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投擲審判長

混成競技審判長

富松健夫
浦野義忠
上原羊二
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競技会名 第3回長野県選抜陸上・長野市大会 [14200308]
期日・時刻 2014/05/31～2014/6/1

競技場名 長野市営陸上競技場

日付 種目

混成競技審判長 小林　至

竹内秀樹

6位

主催団体名 日本陸上競技連盟 （共）長野市/長野市教育委員会/信濃毎日新聞 陸協名 長野陸上競技協会 記録主任

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位付 種目

黒野　憲亮  w11.21 (+4.4) 小柳　堅一  w11.67 (+4.4)

信州大 信州大

浦野　泰希  22.21 (+1.2)

松本大

選抜一般男子 5月31日 100m

6月1日 200m
松本大

松橋　大夢  w10.75 (+3.0) 浅川　優人  w10.88 (+3.0) 宮林　紘汰  w10.91 (+3.0) 住吉　隼斗  w11.02 (+3.0) 松崎　文弥  w11.09 (+3.0) 中條　巧人  w11.13 (+3.0) 丸山　佳太  w11.17 (+2.4) 峯村　祐貴  w11.35 (+2.1)

長野日大高 長野高 篠ノ井高 松川高 佐久長聖高 長野吉田高 佐久長聖高 長野日大高

松下　優太  w21.77 (+3.1) 荻原　京介  w21.99 (+3.1) 松井　一陽  w22.25 (+3.1) 中島　大智  22.51 (+1.8) 田中　悠  w22.65 (+3.1) 樽沢　紘人  22.84 (+1.8) 丸山　玲央  w22.86 (+3.1) 相米　健太  w22.98 (+3.1)

選抜高校男子 5月31日 100m

6月1日 200m
松川高 佐久長聖高 大町高 木曽青峰高 屋代高 木曽青峰高 松川高 佐久長聖高

小出　郁弥  22.43 (+0.8) 木下　博貴  23.29 (+0.8) 宮下　翼  23.45 (+0.9) 登内　健太  23.79 (+0.8) 近藤　雅哉  23.83 (+0.8) 下田　振全  24.01 (+0.8) 三浦　央司  24.02 (+0.9)

信濃中 NGR 緑ヶ丘中 三陽中 箕輪中 伊那松川中 篠ノ井西中 野沢中

坂根 遼太郎 23 45 (+0 8)

6月1日 200m

選抜中学男子 6月1日 200m
坂根　遼太郎 23.45 (+0.8)

野沢中

緑ヶ丘中  45.58 御代田中  45.62 伊那松川中  45.82 三陽中  45.87 篠ノ井西中  46.18 長野東部中  46.46 櫻ヶ岡中  46.87

三石　智也 毛見　彰吾 家苗　薫 宮下　翼 土屋　優輝 松山　周平 内山　力哉

小松　良樹 清水　隆哉 近藤　雅哉 羽入田　拓真 下田　振全 金児　和幸 玉城　莉吾

米澤　和真 荻原　慎二 小池　貫太 檜山　龍太朗 内堀　岳宏 小池　輝 曽根　健太

木下　博貴 中澤　晴起 近藤　惠哉 篠原　紀 伊東　嵩矢 飯野　圭太 小林　周平

裾花中  45.87
6月1日 4x100mR

松橋　健

宮澤　陽斗

宮原　翔太

髙栁　樹

小林　亮太  2141 井原　彪  2038 玉城　莉吾  2005 松崎　勇起  1940 土屋　息吹  1900 飛澤　航太  1860

柳町中 飯田高陵中 櫻ヶ岡中 伊那東部中 信濃中 高森中

5月31日 110mH

5月31日 砲丸投

5/31～6/1 四種競技

 16.75 (0.0)  19.07 (0.0)  16.11 (0.0)  17.05 (0.0)  17.52 (0.0)  17.38 (0.0)

10.77 10.46 8.78 8.74 10.01 8.545月31日 砲丸投

6月1日 走高跳

6月1日 400m

野沢　佑太  w13.06 (+3.6) 佐野　希汐  w13.22 (+3.6) 蜂須　翔太  w13.77 (+3.6) 横山　弥晏  w14.34 (+3.6) 河野　統徳  w14.34 (+3.6) 並木　陸  w14.49 (+3.6) 竹内　陽斗  w14.69 (+3.1) 北川　広樹  w14.75 (+3.6)

篠ﾉ井西小 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 佐久ﾄﾞﾘ ﾑ 安茂里小 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 軽井沢A&AC 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 軽井沢A&AC

 10.77  10.46 8.78 8.74 10.01  8.54

 1.65  1.75  1.50  1.65  1.50  1.55

 58.82  57.19  58.01  1:00.17  58.83  58.90

選抜小学男子 5月31日 100m
篠ﾉ井西小 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 佐久ﾄ ﾘｰﾑ 安茂里小 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 軽井沢A&AC 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 軽井沢A&AC

茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ  58.03 昭和小  1:12.95

大塚　琉翔 山岸　拓生

河野　統徳 山﨑　大徳

竹 陽 高 大和

6月1日 4x100mR

竹内　陽斗 高山　大和

佐野　希汐 小林　隆史

木下　博貴  w10.74 (+4.5) 小出　郁弥  w10.78 (+4.5) 宮下　翼  w11.15 (+3.7) 下田　振全  w11.26 (+4.5) 髙栁　樹  w11.31 (+3.7) 清水　隆哉  w11.35 (+3.7) 鶴田　優斗  w11.36 (+4.5) 山田　航  w11.46 (+3.7)

緑ヶ丘中 信濃中 三陽中 篠ノ井西中 裾花中 御代田中 相森中 小諸東中
選抜中2・3年男子 5月31日 100m

上原　一輝  w12.29 (+3.7) 林　泰希  w12.49 (+3.7) 松岡　龍哉  w12.76 (+3.7) 中澤　新  w12.94 (+3.7) 宮林　祥汰  w13.05 (+3.7) 小林　尚矢  w13.19 (+3.7) 矢代　智章  w13.20 (+3.7) 小林　誉弥  w13.36 (+3.3)

中込中 辰野中 長野北部中 清陵付属中 更北中 長峰中中 富士見中 三陽中
選抜中1年男子 5月31日 100m
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競技会名 第3回長野県選抜陸上・長野市大会 [14200308]
期日・時刻 2014/05/31～2014/6/1

競技場名 長野市営陸上競技場

日付 種目

混成競技審判長 小林　至

竹内秀樹

6位

主催団体名 日本陸上競技連盟 （共）長野市/長野市教育委員会/信濃毎日新聞 陸協名 長野陸上競技協会 記録主任

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位付 種目

瀧澤　祐未  w12.65 (+2.4)

松本大

瀧澤　祐未  26.26 (+0.2) 長村　紋  26.64 (+0.2) 水澤　志保子  27.12 (+0.2) 関　真優  27.79 (+0.2)

松本大 松本大 松本大 松本大

選抜一般女子 5月31日 100m

6月1日 200m
松本大 松本大 松本大 松本大

髙橋　奈弓  w12.03 (+3.6) 降旗　菜津美  w12.15 (+3.6) 加藤　恭香  w12.38 (+3.6) 田村　有利奈  w12.54 (+3.6) 倉科　紗夏  12.57 (+2.0) 唐澤　美玲  w12.65 (+3.6) 髙島　美咲  w12.70 (+3.6) 畑　瑠衣菜  12.72 (+2.0)

上田東高 大町高 上田東高 上田東高 長野東高 NGR 長野日大高 市立長野高 穂高商業高 NGR

加納　茉弥  25.83 (+0.2) 関島　友里佳  26.71 (+0.2) 阿部　恵里香  26.78 (+0.2) 菊原　麻由奈  26.87 (+0.2) 武村　結香  26.95 (-1.4) 安田　若菜  27.07 (+1.3) 樺澤　春香  27.11 (+1.3) 相澤　ななみ  27.16 (-1.4)

選抜高校女子 5月31日 100m

6月1日 200m
長野西高 NGR 飯田風越高 佐久長聖高 佐久長聖高 篠ノ井高 木曽青峰高 文化学園長野高 市立長野高

菅沼　美風  25.92 (-0.4) 加藤　詩萌  26.13 (-0.4) 伊能　史織  27.22 (+0.2) 小林　結衣子  27.46 (-0.4) 小林　葉月  27.59 (+0.2) 土屋　かなめ  27.65 (+0.2) 齊藤　陽向  27.78 (-0.4) 松田　華歩  27.80 (-0.3)

豊丘中 NGR 裾花中 NGR 長野東部中 御代田中 御代田中 望月中 立科中 御代田中

信濃中 51 36 御代田中 51 59 長野東部中 51 66 赤穂中 52 01 裾花中 52 05 箕輪中 52 86 東北中 53 03 岡谷西部中 53 84

6月1日 200m

選抜中学女子 6月1日 200m

信濃中  51.36 御代田中  51.59 長野東部中 51.66 赤穂中 52.01 裾花中 52.05 箕輪中  52.86 東北中 53.03 岡谷西部中 53.84

鶴田　結衣 松田　華歩 土屋　友佳 戸枝　星 根橋　佑奈 山口　はづき 小林　音羽 小尾　友音

永原　朱夏 小林　葉月 伊能　史織 氣賀澤　柚希 竹節　愛莉 宮澤　希 太田　杏優 宮澤　杏実

吉村　萌湧 小林　結衣子 小松　紗菜 久保村　優衣 一由　恵利佳 久保田　梨奈 堀内　加菜 加納　葵

掘田 莉紗 新田 美月 小林 珠菜 北原 寧々 加藤 詩萌 宮澤 歩 中村 晴香 鈴木 蘭

6月1日 4x100mR

掘田　莉紗 新田　美月 小林　珠菜 北原　寧々 加藤　詩萌 宮澤　歩 中村　晴香 鈴木　蘭

太田　杏優  2400 土屋　みやび  2192 山崎　萌々子  2141 矢澤　瑠佳  2043 高橋　うらら  2041 中澤　毬乃  1730 平塚　栞  1644 塩澤　花怜  1494

東北中 軽井沢中 中野平中 軽井沢中 軽井沢中 諏訪南中 信濃中 飯田高陵中

5月31日 100mH

5/31～6/1 四種競技

 17.71 (-0.8)  15.95 (-0.8)  15.93 (-0.8)  16.80 (-0.8)  15.98 (-0.8)  18.09 (-0.8)  18.38 (-0.8)  18.62 (-0.8)

6月1日 走高跳

6月1日 砲丸投

6月1日 200m

前田　望乃花  w14.36 (+2.4) 福野　莉紗  w14.48 (+2.4) 前田　唯  w14.52 (+2.4) 橋本　花甫  w14.53 (+2.4) 小林　舞香  w14.78 (+2.1) 平出　瑠奈  w14.81 (+2.1) 佐伯　明莉  w14.89 (+2.4)

 1.51  1.40  1.30  1.40  1.30  1.30  1.20  1.15

 11.60  7.45  6.95  7.11  5.89  6.48  8.13  7.16

w 28.22 (+2.9) w 28.45 (+2.9) w 27.42 (+2.9) w 28.79 (+2.9) w 27.75 (+2.9) w 29.19 (+2.9) w 30.11 (+2.9) w 30.37 (+2.9)

軽井沢A&AC 信州大附属長野 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

内藤　理木  w14.89 (+2.1)

湯谷小

茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 57 18 屋代小 1:00 12 長野市陸上教室 1:00 75 昭和小 1:08 59

選抜小学女子 5月31日 100m

茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ  57.18 屋代小  1:00.12 長野市陸上教室 1:00.75 昭和小 1:08.59

小林　舞香 若林　里歩 川原　素代果 坂下　絢美

橋本　花甫 堀内　和 田中　結子 松本　菜那子

前田　唯 手塚　柚那 小嶋　咲良 齋藤　海羽

佐伯 明莉 小林 汀愛羅 川原 穂乃果 藤沢 瑠琉

NGR NGR NGR
6月1日 4x100mR

佐伯　明莉 小林　汀愛羅 川原　穂乃果 藤沢　瑠琉

菅沼　美風  w12.25 (+2.9) 掘田　莉紗  w12.56 (+3.2) 加藤　詩萌  w12.59 (+2.9) 永原　朱夏  w12.67 (+3.2) 土屋　かなめ  w12.92 (+3.2) 北原　寧々  w12.98 (+2.9) 齊藤　陽向  w13.12 (+3.2) 風間　麗海  w13.15 (+2.9)

豊丘中 信濃中 裾花中 信濃中 望月中 赤穂中 立科中 川中島中

田村　純菜  w12.98 (+2.1) 中村　李桜花  14.01 (+1.9) 武田　麻衣子  w14.33 (+3.4) 兼松　わか菜  w14.60 (+2.1) 黒岩　愛生  w14.66 (+2.1) 内山　彩夏  w14.75 (+3.4)

