 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｲ 旭ヶ丘

10 山宮 ひなた(2)   3:09.94 
ﾔﾏﾐﾔ ﾋﾅﾀ 秀峰

11 北島 昊奈(2)   3:26.97 
ｷﾀｼﾞﾏ ｿﾗﾅ 山辺

スプリットタイム
   200m     38.30  7898 荒川 夏華(2)
   400m   1:22.52   〃     〃 

11  7523

10  8704

8  8457

7  7827

2  8624

5  7898

9  8127

1  7926

6  6478

3  7823

4  7266

DNS DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  7416 10  7115

10  8190 11  7790

2  7731 1  7269

1  7444 7  8284

8  7231 9  7361

11  8860 3  7362

5  8016 6  7762

3  8223 8  8328

4  8060 2  8455

9  7789 4  7890

所属名 記録／備考
7  7685 5  8222

ﾚｰﾝ No. 氏  名

女子2年

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 山﨑 那々(2) 下諏訪     2:26.88   1   1
   2 山田 怜来(2) 永明     2:27.88   1   2
   3 米澤 碧海(2) 南箕輪     2:28.32   1   3
   4 宮澤 和(2) 赤穂     2:28.89   1   4
   5 荻原 真柚(2) 箕輪     2:30.36   1   5
   6 中西 美緒(2) 清陵附属     2:32.57   1   6
   7 中村 愛里(2) 菅野     2:35.83   1   7
   8 麻原 柚藍(2) 鉢盛     2:36.08   1   8
   9 御子柴 直美(2) 諏訪     2:38.62   1   9
  10 髙島 ことの(2) 赤穂     2:40.19   2   1
  11 鮎澤 花奏(2) 原     2:45.19   2   2
  12 杉本 梓音(2) 飯田高陵     2:46.77   2   3
  13 新井 柚香(2) 中川     2:47.08   2   4
  14 平林 あずみ(2) 諏訪南     2:47.61   2   5
  15 小松 千桜(2) 梓川     2:48.40   2   6
  16 内山 芽依(2) 梓川     2:48.93   2   7
  17 小林 充季(2) 駒ヶ根東     2:49.25   2   8
  18 宮澤 柚羽(2) 筑摩野     2:49.31   2   9
  19 花野 綾乃(2) 塩尻広陵     2:51.91   3   1
  20 濱野 しおり(2) 宮田     2:54.42   1  10
  21 萩原 愛咲(2) 茅野北部     2:58.99   3   2
  22 平出 彩音(2) 永明     2:59.57   2  10
  23 伊藤 さや乃(2) 筑摩野     2:59.61   3   3
  24 荒川 夏華(2) 原     2:59.78   3   4
  25 中山 由衣(2) 伊那東部     2:59.95   3   5
  26 植松 伊織里(2) 富士見     3:00.89   3   6
  27 松村 莉央(2) 飯田高陵     3:01.28   3   7
  28 大江 可琳(2) 茅野北部     3:04.68   3   8
  29 矢沢 優衣(2) 旭ヶ丘     3:09.69   3   9
  30 山宮 ひなた(2) 秀峰     3:09.94   3  10
  31 北島 昊奈(2) 山辺     3:26.97   3  11
    森田 華音(2) 波田 DNS   1    
    安坂 成瑠美(2) 開成 DNS   2    

 7827
 8624
 7523
 8704
 7416
 7115

 8127
 7926
 8457

 8222
 7890
 8455
 8328
 7762
 7362
 7361

 6478
 8190
 7823
 7790
 7266
 7898

 7731

順位 No. 氏  名 所属名

 8284
 7269

 7685
 7789
 8060
 8223
 8016
 8860
 7231
 7444

記録 備考 組 順位

女子2年

800m
タイムレース



決勝 9月17日  9:35

長野県中学記録(CR)            4:28.36 和田 有菜                    川中島           2013/08/22  
大会記録(GR)                  4:38.63 小口 雪音                    下諏訪           2010        

[ 1組] [ 2組]

 1 川上 南海(2)   4:50.31  1 坂本 絢香(1)   6:02.04 
ｶﾜｶﾐ ﾅﾐ 赤穂 ｻｶﾓﾄ ｱﾔｶ 信大附属松本

 2 北原 風花(1)   4:50.69  2 伊藤 優里(2)   6:03.30 
ｷﾀﾊﾗ ﾌｳｶ 箕輪 ｲﾄｳ ﾕｳﾘ 中川

 3 羽生 凪(2)   4:52.77  3 持山 優梨亜(1)   6:07.94 
ﾊﾆｭｳ ﾅｷﾞ 駒ヶ根東 ﾓﾁﾔﾏ ﾕﾘｱ 山辺

 4 小川 美紗(2)   5:00.27  4 渡邉 未来(2)   6:13.85 
ｵｶﾞﾜ ﾐｻ 赤穂 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｸ 旭町

 5 杉本 由乃香(2)   5:13.89  5 赤羽 七緒(2)   6:17.57 
ｽｷﾞﾓﾄ ﾕﾉｶ 女鳥羽 ｱｶﾊﾈ ﾅｵ 筑摩野

 6 日下部 小春(1)   5:15.65  6 有賀 舞香(2)   6:18.11 
ｸｻｶﾍﾞ ｺﾊﾙ 堀金 ｱﾙｶﾞ ﾏｲｶ 塩尻広陵

 7 北原 和奏(1)   5:15.91  7 酒井 映里那(1)   6:20.37 
ｷﾀﾊﾗ ﾜｶﾅ 長峰 ｻｶｲ ｴﾘﾅ 岡谷北部

 8 後藤 朱里(1)   5:16.06  8 髙谷 楓(1)   6:21.04 
ｺﾞﾄｳ ｼｭﾘ 鼎 ﾀｶﾔ ｶｴﾃﾞ 下諏訪

 9 高橋 莉子(1)   5:25.24  9 小幡 歩季(1)   6:26.32 
ﾀｶﾊｼ ﾘｺ 菅野 ｵﾊﾞﾀ ｱﾕｷ 山辺

10 清水 珠七(1)   5:30.33 10 丸山 紗愛(2)   6:26.69 
ｼﾐｽﾞ ｼｭﾅ 原 ﾏﾙﾔﾏ ｻｱｲ 女鳥羽

11 小林 美悠(2)   5:31.25 11 鈴木 更沙(2)   6:31.52 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｳ 豊科北 ｽｽﾞｷ ｻﾗｻ 鉢盛

12 宮坂 明香里(2)   5:47.23 12 田中 みのり(2)   6:57.03 
ﾐﾔｻｶ ｱｶﾘ 岡谷東部 ﾀﾅｶ ﾐﾉﾘ 信大附属松本

13 上野 友衣奈(1)   5:52.26 13 深澤 愛華(2)   7:19.53 
ｳｴﾉ ﾕｲﾅ 筑摩野 ﾌｶｻﾜ ｱｲｶ 信明

14 花岡 優芽(1)   5:56.13   日下田 瑠璃(1)      
ﾊﾅｵｶ ﾕﾒ 穂高東 ﾋｹﾞﾀ ﾙﾘ 旭町

  澤谷 凜(2)      
ｻﾜﾔ ﾘﾝ 菅野 スプリットタイム

   400m   1:34.39  7447 鈴木 更沙(2)
スプリットタイム    800m   3:17.40  7153 持山 優梨亜(1)
   400m   1:16.45  8236 川上 南海(2)   1100m   4:31.87  8329 伊藤 優里(2)
   800m   2:36.58   〃     〃   1200m   4:54.16   〃     〃 
  1100m   3:37.58   〃     〃 
  1200m   3:56.58   〃     〃 

