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長野師範 須坂高女
実施せず 実施せず
飯山北 須坂西 長野北 須坂東 篠ノ井 中野
長野北 長野工業 飯山北 須坂東 篠ノ井 長野西
長野北 須坂商業 長野工業 須坂東 長野西 中野
須坂西 長野北 須坂商業 須坂東 中野 飯山南
須坂商業 長野工業 須坂西 須坂東 中野 飯山南
須坂商業 長野北 須坂西 屋代南 須坂東 飯山南
須坂商業 長野工業 松代 須坂商業 屋代南 長野西
須坂西 長野北 須坂商業 須坂東 飯山南 松代
須坂西 須坂商業 長野工業 須坂東 屋代南 長野西
長野商業 長野 長野工業 長野西 須坂東 屋代南
長野商業 須坂西 須坂商業 中野 須坂東 屋代南
須坂西 長野 長野商業 松代 女子 須坂東
長野 須坂商業 長野商業 松代 須坂東 長野西
長野工業 飯山北 長野 屋代南 須坂東 松代
飯山北 須坂商業 長野商業 屋代南 須坂東 松代
須坂商業 長野商業 長野中央 須坂東 篠ノ井 松代
長野中央 長野商業 屋代 屋代南 須坂東 篠ノ井
屋代 須坂 長野中央 篠ノ井 屋代南 女子
須坂商業 長野中央 長野 篠ノ井 長野西 女子
長野 屋代 須坂商業 篠ノ井 女子 長野西
屋代 須坂 長野 長野西 中野 須坂東
屋代 須坂 長野吉田 中野 須坂東 長野西
屋代 長野中央 長野工業 中野 屋代南 長野西
屋代 長野工業 長野中央 中野 屋代南 文化
須坂 長野中央 須坂園芸 中野 篠ノ井 屋代南
須坂 長野工業 長野中央 篠ノ井 屋代南 中野
長野中央 長野工業 須坂 長野商業 皐月 中野
須坂 中野 飯山北 長野西 皐月 長野商業
須坂 中野 北部・飯山北 皐月 長野西 須坂東
長野吉田 須坂 長野 中野 皐月 長野西
長野吉田 長野 須坂 皐月 中野 屋代南
長野吉田 須坂 中野 中野 皐月 須坂
長野吉田 中野 長野東 中野 長野東 皐月
長野吉田 長野 長野東 皐月 長野西 屋代南
長野吉田 須坂 長野東 皐月 飯山北 長野吉田
長野吉田 須坂 長野中央 長野西 皐月 篠ノ井
長野 長野吉田 篠ノ井 皐月 篠ノ井 長野南
長野中央 篠ノ井 長野 皐月 篠ノ井 長野西
長野中央 篠ノ井 飯山北 皐月 篠ノ井 長野西
長野日大 篠ノ井 長野南 皐月 長野西 長野吉田
長野日大 篠ノ井 長野 皐月 長野南 長野西
篠ノ井 長野 長野日大 皐月 篠ノ井 須坂東
長野日大 篠ノ井 長野吉田 皐月 篠ノ井 長野南
長野日大 篠ノ井 須坂 皐月 長野日大 篠ノ井
長野日大 篠ノ井 中野実業 中野 皐月 長野日大
長野日大 中野実業 篠ノ井 長野日大 篠ノ井 長野
長野日大 中野実業 篠ノ井 長野日大 中野西 篠ノ井
中野実業 長野日大 長野 長野日大 篠ノ井 中野実業
長野日大 長野 篠ノ井 長野日大 中野実業 長野
長野日大 長野 中野実業 中野実業 長野日大 長野
長野日大 中野実業 松代 長野日大 中野実業 長野
長野日大 中野実業 長野 長野日大 篠ノ井 長野
長野日大 長野高専 松代 長野吉田 長野日大 篠ノ井
長野日大 中野実業 松代 長野日大 長野吉田 文大長野
長野日大 中野実業 長野吉田 長野日大 文大長野 篠ノ井
長野日大 中野実業 松代 長野日大 篠ノ井 長野商業
長野日大 中野実業 須坂園芸 長野吉田 長野日大 長野
長野吉田 長野日大 中野実業 長野日大 長野吉田 文大長野
長野吉田 長野日大 長野 長野日大 長野吉田 文大長野
長野日大 長野吉田 長野高専 長野吉田 長野東 長野日大
長野日大 長野 長野吉田 長野吉田 長野東 長野日大
長野日大 長野吉田 長野 長野吉田 長野 文大長野
長野日大 長野吉田 長野 長野吉田 長野 学園長野
長野日大 長野吉田 松代 長野吉田 長野 長野日大
長野日大 長野 長野高専 長野吉田 長野日大 長野東
長野日大 長野吉田 飯山北・飯山 長野東 長野吉田 長野日大
長野日大 長野吉田 長野東 長野東 長野西 学園長野
長野日大 長野吉田 飯山 長野日大 長野東 市立長野
長野日大 長野高専 長野 長野日大 市立長野 長野東
長野高専 市立長野 長野日大 長野日大 市立長野 長野東