選抜中2・3年女子 5月31日 100m

坂城中 櫻ヶ岡中 高社中 櫻ヶ岡中 墨坂中 櫻ヶ岡中

竹村　咲耶  w14.60 (+3.4)

篠ﾉ井西中

山﨑 あみ w14 60 (+3 4)

選抜中1年女子 5月31日 100m

山﨑　あみ w14.60 (+3.4)

長野北部中

w (wind assist) : 追風参考



決勝 5月31日 16:05

県記録(KR)            10.15
大会記録(GR)          11.10

風速 +4.4

 1 黒野 憲亮     11.21 
ｸﾛﾉ ｹｲｽｹ 信大

 2 小柳 堅一(1)     11.67 
ｺﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 信大
樋口 克治(1) 富山
ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 富山大
常盤 大智(1)
ﾄｷﾜ  ﾀﾞｲﾁ 松本大

決勝 5月31日 15:50

県記録(KR)            10.15
県高校記録(HR)        10.32
大会記録(GR)          10.91

[ 1組] 風速 +2.4 [ 2組] 風速 +2.1

 1 丸山 佳太(3)     11.17 1 峯村 祐貴(2)     11.35 
ﾏﾙﾔﾏ ｹｲﾀ 佐久長聖高 ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｷ 長野日大高

 2 柴本 遼河(1)     11.63 2 坂庭 諒(1)     11.36 
ｼﾊﾞﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 中野立志館高 ｻｶﾆﾜ ﾘｮｳ 中野立志館高

 3 飯田 雄平(3)     11.76 3 畑 圭一(2)     11.37 
ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 篠ノ井高 ﾊﾀ ｹｲｲﾁ 長野高

 4 関 太河(1)     12.03 4 山田 大輝(2)     11.39 
ｾｷ ﾀｲｶﾞ 中野立志館高 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 長野商高

 5 北村 昌弘(1)     12.29 5 萩 亜斗夢(2)     11.75 
ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 長野吉田高 ﾊｷﾞ ｱﾄﾑ 市立長野高

 6 隼田 晃希(2)     12.32 6 草野 晃平(3)     11.78 
ﾊﾔﾀ ｺｳｷ 市立長野高 ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ノ井高
上野 利槻(1) 7 水出 一也(1)     11.83 
ｳｴﾉ ﾘﾂｷ 中野立志館高 ﾐｽﾞｲﾃﾞ ｶｽﾞﾔ 市立長野高
上野 恵祐(1) 丸山 拓大(3)
ｳｴﾉ ｹｲｽｹ 中野立志館高 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｵ 飯山北・飯山高

一般男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    63

2    66

4    71
欠場

5    61
欠場

高校男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  2803 7  1272

5   911 6   908

4  1380 5  1123

1   915 9  1145

2  1054 2   862

9   861 3  1375

3   914 8   865
欠場

7   913 4   825
欠場 欠場ｳ ﾉ ｹｲｽｹ 中野立志館高 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｵ 飯山北 飯山高

徳武 秀(1)
ﾄｸﾀｹ ｼｭｳ 長野東高

[ 3組] 風速 +3.0

 1 松橋 大夢(2)     10.75 
ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 長野日大高

 2 浅川 優人(3)     10.88 
ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ 長野高

 3 宮林 紘汰(3)     10.91 
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 篠ノ井高

 4 住吉 隼斗(3)     11.02 
ｽﾐﾖｼ ﾊﾔﾄ 松川高

 5 松崎 文弥(1)     11.09 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 佐久長聖高

 6 中條 巧人(3)     11.13 
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾀｸﾄ 長野吉田高

 7 花里 翼(1)     11.39 
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 佐久長聖高
曽根原 豪士(2)
ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ 長野日大高

   1 松橋 大夢(2) 長野日大高     10.75 (+3.0)  3  1
   2 浅川 優人(3) 長野高     10.88 (+3.0)  3  2
   3 宮林 紘汰(3) 篠ノ井高     10.91 (+3.0)  3  3
   4 住吉 隼斗(3) 松川高     11.02 (+3.0)  3  4
   5 松崎 文弥(1) 佐久長聖高     11.09 (+3.0)  3  5
   6 中條 巧人(3) 長野吉田高     11.13 (+3.0)  3  6
   7 丸山 佳太(3) 佐久長聖高     11.17 (+2.4)  1  1
   8 峯村 祐貴(2) 長野日大高     11.35 (+2.1)  2  1
   9 坂庭 諒(1) 中野立志館高     11.36 (+2.1)  2  2
  10 畑 圭一(2) 長野高     11.37 (+2.1)  2  3
  11 山田 大輝(2) 長野商高     11.39 (+2.1)  2  4
  11 花里 翼(1) 佐久長聖高     11.39 (+3.0)  3  7
  13 柴本 遼河(1) 中野立志館高     11.63 (+2.4)  1  2
  14 萩 亜斗夢(2) 市立長野高     11.75 (+2.1)  2  5
  15 飯田 雄平(3) 篠ノ井高     11.76 (+2.4)  1  3
  16 草野 晃平(3) 篠ノ井高     11.78 (+2.1)  2  6
  17 水出 一也(1) 市立長野高     11.83 (+2.1)  2  7
  18 関 太河(1) 中野立志館高     12.03 (+2.4)  1  4
  19 北村 昌弘(1) 長野吉田高     12.29 (+2.4)  1  5
  20 隼田 晃希(2) 市立長野高     12.32 (+2.4)  1  6

欠場 欠場
8  1219

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1261

5  1118

6  1373

7   552

9  2807

8  1074

3  2801

2  1251
欠場

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
 1261
 1118
 1373

 1380

  552
 2807
 1074
 2803
 1272
  908

 1375
  865
  915
 1054
  861

 1123
 1145
 2801
  911
  862



決勝 6月1日 13:05

県記録(KR)            20.35
大会記録(GR)          21.51

風速 +1.2

 1 浦野 泰希(2)     22.21 
ｳﾗﾉ  ﾀｲｷ 松本大
石原 昌(4)
ｲｼﾊﾗ ﾏｻｼ 信大
常盤 大智(1)
ﾄｷﾜ  ﾀﾞｲﾁ 松本大
樋口 克治(1)
ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 富山大
櫻井 大幹(1)
ｻｸﾗｲ  ﾋﾛﾓﾄ 上越教大院

決勝 6月1日 12:50

県記録(KR)            20.35
県高校記録(HR)        20.93
大会記録(GR)          22.46

[ 1組] 風速 +2.2 [ 2組] 風速 +1.8

 1 丸山 智輝(2)     23.32 1 中島 大智(3)     22.51 
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ 長野東高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 木曽青峰高

 2 原山 開都(2)     23.46 2 樽沢 紘人(3)     22.84 
ﾊﾗﾔﾏ ｶｲﾄ 長野東高 ﾀﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ 木曽青峰高

 3 澤 拓斗(1)     23.93 3 市川 凛太朗(2)     22.99 
ｻﾜ ﾋﾛﾄ 須坂東高 ｲﾁｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 長野東高

 4 滝澤 知紘(3)     23.94 4 高橋 慶(1)     23.11 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 飯山北・飯山高 ﾀｶﾊｼ ｹｲ 長野高

 5 黒崎 秀樹(1)     24.00 5 中嶋 多聞(2)     23.17 
ｸﾛｻｷ ﾋﾃﾞｷ 須坂東高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾓﾝ 須坂東高

 6 樋口 達也(2)     24.22 6 吉田 開恩(1)     23.36 
ﾋｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 篠ノ井高 ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ 飯山北・飯山高

 7 青木 雅春(1)     24.52 7 藤井 大(2)     23.51 
ｱｵｷ ﾏｻﾊﾙ 須坂東高 ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲ 屋代高

9   977 3  1449

1  1384 2   832

3  3086 6   980

5   823 8  1111

7  3092 5  1218

6  1215 9  1963

4  1217 7  1964
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6    62
欠場

高校男子

200m

決勝

4    61
欠場

5    71
欠場

2    60

3    67
欠場

一般男子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

ｱｵｷ ﾏｻﾊﾙ 須坂東高 ﾌｼ ｲ ﾀ ｲ 屋代高
 8 山浦 聡士(1)     28.32 8 細萱 元太(2)     23.72 

ﾔﾏｳﾗ ｻﾄｼ 創造学園高 ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ 創造学園高
 9 細田 響(1)     28.49 9 関 知大(3)     24.44 

ﾎｿﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 創造学園高 ｾｷ ﾄﾓﾋﾛ 中野立志館高

[ 3組] 風速 +3.1

 1 松下 優太(2)     21.77 
ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀ 松川高

 2 荻原 京介(2)     21.99 
ｵｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｽｹ 佐久長聖高

 3 松井 一陽(3)     22.25 
ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 大町高

 4 田中 悠(2)     22.65 
ﾀﾅｶ ﾕｳ 屋代高

 5 丸山 玲央(3)     22.86 
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 松川高

 6 相米 健太(3)     22.98 
ｿｳﾏｲ ｹﾝﾀ 佐久長聖高

 7 近藤 裕哉(1)     22.98 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 松川高
宮坂 僚(3)
ﾐﾔｻｶ ﾘｮｳ 大町高

   1 松下 優太(2) 松川高     21.77 (+3.1)  3  1
   2 荻原 京介(2) 佐久長聖高     21.99 (+3.1)  3  2
   3 松井 一陽(3) 大町高     22.25 (+3.1)  3  3
   4 中島 大智(3) 木曽青峰高     22.51 (+1.8)  2  1
   5 田中 悠(2) 屋代高     22.65 (+3.1)  3  4
   6 樽沢 紘人(3) 木曽青峰高     22.84 (+1.8)  2  2
   7 丸山 玲央(3) 松川高     22.86 (+3.1)  3  5
   8 相米 健太(3) 佐久長聖高     22.98 (+3.1)  3  6
   8 近藤 裕哉(1) 松川高     22.98 (+3.1)  3  7
  10 市川 凛太朗(2) 長野東高     22.99 (+1.8)  2  3
  11 高橋 慶(1) 長野高     23.11 (+1.8)  2  4
  12 中嶋 多聞(2) 須坂東高     23.17 (+1.8)  2  5
  13 丸山 智輝(2) 長野東高     23.32 (+2.2)  1  1
  14 吉田 開恩(1) 飯山北・飯山高     23.36 (+1.8)  2  6
  15 原山 開都(2) 長野東高     23.46 (+2.2)  1  2
  16 藤井 大(2) 屋代高     23.51 (+1.8)  2  7
  17 細萱 元太(2) 創造学園高     23.72 (+1.8)  2  8
  18 澤 拓斗(1) 須坂東高     23.93 (+2.2)  1  3
  19 滝澤 知紘(3) 飯山北・飯山高     23.94 (+2.2)  1  4
  20 黒崎 秀樹(1) 須坂東高     24.00 (+2.2)  1  5
  21 樋口 達也(2) 篠ノ井高     24.22 (+2.2)  1  6
  22 関 知大(3) 中野立志館高     24.44 (+1.8)  2  9
  23 青木 雅春(1) 須坂東高     24.52 (+2.2)  1  7
  24 山浦 聡士(1) 創造学園高     28.32 (+2.2)  1  8

25 細田 響(1) 創造学園高 28.49 (+2.2) 1 9

  977
 2527
2528

 2515
 3092
  823
 3086
 1384
  889

 1111
  980
 1217
  832
 1215
 1449

 1451
 1963
  553
 2804
  545
 1218

組 順位
  536
 2811
 2051
 1964

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

4   545

9  2055
欠場

2   553

3  2804

5  2051

8  1451

6   536

7  2811

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  2528 1   889

8  2527 4  2515

  25 細田 響(1) 創造学園高     28.49 (+2.2)  1  9 2528



決勝 5月31日 14:20

日本中学記録(NR)        10.64
県中学記録(KR)          10.85

[ 1組] 風速 +3.6 [ 2組] 風速 +3.3

 1 内田 晴樹(1)    13.78 1 小林 誉弥(1)    13.36 
ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙｷ 柳町 ｺﾊﾞﾔｼﾀｶﾔ 三陽

 2 吉原 瑛人(1)    13.92 2 新井 翔壱(1)    13.53 
ﾖｼﾊﾗ  ｴｲﾄ 長野東部 ｱﾗｲ ｶｲﾁ 櫻ヶ岡

 3 中村 悠汰(1)    14.12 3 宮本 和真(1)    13.57 
ﾅｶﾑﾗﾕｳﾀ 篠ノ井西 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 墨坂

 4 丸山 静也(1)    14.15 4 鈴木 竜也(1)    13.78 
ﾏﾙﾔﾏ  ｼｽﾞﾔ 長野東部 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 裾花

 5 茂木 皓太(1)    14.24 5 村瀬 鉄馬(1)    13.99 
ﾓｷﾞ ｺｳﾀ 裾花 ﾑﾗｾ ﾃﾂﾏ 中野平

 6 西澤 直樹(1)    14.29 6 中島 啓貴(1)    14.09 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾅｵｷ 柳町 ﾅｶｼﾞﾏﾋﾛｷ 篠ノ井西

 7 細井 皓輔(1)    14.42 7 原山 尋斗(1)    14.12 
ﾎｿｲ ｺｳｽｹ 櫻ヶ岡 ﾊﾗﾔﾏﾋﾛﾄ 三陽

 8 鈴木 友麻(1)    14.52 出川 侑暉(1)
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ 裾花 ﾃﾞｶﾞﾜ ﾕｳｷ 高社

 9 鈴木 怜(1)    14.71 磯野 巧巳(1)
ｽｽﾞｷ ﾚｲ 若穂 ｲｿﾉ ﾀｸﾐ 長野北部

[ 3組] 風速 +3.7

 1 上原 一輝(1)    12.29 
ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞｷ 中込

 2 林 泰希(1)    12.49 
ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 辰野

 3 松岡 龍哉(1)    12.76 
ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳﾔ 長野北部

 4 中澤 新(1)    12.94 
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 清陵付属中

 5 宮林 祥汰(1)    13.05 
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 更北

6 小林 尚矢(1) 13 19

中学男子1年

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
8  4160

3  4157

2  4151

9  4158

 4154

1  4155

6  4161

4  4152

順 ﾚｰﾝ No.