DNS
15  7228

DNS

2  6630 4  7447

8  7244 14  7001

1  7631 1  7450

7  6570 6  7070

14  7891 9  8746

3  7234 12  7154

11  8658 2  7671

5  7863 13  7592

13  6676 11  6476

12  7294 7  7263

4  8235 10  7066

9  8264 8  7153

6  8020 3  8329

所属名 記録／備考
10  8236 5  7477

ORD No. 氏  名

女子共通

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 川上 南海(2) 赤穂     4:50.31   1   1
   2 北原 風花(1) 箕輪     4:50.69   1   2
   3 羽生 凪(2) 駒ヶ根東     4:52.77   1   3
   4 小川 美紗(2) 赤穂     5:00.27   1   4
   5 杉本 由乃香(2) 女鳥羽     5:13.89   1   5
   6 日下部 小春(1) 堀金     5:15.65   1   6
   7 北原 和奏(1) 長峰     5:15.91   1   7
   8 後藤 朱里(1) 鼎     5:16.06   1   8
   9 高橋 莉子(1) 菅野     5:25.24   1   9
  10 清水 珠七(1) 原     5:30.33   1  10
  11 小林 美悠(2) 豊科北     5:31.25   1  11
  12 宮坂 明香里(2) 岡谷東部     5:47.23   1  12
  13 上野 友衣奈(1) 筑摩野     5:52.26   1  13
  14 花岡 優芽(1) 穂高東     5:56.13   1  14
  15 坂本 絢香(1) 信大附属松本     6:02.04   2   1
  16 伊藤 優里(2) 中川     6:03.30   2   2
  17 持山 優梨亜(1) 山辺     6:07.94   2   3
  18 渡邉 未来(2) 旭町     6:13.85   2   4
  19 赤羽 七緒(2) 筑摩野     6:17.57   2   5
  20 有賀 舞香(2) 塩尻広陵     6:18.11   2   6
  21 酒井 映里那(1) 岡谷北部     6:20.37   2   7
  22 髙谷 楓(1) 下諏訪     6:21.04   2   8
  23 小幡 歩季(1) 山辺     6:26.32   2   9
  24 丸山 紗愛(2) 女鳥羽     6:26.69   2  10
  25 鈴木 更沙(2) 鉢盛     6:31.52   2  11
  26 田中 みのり(2) 信大附属松本     6:57.03   2  12
  27 深澤 愛華(2) 信明     7:19.53   2  13
    澤谷 凜(2) 菅野 DNS   1    
    日下田 瑠璃(1) 旭町 DNS   2    

 7228
 7070

 7263
 6476
 7592
 7671
 7154
 8746
 7447
 7450
 7001

 7891
 6630
 7631
 7244
 6570
 7477
 8329
 7153
 7066

 7863
 8658
 7234

女子共通

1500m

 8236
 8020
 8264
 8235
 7294
 6676

記録 備考 組 順位

タイムレース

順位 No. 氏  名 所属名



予選 9月17日 11:00
決勝 9月17日 13:45

長野県中学記録(CR)              13.96 並木 彩華                    野沢             2022/08/20  
大会記録(GR)                    14.22 唐澤　さくら                 箕輪             2019        

[ 1組] 風速 -0.9 [ 2組] 風速 -1.4

 1 中山 桃(2)     16.90 q  1 山下 恋花(2)     16.90 q
ﾅｶﾔﾏ ﾓﾓ 諏訪南 ﾔﾏｼﾀ ｺﾊﾅ 茅野北部

 2 勝野 光咲(2)     18.73  2 高坂 絢乃(1)     17.63 q
ｶﾂﾉ ﾐｻｷ 長峰 ｺｳｻｶ ｱﾔﾉ 宮田

 3 宮下 菫(2)     19.06  3 降籏 瑞菜(2)     18.31 q
ﾐﾔｼﾀ ｽﾐﾚ 中川 ﾌﾘﾊﾀ ﾐﾅ 松島

 4 林 亜優香(2)     19.09  4 下島 有里菜(2)     19.48 
ﾊﾔｼ ｱﾕｶ 竜峡 ｼﾓｼﾞﾏ ﾕﾘﾅ 伊那東部

 5 橋本 美優(1)     20.28  5 石木田 藍(2)     19.91 
ﾊｼﾓﾄ ﾐﾕｳ 塩尻広陵 ｲｼｷﾀﾞ ｱｲ 小谷

 6 佐々木 楓花(1)     20.63  6 内山 実紅(2)     20.63 
ｻｻｷ ﾌｳｶ 緑ヶ丘 ｳﾁﾔﾏ ﾐｸ 仁科台

 7 小口 そら(1)     21.58  7 茅野 智奈(2)     21.39 
ｵｸﾞﾁ ｿﾗ 開成 ﾁﾉ ﾄﾓﾅ 清陵附属

 8 花岡 舞(2)     21.63   樋郡 結華(1)      
ﾊﾅｵｶ ﾏｲ 丸ﾉ内 ﾋｺﾞｵﾘ ﾕｲｶ 赤穂

[ 3組] 風速 +0.3 [ 4組] 風速 -0.5

 1 阪 真琴(2)     14.87 q  1 片山 和奏(2)     16.97 q
ｻｶ ﾏｺﾄ 塩尻広陵 ｶﾀﾔﾏ ﾜｶﾅ 伊那

 2 梶谷 きこ(1)     17.33 q  2 三宅 真生(2)     17.55 q
ｶｼﾞﾀﾆ ｷｺ 宮田 ﾐﾔｹ ﾏｵ 中川

 3 宮嶋 咲穂(1)     18.32  3 住 百合恵(2)     19.14 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｻﾎ 高森 ｽﾐ ﾕﾘｴ 鉢盛

 4 山本 和花(2)     19.65  4 小野田 結衣(1)     20.55 
ﾔﾏﾓﾄ ﾜｶ 長峰 ｵﾉﾀﾞ ﾕｲ 信明

 5 春日 咲華(1)     20.21  5 畑中 南智(1)     20.87 
ｶｽｶﾞ ｻｲｶ 菅野 ﾊﾀﾅｶ ﾅﾁ 丘

 6 大塚 琉良(1)     22.33  6 長岡 佑夏(2)     21.29 
ｵｵﾂｶ ﾙｲ 信明 ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｶ 高綱

  丸山 美咲(1)     22.37  7 小平 百葉(1)     31.80 
ﾏﾙﾔﾏ ﾐｻｷ 山辺 ｺﾀﾞｲﾗ ﾓﾓﾊ 堀金

  丸山 結海(1)        中田 りこ(1)      
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾐ 丸ﾉ内 ﾅｶﾀ ﾘｺ 松島

風速 +1.4

 1 阪 真琴(2)     14.80 
ｻｶ ﾏｺﾄ 塩尻広陵

 2 山下 恋花(2)     16.12 
ﾔﾏｼﾀ ｺﾊﾅ 茅野北部

 3 中山 桃(2)     16.38 
ﾅｶﾔﾏ ﾓﾓ 諏訪南

 4 片山 和奏(2)     16.43 
ｶﾀﾔﾏ ﾜｶﾅ 伊那

 5 三宅 真生(2)     17.00 
ﾐﾔｹ ﾏｵ 中川

 6 梶谷 きこ(1)     17.12 
ｶｼﾞﾀﾆ ｷｺ 宮田

 7 高坂 絢乃(1)     17.18 
ｺｳｻｶ ｱﾔﾉ 宮田

 8 降籏 瑞菜(2)     18.73 
ﾌﾘﾊﾀ ﾐﾅ 松島

3  8195

2  7091

9  8192

5  6487

4  7833

6

7  8076

8  8312

 7764

DQ(H4) DQ(H4)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  7152 8  6677

3

5  8401 3

 7026 5  7094

4  7235 9  6440

 7448

9  7857 6  7005

8  7004 7  7189

 8312

DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
2  6487 2  8076

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  8192 4

6  6494 7  6852

所属名 記録／備考

4  7125 5  7949

7  8602 4  6914

3  7042 9  8241

5  8634 3  8125

9  8310 2  7091

2  7853 6  8195

女子共通

100mH(0.762-8.0m)

予選 通過基準  4組  0着 + 8 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
8  7764 8  7833

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



決勝 9月17日  9:00

長野県中学記録(CR)              48.17                              豊科北           2014/7/06   
                                      （湯本 珠実・臼井 美紅・齊藤 静花・木村 凌）
大会記録(GR)                    49.05                              豊科北           2013        

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 塩尻広陵  6491 奥原 由結(1)     53.21  1   4 赤穂  8242 長岩 里桜(1)     53.96 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳ ｵｸﾊﾗ ﾕｲ ｱｶﾎ ﾅｶﾞｲﾜ ﾘｵ
 6487 阪 真琴(2)  8239 権田 なほ(1)