H６年度より得点法変更

年
度

北信総合体育大会（春季）　　学校対抗歴代優勝校
女　　　　　子

１　　位 ２　　位 ３　　位 １　　位 ２　　位 ３　　位



大会役員及び競技役員・補助員 無印＝3日間出席

   ① ＝1日目出席

大 会 長 松村秀寿(松代)  ② ＝2日目出席

副 大 会 長 藤井　昭一(長野東)    　  ③ ＝3日目出席

総 務 宮尾淳矢(長野工業)

総 務 員 北原三代志(須坂) 小林　至(飯山) 登玉貴子(長野市陸) ◆飯山3

庶 務 (主) 小林伸広(松代) 佐藤立至(長野市陸) 鹿野恵利子(須坂創成) ◆飯山3

技 術 総 務 北原三代志(須坂)(兼)

審 判 長 玉城良二(長野東)-ﾄﾗｯｸ 浦野義忠(長野市陸)-跳躍 伊藤利博(長野市陸)-投てき

番 組 編 成 員 (主) 大竹義雄(長野市陸) 平田芳光(北部)

ア ナ ウ ン サ ー (主) 鹿野恵利子(須坂創成)(兼) 玉川 吉彦(長野市陸) 登玉貴子(長野市陸)(兼) 矢野悦子(長野清泉)

◆長野日大1

記 録 ・ 情 報 処 理 (主) 岡村哲郎(長野吉田) ①②大澤幸造(長野高専) 尾田 美恵子(長野市陸) 黒岩長美(中野立志館)

兼 対 校 得 点 古田新造(長野市陸) 矢口裕(長野東) ③割田雄磨(長野市陸) ◆長野吉田4、長野高専2

混 成 競 技 係 戸谷直喜(文化学園長野)

マ ー シ ャ ル (主) 西片功(長野市陸) 北原勲(長野市陸) 塩島淳志(須坂創成) 西村千代松(千曲陸) ◆中野西2

医 務 員 (主) 常田真樹(長野市陸) ③小林廣幸(長野市陸) ①②小林未佳(長野市陸) 島田まゆみ(長野市陸)

②③横地京子(松代)

ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟ場係 大庭達也(長野西)

競 技 者 係 (主) 板山浩巳(須坂東) 伊藤昌子(中野西) 久保田明雄(須坂陸) ②③小山裕菜(千曲陸)

③清水尚希(上水内陸) 多田弘敏(長野南) ◆須坂東2、長野東2、文化学園長野2、長野高専2

役 員 係 (主) 鈴木文雄(長野市陸) 内田智志(上水内陸)

表 彰 係 総務で兼務 ◆市立長野2

補 助 員 係 (主) 下條正紀(市立長野) 石川和義(長野吉田）

風 力 計 測 員 (主) 碓井真(長野日大) 寺澤祐樹(長野日大) ②宮澤徹(中高陸) 宮澤幹生(長野工業)

◆長野日大4

用 器 具 係 (主) 北原三代志(須坂)(兼) ②③内山英雄(上水内陸) ①久保田博明(北部) ②③島田岳彦(須坂)

②③南澤恒太郎(文化学園長野) 若林栄吉(中高陸)

◆飯山1、中野立志館2、須坂創成1、須坂3、松代1、屋代2

写 真 判 定 員 (主) 永井俊彦(長野) ①②小川裕樹(長野高専) 小長谷祥治(長野俊英) ③渡辺誠一(長野高専)

◆長野2

監 察 員 (主) 甘利裕志(屋代) ③伊藤功(上水内陸) ③伊藤宏文 ①井上正見(須坂陸)