5  4163

7

所属名 記録／備考
5  4143

7  4162

4  4159

2  4153

6  4156

9  4150

3  4144

1  4149
欠場

8  4148
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  4145

3  4140

9  4146

6  4166

4  4141

7 4165 6 小林 尚矢(1)    13.19 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ 長峰中

 7 矢代 智章(1)    13.20 
ﾔｼﾛ ﾄﾓｱｷ 富士見中

 8 田中 圭(1)    13.42 
ﾀﾅｶ ｹｲ 三陽

 9 小林 周平(1)    13.49 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 長野北部

   1 上原 一輝(1) 中込    12.29 (+3.7)  3  1
   2 林 泰希(1) 辰野    12.49 (+3.7)  3  2
   3 松岡 龍哉(1) 長野北部    12.76 (+3.7)  3  3
   4 中澤 新(1) 清陵付属中    12.94 (+3.7)  3  4
   5 宮林 祥汰(1) 更北    13.05 (+3.7)  3  5
   6 小林 尚矢(1) 長峰中    13.19 (+3.7)  3  6
   7 矢代 智章(1) 富士見中    13.20 (+3.7)  3  7
   8 小林 誉弥(1) 三陽    13.36 (+3.3)  2  1
   9 田中 圭(1) 三陽    13.42 (+3.7)  3  8
  10 小林 周平(1) 長野北部    13.49 (+3.7)  3  9
  11 新井 翔壱(1) 櫻ヶ岡    13.53 (+3.3)  2  2
  12 宮本 和真(1) 墨坂    13.57 (+3.3)  2  3
  13 内田 晴樹(1) 柳町    13.78 (+3.6)  1  1
  13 鈴木 竜也(1) 裾花    13.78 (+3.3)  2  4
  15 吉原 瑛人(1) 長野東部    13.92 (+3.6)  1  2
  16 村瀬 鉄馬(1) 中野平    13.99 (+3.3)  2  5
  17 中島 啓貴(1) 篠ノ井西    14.09 (+3.3)  2  6
  18 中村 悠汰(1) 篠ノ井西    14.12 (+3.6)  1  3
  18 原山 尋斗(1) 三陽    14.12 (+3.3)  2  7
  20 丸山 静也(1) 長野東部    14.15 (+3.6)  1  4
  21 茂木 皓太(1) 裾花    14.24 (+3.6)  1  5
  22 西澤 直樹(1) 柳町    14.29 (+3.6)  1  6
  23 細井 皓輔(1) 櫻ヶ岡    14.42 (+3.6)  1  7
  24 鈴木 友麻(1) 裾花    14.52 (+3.6)  1  8
  25 鈴木 怜(1) 若穂    14.71 (+3.6)  1  9

7  4165

5  4147

タイムレース

1  4164

8  4142

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
 4145
 4140
 4146
 4166
 4141
 4165
 4164
 4143
 4142
 4147
 4162
 4159
 4160
 4153
 4157
 4156
 4150
 4151
 4144
 4158
 4155

 4152

 4161
 4163
 4154



決勝 5月31日 14:00

日本中学記録(NR)        10.64
県中学記録(KR)          10.85

[ 1組] 風速 +3.7 [ 2組] 風速 +4.5

 1 宮下 翼(2)    11.15 1 木下 博貴(3)    10.74 
ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 三陽 ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ 緑ヶ丘

 2 髙栁 樹(3)    11.31 2 小出 郁弥(3)    10.78 
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾀﾂｷ 裾花 ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 信濃

 3 清水 隆哉(3)    11.35 3 下田 振全(3)    11.26 
ｼﾐｽﾞ  ﾘｭｳﾔ 御代田 ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ 篠ノ井西

 4 山田 航(3)    11.46 4 鶴田 優斗(3)    11.36 
ﾔﾏﾀﾞ ﾜﾀﾙ 小諸東 ﾂﾙﾀ ﾕｳﾄ 相森

 5 阿部 響貴(3)    11.49 5 芦澤 友和(3)    11.51 
ｱﾍﾞ ﾋﾋﾞｷ 浅間 ｱｼｻﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 川中島

 6 羽入田 拓真(3)    11.72 6 牛山 陽太(3)    11.56 
ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾀｸﾏ 三陽 ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ 辰野

 7 梅田 隼人(3)    11.87 7 米澤 和真(3)    11.66 
ｳﾒﾀﾞ ﾊﾔﾄ 浅間 ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 緑ヶ丘

 8 金児 和幸(3)    12.04 8 中澤 晴起(3)    11.80 
ｶﾈｺ ｶｽﾞﾕｷ 長野東部 ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ 御代田

   1 木下 博貴(3) 緑ヶ丘    10.74 (+4.5)  2  1
   2 小出 郁弥(3) 信濃    10.78 (+4.5)  2  2
   3 宮下 翼(2) 三陽    11.15 (+3.7)  1  1
   4 下田 振全(3) 篠ノ井西    11.26 (+4.5)  2  3
   5 髙栁 樹(3) 裾花    11.31 (+3.7)  1  2
   6 清水 隆哉(3) 御代田    11.35 (+3.7)  1  3
   7 鶴田 優斗(3) 相森    11.36 (+4.5)  2  4
   8 山田 航(3) 小諸東    11.46 (+3.7)  1  4
   9 阿部 響貴(3) 浅間    11.49 (+3.7)  1  5
  10 芦澤 友和(3) 川中島    11.51 (+4.5)  2  5

11 牛山 陽太(3) 野 11 56 ( 4 5) 2 6

中学男子2,3年

100m

No. 氏  名 所属名

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  4036 2  4130

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

8  4001 3  4059

6  4002 8  4039

7  4052 7  4074

4  4068 5  4067

5  4000 9  4139

2  4069 6  4134

3  4077 4  4022

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
 4130
 4059
 4036
 4039
 4001
 4002
 4074
 4052
 4068
 4067
4139  11 牛山 陽太(3) 辰野    11.56 (+4.5)  2  6

  12 米澤 和真(3) 緑ヶ丘    11.66 (+4.5)  2  7
  13 羽入田 拓真(3) 三陽    11.72 (+3.7)  1  6
  14 中澤 晴起(3) 御代田    11.80 (+4.5)  2  8
  15 梅田 隼人(3) 浅間    11.87 (+3.7)  1  7
  16 金児 和幸(3) 長野東部    12.04 (+3.7)  1  8

 4139
 4134
 4000
 4022
 4069
 4077



決勝 6月1日 10:25

日本中学記録  (NR )     21.18
県中学記録  (KR )       21.92
大会記録  (GR )  　     23.14

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 +0.9

 1 髙栁 樹(3)    24.22 1 宮下 翼(2)    23.45 
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾀﾂｷ 裾花 ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 三陽

 2 飯野 圭太(3)    24.63 2 三浦 央司(3)    24.02 
ｲｲﾉ ｹｲﾀ 長野東部 ﾐｳﾗ ﾋｻｼ 野沢

 3 宮澤 陽斗(2)    24.64 3 羽入田 拓真(3)    24.17 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 裾花 ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾀｸﾏ 三陽

 4 福澤 亮汰(2)    24.82 4 西村 武登(3)    24.18 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 駒ヶ根東 ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ 高森

 5 竹村 友雅(3)    24.85 5 中島 望(3)    24.19 
ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｶﾞ 附属長野 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ 戸倉上山田

 6 幸野 藍斗(3)    25.23 6 米澤 和真(3)    24.56 
ｺｳﾉ ｱｲﾄ 王滝 ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 緑ヶ丘

 7 小池 直樹(3)    25.38 鶴田 優斗(3)
ｺｲｹ ﾅｵｷ 駒ヶ根東 ﾂﾙﾀ ﾕｳﾄ 相森

 8 赤津 裕文(3)    25.58 船城 聡史(3)
ｱｶﾂ ﾋﾛﾌﾐ 若穂 ﾌﾅｷ ｻﾄｼ 岡谷東部

[ 3組] 風速 +0.8

 1 小出 郁弥(3)    22.43 
ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 信濃

 2 木下 博貴(3)    23.29 
ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ 緑ヶ丘

 3 坂根 遼太郎(3)    23.45 
ｻｶﾈ ﾘｮｳﾀﾛｳ 野沢

 4 登内 健太(3)    23.79 
ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ 箕輪

 5 近藤 雅哉(3)    23.83 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 伊那松川

 6 下田 振全(3)    24.01 
ﾀﾞ ﾞ 篠 井

中学男子

200m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  4061 8  4036

9  4075 2  4126

3  4065 6  4034

8  4017 9  4029

4  4106 7  4018

5  4009 4  4134

2  4016 3  4074
欠場

6  4044 5  4015
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  4059

大会新
8  4130

2  4120

4  4117

3  4005

5  4039
ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ 篠ノ井西

 7 芦澤 友和(3)    24.05 
ｱｼｻﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 川中島

   1 小出 郁弥(3) 信濃    22.43 (+0.8) 大会新  3  1
   2 木下 博貴(3) 緑ヶ丘    23.29 (+0.8)  3  2
   3 宮下 翼(2) 三陽    23.45 (+0.9)  2  1
   3 坂根 遼太郎(3) 野沢    23.45 (+0.8)  3  3
   5 登内 健太(3) 箕輪    23.79 (+0.8)  3  4
   6 近藤 雅哉(3) 伊那松川    23.83 (+0.8)  3  5
   7 下田 振全(3) 篠ノ井西    24.01 (+0.8)  3  6
   8 三浦 央司(3) 野沢    24.02 (+0.9)  2  2
   9 芦澤 友和(3) 川中島    24.05 (+0.8)  3  7
  10 羽入田 拓真(3) 三陽    24.17 (+0.9)  2  3
  11 西村 武登(3) 高森    24.18 (+0.9)  2  4
  12 中島 望(3) 戸倉上山田    24.19 (+0.9)  2  5
  13 髙栁 樹(3) 裾花    24.22 (-0.7)  1  1
  14 米澤 和真(3) 緑ヶ丘    24.56 (+0.9)  2  6
  15 飯野 圭太(3) 長野東部    24.63 (-0.7)  1  2
  16 宮澤 陽斗(2) 裾花    24.64 (-0.7)  1  3
  17 福澤 亮汰(2) 駒ヶ根東    24.82 (-0.7)  1  4
  18 竹村 友雅(3) 附属長野    24.85 (-0.7)  1  5
  19 幸野 藍斗(3) 王滝    25.23 (-0.7)  1  6
  20 小池 直樹(3) 駒ヶ根東    25.38 (-0.7)  1  7
  21 赤津 裕文(3) 若穂    25.58 (-0.7)  1  8

6  4067

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
 4059
 4130
 4036
 4120
 4117
 4005
 4039
 4126
 4067
 4034
 4029
 4018
 4061
 4134
 4075
 4065
 4017
 4106
 4009
 4016
 4044



決勝 6月1日 17:20

日本中学記録(NR)      42.77
県中学記録(KR)        43.99

[ 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 御代田  4020 毛見 彰吾(3)    45.62 1  2 裾花 4063 松橋 健(2)    45.87 

ﾐﾖﾀ ｹﾐ ｼｮｳｺﾞ ｽｿﾊﾞﾅ ﾏﾂﾊｼ ｹﾝ
 4021 清水 隆哉(3) 4065 宮澤 陽斗(2)

ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ
 4019 荻原 慎二(2) 4066 宮原 翔太(3)

ｵｷﾞﾊﾗ ｼﾝｼﾞ ﾐﾔﾊﾗ ｼｮｳﾀ
 4022 中澤 晴起(3) 4061 髙栁 樹(3)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾀﾂｷ
 2   5 野沢  4124 中島 理久(2)    47.55 2  5 長野東部 4079 松山 周平(3)    46.46 

ﾉｻﾞﾜ ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｸ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ﾏﾂﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ
 4120 坂根 遼太郎(3) 4077 金児 和幸(3)