ｻｶ ﾏｺﾄ ｺﾞﾝﾀﾞ ﾅﾎ
 6480 島田 さつき(2)  8221 鈴木 かなで(2)

ｼﾏﾀﾞ ｻﾂｷ ｽｽﾞｷ ｶﾅﾃﾞ
 6493 百瀬 心音(1)  8238 山本 結友(2)

ﾓﾓｾ ｺｺﾈ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳ
 2   4 南箕輪  8049 武井 双葉(2)     53.29  2   7 開成  7124 鈴木 愛理(1)     55.77 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ﾀｹｲ ﾌﾀﾊﾞ ｶｲｾｲ ｽｽﾞｷ ｱｲﾘ
 8050 小林 日菜花(2)  7118 中村 みゆ(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅｶ ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ
 8052 宮下 華凜(2)  7115 安坂 成瑠美(2)

ﾐﾔｼﾀ ｶﾘﾝ ｱｻﾞｶ ﾅﾙﾐ
 8041 福澤 琉色(1)  7116 市川 凜子(2)

ﾌｸｻﾞﾜ ﾙｲ ｲﾁｶﾜ ﾘｺ
 3   8 飯田高陵  8447 椎谷 綾華(2)     53.30  3   3 鉢盛  7446 井上 莉乃(2)     56.34 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳ ｼｲﾔ ｱﾔｶ ﾊﾁﾓﾘ ｲﾉｳｴ ﾘﾉ
 8446 塩澤 みのり(2)  7448 住 百合恵(2)

ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ ｽﾐ ﾕﾘｴ
 8420 林 かれん(1)  7425 中村 有里(2)

ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾘ
 8445 加藤 妃心(2)  7444 麻原 柚藍(2)

ｶﾄｳ ﾋﾅ ｱｻﾊﾗ ﾕﾗ
 4   9 茅野北部  7822 小倉 結芽(2)     53.96  4   5 諏訪南  7771 三澤 乙都(1)     56.59 

ﾁﾉﾎｸﾌﾞ ｵｸﾞﾗ ﾕﾒ ｽﾜﾐﾅﾐ ﾐｻﾜ ｵﾄ
 7833 山下 恋花(2)  7770 海老原 千咲(1)

ﾔﾏｼﾀ ｺﾊﾅ ｴﾋﾞﾊﾗ ﾁｻｷ
 7825 林 れいな(2)  7772 小林 望愛(1)

ﾊﾔｼ ﾚｲﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｱ
 7824 柳平 紗希(2)  7763 鈴木 紅彩(2)

ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｻｷ ｽｽﾞｷ ｸﾚｱ
 5   6 春富  8163 那須 結月(1)     53.97  5   2 中川  8314 宮下 果苗(1)     56.77 

ﾊﾙﾄﾐ ﾅｽ ﾕﾂﾞｷ ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾔｼﾀ ｶﾅｴ
 8176 池田 よつば(2)  8312 三宅 真生(2)

ｲｹﾀﾞ ﾖﾂﾊﾞ ﾐﾔｹ ﾏｵ
 8164 吉野 和歩(1)  8311 清水 悠圭(2)

ﾖｼﾉ ｲｽﾞﾐ ｼﾐｽﾞ ﾊﾙｶ
 8179 篭田 心優(2)  8328 新井 柚香(2)

ｶｺﾞﾀ ｺｺﾛ ｱﾗｲ ﾕｽﾞｶ
 6   7 堀金  6677 小平 百葉(1)     55.11  6   9 長峰  7852 大久保 澪(2)     57.92 

ﾎﾘｶﾞﾈ ｺﾀﾞｲﾗ ﾓﾓﾊ ﾅｶﾞﾐﾈ ｵｵｸﾎﾞ ﾐｵ
 6672 宮澤 咲歩(2)  7861 上野 日菜乃(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｻﾎ ｳｴﾉ ﾋﾅﾉ
 6675 内田 凛音(1)  7853 勝野 光咲(2)

ｳﾁﾀﾞ ﾘﾝ ｶﾂﾉ ﾐｻｷ
 6674 村上 陽世莉(1)  7855 小平 明莉(2)

ﾑﾗｶﾐ ﾋﾖﾘ ｺﾀﾞｲﾗ ｱｶﾘ
 7   5 高森  8392 阿久澤 来夢(1)     55.13  7   6 岡谷東部  7631 宮坂 明香里(2)     59.29 

ﾀｶﾓﾘ ｱｸｻﾞﾜ ﾗｲﾑ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞ ﾐﾔｻｶ ｱｶﾘ
 8397 柳 美結(1)  7634 山田 琥珀(2)

ﾔﾅｷﾞ ﾐﾕ ﾔﾏﾀﾞ ｺﾊｸ
 8401 宮嶋 咲穂(1)  7662 小松 優月(2)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｻﾎ ｺﾏﾂ ﾕﾂﾞｷ
 8391 林 亜樹(1)  7663 篠原 優愛(2)

ﾊﾔｼ ｱｷ ｼﾉﾊﾗ ﾕｱ
    2 緑ヶ丘  8930 秋田 千尋(2)          8 永明      

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ ｱｷﾀ ﾁﾋﾛ DQ ｴｲﾒｲ DNS
 8931 櫻井 音寧(2) R1(3-4)

ｻｸﾗｲ ﾈﾈ
 8932 藤本 夢乃(2)

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾒﾉ
 8600 片桐 颯華(1)

ｶﾀｷﾞﾘ ﾌｳｶ

女子共通

4×100m

決勝



[ 3組] [ 4組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   9 箕輪  8024 井戸 友理(1)     55.16  1   5 丘  6466 出羽 彩遥(1)     56.53 

ﾐﾉﾜ ｲﾄﾞ ﾕｳﾘ ｵｶ ﾃﾞﾜ ｱｽﾐ
 8021 三澤 汐音(1)  6467 一本木 菜奈子(1)

ﾐｻﾜ ｼｵﾝ ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾅﾅｺ
 8017 加藤 倖希(2)  6468 宮下 月音(1)

ｶﾄｳ ﾕｷ ﾐﾔｼﾀ ﾂｷﾈ
 8019 大槻 恵永ｹﾘｰ(2)  6463 佐藤 伊吹(2)

ｵｵﾂｷ ﾒｲ ｹﾘｰ ｻﾄｳ ｲﾌﾞｷ
 2   2 松島  7092 岩間 優里(1)     55.20  2   9 木曽町  6296 黒田 結愛(2)     57.75 

ﾏﾂｼﾏ ｲﾜﾏ ﾕｳﾘ ｷｿﾏﾁ ｸﾛﾀﾞ ﾕｱ
 7091 降籏 瑞菜(2)  6286 德武 歩(1)

ﾌﾘﾊﾀ ﾐﾅ ﾄｸﾀｹ ｱﾕﾑ
 7093 大久保 美妃(1)  6298 上平 七夕姫(2)

ｵｵｸﾎﾞ ﾐｷ ｳｴﾀｲﾗ ﾅﾕｷ
 7090 川舩 菜々椛(2)  6281 後藤 優(2)

ｶﾜﾌﾈ ﾅﾅｶ ｺﾞﾄｳ ﾕｳ
 3   5 諏訪西  7745 山田 夏実(1)     56.26  3   7 伊那東部  8131 樋口 結泉(1)     58.00 

ｽﾜﾆｼ ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂﾐ ｲﾅﾄｳﾌﾞ ﾋｸﾞﾁ ﾕｲ
 7746 河野 恭子(1)  8129 伊藤 琉楠(1)

ｺｳﾉ ｷｮｳｺ ｲﾄｳ ﾙﾅ
 7748 宮阪 みく(1)  8132 小林 虹光(1)

ﾐﾔｻｶ ﾐｸ ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺ
 7747 山田 聖奈(1)  8125 下島 有里菜(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾅ ｼﾓｼﾞﾏ ﾕﾘﾅ
 4   4 豊科北  6630 小林 美悠(2)     56.27  4   8 信明  7002 赤塚 菜々子(2)     58.23 

ﾄﾖｼﾅｷﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｳ ｼﾝﾒｲ ｱｶﾂｶ ﾅﾅｺ
 6656 横内 美結(2)  7007 久保田 陽菜(2)

ﾖｺｳﾁ ﾐﾕ ｸﾎﾞﾀ ﾋﾅ
 6636 吉池 葵音(1)  7000 末長 璃子(2)

ﾖｼｲｹ ｱｵｲ ｽｴﾅｶﾞ ﾘｺ
 6655 堀金 里菜(2)  7019 飯沼 日和(2)

ﾎﾘｶﾞﾈ ﾘﾅ ｲｲﾇﾏ ﾋﾖﾘ
 5   3 高瀬  6749 小坂 康子(1)     56.48  5   4 宮田  8195 高坂 絢乃(1)     58.28 

ﾀｶｾ ｺｻｶ ｺｳｺ ﾐﾔﾀﾞ ｺｳｻｶ ｱﾔﾉ
 6742 浅原 あん奈(2)  8191 加藤 はつき(2)

ｱｻﾊﾗ ｱﾝﾅ ｶﾄｳ ﾊﾂｷ
 6750 小柳 珠々(1)  8198 平澤 謡(1)

ｺﾔﾅｷﾞ ｽｽﾞ ﾋﾗｻﾜ ｳﾀ
 6741 板花 菜生(2)  8192 梶谷 きこ(1)

ｲﾀﾊﾅ ﾅﾅ ｶｼﾞﾀﾆ ｷｺ
 6   6 伊那  8075 稲葉 笑麻里(2)     56.65  6   3 辰野  7972 宮澤 杏奈(2)     58.44 

ｲﾅ ｲﾅﾊﾞ ﾆﾏﾘ ﾀﾂﾉ ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾝﾅ
 8076 片山 和奏(2)  7971 松﨑 志桜(2)

ｶﾀﾔﾏ ﾜｶﾅ ﾏﾂｻﾞｷ ｼｵ
 8081 木嵜 彩名(1)  7950 宮澤 里衣(1)

ｷｻﾞｷ ｱﾔﾅ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｲ
 8080 笠原 穂乃香(1)  7970 唐澤 彩実(2)

ｶｻﾊﾗ ﾎﾉｶ ｶﾗｻﾜ ｱﾔﾐ
 7   7 駒ヶ根東  8277 大沼 美月(1)     58.77     6 丸ﾉ内  7042 花岡 舞(2)      

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼ ｵｵﾇﾏ ﾐｽﾞｷ ﾏﾙﾉｳﾁ ﾊﾅｵｶ ﾏｲ DQ
 8275 竹村 心玖(1)  7041 柿澤 由那(2) R1(2-3)

ﾀｹﾑﾗ ﾐｸ ｶｷｻﾞﾜ ﾕﾅ
 8280 水上 虹実(1)  7026 丸山 結海(1)

ﾐｽﾞｶﾐ ｺｳﾐ ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾐ
 8279 米村 衣咲(1)  7025 村松 陽佳(1)

ﾖﾈﾑﾗ ｲｻｷ ﾑﾗﾏﾂ ﾊﾙｶ
    8 波田          2 清陵附属      

ﾊﾀ DNS ｾｲﾘｮｳﾌｿﾞｸ DNS

女子共通

4×100m



[ 5組] [ 6組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 小谷  6852 石木田 藍(2)     57.71  1   4 仁科台  6913 長澤 莉緒(2)     53.69 

ｵﾀﾘ ｲｼｷﾀﾞ ｱｲ ﾆｼﾅﾀﾞｲ ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｵ
 6850 萩原 優美(1)  6892 浅野 雫(1)

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕﾐ ｱｻﾉ ｼｽﾞｸ
 6851 江蔵 珠菜(2)  6909 西澤 美聡(2)

ｴｿﾞｳ ﾀﾏﾅ ﾆｼｻﾞﾜ ﾐｻﾄ
 6856 村越 千早(2)  6910 林 未瑚(2)

ﾑﾗｺｼ ﾁﾊﾔ ﾊﾔｼ ﾐｺ
 2   9 旭町  7068 上條 凛希華(1)     57.83  2   3 女鳥羽  7298 伊藤 百々花(2)     57.36 

ｱｻﾋﾏﾁ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾐﾅ ﾒﾄﾊﾞ ｲﾄｳ ﾓﾓｶ
 7067 大吉原 萌花(1)  7294 杉本 由乃香(2)

ｵｵﾖｼﾊﾗ ﾓｶ ｽｷﾞﾓﾄ ﾕﾉｶ
 7071 渡邉 采香(1)  7299 加島 さわ(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｲｶ ｶｼﾏ ｻﾜ
 7064 丸山 千佳(2)  8748 両角 陽花(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾁｶ ﾓﾛｽﾞﾐ ﾊﾙｶ
 3   8 菅野  7239 三石 陽夏梨(1)     58.11  3   7 岡谷西部  7580 岸本 侑良(2)     57.97 

ｽｶﾞﾉ ﾐﾂｲｼ ﾋｶﾘ ｵｶﾔｾｲﾌﾞ ｷｼﾓﾄ ﾕﾗ
 7230 吉江 向日葵(2)  7577 上田 茜(2)

ﾖｼｴ ﾋﾏﾜﾘ ｳｴﾀﾞ ｱｶﾈ
 7238 大森 美優(1)  7578 岡田 ほのき(2)

ｵｵﾓﾘ ﾐﾕｳ ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｷ
 7231 中村 愛里(2)  7581 横内 雅(2)

ﾅｶﾑﾗ ｱｲﾘ ﾖｺｳﾁ ﾐﾔﾋﾞ
 4   5 高綱  7186 小澤 珠稀(2)     58.55  4   2 鎌田  6997 小林 奈乎(1)     58.25 

ﾀｶﾂﾅ ｵｻﾞﾜ ﾀﾏｷ ｶﾏﾀﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｺ
 7190 赤羽 浬(2)  6994 多田 優梛(2)

ｱｶﾊﾈ ｶｲﾘ ﾀﾀﾞ ﾕｳﾅ
 7192 滝澤 瑛莉奈(2)  6996 木之下 來望(1)

ﾀｷｻﾞﾜ ｴﾘﾅ ｷﾉｼﾀ ｸﾙﾐ
 7191 堰免 美桜(2)  6995 小松 悠莉(1)

ｾｷﾞﾒﾝ ﾐｵ ｺﾏﾂ ﾕｳﾘ
 5   6 梓川  7378 山下 夏乃(1)     59.54  5   5 筑摩野  7269 宮澤 柚羽(2)     58.70 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜ ﾔﾏｼﾀ ｶﾉ ﾁｸﾏﾉ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｽﾞﾊ
 7361 内山 芽依(2)  7240 植原 結月(1)

ｳﾁﾔﾏ ﾒｲ ｳｴﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ
 7362 小松 千桜(2)  7263 赤羽 七緒(2)

ｺﾏﾂ ﾁﾊﾙ ｱｶﾊﾈ ﾅｵ
 7379 細田 麻佑(1)  7244 上野 友衣奈(1)

ﾎｿﾀﾞ ﾏﾕ ｳｴﾉ ﾕｲﾅ
 6   4 豊科南  6662 小林 杏由美(1)     59.75  6   8 穂高東  6570 花岡 優芽(1)   1:01.04 

ﾄﾖｼﾅﾐﾅﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ ﾎﾀｶﾋｶﾞｼ ﾊﾅｵｶ ﾕﾒ
 6660 鳥羽 菜々子(2)  6573 小林 穂乃花(1)

ﾄﾊﾞ ﾅﾅｺ ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ
 6661 宮澤 瞳(2)  6572 山西 佑和(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾄﾐ ﾔﾏﾆｼ ﾕｳﾅ
 6669 吉永 聖愛瑠(2)  6568 住吉 結衣(1)

ﾖｼﾅｶﾞ ﾋﾒﾙ ｽﾐﾖｼ ﾕｲ
 7   3 山辺  8707 金井 千紗(2)   1:00.45  7   6 秀峰  7510 入山 苑子(1)   1:04.00 