北村澄男(上水内陸) ①小出耕司(須坂陸) 小宮山勝一(須坂陸) ①②鈴木信吾(須坂陸)

②鈴木喜昌(千曲陸) 武内伸之(更級農業) 早川幸(長野市陸)

ス タ ー タ ー (主) 中津敦喜(須坂創成) ②③内山良一(須坂陸) 小林幸太郎(飯山) ②③芳川千恵(長野市陸)

◆須坂創成2、長野東2

出 発 係 (主) 坂本成久(長野商業) 太田 直希(松代) ②③平出勲(長野市陸) ①丸山健志(上水内陸)

②矢澤一彦(中野立志館) ◆長野西2、長野商業4、屋代1

周 回 記 録 員 (主) 山田憲一(長野日大) ②③小島君夫(長野市陸) ①竹内万祐(長野市陸)

兼計時・決勝 ◆長野日大2

跳 躍 審 判 員 (主) 矢野清隆(中野立志館) 有賀大成(篠ノ井) 石川和義(長野吉田）(兼) 小林　至(飯山)(兼)

下條正紀(市立長野)(兼) ②③戸谷涼乃(長野市陸) 橋本哲平(下高井農林) ②③宮澤誠(長野市陸)

②宮林凌汰(長野市陸) ②③村田貴大(長野市陸)

◆中野立志館3、北部1、市立長野3、長野西1、篠ノ井2、長野清泉1、長野俊英1

投てき審判員 (主) 高橋孝幸(更級農業) 大庭達也(長野西) 笠井道也(長野) 小林伸広(松代)(兼)

②③斉藤和彦(長野市陸) ①②清水幸雄(須坂陸) 滝澤克彦(長野工業) ①山田栄一郎(長野市陸)

◆飯山1、長野1、長野工業4、長野南1、更級農業3

競 歩 審 判 員 (主) 碓井真(長野日大)(兼) 北原三代志(須坂)(兼) 小林　至(飯山)(兼) 下條正紀(市立長野)(兼)

戸谷直喜(文化学園長野)(兼) 宮尾淳矢(長野工業)(兼) 山田憲一(長野日大)(兼) ◆長野日大3
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式 次 第