ｻｶﾈ ﾘｮｳﾀﾛｳ ｶﾈｺ ｶｽﾞﾕｷ
 4126 三浦 央司(3) 4078 小池 輝(3)

ﾐｳﾗ ﾋｻｼ ｺｲｹ ﾋｶﾙ
 4123 轟 直也(3) 4075 飯野 圭太(3)

ﾄﾄﾞﾛｷ ﾅｵﾔ ｲｲﾉ ｹｲﾀ
 3   9 東北  4091 吉田 智哉(2)    48.34 3  6 望月 4111 神田 来夢(2)    46.96 

ﾄｳﾎｸ ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ ﾓﾁﾂﾞｷ ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ
 4088 本戸 友晴(3) 4110 伊藤 司能(3)

ﾎﾝﾄﾞ ﾄﾓﾊﾙ ｲﾄｳ ｼﾉ
 4090 宮澤 雅大(3) 4113 常田 紀幸(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ ﾄｷﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ
 4092 吉村 郁哉(3) 4112 菅沢 晴樹(2)

ﾖｼﾑﾗ ﾌﾐﾔ ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ
 4   8 長野北部  4081 荒井 善将(3)    48.54 4  7 浅間 4071 小林 功貴(3)    47.02 

ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞ ｱﾗｲ ﾖｼﾏｻ ｱｻﾏ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ
 4082 黒岩 直生(3) 4068 阿部 響貴(3)

ｸﾛｲﾜ ﾅｵｷ ｱﾍﾞ ﾋﾋﾞｷ
 4085 土本 涼也(3) 4069 梅田 隼人(3)

ﾂﾁﾓﾄ ﾘｮｳﾔ ｳﾒﾀﾞ ﾊﾔﾄ
4084 小林 輝(3) 4072 須藤 謙太(3)

Sub中学男子

4×100

決勝

 4084 小林 千輝(3) 4072 須藤 謙太(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ ｽﾄﾞｳ ｹﾝﾀ

 5   7 飯田高陵  4102 土屋 洸太(3)    49.24 5  4 飯山城南 4098 宮澤 亮伍(2)    48.01 
ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳ ﾂﾁﾔ ｺｳﾀ ｲｲﾔﾏｼﾞｮｳﾅﾝ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｮｳｺﾞ

 4099 井原 彪(3) 4094 坂口 大輔(3)
ｲﾊﾗ ﾋｮｳ ｻｶｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ

 4101 清水 俊弥(3) 4093 小野沢 侑也(2)
ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾔ ｵﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾔ

 4103 山口 凌平(3) 4095 佐藤 孝紀(3)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ ｻﾄｳ ｺｳｷ

  6 附属長野  4108 山口 大輝(3) 6  3 上諏訪 4058 松本 陸(2)    48.04 
ﾌｿﾞｸﾅｶﾞﾉ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 失格 ｶﾐｽﾜ ﾏﾂﾓﾄ  ﾘｸ

 4107 中村 公俊(3) R1(3-4) 4055 中村 謙士(3)
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾄｼ ﾅｶﾑﾗ  ｹﾝｼﾞ

 4106 竹村 友雅(3) 4054 白石 裕介(3)
ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｶﾞ ｼﾗｲｼ  ﾕｳｽｹ

 4105 島村 昴輝(3) 4053 伊藤 駿(3)
ｼﾏﾑﾗ ｺｳｷ ｲﾄｳ  ｽｸﾞﾙ

  2 高森 7  8 若穂 4047 杉田 駿介(3)    48.47 
ﾀｶﾓﾘ 欠場 ﾜｶﾎ ｽｷﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ

4044 赤津 裕文(3)
ｱｶﾂ ﾋﾛﾌﾐ

4046 倉嶋 祐弥(2)
ｸﾗｼﾏ ﾕｳﾔ

4045 上沢 奈雄(3)
ｶﾐｻﾜ ﾅｵ

  4 小諸東
ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ 欠場



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 緑ヶ丘  4133 三石 智也(3)    45.58 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ ﾐﾂｲｼ ﾄﾓﾔ
 4131 小松 良樹(3)

ｺﾏﾂ ﾖｼｷ
 4134 米澤 和真(3)

ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ
 4130 木下 博貴(3)

ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ
 2   8 伊那松川  4003 家苗 薫(3)    45.82 

ｲﾅﾏﾂｶﾜ ｶﾅｴ ｶｵﾙ
 4005 近藤 雅哉(3)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ
 4004 小池 貫太(3)

ｺｲｹ ｶﾝﾀ
 4006 近藤 惠哉(2)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ
 3   5 三陽  4036 宮下 翼(2)    45.87 

ｻﾝﾖｳ ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ
 4034 羽入田 拓真(3)

ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾀｸﾏ
 4035 檜山 龍太朗(2)

ﾋﾔﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ
 4033 篠原 紀(3)

ｼﾉﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ
 4   3 篠ノ井西  4041 土屋 優輝(2)    46.18 

ｼﾉﾉｲﾆｼ ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ
 4039 下田 振全(3)

ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ
 4038 内堀 岳宏(3)

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ
 4037 伊東 嵩矢(2)

ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ
 5   2 櫻ヶ岡  4135 内山 力哉(3)    46.87 

ｻｸﾗｶﾞｵｶ ｳﾁﾔﾏ ﾘｷﾔ
 4138 玉城 莉吾(3)

ﾀﾏｷ ﾗｲｺﾞ
 4137 曽根 健太(2)

ﾈ ｹ ﾀ

Sub中学男子

4×100

ｿﾈ ｹﾝﾀ
 4136 小林 周平(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ
  7 箕輪  4118 宮坂 秀星(3)

ﾐﾉﾜ ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ 途中棄権
 4117 登内 健太(3)

ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ
 4116 有賀 恵哉(3)

ｱﾙｶﾞ ｹｲﾔ
 4119 山崎 翔太(3)

ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀ
  6 岡谷東部

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞ 欠場

   1 緑ヶ丘    45.58 三石 智也(3) 小松 良樹(3) 米澤 和真(3) 木下 博貴(3)  3  1
   2 御代田    45.62 毛見 彰吾(3) 清水 隆哉(3) 荻原 慎二(2) 中澤 晴起(3)  1  1
   3 伊那松川    45.82 家苗 薫(3) 近藤 雅哉(3) 小池 貫太(3) 近藤 惠哉(2)  3  2
   4 裾花    45.87 松橋 健(2) 宮澤 陽斗(2) 宮原 翔太(3) 髙栁 樹(3)  2  1
   4 三陽    45.87 宮下 翼(2) 羽入田 拓真(3) 檜山 龍太朗(2) 篠原 紀(3)  3  3
   6 篠ノ井西    46.18 土屋 優輝(2) 下田 振全(3) 内堀 岳宏(3) 伊東 嵩矢(2)  3  4
   7 長野東部    46.46 松山 周平(3) 金児 和幸(3) 小池 輝(3) 飯野 圭太(3)  2  2
   8 櫻ヶ岡    46.87 内山 力哉(3) 玉城 莉吾(3) 曽根 健太(2) 小林 周平(3)  3  5
   9 望月    46.96 神田 来夢(2) 伊藤 司能(3) 常田 紀幸(3) 菅沢 晴樹(2)  2  3
  10 浅間    47.02 小林 功貴(3) 阿部 響貴(3) 梅田 隼人(3) 須藤 謙太(3)  2  4
  11 野沢    47.55 中島 理久(2) 坂根 遼太郎(3) 三浦 央司(3) 轟 直也(3)  1  2
  12 飯山城南    48.01 宮澤 亮伍(2) 坂口 大輔(3) 小野沢 侑也(2) 佐藤 孝紀(3)  2  5
  13 上諏訪    48.04 松本 陸(2) 中村 謙士(3) 白石 裕介(3) 伊藤 駿(3)  2  6
  14 東北    48.34 吉田 智哉(2) 本戸 友晴(3) 宮澤 雅大(3) 吉村 郁哉(3)  1  3
  15 若穂    48.47 杉田 駿介(3) 赤津 裕文(3) 倉嶋 祐弥(2) 上沢 奈雄(3)  2  7
  16 長野北部    48.54 荒井 善将(3) 黒岩 直生(3) 土本 涼也(3) 小林 千輝(3)  1  4
  17 飯田高陵    49.24 土屋 洸太(3) 井原 彪(3) 清水 俊弥(3) 山口 凌平(3)  1  5

記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1 組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4

タイムレース

順位 所属名 都道府県



期日・時刻 審判長
競技場名 記録主任

陸協名 記録担当審判員

Ord. No. 競技者名 所属 110mH 砲丸投 走高跳 400m 合計得点 順位 備考
コバヤシ　リョウタ  16.75 ( 0.0)  10.77  1.65  58.82
小林　亮太( 3 ) 651 [651] 532 [1183] 504 [1687] 454 [2141]
イハラ　ヒョウ  19.07 ( 0.0)  10.46  1.75  57.19
井原　彪( 3 ) 426 [426] 513 [939] 585 [1524] 514 [2038]
タマキ　ライゴ  16.11 ( 0.0)  8.78  1.50  58.01
玉城　莉吾( 3 ) 720 [720] 413 [1133] 389 [1522] 483 [2005]
マツザキ　ユウキ  17.05 ( 0.0)  8.74  1.65  1:00.17
松崎　勇起( 3 ) 619 [619] 410 [1029] 504 [1533] 407 [1940]
ツチヤ　イブキ  17.52 ( 0.0)  10.01  1.50  58.83
土屋　息吹( 3 ) 571 [571] 486 [1057] 389 [1446] 454 [1900]
トビサワ　コウタ  17.38 ( 0.0)  8.54  1.55  58.90
飛澤　航太( 3 ) 585 [585] 398 [983] 426 [1409] 451 [1860]

リザルト

種目 選抜中学 男子 四種競技 決勝 14/5/31～14/6/01 小林至
競技会名 第3回長野県選抜陸上・長野市大会 [14200308] 長野市営陸上競技場 [201010] 竹内秀樹

主催団体名 日本陸上競技連盟 （共）長野市/長野市教育委員会/信濃毎日新聞 長野陸上競技協会 [20] 渡辺誠一

5  4128 柳町中  2141 1

3  4099 飯田高陵中  2038 2

6  4138 櫻ヶ岡中  2005 3

4  4008 伊那東部中  1940 4

1  4060 信濃中  1900 5

2  4028 高森中  1860 6



決勝 5月31日 11:00

日本中学記録(NR)        13.84
県中学記録(KR)          14.19

風速  0.0

 1 玉城 莉吾(3) 16.11(720)
ﾀﾏｷ ﾗｲｺﾞ 櫻ヶ岡

 2 小林 亮太(3) 16.75(651)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 柳町

 3 松崎 勇起(3) 17.05(619)
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ 伊那東部

 4 飛澤 航太(3) 17.38(585)
ﾄﾋﾞｻﾜ ｺｳﾀ 高森

 5 土屋 息吹(3) 17.52(571)
ﾂﾁﾔ ｲﾌﾞｷ 信濃

 6 井原 彪(3) 19.07(426)
ｲﾊﾗ ﾋｮｳ 飯田高陵

決勝 5月31日 15:50

日本中学記録(NR)        19.41
県中学記録(KR)          15.78

小林 亮太(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 柳町 (532)
井原 彪(3)
ｲﾊﾗ ﾋｮｳ 飯田高陵 (513)
土屋 息吹(3)

ｲ ﾞｷ 信濃 (486)

中学男子混成

110mH(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  4138

6  4128

5  4008

3  4028

2  4060

4  4099

中学男子混成

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 3  4128

 9.86 10.77  9.97  10.77 

2 1  4099
10.06 10.46  9.90  10.46 

3 5  4060
9 61 10 01 9 98 10 01

ﾂﾁﾔ ｲﾌﾞｷ 信濃 (486)
玉城 莉吾(3)
ﾀﾏｷ ﾗｲｺﾞ 櫻ヶ岡 (413)
松崎 勇起(3)
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ 伊那東部 (410)
飛澤 航太(3)
ﾄﾋﾞｻﾜ ｺｳﾀ 高森 (398)

9.61 10.01 9.98  10.01 

4 4  4138
  X  8.78   X   8.78 

5 2  4008
 8.68  8.48  8.74

6 6  4028
 7.61  8.54  8.15   8.54 

  8.74 



決勝 6月1日 9:30

日本中学記録(NR)         2.10
県中学記録(KR)           1.97

井原 彪(3)
ｲﾊﾗ ﾋｮｳ 飯田高陵 (585)
松崎 勇起(3)
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ 伊那東部 (504)
小林 亮太(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 柳町 (504)
飛澤 航太(3)
ﾄﾋﾞｻﾜ ｺｳﾀ 高森 (426)
土屋 息吹(3)
ﾂﾁﾔ ｲﾌﾞｷ 信濃 (389)
玉城 莉吾(3)
ﾀﾏｷ ﾗｲｺﾞ 櫻ヶ岡 (389)