ﾔﾏﾍﾞ ｶﾅｲ ﾁｻ ｼｭｳﾎｳ ｲﾘﾔﾏ ｿﾉｺ
 7150 浅村 思芭(2)  7511 倉田 みのり(1)

ｱｻﾑﾗ ｺﾄﾊ ｸﾗﾀ ﾐﾉﾘ
 7164 重田 真優(2)  7513 星野 甘眠(1)

ｼｹﾞﾀ ﾏﾕ ﾎｼﾉ ｱﾏﾈ
 7153 持山 優梨亜(1)  7512 花村 百杏奈(1)

ﾓﾁﾔﾏ ﾕﾘｱ ﾊﾅﾑﾗ ﾓｱﾅ
    2 大町第一      

ｵｵﾏﾁﾀﾞｲｲﾁ DNS

女子共通

4×100m



   1 塩尻広陵     53.21 奥原 由結(1) 阪 真琴(2) 島田 さつき(2)百瀬 心音(1)   1   1
   2 南箕輪     53.29 武井 双葉(2) 小林 日菜花(2)宮下 華凜(2) 福澤 琉色(1)   1   2
   3 飯田高陵     53.30 椎谷 綾華(2) 塩澤 みのり(2)林 かれん(1) 加藤 妃心(2)   1   3
   4 仁科台     53.69 長澤 莉緒(2) 浅野 雫(1) 西澤 美聡(2) 林 未瑚(2)   6   1
   5 赤穂     53.96 長岩 里桜(1) 権田 なほ(1) 鈴木 かなで(2)山本 結友(2)   2   1
   5 茅野北部     53.96 小倉 結芽(2) 山下 恋花(2) 林 れいな(2) 柳平 紗希(2)   1   4
   7 春富     53.97 那須 結月(1) 池田 よつば(2)吉野 和歩(1) 篭田 心優(2)   1   5
   8 堀金     55.11 小平 百葉(1) 宮澤 咲歩(2) 内田 凛音(1) 村上 陽世莉(1)  1   6
   9 高森     55.13 阿久澤 来夢(1)柳 美結(1) 宮嶋 咲穂(1) 林 亜樹(1)   1   7
  10 箕輪     55.16 井戸 友理(1) 三澤 汐音(1) 加藤 倖希(2) 大槻 恵永ｹﾘｰ(2  3   1
  11 松島     55.20 岩間 優里(1) 降籏 瑞菜(2) 大久保 美妃(1)川舩 菜々椛(2)  3   2
  12 開成     55.77 鈴木 愛理(1) 中村 みゆ(2) 安坂 成瑠美(2)市川 凜子(2)   2   2
  13 諏訪西     56.26 山田 夏実(1) 河野 恭子(1) 宮阪 みく(1) 山田 聖奈(1)   3   3
  14 豊科北     56.27 小林 美悠(2) 横内 美結(2) 吉池 葵音(1) 堀金 里菜(2)   3   4
  15 鉢盛     56.34 井上 莉乃(2) 住 百合恵(2) 中村 有里(2) 麻原 柚藍(2)   2   3
  16 高瀬     56.48 小坂 康子(1) 浅原 あん奈(2)小柳 珠々(1) 板花 菜生(2)   3   5
  17 丘     56.53 出羽 彩遥(1) 一本木 菜奈子(宮下 月音(1) 佐藤 伊吹(2)   4   1
  18 諏訪南     56.59 三澤 乙都(1) 海老原 千咲(1)小林 望愛(1) 鈴木 紅彩(2)   2   4
  19 伊那     56.65 稲葉 笑麻里(2)片山 和奏(2) 木嵜 彩名(1) 笠原 穂乃香(1)  3   6
  20 中川     56.77 宮下 果苗(1) 三宅 真生(2) 清水 悠圭(2) 新井 柚香(2)   2   5
  21 女鳥羽     57.36 伊藤 百々花(2)杉本 由乃香(2)加島 さわ(1) 両角 陽花(2)   6   2
  22 小谷     57.71 石木田 藍(2) 萩原 優美(1) 江蔵 珠菜(2) 村越 千早(2)   5   1
  23 木曽町     57.75 黒田 結愛(2) 德武 歩(1) 上平 七夕姫(2)後藤 優(2)   4   2
  24 旭町     57.83 上條 凛希華(1)大吉原 萌花(1)渡邉 采香(1) 丸山 千佳(2)   5   2
  25 長峰     57.92 大久保 澪(2) 上野 日菜乃(1)勝野 光咲(2) 小平 明莉(2)   2   6
  26 岡谷西部     57.97 岸本 侑良(2) 上田 茜(2) 岡田 ほのき(2)横内 雅(2)   6   3
  27 伊那東部     58.00 樋口 結泉(1) 伊藤 琉楠(1) 小林 虹光(1) 下島 有里菜(2)  4   3
  28 菅野     58.11 三石 陽夏梨(1)吉江 向日葵(2)大森 美優(1) 中村 愛里(2)   5   3
  29 信明     58.23 赤塚 菜々子(2)久保田 陽菜(2)末長 璃子(2) 飯沼 日和(2)   4   4
  30 鎌田     58.25 小林 奈乎(1) 多田 優梛(2) 木之下 來望(1)小松 悠莉(1)   6   4
  31 宮田     58.28 高坂 絢乃(1) 加藤 はつき(2)平澤 謡(1) 梶谷 きこ(1)   4   5
  32 辰野     58.44 宮澤 杏奈(2) 松﨑 志桜(2) 宮澤 里衣(1) 唐澤 彩実(2)   4   6
  33 高綱     58.55 小澤 珠稀(2) 赤羽 浬(2) 滝澤 瑛莉奈(2)堰免 美桜(2)   5   4
  34 筑摩野     58.70 宮澤 柚羽(2) 植原 結月(1) 赤羽 七緒(2) 上野 友衣奈(1)  6   5
  35 駒ヶ根東     58.77 大沼 美月(1) 竹村 心玖(1) 水上 虹実(1) 米村 衣咲(1)   3   7
  36 岡谷東部     59.29 宮坂 明香里(2)山田 琥珀(2) 小松 優月(2) 篠原 優愛(2)   2   7
  37 梓川     59.54 山下 夏乃(1) 内山 芽依(2) 小松 千桜(2) 細田 麻佑(1)   5   5
  38 豊科南     59.75 小林 杏由美(1)鳥羽 菜々子(2)宮澤 瞳(2) 吉永 聖愛瑠(2)  5   6
  39 山辺   1:00.45 金井 千紗(2) 浅村 思芭(2) 重田 真優(2) 持山 優梨亜(1)  5   7
  40 穂高東   1:01.04 花岡 優芽(1) 小林 穂乃花(1)山西 佑和(1) 住吉 結衣(1)   6   6
  41 秀峰   1:04.00 入山 苑子(1) 倉田 みのり(1)星野 甘眠(1) 花村 百杏奈(1)  6   7
    緑ヶ丘          DQ 秋田 千尋(2) 櫻井 音寧(2) 藤本 夢乃(2) 片桐 颯華(1)   1    
    丸ﾉ内          DQ 花岡 舞(2) 柿澤 由那(2) 丸山 結海(1) 村松 陽佳(1)   4    
    永明          DNS   2    
    波田          DNS   3    
    清陵附属          DNS   4    
    大町第一          DNS   5    

順位 所属名 記録 備考

女子共通

4×100m
タイムレース

順位ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組



決勝 9月17日 10:25

長野県中学記録(CR)               1.75 上原 久美恵                  上諏訪           1975/09/28  
大会記録(GR)                     1.50 有賀 楓子                    春富             2006        