開会式 ９：３０

１ 開 式 通 告

２ 国旗・市旗・高体連旗掲揚

３ 優勝杯返還（男子長野高専・女子長野日大）

男子市立長野・女子市立長野

男子市立長野・女子長野日大

４ 会長挨拶（藤井先生：長野東高校）

５ 競技開始宣言

６ 選 手 宣 誓（男子：長野高専）

７ 閉 式 通 告

閉会式 １５：００

１ 開 式 通 告

２ 成 績 発 表

３ 賞状及び優勝杯授与

４ 講 評

５ 会 長 挨 拶

６ 国旗・市旗・高体連旗降納

７ 閉 式 通 告

注 意 事 項
１．競技規則について

規則は、２０１９年度日本陸上競技連盟競技規則および本大会申し合わせ事項による。

２．招集について

（１）招集所は、正面スタンド左側ゲート（ ｍスタート付近）に設置する。招集完了時刻は、トラ

ック競技１５分前、フィールド競技３０分前、棒高跳は 時間前とする。

（２）リレー種目のオ－ダー用紙はその都度、招集完了１時間前までに競技者係へ提出する。オーダ

ー用紙の提出後は招集完了時間前であってもオーダーの変更はできない。怪我等で変更が必要

な場合は、総務員に申し出て指示に従うこと。

（３）他種目と兼ねて出場する者は、その旨競技者係及び審判員に申し出る。

（４）招集に遅れた者は失格とみなして出場を許可しない。なお、棄権する者は予め競技者係に申し

出る。

３．ナンバーカードについて

（１）ナンバーカードは、胸・背各部に確実にとりつける。（ただし、跳躍競技の競技者は、背または

胸のどちらかにつけるだけでもよい。）ナンバーカードのない者は出場できない。

（２） × ｍＲの最終走者・ ｍ以上の競技の出場者は、招集時に、通しの腰ナンバーカードを受

け取る。

（３） ｍ以上の出場者は胸と背にも通しナンバーカードを付ける。

（４） 以上の種目にオープンで参加する競技者で対校選手と同走する場合には、対校選手とは別

色のナンバーカードを着用する。別色のナンバーカードは招集時に競技者係で配布する。

（５）腰ナンバーカード等の招集所で配布されたナンバーカードは競技終了後に速やかに競技者係へ

返却する。

４．競技方法について

（１）トラック競技

①トラック競技、予選の走路順は、プログラム記載順で上から下へ、順次右へ、フィールド競技も同

様に試技する。トラック競技組合せ及びレーン順は番組編成で厳選のうえ決める。

②トラック競技で 秒で同タイムになった場合、 秒の差をみて次ラウンドに進む選手を決

める。

③トラック競技での不正スタートは一回で失格とする。

（２）フィールド競技

①投てき用具は、競技場備え付けの物を使用する。

②跳躍競技のバーの上げ方は次の通り。（コンディションによって変更する場合は、審判長が判断す

る。）

（男子） 走高跳 ・・・ ・・

（男子） 棒高跳 ・・

（女子） 走高跳 ・・

（女子） 棒高跳 ・・

混成 走高跳 （男子） 以降 ｃｍ （女子） 以降 ｃｍ

同記録で順位決定が必要な場合、次のとおり、バーを上げ下げする。走高跳２ 棒高跳５

③競技場は全天候補装であるので、スパイクピンは、トラック競技は９ 、フィールド競技は

以下を使用する。なお、サブトラックでも一部全天候補装であるので、９ 以下を使用する。

⑤フィールド種目のオープンは、３回の試技とする。

⑥フィールドにおいて試技を命ぜられてから、次の時間は通常の場合超えてはならない。
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残っている

競技者数

単独競技 混成競技

走高跳 棒高跳 その他 走高跳 その他 棒高跳以外）

４人以上 １分 １分 １分 １分 １分

２～３ １分３０秒 ２分 １分 １分３０秒 １分

１ ３分 ５分 － ２分 ２分

連続試技 ２分 ３分 ２分 ２分 ２分

⑦携帯電話や小型音楽プレーヤー等電子機器の競技場内への持ち込みを禁止する。

５．表彰について

表彰は、男女総合３位及び種目別３位まで賞状を授与する。

６．練習場について

（１）メイン競技場で練習を行える時間は以下の通りである。 
１０日（金）８：００～９：１５ 競技終了後～１７：３０  
１１日（土）７：３０～９：１０ 競技終了後～１７：３０  
１２日（日）７：３０～９：１０ 
競技終了後、上記の時間以降に練習を行う場合は一度競技場の外に出て再入場手続きを行う

こと。 
（２）サブ競技場については、大会期間中ウォームアップ会場として常時使用できる。

（３）投てき練習は、円盤投・ハンマー投・やり投はアクアウィング横の投てき練習場で行う。砲丸

投は補助競技場で行う。メイン競技場では、朝（競技開始前）の投てき練習は禁止とする。

やり・円盤は競技終了後、顧問の付き添いの上で行うことができる。

７．県高校総体について

８位（８人）までの入賞者 混成競技は６位（６人）まで は県大会の出場資格を得る。学校ごと本部

に１人１０００円の参加料を添えて申し込みをする。〔県大会は、５月２ 日 金 ～２ 日 日 松本平広域公園陸

上競技場で開催〕

８．その他

頭髪の茶色・染色・パーマ等や装飾のピアス・ネックレス・指輪・サングラス等は、高校生競技者と

してそぐわない。
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「あたま」や「かお」をつよくぶつけたときには、
すぐに先生につたえよう！

むりをしてうごかずに、そのばで休んでいよう！

頭頚部や顔面に強い衝撃を受けた時は

◇安静にし、すぐに専門医の診察を
◇本人が「大丈夫」と言っても競技に復帰させない

※意識があっても生命にかかわる場合があります

フローチャートは、独立行政法人日本スポーツ振興センター『スポーツ事故防止ハンドブック』より 
                                                         監修：長野県日体協公認スポーツドクター協議会

作成：長野県教育委員会事務局スポーツ課学校体育係

スポーツによる脳震盪は、そのまま競技・練習を続けると、これを何

度も繰り返し、急激な脳腫脹や急性硬膜下血腫など、致命的な脳損傷

を起こすことがある。一般社団法人日本脳神経外科学会

「スポーツによる脳損傷を予防するための提言」より

「セカンドインパクトシンドローム（SIS）」・・・脳に同じような外傷が二度加わった場合、
一度目の外傷による症状は軽微であっても、二度目の外傷による症状は、はるかに重篤にな
ることがあること。