決勝 6月1日 15:15

日本中学記録(NR)        48.18
県中学記録(KR)          50.35

 1 井原 彪(3) 57.19(514)
ｲﾊﾗ ﾋｮｳ 飯田高陵

 2 玉城 莉吾(3) 58.01(483)
ﾀﾏｷ ﾗｲｺﾞ 櫻ヶ岡

 3 小林 亮太(3) 58.82(454)
ﾞ ｳﾀ 柳

3  4128

5  4099

2  4138

中学男子混成

400m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

中学男子混成

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75 1m80 記録 備考
1 5  4099

- - - - O O O O O XXX  1.75

2 6  4008
- - - XO O O O XXX  1.65

3 1  4128
- - O O XXO XO O XXX  1.65

4 4  4028
- - O O XO XXX  1.55

5 3  4060
O O O XO XXX  1.50

6 2  4138
- - O XXO XXX  1.50

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 柳町
 4 土屋 息吹(3) 58.83(454)

ﾂﾁﾔ ｲﾌﾞｷ 信濃
 5 飛澤 航太(3) 58.90(451)

ﾄﾋﾞｻﾜ ｺｳﾀ 高森
 6 松崎 勇起(3) 1,00.17(407)

ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ 伊那東部

6  4028

4  4008

7  4060



決勝 5月31日 15:30

県小学記録(SR)        12.27
大会記録(GR)          14.97

[ 1組] 風速 +3.1 [ 2組] 風速 +3.6

 1 竹内 陽斗(5)    14.69 1 野沢 佑太(6)    13.06 
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾄ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾉｻﾞﾜ  ﾕｳﾀ 篠ノ井西小

 2 南澤 爽太(4)    14.87 2 佐野 希汐(6)    13.22 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｻﾉ ｷｾｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 3 土屋 由木(5)    14.92 3 蜂須 翔太(6)    13.77 
ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾊﾁｽ ｼｮｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 田崎 佑冴(5)    15.23 4 横山 弥晏(6)    14.34 
ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾖｺﾔﾏ ﾐﾊﾙ 安茂里小

 5 大塚 琉翔(4)    15.96 5 河野 統徳(5)    14.34 
ｵｵﾂｶ ﾙｶ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 6 岡村 吏紗(4)    16.68 6 並木 陸(5)    14.49 
ｵｶﾑﾗ ﾂｶｻ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾅﾐｷ ﾘｸ 軽井沢A&AC
手塚 嵐太(4) 7 北川 広樹(5)    14.75 
ﾃｽﾞｶ ﾗﾝﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 軽井沢A&AC

（風）
   1 野沢 佑太(6) 篠ノ井西小    13.06 (+3.6)  2  1
   2 佐野 希汐(6) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ    13.22 (+3.6)  2  2
   3 蜂須 翔太(6) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ    13.77 (+3.6)  2  3
   4 横山 弥晏(6) 安茂里小    14.34 (+3.6)  2  4
   5 河野 統徳(5) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ    14.34 (+3.6)  2  5
   6 並木 陸(5) 軽井沢A&AC    14.49 (+3.6)  2  6
   7 竹内 陽斗(5) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ    14.69 (+3.1)  1  1
   8 北川 広樹(5) 軽井沢A&AC    14.75 (+3.6)  2  7
   9 南澤 爽太(4) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ    14.87 (+3.1)  1  2
  10 土屋 由木(5) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ    14.92 (+3.1)  1  3
  11 田崎 佑冴(5) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ    15.23 (+3.1)  1  4
  12 大塚 琉翔(4) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ    15.96 (+3.1)  1  5

13 岡村 吏紗(4) 佐久 ﾞ ﾑ 16 68 ( 3 1) 1 6

小学男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No.

2    19

記録／備考 氏  名

   21

5    13

氏  名 所属名

4    17

8    20

3    14

6

所属名順 ﾚｰﾝ No. 記録／備考
8    23

2    12

6    22

4    11

7    10

5    15

3    167    18
欠場

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

   16

備考 組 順位
   23
   12

   21

17

   20
   19
   13

   22

   11
   10

   15
   14

  13 岡村 吏紗(4) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ    16.68 (+3.1)  1  6   17



決勝 6月1日 15:00

県小学記録(SR)        51.04
大会記録(GR)          57.94

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ    13 大塚 琉翔(4)    58.03 

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ ｵｵﾂｶ ﾙｶ
   11 河野 統徳(5)

ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ
   14 竹内 陽斗(5)

ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾄ
   12 佐野 希汐(6)

ｻﾉ ｷｾｷ
 2   3 昭和小    25 山岸 拓生(6)  1,12.95 

ｼｮｳﾜｼｮｳ ﾔﾏｷﾞｼ  ﾀｸﾐ
   26 山﨑 大徳(6)

ﾔﾏｻﾞｷ  ﾀﾞｲﾄｸ
   24 高山 大和(6)

ﾀｶﾔﾏ  ﾔﾏﾄ
   27 小林 隆史(6)

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀｶｼ
  4 長野市陸上教室    35 野沢 佑太(6)

ﾅｶﾞﾉｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ ﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 失格
   32 横山 弥晏(6) R1(1-2)

ﾕｺﾔﾏ ﾐﾊﾙ
   33 吉澤 涼(5)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ
   34 高島 蒼太(6)

ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ

Sub小学男子

4×100

決勝



決勝 5月31日 16:25

県記録(KR)            11.86
大会記録(GR)          12.32

風速 +2.4

 1 瀧澤 祐未(3)     12.65 
ﾀｷｻﾞﾜ  ﾕﾐ 松本大
宮澤 有紀(4)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷ 富山大

決勝 5月31日 16:10

県記録(KR)            11.86
県高校記録(HR)        12.09
大会記録(GR)          12.82

[ 1組] 風速 +1.5 [ 2組] 風速 +2.0

 1 渡辺 ゆきの(2)     13.12 1 倉科 紗夏(2)     12.57 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ 長野高 ｸﾗｼﾅ ｽｽﾞｶ 長野東高

 2 原田 希央梨(2)     13.50 2 畑 瑠衣菜(3)     12.72 
ﾊﾗﾀﾞ ｷｵﾘ 飯山北・飯山高 ﾊﾀ ﾙｲﾅ 穂高商高

 3 江原 成美(2)     14.17 3 澁谷 麻友(3)     12.79 
ｴﾊﾗ ﾅﾙﾐ 上田東高 ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕ 大町高

 4 永井 琴美(2)     14.25 4 高橋 梓(3)     12.89 
ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ 上田東高 ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ 篠ノ井高

 5 中山 寛香(1)     14.31 5 三石 奈穂(3)     12.91 
ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｶ 長野東高 ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ 飯田風越高

 6 荒井 里奈(2)     14.54 6 小林 奈央(2)     13.20 
ｱﾗｲ ﾘﾅ 市立長野高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 飯山北・飯山高

 7 西 絢音(1)     15.48 7 小澤 未菜(3)     13.22 
ﾆｼ ｱﾔﾈ 飯山北・飯山高 ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ 飯田風越高
前田 璃奈(3) 大塚 七海子(2)4 2181 8 1156

3   599 9   453

5   921 6   593

9   890 7   452

大会記録
2  1448 3  1103

大会記録
8  1446 2  1689

大会記録
7   595 5  1717

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  2189 4   883

高校女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

2    62

3    68
欠場

一般女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

前田 璃奈(3) 大塚 七海子(2)
ﾏｴﾀﾞ ﾘﾅ 長野高 ｵｵﾂｶ ﾅﾐｺ 屋代高

[ 3組] 風速 +3.6

 1 髙橋 奈弓(3)     12.03 
ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東高

 2 降旗 菜津美(2)     12.15 
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町高

 3 加藤 恭香(3)     12.38 
ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東高

 4 田村 有利奈(1)     12.54 
ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ 上田東高

 5 唐澤 美玲(3)     12.65 
ｶﾗｻﾜ ﾐﾚｲ 長野日大高

 6 髙島 美咲(3)     12.70 
ﾀｶｼﾏ ﾐｻｷ 市立長野高

 7 黒岩 夏都妃(3)     12.73 
ｸﾛｲﾜ ﾅﾂｷ 長野吉田高

   1 髙橋 奈弓(3) 上田東高    12.03 (+3.6)  3  1
   2 降旗 菜津美(2) 大町高    12.15 (+3.6)  3  2
   3 加藤 恭香(3) 上田東高    12.38 (+3.6)  3  3
   4 田村 有利奈(1) 上田東高    12.54 (+3.6)  3  4
   5 倉科 紗夏(2) 長野東高    12.57 (+2.0) 大会記録  2  1
   6 唐澤 美玲(3) 長野日大高    12.65 (+3.6)  3  5
   7 髙島 美咲(3) 市立長野高    12.70 (+3.6)  3  6
   8 畑 瑠衣菜(3) 穂高商高    12.72 (+2.0) 大会記録  2  2
   9 黒岩 夏都妃(3) 長野吉田高    12.73 (+3.6)  3  7
  10 澁谷 麻友(3) 大町高    12.79 (+2.0) 大会記録  2  3
  11 高橋 梓(3) 篠ノ井高    12.89 (+2.0)  2  4
  12 三石 奈穂(3) 飯田風越高    12.91 (+2.0)  2  5
  13 渡辺 ゆきの(2) 長野高    13.12 (+1.5)  1  1
  14 小林 奈央(2) 飯山北・飯山高    13.20 (+2.0)  2  6
  15 小澤 未菜(3) 飯田風越高    13.22 (+2.0)  2  7
  16 原田 希央梨(2) 飯山北・飯山高    13.50 (+1.5)  1  2
  17 江原 成美(2) 上田東高    14.17 (+1.5)  1  3
  18 永井 琴美(2) 上田東高    14.25 (+1.5)  1  4
  19 中山 寛香(1) 長野東高    14.31 (+1.5)  1  5
  20 荒井 里奈(2) 市立長野高    14.54 (+1.5)  1  6
  21 西 絢音(1) 飯山北・飯山高    15.48 (+1.5)  1  7

  595
 1446
 1448
  890
  921
  599

 1689
 1103
  452
 2189
  593
  453

 1450
  883
  953
  914
 1717
  756

備考 組 順位
 1443
 1690
 1445

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

3   756

タイムレース

8   953

7   914

2  1445

6  1450

4  1443

5  1690

欠場 欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  2181 8 1156



決勝 6月1日 12:45

県記録(KR)            24.49
大会記録(GR)          24.82

風速 +0.2

 1 瀧澤 祐未(3)     26.26 
ﾀｷｻﾞﾜ  ﾕﾐ 松本大

 2 長村 紋(2)     26.64 
ｵｻﾑﾗ  ｱﾔ 松本大

 3 水澤 志保子(3)     27.12 
ﾐｽﾞｻﾜ  ｼﾎｺ 松本大

 3 関 真優(4)     27.79 
ｾｷ  ﾏﾕ 松本大
宮澤 有紀(4)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷ 富山大

決勝 6月1日 12:35

県記録(KR)            24.49
県高校記録(HR)        24.72
大会記録(GR)          26.18

[ 1組] 風速 +1.3 [ 2組] 風速 -1.4

 1 安田 若菜(2)     27.07 1 武村 結香(2)     26.95 
ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 木曽青峰高 ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ 篠ノ井高

 2 樺澤 春香(2)     27.11 2 相澤 ななみ(2)     27.16 
ｶﾊﾞｻﾜ ﾊﾙｶ 文化学園長野高 ｱｲｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 市立長野高

 3 中村 理彩(1)     27.44 3 阿部 真里香(3)     27.17 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ 篠ノ井高 ｱﾍﾞ ﾏﾘｶ 佐久長聖高

 4 由井 薫(2)     28.51 4 畑 美織(2)     27.38 
ﾕｲ ｶｵﾙ 文化学園長野高 ﾊﾀ ﾐｵﾘ 木曽青峰高

5 宮之尾 久美(1) 30 45 5 上條 渓(2) 27 952 999 6 1981

8   994 4  1588

4  1076 7  1303

6   985 9   919

7  1589 5  1071
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5    68
欠場

高校女子

200m

決勝

6    61

4    60

3    62

2    63

一般女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

 5 宮之尾 久美(1)     30.45 5 上條 渓(2)     27.95 
ﾐﾔﾉｵ ｸﾐ 文化学園長野高 ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ 創造学園高

 6 塚田 知香(1)     32.17 6 南澤 明音(2)     28.18 
ﾂｶﾀﾞ ﾁｶ 創造学園高 ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 更級農高
栁瀬 舞(2) 7 仲條 芽映(2)     28.43 
ﾔﾅｾ ﾏｲ 創造学園高 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ 文化学園長野高
村山 陽菜(2) 田中 美菜(2)
ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ 創造学園高 ﾀﾅｶ ﾐﾅ 木曽青峰高

[ 3組] 風速 +0.2

 1 加納 茉弥(2)     25.83 
ｶﾉｳ ﾏﾔ 長野西高

 2 関島 友里佳(2)     26.71 
ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ 飯田風越高