1m47
吉水 麻紀(1) - o o o o o xo xo xxo xxx
ﾖｼﾐｽﾞ ﾏｷ 岡谷東部
原 杏花里(1) - - o o o o xxx
ﾊﾗ ｱｶﾘ 茅野東部
木之下 來望(1) o xo o o o xxx
ｷﾉｼﾀ ｸﾙﾐ 鎌田
藤田 歩華(1) o o xo xo xxx
ﾌｼﾞﾀ ｱﾕｶ 波田
臼井 璃奈(1) o o xo xo xxx
ｳｽｲ ﾘﾅ 塩尻広陵
小林 虹光(1) xo o o xo xxx
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺ 伊那東部
花村 百杏奈(1) - o o xxx
ﾊﾅﾑﾗ ﾓｱﾅ 秀峰
星野 甘眠(1) o o xxx
ﾎｼﾉ ｱﾏﾈ 秀峰
林 百恵(1) xo o xxx
ﾊﾔｼ ﾓｴ 伊那
福澤 音羽(1) xo o xxx
ﾌｸｻﾞﾜ ｵﾄﾊ 駒ヶ根東
木嵜 彩名(1) o xo xxx
ｷｻﾞｷ ｱﾔﾅ 伊那
上條 樹里(1) o xo xxx
ｶﾐｼﾞｮｳ ｼﾞｭﾘ 岡谷東部
井上 凛(1) o xo xxx
ｲﾉｳｴ ﾘﾝ 高森
横尾 菜月(1) o xxx
ﾖｺｵ ﾅﾂｷ 信明
佐々木 紅葉(1) xxx NM
ｻｻｷ ｸﾚﾊ 緑ヶ丘
宮脇 妃菜(1) xxx NM
ﾐﾔﾜｷ ﾋﾅ 駒ヶ根東
小松 もも(1) xxx NM
ｺﾏﾂ ﾓﾓ 塩尻広陵
林 未菜(1) DNS
ﾊﾔｼ ﾐﾅ 大町第一
新井 愛子(1) DNS
ｱﾗｲ ｱｺ 鉢盛

1  6875
     

15  7428
     

3  8278
     

4  6495
     

14 9  7008
 1.05

2  8601
     

11 10  7635
 1.10

11 11  8383
 1.10

9 6  8283
 1.10

11 8  8081
 1.10

8 16  7513
 1.10

9 5  8082
 1.10

4 18  8132
 1.20

7 12  7512
 1.15

4 7  7408
 1.20

4 13  6488
 1.20

2 19  7872
 1.30

3 17  6996
 1.25

記録 備考

1 14  7637
 1.41

1m30 1m35 1m38 1m41

女子1年

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m05 1m10 1m15 1m20 1m25 1m44



決勝 9月17日 10:25

長野県中学記録(CR)               1.75 上原 久美恵                  上諏訪           1975/09/28  
大会記録(GR)                     1.52 有賀 楓子                    春富             2007        
                                      倉科 愛美                    岡谷西部         2015        

1m50 1m51 1m52 1m53
市川 凜子(2) - o o o o o o o xxo o 大会ﾀｲ
ｲﾁｶﾜ ﾘｺ 開成 o o xo xxx
柿澤 由那(2) - - - o o o xo xxx
ｶｷｻﾞﾜ ﾕﾅ 丸ﾉ内
鈴木 文乃(2) o xo o xo o xxo xxx
ｽｽﾞｷ ﾌﾐﾉ 鎌田
鳥羽 菜々子(2) o o xxo xxo xo xxx
ﾄﾊﾞ ﾅﾅｺ 豊科南
稲葉 笑麻里(2) o o o o xxx
ｲﾅﾊﾞ ﾆﾏﾘ 伊那
島田 さつき(2) - o o xo xxx
ｼﾏﾀﾞ ｻﾂｷ 塩尻広陵
織井 瑞希(2) o o o xxx
ｵﾘｲ ﾐｽﾞｷ 春富
千葉 琉香(2) - o o xxx
ﾁﾊﾞ ﾙｶ 岡谷東部
宮澤 莉央(2) o xo xxo xxx
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｵ 伊那
篠原 史夏(2) o o xxx
ｼﾉﾊﾗ ﾌﾐｶ 塩尻広陵
伊藤 唯花(2) o o xxx
ｲﾄｳ ﾕｲｶ 岡谷西部
久保田 陽菜(2) o xo xxx
ｸﾎﾞﾀ ﾋﾅ 信明
武井 双葉(2) o xo xxx
ﾀｹｲ ﾌﾀﾊﾞ 南箕輪
岡田 ほのき(2) o xxo xxx
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｷ 岡谷西部
篠原 優愛(2) xo xxo xxx
ｼﾉﾊﾗ ﾕｱ 岡谷東部
富田 帆乃佳(2) xo xxx
ﾄﾐﾀ ﾎﾉｶ 南箕輪
原 柚葉(2) - - - xxx NM
ﾊﾗ ﾕｽﾞﾊ 山辺
長澤 莉緒(2) DNS
ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｵ 仁科台

3  6913
     

16 2  8051
 1.15

16  7157
     

14 13  7578
 1.20

15 4  7663
 1.20

12 1  7007
 1.20

12 5  8049
 1.20

10 7  6479
 1.20

10 10  7579
 1.20

7 14  7664
 1.25

9 6  8079
 1.25

6 17  6480
 1.30

7 9  8180
 1.25

4 15  6660
 1.35

5 12  8075
 1.30

2 18  7041
 1.43

3 8  6993
 1.40

記録 備考

1 11  7116
 1.52

1m40 1m43 1m46 1m48

女子2年

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m49



決勝 9月17日 10:50

長野県中学記録(CR)               3.45 岡田 莉歩                    軽井沢A&AC       2020/10/31  
大会記録(GR)                     2.80 鎌倉 杏                      原               2016        

2m70
篭田 心優(2) - - - xo o o o o xo xxo
ｶｺﾞﾀ ｺｺﾛ 春富 xxx
飯ｹ濱 史乃(2) - - - - xo xo xxx
ｲｲｶﾞﾊﾏ ｼﾉ 山辺
松﨑 望乃(1) xo o o o xxx
ﾏﾂｻﾞｷ ﾉﾉ 原
向山 綾音(1) xo xxo xxx
ﾑｶｲﾔﾏ ｱﾔﾈ 箕輪
村木 千日(1) xxx NM
ﾑﾗｷ ﾁﾊﾙ 原
星野 瑳那(1) xxx NM
ﾎｼﾉ ｻﾅ 宮田

2  8194
     

4 4  8028
 1.80

1  8687
     

2 5  8705
 2.20

3 3  8696
 2.00

記録 備考

1 6  8179
 2.60

2m20 2m30 2m40 2m50

女子共通

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m70 1m80 1m90 2m00 2m10 2m60



決勝 9月17日 10:45

長野県中学記録(CR)               5.74 森本 知隼                    塩尻             2014/08/31  
大会記録(GR)                     5.11 柳平 紗希                    茅野北部         2021        