 3 阿部 恵里香(3)     26.78 
ｱﾍﾞ ｴﾘｶ 佐久長聖高

 4 菊原 麻由奈(3)     26.87 
ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ 佐久長聖高

 5 菅沼 真洸(2)     27.82 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 飯田風越高
川村 吉乃(3)
ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉ 長野高
前澤 朱音(2)
ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 創造学園高

   1 加納 茉弥(2) 長野西高    25.83 (+0.2) 大会新  3  1
   2 関島 友里佳(2) 飯田風越高    26.71 (+0.2)  3  2
   3 阿部 恵里香(3) 佐久長聖高    26.78 (+0.2)  3  3
   4 菊原 麻由奈(3) 佐久長聖高    26.87 (+0.2)  3  4
   5 武村 結香(2) 篠ノ井高    26.95 (-1.4)  2  1
   6 安田 若菜(2) 木曽青峰高    27.07 (+1.3)  1  1
   7 樺澤 春香(2) 文化学園長野高    27.11 (+1.3)  1  2
   8 相澤 ななみ(2) 市立長野高    27.16 (-1.4)  2  2
   9 阿部 真里香(3) 佐久長聖高    27.17 (-1.4)  2  3
  10 畑 美織(2) 木曽青峰高    27.38 (-1.4)  2  4
  11 中村 理彩(1) 篠ノ井高    27.44 (+1.3)  1  3
  12 菅沼 真洸(2) 飯田風越高    27.82 (+0.2)  3  5
  13 上條 渓(2) 創造学園高    27.95 (-1.4)  2  5
  14 南澤 明音(2) 更級農高    28.18 (-1.4)  2  6
  15 仲條 芽映(2) 文化学園長野高    28.43 (-1.4)  2  7
  16 由井 薫(2) 文化学園長野高    28.51 (+1.3)  1  4
  17 宮之尾 久美(1) 文化学園長野高    30.45 (+1.3)  1  5
18 塚田 知香(1) 創造学園高 32.17 (+1.3) 1 6

  994
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 1588
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 2146
  984

 1300
 1071
 1589
  985
  919
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備考 組 順位
  776
  462
 1304

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

8  1982
欠場

タイムレース

6   460

2   820
欠場

7  1304

3  1300

5   776
大会新

4   462

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

9  1984 8  1586
欠場 欠場

5  1983 2   984
欠場

3  1985 3  2146

2   999 6 1981

  18 塚田 知香(1) 創造学園高    32.17 (+1.3)  1  6 1985



決勝 5月31日 14:35

日本中学記録(NR)        11.61
県中学記録(KR)          12.29

[ 1組] 風速 +1.9 [ 2組] 風速 +3.4

 1 中村 李桜花(1)    14.01 1 武田 麻衣子(1)    14.33 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｵｶ 櫻ヶ岡 ﾀｹﾀﾞ ﾏｲｺ 高社

 2 松橋 梨江(1)    14.91 2 山﨑 あみ(1)    14.60 
ﾏﾂﾊｼ ﾘｴ 柳町 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾐ 長野北部

 3 宮川 志歩(1)    15.04 3 竹村 咲耶(1)    14.60 
ﾐﾔｶﾞﾜ ｼﾎ 中野平 ﾀｹﾑﾗｻﾔ 篠ノ井西

 4 岡村 日和(1)    15.06 4 内山 彩夏(1)    14.75 
ｵｶﾑﾗ ﾋﾖﾘ 裾花 ｳﾁﾔﾏ ｱﾔｶ 櫻ヶ岡

 5 黒岩 桃佳(1)    15.16 5 栗原 和奈(1)    14.99 
ｸﾛｲﾜ ﾓﾓｶ 墨坂 ｸﾘﾊﾗ ｶﾅ 更北

 6 中山 未悠(1)    15.21 6 相澤 こごみ(1)    15.18 
ﾅｶﾔﾏ ﾐﾕ 長野北部 ｱｲｻﾞﾜ ｺｺﾞﾐ 裾花

 7 山田 美月(1)    15.22 7 竹内 澄香(1)    15.21 
ﾔﾏﾀﾞ  ﾐﾂﾞｷ 長野東部 ﾀｹｳﾁ ｽﾐｶ 墨坂

 8 山田 真菜(1)    15.25 8 割田 実夢(1)    15.38 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ 櫻ヶ岡 ﾜﾘﾀ ﾐﾕ 長野北部

[ 3組] 風速 +2.1

 1 田村 純菜(1)    12.98 
ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 坂城

 2 兼松 わか菜(1)    14.60 
ｶﾈﾏﾂ ﾜｶﾅ 櫻ヶ岡

 3 黒岩 愛生(1)    14.66 
ｸﾛｲﾜ ﾒｲ 墨坂

 4 小島 怜奈(1)    15.08 
ｺｼﾞﾏ ﾚｲﾅ 柳町

 5 佐﨑 莉那(1)    15.20 
ｻｻﾞｷ ﾘﾅ 裾花

 6 石井 あやの(1)    15.22 
ｲｼｲ ｱﾔﾉ 長野北部
坂 月姫(1)8 4145

7  4148

4  4154

3  4157

2  4161

5  4141

6  4162

6  4156

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  4149

2  4158

7  4163

4  4143

8  4153

9  4146

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  4144

3  4151

9  4164

7  4159

2  4155

4  4150

8  4147

5  4142

6  4160

中学女子1年

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

坂田 月姫(1)
ｻｶﾀﾂﾐｷ 三陽
小池 日夏里(1)
ｺｲｹ  ﾋｶﾘ 長野東部

   1 田村 純菜(1) 坂城    12.98 (+2.1)  3  1
   2 中村 李桜花(1) 櫻ヶ岡    14.01 (+1.9)  1  1
   3 武田 麻衣子(1) 高社    14.33 (+3.4)  2  1
   4 山﨑 あみ(1) 長野北部    14.60 (+3.4)  2  2
   4 兼松 わか菜(1) 櫻ヶ岡    14.60 (+2.1)  3  2
   4 竹村 咲耶(1) 篠ノ井西    14.60 (+3.4)  2  3
   7 黒岩 愛生(1) 墨坂    14.66 (+2.1)  3  3
   8 内山 彩夏(1) 櫻ヶ岡    14.75 (+3.4)  2  4
   9 松橋 梨江(1) 柳町    14.91 (+1.9)  1  2
  10 栗原 和奈(1) 更北    14.99 (+3.4)  2  5
  11 宮川 志歩(1) 中野平    15.04 (+1.9)  1  3
  12 岡村 日和(1) 裾花    15.06 (+1.9)  1  4
  13 小島 怜奈(1) 柳町    15.08 (+2.1)  3  4
  14 黒岩 桃佳(1) 墨坂    15.16 (+1.9)  1  5
  15 相澤 こごみ(1) 裾花    15.18 (+3.4)  2  6
  16 佐﨑 莉那(1) 裾花    15.20 (+2.1)  3  5
  17 中山 未悠(1) 長野北部    15.21 (+1.9)  1  6
  17 竹内 澄香(1) 墨坂    15.21 (+3.4)  2  7
  19 石井 あやの(1) 長野北部    15.22 (+2.1)  3  6
  19 山田 美月(1) 長野東部    15.22 (+1.9)  1  7
  21 山田 真菜(1) 櫻ヶ岡    15.25 (+1.9)  1  8
  22 割田 実夢(1) 長野北部    15.38 (+3.4)  2  8

 4155
 4158

 4156

 4154
 4151
 4164

 4150
 4147
 4161
 4159
 4149
 4148

 4162
 4146
 4157
 4163
 4160
 4143

組 順位
 4141
 4142
 4144
 4153

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

8  4145
欠場

9  4152
欠場



決勝 5月31日 14:10

日本中学記録(NR)        11.61
県中学記録(KR)          12.29

[ 1組] 風速 +3.2 [ 2組] 風速 +2.9

 1 掘田 莉紗(3)    12.56 1 菅沼 美風(3)    12.25 
ﾎｯﾀ ﾘｻ 信濃 ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 豊丘

 2 永原 朱夏(2)    12.67 2 加藤 詩萌(3)    12.59 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ 信濃 ｶﾄｳ ｼﾎ 裾花

 3 土屋 かなめ(3)    12.92 3 北原 寧々(3)    12.98 
ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 望月 ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ 赤穂

 4 齊藤 陽向(2)    13.12 4 風間 麗海(3)    13.15 
ｻｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 立科 ｶｻﾞﾏ ｳﾙﾐ 川中島

 5 小林 珠菜(3)    13.50 5 伊能 史織(3)    13.18 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾏﾅ 長野東部 ｲﾉｳ ｼｵﾘ 長野東部

 6 小椋 万柚(3)    13.57 6 小林 舞音(3)    13.19 
ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 飯田高陵 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲﾈ 附属長野

 7 樋口 香苗(3)    13.66 太田 杏優(3)
ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ 茅野北部 ｵｵﾀ ｱﾕ 東北

 7 山村 未悠(3)    13.66 
ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾕ 長峰

   1 菅沼 美風(3) 豊丘    12.25 (+2.9)  2  1
   2 掘田 莉紗(3) 信濃    12.56 (+3.2)  1  1
   3 加藤 詩萌(3) 裾花    12.59 (+2.9)  2  2
   4 永原 朱夏(2) 信濃    12.67 (+3.2)  1  2
   5 土屋 かなめ(3) 望月    12.92 (+3.2)  1  3
   6 北原 寧々(3) 赤穂    12.98 (+2.9)  2  3
   7 齊藤 陽向(2) 立科    13.12 (+3.2)  1  4
   8 風間 麗海(3) 川中島    13.15 (+2.9)  2  4
   9 伊能 史織(3) 長野東部    13.18 (+2.9)  2  5
  10 小林 舞音(3) 附属長野    13.19 (+2.9)  2  6

11 小林 珠菜(3) 長野東部 13 50 ( 3 2) 1 54086

 4123
 4063
 4134
 4067
 4084
 4119

組 順位
 4122
 4051
 4057
 4049

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

欠場
6  4002

5  4017 2  4102

2  4113 8  4119

7  4086 7  4084

9  4134 6  4067

3  4123 5  4063

8  4049 4  4057

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  4051 3  4122

中学女子2,3年

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

  11 小林 珠菜(3) 長野東部    13.50 (+3.2)  1  5
  12 小椋 万柚(3) 飯田高陵    13.57 (+3.2)  1  6
  13 樋口 香苗(3) 茅野北部    13.66 (+3.2)  1  7
  13 山村 未悠(3) 長峰    13.66 (+3.2)  1  7

 4086
 4113
 4017
 4002



決勝 6月1日 10:10

日本中学記録  (NR )     24.12
県中学記録  (KR )       25.16
大会記録  (GR )  　     27.12

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 +0.2

 1 松田 華歩(3)    27.80 1 伊能 史織(3)    27.22 
ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ 御代田 ｲﾉｳ ｼｵﾘ 長野東部

 2 氣賀澤 柚希(3)    27.83 2 小林 葉月(2)    27.59 
ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ 赤穂 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾂﾞｷ 御代田

 3 橋本 真理子(3)    28.43 3 土屋 かなめ(3)    27.65 
ﾊｼﾓﾄ ﾏﾘｺ 櫻ヶ岡 ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 望月

 4 小林 奏(3)    28.46 4 伊藤 寧音(3)    28.14 
ｺﾊﾞﾔｼ  ｶﾅ 丸子北 ｲﾄｳ ﾈﾈ 長野北部

 5 佐藤 真由(3)    28.86 5 川上 由華(3)    28.27 
ｻﾄｳ  ﾏﾕｳ 小諸東 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 諏訪
宮澤 風香(3) 6 風間 麗海(3)    28.31 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 高森 ｶｻﾞﾏ ｳﾙﾐ 川中島
新保 菜那子(3) 7 矢澤 瑠佳(3)    28.57 
ｼﾝﾎﾞ ﾅﾅｺ 東御東部 ﾔｻﾞﾜ ﾙｶ 軽井沢
樋口 香苗(3) 8 山村 未悠(3)    28.86 
ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ 茅野北部 ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾕ 長峰

[ 3組] 風速 -0.4

 1 菅沼 美風(3)    25.92 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 豊丘

 2 加藤 詩萌(3)    26.13 
ｶﾄｳ ｼﾎ 裾花

 3 小林 結衣子(3)    27.46 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲｺ 御代田

 4 齊藤 陽向(2)    27.78 
ｻｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 立科

 5 小林 舞音(3)    27.90 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲﾈ 附属長野

 6 小林 珠菜(3)    28.22 
ﾞ ﾀ 長野東部

中学女子

200m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  4004 9  4084

6  4066 7  4027

5  4137 2  4123

4  4003 3  4091

9  4000 5  4053

3  4037 4  4067
欠場

7  4001 6  4025
欠場

8  4017 8  4083
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  4122

大会新
5  4057

大会新
4  4028

9  4134

3  4119

7  4086
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾏﾅ 長野東部
荻原 明日香(3)
ｵｷﾞﾊﾗ ｱｽｶ 東御東部
高橋 うらら(3)
ﾀｶﾊｼ ｳﾗﾗ 軽井沢