 ３回の
 最高記録

海老原 千咲(1)   4.39  4.45  4.57   4.57   4.38  4.32  4.74   4.74 
ｴﾋﾞﾊﾗ ﾁｻｷ 諏訪南   -0.3  -1.4  -0.4   -0.4   -0.1  +1.5  +0.1   +0.1
林 かれん(1)   4.27  4.38   x    4.38   4.44  4.41  4.61   4.61 
ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ 飯田高陵   -1.0  -1.1         -1.1   -0.8  +1.3  +0.6   +0.6
岡田 陽菜(1)    x   4.32  4.22   4.32   4.19   x   4.49   4.49 
ｵｶﾀﾞ ﾋﾅ 岡谷東部         -0.3  +0.8   -0.3   -0.9        +1.3   +1.3
加島 さわ(1)   3.98  4.13  4.21   4.21   3.58  4.26  4.39   4.39 
ｶｼﾏ ｻﾜ 女鳥羽   -1.0  -0.2  +1.1   +1.1   -0.3  +1.2  +1.9   +1.9
樋口 結泉(1)   4.03  3.68  3.75   4.03    x   3.91  3.63   4.03 
ﾋｸﾞﾁ ﾕｲ 伊那東部   +0.4  -0.1  +1.7   +0.4         +0.4  +0.4   +0.4
山田 夏実(1)   3.72  3.89  3.99   3.99   3.61  3.90  4.02   4.02 
ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂﾐ 諏訪西   -0.5  -1.2  -0.1   -0.1   +0.2  -0.6  +0.9   +0.9
小林 杏由美(1)    x   3.71  3.99   3.99   3.95  3.81  4.00   4.00 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 豊科南         -0.2  -0.3   -0.3   +1.1  +0.5  +1.3   +1.3
駒井 柚希(1)   3.90  3.85  3.80   3.90   3.74   x   3.74   3.90 
ｺﾏｲ ﾕｽﾞｷ 開成   +1.4  +0.0  -0.7   +1.4   +0.8        +0.8   +1.4
藤澤 幸音(1)    x   3.51  3.89   3.89             3.89 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｷﾉ 天龍         -1.7  +1.0   +1.0                      +1.0
前里 海紗(1)   3.87  3.58  3.68   3.87             3.87 
ﾏｴｻﾞﾄ ﾐｻ 緑ヶ丘   -0.4  -0.4  +1.0   -0.4                      -0.4
青木 紅心(1)   3.87   x    x    3.87             3.87 
ｱｵｷ ｸﾙﾐ 木祖   -0.9               -0.9                      -0.9
清水 希愛(1)   3.86  3.51  3.74   3.86             3.86 
ｼﾐｽﾞ ﾉｱ 丘   +0.4  -0.3  +2.1   +0.4                      +0.4
笠原 穂乃香(1)   3.42  3.54  3.76   3.76             3.76 
ｶｻﾊﾗ ﾎﾉｶ 伊那   -1.1  -1.2  +1.7   +1.7                      +1.7
田中 優希羽(1)   3.70  3.59   x    3.70             3.70 
ﾀﾅｶ ﾕｷﾊ 木曽町   -0.1  -0.9         -0.1                      -0.1
宮下 華暖(1)   3.54  3.43  3.58   3.58             3.58 
ﾐﾔｼﾀ ｶﾉﾝ 南箕輪   -0.1  -1.0  +0.3   +0.3                      +0.3
塩澤 夢々花(1)   3.45  3.56  3.16   3.56             3.56 
ｼｵｻﾞﾜ ﾕﾕｶ 長峰   +1.1  +0.1  -0.3   +0.1                      +0.1
有賀 優月(1)   3.50  3.22  3.53   3.53             3.53 
ｱﾙｶﾞ ﾕﾂﾞｷ 茅野東部   -0.2  -0.3  +0.8   +0.8                      +0.8
植原 結月(1)   2.93   x   3.53   3.53             3.53 
ｳｴﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ 筑摩野   -1.0        +1.1   +1.1                      +1.1
宮下 心花(1)   3.35  3.34  3.49   3.49             3.49 
ﾐﾔｼﾀ ﾐﾊﾅ 高森   -0.2  -1.6  +1.3   +1.3                      +1.3
太田 紡希(1)    x    x   3.44   3.44             3.44 
ｵｵﾀ ﾂﾑｷﾞ 清陵附属               -0.2   -0.2                      -0.2
水上 虹実(1)   3.07  2.99  3.39   3.39             3.39 
ﾐｽﾞｶﾐ ｺｳﾐ 駒ヶ根東   +1.2  -0.9  +0.3   +0.3                      +0.3
濵 萌羽(1)   2.97  3.36  3.20   3.36             3.36 
ﾊﾏ ﾒｲ 鉢盛   +0.5  -1.9  -0.6   -1.9                      -1.9
草野 亜呼(1)    x   3.31  3.35   3.35             3.35 
ｸｻﾉ ｱｺ 塩尻         -0.4  +0.3   +0.3                      +0.3
保科 祥子(1)   3.18  3.33  3.23   3.33             3.33 
ﾎｼﾅ ｼｮｳｺ 宮田   +0.1  -1.0  +0.6   -1.0                      -1.0
前島 希光(1)   3.08  3.14  3.32   3.32             3.32 
ﾏｴｼﾏ ﾉｿﾞﾐ 永明   -0.1  -0.8  +1.1   +1.1                      +1.1
渡邉 采香(1)   3.27  3.29  2.90   3.29             3.29 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｲｶ 旭町   +0.4  -0.9  +1.4   -0.9                      -0.9
市川 志桜里(1)   3.23  2.97   x    3.23             3.23 
ｲﾁｶﾜ ｼｵﾘ 山辺   +0.8  -1.4         +0.8                      +0.8
小林 穂乃花(1)    x   3.03  3.09   3.09             3.09 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ 穂高東         -2.3  +0.8   +0.8                      +0.8
宮本 栞奈(1)    x    x   3.07   3.07             3.07 
ﾐﾔﾓﾄ ｶﾝﾅ 鎌田               +0.5   +0.5                      +0.5
髙木 菜緒(1)                            NM
ﾀｶｷﾞ ﾅｵ 岡谷北部                                                   
山崎 美緒(1)                            DNS
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｵ 梓川                                                   

1  7593

7  7377

29 2  6998

24 16  8193

25 15  7795

26

27 4  7151

28 9  6573

10  7071

21 8  8280

22 5  7429

23 6  6391

18 12  7240

19 11  8388

20 17  8863

17 3  7870

12 20  6469

13 13  8080

14

15 21  8042

16 18  7864

14  6285

9 22  8515

10 25  8604

11 23  6266

6 29  7745

7 28  6662

8 19  7120

5 26  8131

-4- -5- -6-

3 27  7640

4 24  7299

記録 備考

1 31  7770

2 30  8420

-3-

女子1年

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月17日 10:45

長野県中学記録(CR)               5.74 森本 知隼                    塩尻             2014/08/31  
大会記録(GR)                     5.43 森本 知隼                    塩尻             2013        

 ３回の
 最高記録

柳平 紗希(2)   5.17   x   5.25   5.25   5.09  5.23   x    5.25 
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｻｷ 茅野北部   -0.8        +1.2   +1.2   -0.4  +1.0         +1.2
櫻井 音寧(2)   4.99  5.02   x    5.02    x   4.91  4.91   5.02 
ｻｸﾗｲ ﾈﾈ 緑ヶ丘   -1.5  -0.7         -0.7         +0.0  -0.9   -0.7
小林 日菜花(2)   4.56  4.12   x    4.56   4.46  4.67  4.44   4.67 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅｶ 南箕輪   +0.6  -1.1         +0.6   +0.0  +0.5  -0.2   +0.5
鈴木 かなで(2)   4.23  3.99  4.28   4.28   4.27  4.40  4.45   4.45 
ｽｽﾞｷ ｶﾅﾃﾞ 赤穂   -0.1  -1.5  +1.7   +1.7   +0.7  -0.4  -1.4   -1.4
飯沼 日和(2)    x   4.44   x    4.44    x    x    x    4.44 
ｲｲﾇﾏ ﾋﾖﾘ 信明         +1.1         +1.1                      +1.1
松木 心音(2)   4.23  4.17  4.36   4.36   4.37  4.10  4.22   4.37 
ﾏﾂｷ ｺｺﾈ 清陵附属   -0.9  -1.4  +0.2   +0.2   -0.2  +0.1  -1.4   -0.2
宮澤 瞳(2)   3.84  4.17  3.97   4.17   4.30  4.27  4.20   4.30 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾄﾐ 豊科南   +0.1  +0.0  -0.3   +0.0   +0.5  -0.2  +0.4   +0.5
浅原 あん奈(2)   4.00   x   4.10   4.10   4.28  4.06  4.15   4.28 
ｱｻﾊﾗ ｱﾝﾅ 高瀬   +0.2        -0.9   -0.9   +0.2  -1.0  +1.0   +0.2
重田 真優(2)    x   3.91  4.10   4.10             4.10 
ｼｹﾞﾀ ﾏﾕ 山辺         +0.9  -0.2   -0.2                      -0.2
中村 有里(2)   3.92  4.05  4.05   4.05             4.05 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾘ 鉢盛   -0.5  +2.0  +0.3   +0.3                      +0.3
村越 千早(2)   3.62   x   4.03   4.03             4.03 
ﾑﾗｺｼ ﾁﾊﾔ 小谷   -1.0        +0.9   +0.9                      +0.9
今 梨々花(2)   3.76  3.83  3.92   3.92             3.92 
ｺﾝ ﾘﾘｶ 伊那   -0.4  -1.2  -0.3   -0.3                      -0.3
長岡 香歩(2)    x   3.88   x    3.88             3.88 
ﾅｶﾞｵｶ ｶﾎ 高綱         -0.6         -0.6                      -0.6
中澤 舞優(2)   3.66  3.74  3.66   3.74             3.74 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾋﾛ 仁科台   -0.6  -1.1  +1.2   -1.1                      -1.1
加藤 はつき(2)   3.71  3.53  3.37   3.71             3.71 
ｶﾄｳ ﾊﾂｷ 宮田   +1.4  +0.6  -1.0   +1.4                      +1.4
中村 みゆ(2)   3.69  3.53  3.66   3.69             3.69 
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ 開成   -0.1  -0.6  +0.2   -0.1                      -0.1
田村 莉湖(2)   3.67  3.68  3.56   3.68             3.68 
ﾀﾑﾗ ﾘｺ 筑摩野   +0.0  +1.2  -1.2   +1.2                      +1.2
寺田 星恋(2)   3.61  3.68  3.55   3.68             3.68 
ﾃﾗﾀﾞ ｾﾚﾝ 諏訪南   +0.5  -0.2  -2.0   -0.2                      -0.2
犬塚 結菜(2)   3.67  3.66  3.47   3.67             3.67 
ｲﾇﾂﾞｶ ﾕｳﾅ 春富   +0.3  +0.3  -0.4   +0.3                      +0.3
淺輪 樹里(2)   3.56   x    x    3.56             3.56 
ｱｻﾜ ｼﾞｭﾘ 丸ﾉ内   +0.6               +0.6                      +0.6
早出 紗希(2)    x   3.44  3.46   3.46             3.46 
ｿｳﾃﾞ ｻｷ 三郷         +0.1  -0.4   -0.4                      -0.4
小平 明莉(2)   3.35  2.93   x    3.35             3.35 
ｺﾀﾞｲﾗ ｱｶﾘ 長峰   +1.6  -1.2         +1.6                      +1.6
中野 蕾(2)    x   3.32   x    3.32             3.32 
ﾅｶﾉ ﾂﾎﾞﾐ 鎌田         -0.6         -0.6                      -0.6
山﨑 美優(2)   3.29   x   3.20   3.29             3.29 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾕ 穂高西   -1.5        -1.4   -1.5                      -1.5
宮澤 杏奈(2)   2.82   x    x    2.82             2.82 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾝﾅ 辰野   +0.2               +0.2                      +0.2
小松 優月(2)    x    x    x                   NM
ｺﾏﾂ ﾕﾂﾞｷ 岡谷東部                                                   
飯田 結有(2)                            DNS
ｲｲﾀﾞ ﾕｳ 諏訪西                                                   

17  7740

25 20  7972

25  7662

23 2  6991

24 1  6595

21 4  6730

22 8  7855

19 10  8178

20 6  7040

17 5  7268

18 3  7760

15 7  8191

16 12  7118

13 9  7195

14 13  6912

11 21  6856

12 11  8077

9 14  7164

10 15  7425

7 19  6661

8 16  6742

5 18  7019

6 22  8861

3 24  8050

4 23  8221

1 26  7824

2 27  8931

備考

女子2年

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-



決勝 9月17日 10:35

長野県中学記録(CR)              13.70 倉田 紗優加                  南箕輪           2019/8/24   
大会記録(GR)                    10.69 征矢 絵莉奈                  箕輪             2002        

 ３回の
 最高記録

村上 仁衣菜(1)
ﾑﾗｶﾐ ﾆｲﾅ 堀金
宮下 果苗(1)
ﾐﾔｼﾀ ｶﾅｴ 中川
村上 璃羽(1)
ﾑﾗｶﾐ ﾘｳ 鉢盛
唐澤 歌音(1)
ｶﾗｻﾜ ｶﾉﾝ 長峰
林 未緒(1)
ﾊﾔｼ ﾐｵ 長峰
髙橋 成海(1)
ﾀｶﾊｼ ﾅﾙﾐ 永明
古井 こなん(1)
ﾌﾙｲ ｺﾅﾝ 木祖
萩原 歩生(1)
ﾊｷﾞﾜﾗ ｱｵｲ 辰野
山本 明花(1)
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 茅野東部
北原 璃杏(1)
ｷﾀﾊﾗ ﾘｱ 塩尻広陵
宮下 佳穂(1)
ﾐﾔｼﾀ ｶﾎ 天龍
平出 朱乃(1)
ﾋﾗｲﾃﾞ ｼｭﾉ 辰野
古川 花恋(1)
ﾌﾙｶﾜ ｶﾚﾝ 女鳥羽
山田 柚葉(1)
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ 岡谷東部

   

     4.84 

13 3  8747
  4.74  4.69  4.55   4.74

     4.33 
14 1  7641

  4.33  4.00  4.08   4.33    

11 4  8517
  4.93  4.77

           4.74 

12 2  7982
  4.84  4.31  4.68

  3.88   4.93            4.93 

   4.84       

9 6  7873
  5.84  5.74

10 5  6492
  5.20  5.61

  5.97   5.97            5.97 

   5.61         5.13      5.61 

7 10  6269
  6.21  6.23

8 12  7952
  5.86  6.20

  6.00   6.23   5.43  5.83  5.67  6.23 

   6.20   6.11  5.76  6.00   5.68  6.20 

5 8  7865
  6.37  6.60

6 7  7796
  6.24  5.91

  6.63   6.63   6.67  6.11  6.72  6.72 

   6.33   6.19  6.52  6.33   5.88  6.52 

  7.65 

3 9  7427
  5.84  6.82

4 11  7862
  6.03  6.49  6.70   6.73  7.02 

  5.86   6.82   6.91  6.96  7.21  7.21 

   6.70   7.02  6.87

   7.36   7.65   x

-4- -5- -6-

  7.77  7.36

2 13  8314
  7.33  7.28  7.36    x

備考

1 14  6678
  5.72  7.02  7.75   7.75   7.21

-2- -3-

  7.77 

女子1年

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 記録



決勝 9月17日 10:35

長野県中学記録(CR)              13.70 倉田 紗優加                  南箕輪           2019/8/24   
大会記録(GR)                    12.28 倉田 紗優加                  南箕輪           2018        

 ３回の
 最高記録

友竹 杏希(2)
ﾄﾓﾀｹ ｱﾉ 飯田高陵
伊藤 智夏(2)
ｲﾄｳ ﾄﾓｶ 南箕輪
浅村 思芭(2)
ｱｻﾑﾗ ｺﾄﾊ 山辺
後藤 優(2)
ｺﾞﾄｳ ﾕｳ 木曽町
湯澤 未依紗(2)
ﾕｻﾞﾜ ﾐｲｻ 駒ヶ根東
小椋 はるか(2)
ｵｸﾞﾗ ﾊﾙｶ 春富
丸山 結衣花(2)
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲｶ 北安松川
伊藤 里桜(2)
ｲﾄｳ ﾘｵ 塩尻広陵
三枝 悠歌(2)
ｻｲｸﾞｻ ﾕｳｶ 女鳥羽
小倉 心美(2)
ｵｸﾞﾗ ｺﾊﾙ 仁科台
酒井 沙恵(2)
ｻｶｲ ｻｴ 春富
齋藤 樹里(2)
ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾘ 小谷

   

     6.06 

11 1  8181
  5.82  5.57  5.33   5.82

     5.43 
12 4  6842

  5.43  5.37  5.33   5.43    

9 12  8749
  6.69  6.52

           5.82 

10 2  6911
  4.98  5.26  6.06

  6.67   6.69            6.69 

   6.06       

7 5  6776
  6.91  6.97

8 3  6477
  6.14  5.46

  6.01   6.97   7.12  6.98  7.01  7.12 

   6.96   6.93   x  6.96   6.68  6.96 

5 9  8265
  7.44  7.67

6 7  8177
  7.06  7.83

  7.95   7.95   7.46  7.56  8.18  8.18 

   7.83    x   7.03  7.04   7.63  7.83 

  8.36 

3 8  7150
  8.12  7.96

4 6  6281
  7.23  8.21  8.01   8.04  8.24 

  7.85   8.12   8.04  8.36  8.07  8.36 

   8.21   7.84  8.24

   8.36   8.36  8.23

-4- -5- -6-

  8.38  8.83

2 10  8048
  7.82  8.29  8.36   8.20

備考

1 11  8456
  8.15  8.65  8.28   8.65   7.68

-2- -3-

  8.83 

女子2年

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 記録
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