   1 菅沼 美風(3) 豊丘    25.92 (-0.4) 大会新  3  1
   2 加藤 詩萌(3) 裾花    26.13 (-0.4) 大会新  3  2
   3 伊能 史織(3) 長野東部    27.22 (+0.2)  2  1
   4 小林 結衣子(3) 御代田    27.46 (-0.4)  3  3
   5 小林 葉月(2) 御代田    27.59 (+0.2)  2  2
   6 土屋 かなめ(3) 望月    27.65 (+0.2)  2  3
   7 齊藤 陽向(2) 立科    27.78 (-0.4)  3  4
   8 松田 華歩(3) 御代田    27.80 (-0.3)  1  1
   9 氣賀澤 柚希(3) 赤穂    27.83 (-0.3)  1  2
  10 小林 舞音(3) 附属長野    27.90 (-0.4)  3  5
  11 伊藤 寧音(3) 長野北部    28.14 (+0.2)  2  4
  12 小林 珠菜(3) 長野東部    28.22 (-0.4)  3  6
  13 川上 由華(3) 諏訪    28.27 (+0.2)  2  5
  14 風間 麗海(3) 川中島    28.31 (+0.2)  2  6
  15 橋本 真理子(3) 櫻ヶ岡    28.43 (-0.3)  1  3
  16 小林 奏(3) 丸子北    28.46 (-0.3)  1  4
  17 矢澤 瑠佳(3) 軽井沢    28.57 (+0.2)  2  7
  18 佐藤 真由(3) 小諸東    28.86 (-0.3)  1  5
  18 山村 未悠(3) 長峰    28.86 (+0.2)  2  8

2  4096
欠場

6  4023
欠場

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
 4122
 4057
 4084
 4028
 4027
 4123
 4134
 4004
 4066
 4119

 4025
 4000
 4083

 4091
 4086
 4053
 4067
 4137
 4003



決勝 6月1日 16:40

日本中学記録(NR)      47.30
県中学記録(KR)        48.50
大会記録(GR)          50.88

[ 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 附属長野  4121 原山 紗良(3)     54.20 1  5 御代田 4031 松田 華歩(3)     51.59 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ﾊﾗﾔﾏ ｻﾗ ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞ ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ
 4119 小林 舞音(3) 4027 小林 葉月(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲﾈ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾂﾞｷ
 4120 西澤 梨奈(3) 4028 小林 結衣子(3)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾘﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲｺ
 4118 大蔵 菜那子(3) 4030 新田 美月(3)

ｵｵｸﾗ ﾅﾅｺ ﾆｯﾀ ﾐﾂﾞｷ
 2   7 上田第四  4044 永井 真依子(3)     54.72 2  2 東北 4104 小林 音羽(3)     53.03 

ﾅｶﾉﾀﾞｲﾗ ﾅｶﾞｲ  ﾏｲｺ ﾄｳﾎｸ ｺﾊﾞﾔｼ ｵﾄﾊ
 4043 白石 舞(3) 4102 太田 杏優(3)

ｼﾗｲｼ  ﾏｲ ｵｵﾀ ｱﾕ
 4045 宮越 菜緒(2) 4106 堀内 加菜(3)

ﾐﾔｺｼ  ﾅｵ ﾎﾘｳﾁ ｶﾅ
 4046 山際 李奈(3) 4105 中村 晴香(2)

ﾔﾏｷﾞﾜ  ﾘﾅ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ
 3   4 櫻ヶ岡  4139 藤井 遥(3)     54.92 3  8 飯田高陵 4113 小椋 万柚(3)     53.91 

ﾅｶﾞﾐﾈ ﾌｼﾞｲ ﾊﾙｶ ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳ ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ
 4138 林 真咲(3) 4115 齊藤 由佳(2)

ﾊﾔｼ ﾏｻｷ ｻｲﾄｳ ﾕｶ
 4136 澤口 実侑(3) 4117 牧内 麗(2)

ｻﾜｸﾞﾁ ﾐﾕｳ ﾏｷｳﾁ ﾚｲ
 4137 橋本 真理子(3) 4114 黒川 芹奈(3)

ﾊｼﾓﾄ ﾏﾘｺ ｸﾛｶﾜ ｾﾘﾅ
 4   2 中野平  4074 春原 知果(3)     55.57 4  6 小諸東 4038 加部 菜花(2)     54.16 

ﾅｶﾉﾀﾞｲﾗ ｽﾉﾊﾗ ﾁｶ ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳ ｶﾍﾞ ﾅﾉｶ
 4077 湯本 すずね(3) 4041 山浦 恵梨(3)

ﾕﾓﾄ ｽｽﾞﾈ ﾔﾏｳﾗ ｴﾘ
 4073 坂口 ゆず(3) 4039 酒井 夢実(2)

ｻｶｸﾞﾁ ﾕｽﾞ ｻｶｲ ﾕﾒﾐ
4076 山崎 萌々子(2) 4040 野澤 沙綺(3)

Sub中学女子

4×100

決勝

 4076 山崎 萌々子(2) 4040 野澤 沙綺(3)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ ﾉｻﾞﾜ ｻｷ

 5   6 長峰  4079 久島 菜々子(3)     55.67 5  3 南箕輪 4108 瀬戸 由乃(2)     55.11 
ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝ ｸｼﾏ ﾅﾅｺ ﾐﾖﾀ ｾﾄ ﾕｳﾉ

 4083 山村 未悠(3) 4107 金森 佑奈(2)
ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾕ ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ

 4081 深江 愛美(3) 4110 藤野 百花(3)
ﾌｶｴ ｱﾐ ﾌｼﾞﾉ ﾓﾓｶ

 4082 藤森 萌夏(3) 4112 吉田 みさき(3)
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾓｴｶ ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ

  5 墨坂  4127 鈴木 晴花(3) 6  9 長野北部 4093 水本 葵(3)     57.52 
ｽﾐｻｶ ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 失格 ﾀｶﾓﾘ ﾐｽﾞﾓﾄ ｱｵｲ

 4129 宮前 有希(2) R1(2-3) 4090 荒井 歩実(3)
ﾐﾔﾏｴ ﾕｷ ｱﾗｲ ｱﾕﾐ

 4126 坂井 桃菜美(3) 4094 和田 菜摘(3)
ｻｶｲ ﾐﾅﾐ ﾜﾀﾞ ﾅﾂﾐ

 4125 小林 菜奈美(2) 4091 伊藤 寧音(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ ｲﾄｳ ﾈﾈ

  8 丸子北  4 東御東部
ﾏﾙｺｷﾀ 欠場 ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ 欠場

  9 岡谷東部  7 高森
ｵｶﾔﾄｳﾌﾞ 欠場 ｵｶﾔｾｲﾌﾞ 欠場



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 信濃  4048 鶴田 結衣(3)     51.36 

ｼﾅﾉ ﾂﾙﾀ ﾕｲ
 4049 永原 朱夏(2)

ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ
 4052 吉村 萌湧(2)

ﾖｼﾑﾗ ﾓﾕ
 4051 掘田 莉紗(3)

ﾎｯﾀ ﾘｻ
 2   4 長野東部  4089 土屋 友佳(3)     51.66 

ﾄｳﾎｸ ﾂﾁﾔ ﾄﾓｶ
 4084 伊能 史織(3)

ｲﾉｳ ｼｵﾘ
 4087 小松 紗菜(3)

ｺﾏﾂ ｻﾅ
 4086 小林 珠菜(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾏﾅ
 3   2 赤穂  4065 戸枝 星(2)     52.01 

ｱｶﾎ ﾄｴﾀﾞ ｱｶﾘ
 4066 氣賀澤 柚希(3)

ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ
 4064 久保村 優衣(2)

ｸﾎﾞﾑﾗ ﾕｲ
 4063 北原 寧々(3)

ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ
 4   3 裾花  4059 根橋 佑奈(2)     52.05 

ｽｿﾊﾞﾅ ﾈﾊﾞｼ ﾕｳﾅ
 4058 竹節 愛莉(2)

ﾀｹﾌｼ ｱｲﾘ
 4056 一由 恵利佳(2)

ｲﾁﾖｼ ｴﾘｶ
 4057 加藤 詩萌(3)

ｶﾄｳ ｼﾎ
 5   5 箕輪  4133 山口 はづき(3)     52.86 

ｼﾅﾉ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾂﾞｷ
 4200 宮澤 希(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ
 4130 久保田 梨奈(2)

ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ

Sub中学女子

4×100

ｸﾎ ﾀ ﾘﾅ
 4131 宮澤 歩(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ
 6   8 岡谷西部  4005 小尾 友音(2)     53.84 

ﾐﾉﾜ ｵﾋﾞ ﾕｳﾅ
 4010 宮澤 杏実(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ
 4006 加納 葵(3)

ｶﾉｳ ｱｵｲ
 4008 鈴木 蘭(2)

ｽｽﾞｷ ﾗﾝ
 7   6 川中島  4072 淀 日南子(1)     54.32 

ｶﾜﾅｶｼﾞﾏ ﾖﾄﾞ ﾋﾅｺ
 4070 西澤 七海(3)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ
 4071 宮島 そよか(3)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｿﾖｶ
 4067 風間 麗海(3)

ｶｻﾞﾏ ｳﾙﾐ

   1 信濃     51.36 鶴田 結衣(3) 永原 朱夏(2) 吉村 萌湧(2) 掘田 莉紗(3)   3  1
   2 御代田     51.59 松田 華歩(3) 小林 葉月(2) 小林 結衣子(3) 新田 美月(3)   2  1
   3 長野東部     51.66 土屋 友佳(3) 伊能 史織(3) 小松 紗菜(3) 小林 珠菜(3)   3  2
   4 赤穂     52.01 戸枝 星(2) 氣賀澤 柚希(3) 久保村 優衣(2) 北原 寧々(3)   3  3
   5 裾花     52.05 根橋 佑奈(2) 竹節 愛莉(2) 一由 恵利佳(2) 加藤 詩萌(3)   3  4
   6 箕輪     52.86 山口 はづき(3) 宮澤 希(3) 久保田 梨奈(2) 宮澤 歩(2)   3  5
   7 東北     53.03 小林 音羽(3) 太田 杏優(3) 堀内 加菜(3) 中村 晴香(2)   2  2
   8 岡谷西部     53.84 小尾 友音(2) 宮澤 杏実(3) 加納 葵(3) 鈴木 蘭(2)   3  6
   9 飯田高陵     53.91 小椋 万柚(3) 齊藤 由佳(2) 牧内 麗(2) 黒川 芹奈(3)   2  3
  10 小諸東     54.16 加部 菜花(2) 山浦 恵梨(3) 酒井 夢実(2) 野澤 沙綺(3)   2  4
  11 附属長野     54.20 原山 紗良(3) 小林 舞音(3) 西澤 梨奈(3) 大蔵 菜那子(3)   1  1
  12 川中島     54.32 淀 日南子(1) 西澤 七海(3) 宮島 そよか(3) 風間 麗海(3)   3  7
  13 上田第四     54.72 永井 真依子(3) 白石 舞(3) 宮越 菜緒(2) 山際 李奈(3)   1  2
  14 櫻ヶ岡     54.92 藤井 遥(3) 林 真咲(3) 澤口 実侑(3) 橋本 真理子(3)   1  3
  15 南箕輪     55.11 瀬戸 由乃(2) 金森 佑奈(2) 藤野 百花(3) 吉田 みさき(3)   2  5
  16 中野平     55.57 春原 知果(3) 湯本 すずね(3) 坂口 ゆず(3) 山崎 萌々子(2)   1  4
  17 長峰     55.67 久島 菜々子(3) 山村 未悠(3) 深江 愛美(3) 藤森 萌夏(3)   1  5
  18 長野北部     57.52 水本 葵(3) 荒井 歩実(3) 和田 菜摘(3) 伊藤 寧音(3)   2  6

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1



期日・時刻 審判長
競技場名 記録主任

陸協名 記録担当審判員

Ord. No. 競技者名 所属 100mH 走高跳 砲丸投 200m 合計得点 順位 備考
オオタ　アユ  17.71 (-0.8)  1.51  11.60 w 28.22 (+2.9)

太田　杏優( 3 ) 519 [519] 632 [1151] 635 [1786] 614 [2400]
ツチヤ　ミヤビ  15.95 (-0.8)  1.40  7.45 w 28.45 (+2.9)

土屋　みやび( 2 ) 720 [720] 512 [1232] 364 [1596] 596 [2192]
ヤマザキ　モモコ  15.93 (-0.8)  1.30  6.95 w 27.42 (+2.9)

山崎　萌々子( 2 ) 723 [723] 409 [1132] 332 [1464] 677 [2141]
ヤザワ　ルカ  16.80 (-0.8)  1.40  7.11 w 28.79 (+2.9)

矢澤　瑠佳( 3 ) 619 [619] 512 [1131] 342 [1473] 570 [2043]
タカハシ　ウララ  15.98 (-0.8)  1.30  5.89 w 27.75 (+2.9)

高橋　うらら( 3 ) 717 [717] 409 [1126] 264 [1390] 651 [2041]
ナカザワ　マリノ  18.09 (-0.8)  1.30  6.48 w 29.19 (+2.9)

中澤　毬乃( 3 ) 479 [479] 409 [888] 302 [1190] 540 [1730]
ヒラツカ　シオリ  18.38 (-0.8)  1.20  8.13 w 30.11 (+2.9)

平塚　栞( 3 ) 450 [450] 312 [762] 408 [1170] 474 [1644]
シオザワ　カレン  18.62 (-0.8)  1.15  7.16 w 30.37 (+2.9)

塩澤　花怜( 3 ) 426 [426] 266 [692] 345 [1037] 457 [1494]
オギハラ　アスカ DNS DNS DNS DNS
荻原　明日香( 3 ) - [-] - [-] - [-] - [-]

w (wind assist) : 追風参考
DNS (Did Not Start) : 欠場

9  4096 東御東部中 - - DNS

2  4116 飯田高陵中  1494 8

5  4050 信濃中  1644 7

4  4054 諏訪南中  1730 6

6  4023 軽井沢中  2041 5

1  4025 軽井沢中  2043 4

8  4076 中野平中  2141 3

3  4024 軽井沢中  2192 2

主催団体名 日本陸上競技連盟 （共）長野市/長野市教育委員会/信濃毎日新聞 長野陸上競技協会 [20] 渡辺誠一

7  4102 東北中  2400 1

リザルト

種目 選抜中学 女子 四種競技 決勝 14/5/31～14/6/01 小林至
競技会名 第3回長野県選抜陸上・長野市大会 [14200308] 長野市営陸上競技場 [201010] 竹内秀樹



決勝 5月31日 10:50

日本中学記録(NR)        13.56
県中学記録(KR)          14.54

風速 -0.8

 1 山崎 萌々子(2) 15.93(723)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 中野平

 2 土屋 みやび(2) 15.95(720)
ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ 軽井沢

 3 高橋 うらら(3) 15.98(717)
ﾀｶﾊｼ ｳﾗﾗ 軽井沢

 4 矢澤 瑠佳(3) 16.80(619)
ﾔｻﾞﾜ ﾙｶ 軽井沢

 5 太田 杏優(3) 17.71(519)
ｵｵﾀ ｱﾕ 東北

 6 中澤 毬乃(3) 18.09(479)
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾘﾉ 諏訪南

 7 平塚 栞(3) 18.38(450)
ﾋﾗﾂｶ ｼｵﾘ 信濃

 8 塩澤 花怜(3) 18.62(426)
ｼｵｻﾞﾜ ｶﾚﾝ 飯田高陵
荻原 明日香(3)
ｵｷﾞﾊﾗ ｱｽｶ 東御東部

決勝 5月31日 16:30

日本中学記録(NR)         1.87
県中学記録(KR)           1.75

1 201 15 1 25 1 30 1 48 1 51 1 54

中学女子混成

走高跳

決勝

1 40 1 451 35

5  4050

2  4116

9  4096
欠場

7  4102

4  4054

6  4023

1  4025

8  4076

3  4024

中学女子混成

100mH(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1m59
太田 杏優(3) O O O O O O O O XO XXX
ｵｵﾀ ｱﾕ 東北 (632)
土屋 みやび(2) O O O XO XO O XXX
ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ 軽井沢 (512)
矢澤 瑠佳(3) O O O O XO XXO XXX
ﾔｻﾞﾜ ﾙｶ 軽井沢 (512)
山崎 萌々子(2) O O O O XXX
ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 中野平 (409)
高橋 うらら(3) O XO XO O XXX
ﾀｶﾊｼ ｳﾗﾗ 軽井沢 (409)
中澤 毬乃(3) O O XO XO XXX
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾘﾉ 諏訪南 (409)
平塚 栞(3) O O XXX
ﾋﾗﾂｶ ｼｵﾘ 信濃 (312)
塩澤 花怜(3) O XXX
ｼｵｻﾞﾜ ｶﾚﾝ 飯田高陵 (266)
荻原 明日香(3) 欠場
ｵｷﾞﾊﾗ ｱｽｶ 東御東部

8 8  4116
 1.15

6  4096

6 1  4054
 1.30

7 2  4050
 1.20

4 5  4076
 1.30

5 3  4023
 1.30

2 9  4024
 1.40

3 7  4025
 1.40

記録 備考

1 4  4102
 1.51

1m201m15 1m25 1m30 1m48 1m51 1m541m40 1m45
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

1m35



決勝 6月1日 9:30

日本中学記録(NR)        16.41
県中学記録(KR)          13.49

太田 杏優(3)
ｵｵﾀ ｱﾕ 東北 (635)
平塚 栞(3)
ﾋﾗﾂｶ ｼｵﾘ 信濃 (408)
土屋 みやび(2)
ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ 軽井沢 (364)
塩澤 花怜(3)
ｼｵｻﾞﾜ ｶﾚﾝ 飯田高陵 (345)
矢澤 瑠佳(3)
ﾔｻﾞﾜ ﾙｶ 軽井沢 (342)
山崎 萌々子(2)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 中野平 (332)
中澤 毬乃(3)
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾘﾉ 諏訪南 (302)
高橋 うらら(3)
ﾀｶﾊｼ ｳﾗﾗ 軽井沢 (264)
荻原 明日香(3) 欠場
ｵｷﾞﾊﾗ ｱｽｶ 東御東部

決勝 6月1日 13:10

日本中学記録(NR)        24.12
県中学記録(KR)          25.16

風速 +2.9

  5.89 

3  4096

  6.48 

8 9  4023
 5.89  5.79  5.88

  6.95 

7 7  4054
 6.34  6.48  6.22

  7.11 

6 2  4076
 6.64  6.40  6.95

  7.16 

5 4  4025
 6.89  6.98  7.11

  7.45 

4 5  4116
 6.59  7.16  7.14

  8.13 

3 6  4024
 6.46  6.81  7.45

 11.60 

2 8  4050
 7.81  8.13  7.65

1 1  4102
10.18 11.60 10.50

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学女子混成

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

中学女子混成

200m

決勝

順 N 氏 名 所属名 記録 備考
 1 山崎 萌々子(2) 27.42(677)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 中野平
 2 高橋 うらら(3) 27.75(651)

ﾀｶﾊｼ ｳﾗﾗ 軽井沢
 3 太田 杏優(3) 28.22(614)

ｵｵﾀ ｱﾕ 東北
 4 土屋 みやび(2) 28.45(596)

ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ 軽井沢
 5 矢澤 瑠佳(3) 28.79(570)

ﾔｻﾞﾜ ﾙｶ 軽井沢
 6 中澤 毬乃(3) 29.19(540)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾘﾉ 諏訪南
 7 平塚 栞(3) 30.11(474)

ﾋﾗﾂｶ ｼｵﾘ 信濃
 8 塩澤 花怜(3) 30.37(457)

ｼｵｻﾞﾜ ｶﾚﾝ 飯田高陵
荻原 明日香(3)
ｵｷﾞﾊﾗ ｱｽｶ 東御東部

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  4076

4  4023

3  4102

7  4024

9  4025

6  4054

 4096
欠場

5  4050

8  4116



決勝 5月31日 15:40

県小学記録(SR)        13.06
大会記録(GR)          13.55

[ 1組] 風速 +2.1 [ 2組] 風速 +2.4

 1 小林 舞香(6)    14.78 1 前田 望乃花(6)    14.36 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 軽井沢A&AC

 2 平出 瑠奈(6)    14.81 2 福野 莉紗(6)    14.48 
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾙﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾌｸﾉ ﾘｻ 附属長野小

 3 内藤 理木(5)    14.89 3 前田 唯(6)    14.52 
ﾅｲﾄｳ ﾘｺ 湯谷小 ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 4 市村 彩美(5)    15.26 4 橋本 花甫(6)    14.53 
ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ 軽井沢A&AC ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 5 土屋 ほのか(5)    15.26 5 佐伯 明莉(6)    14.89 
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 軽井沢A&AC ｻｴｷ ｱｶﾘ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 6 中嶋 愛佳(4)    16.00 6 中津 晴葉(6)    14.95 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ 軽井沢A&AC ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ 青木島小
佐藤 千花(5)
ｻﾄｳ ﾁｶ 軽井沢A&AC

   1 前田 望乃花(6) 軽井沢A&AC    14.36 (+2.4)  2  1
   2 福野 莉紗(6) 附属長野小    14.48 (+2.4)  2  2
   3 前田 唯(6) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ    14.52 (+2.4)  2  3
   4 橋本 花甫(6) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ    14.53 (+2.4)  2  4
   5 小林 舞香(6) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ    14.78 (+2.1)  1  1
   6 平出 瑠奈(6) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ    14.81 (+2.1)  1  2
   7 内藤 理木(5) 湯谷小    14.89 (+2.1)  1  3
   7 佐伯 明莉(6) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ    14.89 (+2.4)  2  5
   9 中津 晴葉(6) 青木島小    14.95 (+2.4)  2  6
  10 市村 彩美(5) 軽井沢A&AC    15.26 (+2.1)  1  4
  10 土屋 ほのか(5) 軽井沢A&AC    15.26 (+2.1)  1  5
  12 中嶋 愛佳(4) 軽井沢A&AC    16.00 (+2.1)  1  6

   21
   24
   23

   15
   17
   19
   31
   16
   30

備考 組 順位
   22
   29
   18

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

2

2    16

5    30

6    18

4    15

所属名 記録／備考
7    22

3    29

   20
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

4    24

8    23

5    31

6    21

3    17

7    19

小学女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



決勝 6月1日 15:05

県小学記録(SR)        53.27
大会記録(GR)        1,01.16

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ    17 小林 舞香(6)    57.18 

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 大会新
   15 橋本 花甫(6)

ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ
   18 前田 唯(6)

ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ
   16 佐伯 明莉(6)

ｻｴｷ ｱｶﾘ
 2   5 屋代小    10 若林 里歩(6)  1,00.12 

ﾔｼﾛｼｮｳ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘﾎ 大会新
   13 堀内 和(5)

ﾎﾘｳﾁ ﾅｺﾞﾐ
   11 手塚 柚那(6)

ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾅ
   12 小林 汀愛羅(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾃｨｱﾗ
 3   2 長野市陸上教室    33 川原 素代果(6)  1,00.75 

ﾅｶﾞﾉｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ ｶﾜﾊﾗ ｿﾖｶ 大会新
   35 田中 結子(6)

ﾀﾅｶ ﾕｲｺ
   32 小嶋 咲良(6)

ｺｼﾞﾏ ｻｸﾗ
   34 川原 穂乃果(6)

ｶﾜﾊﾗ ﾎﾉｶ
 4   3 昭和小    25 坂下 絢美(6)  1,08.59 

ｼｮｳﾜｼｮｳ ｻｶｼﾀ  ｱﾔﾐ
   26 松本 菜那子(6)

ﾏﾂﾓﾄ  ﾅﾅｺ
   28 齋藤 海羽(6)

ｻｲﾄｳ  ﾐｳ
   27 藤沢 瑠琉(6)

ﾞｻ

Sub小学女子

4×100

決勝

ﾌｼﾞｻﾜ  ﾙﾙ



1 : コード 14500321

2 :

3 : コード 201010
4 :
5

月 日 時 分 天候 気温℃ 湿度％ 風向
風速
m/sec

5 31 9 45 晴 25 46 南南東 1.3
5 31 10 0 晴 25 46 南南東 0.7
5 31 11 0 晴 26.5 38 北東 1.8
5 31 12 0 晴 28 35 東南東 2.4
5 31 13 0 晴 28.5 30 北北西 2.2
5 31 14 0 晴 28.5 36 北北西 3.7
5 31 15 0 晴 28.5 38 北北東 3.4
5 31 16 0 晴 27.5 41 東北東 2.8
5 31 17 0 晴 27 44 北北西 3.8
5 31 18 0 晴 25.5 46 北北西 2.7
6 1 9 20 晴 24.5 47 東北東 1.2
6 1 10 0 晴 25.5 44 北北東 0.8
6 1 11 0 晴 26.5 37 北北東 1.6
6 1 12 0 晴 28.5 32 南東 1.9
6 1 13 0 晴 30 23 北北西 2.8
6 1 14 0 晴 30 24 北 3.4
6 1 15 0 晴 30 29 北北西 4.1
6 1 16 0 晴 29.5 29 北北西 3.8
6 1 17 0 晴 29 25 北北東 4.4
6 1 18 0 晴 28 26 北北東 2
6 1 19 0 晴 27.5 30 北北西 1.1

開催日 2014年5月31日(土) ～ 6月1日(日)
気象条件

備考

グラウンドコンディション記録表

競技会の名称 第98回日本陸上競技選手権大会（混成競技）

主催者
日本陸上競技連盟 （共）長野市/長野市教育委員
会/信濃毎日新聞

競技場 長野市営陸上競技場
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