スポーツによる脳震盪は、意識障害や健忘がなく、頭痛や気分不良などだけのこともある。

後述「スポーツによる脳損傷を予防するための提言」より 

  

 

頭

頚

部

外

傷

発

生 

意識障害 
の有無を確認 

保護者に連絡して 
家庭で観察 

頚髄・頚椎損傷 
の疑いを確認 

脳震盪症状 
の有無を確認 

あり 

な

し 

あり あり 

１１９番通報 
ＡＥＤの手配 

意識障害の確認例 

●開眼していない 
●話すことができない 
●時・場所・人が正確に

 わからない 
●外傷前後の事を覚え 

 ていない 

★運動マヒ 
★筋力低下 
★しびれ 
★異常感覚 

★頭痛 
★吐き気 
★気分不快 
★けいれんや普段と 

 違う行動パターン 
★バランステストの 

 異常 
    等  

すぐ回復 

★心肺蘇生の開始 
★ＡＥＤの使用 

呼吸、体動などを再評価 
救急隊の到着を待つ 

呼吸あり 

頚部の安静に 
留意し 

呼吸の確認 

呼吸なし・わからない 

回復しない 

帰宅後異常あり 

な

し 
な

し 

『練習、試合への復帰は慎重に』・・・スポーツへの復帰は慎重

にし、必要に応じて脳神経外科専門医の判断を仰ぎましょう。
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男子の部 





県高校記録    10"32   塚原 直貴(東海大三)
大会記録    10”72   高橋 邦幸（長野日大）

組 ] 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

曽根 聖史 屋代 松岡 龍哉 屋代
ｿﾈ ｷﾖﾌﾐ （3） ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳﾔ （3）
田中 新大 須坂東 箱山 昂希 更級農業
ﾀﾅｶ ｱﾗﾀ （2） ﾊｺﾔﾏ ｱｷ （1）
伊東 拓海 長野日大 小島 史 須坂
ｲﾄｳ ﾀｸﾐ （1） ｺｼﾞﾏ ﾌﾋﾄ （1）
林 長大 長野高専 青山 真之介 松代
ﾊﾔｼ ﾀｹﾄ （2） ｱｵﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ （3）
江本 剛輝 中野西 青木 快翔 須坂東
ｴﾓﾄ ｺｳｷ （1） ｱｵｷ ｶｲﾄ （1）
曽根 康太 市立長野  牧野   蒼 長野吉田
ｿﾈ ｺｳﾀ （1） ﾏｷﾉ ｱｵｲ （1）
小根山 慶汰 長野俊英 今井 夏希 飯山
ｵﾈﾔﾏ ｹｲﾀ （2） ｲﾏｲ ﾅﾂｷ （2）
海野 太貴 長野東
ｳﾝﾉ ﾀｲｷ （2）

組 ] 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

森田 捷斗 松代 谷中 翔哉 須坂
ﾓﾘﾀ ﾊﾔﾄ （3） ﾔﾅｶ ｼｮｳﾔ （1）
小林 俊陽 更級農業 尾身 健人 長野商業
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾔ （1） ｵﾐ ｹﾝﾄ （3）
宮田 優吾 篠ﾉ井 原山 泰成 長野工業
ﾐﾔﾀ ﾕｳｺﾞ （2） ﾊﾗﾔﾏ ﾀｲｾｲ （3）
関口 竣介 屋代 山岸 大毅 須坂東
ｾｷｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ （3） ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｲｷ （2）
岩瀬 巧巳 長野 齊藤 舜太郎 市立長野
ｲﾜｾ ﾀｸﾐ （3） ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀﾛｳ （2）
 八田    奨梧 長野吉田 春日 伊吹 飯山
ﾊｯﾀ ｼｮｳｺﾞ （1） ｶｽｶﾞ ｲﾌﾞｷ （2）
小林 輝虎 中野立志館 丸山 達己 須坂創成
ｺﾊﾞﾔｼﾃﾙﾄﾗ （3） ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂｷ （2）

組 ] 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

芳川 琉惟 中野立志館 青木 駿哉 中野西
ﾖｼｶﾜﾙｲ （2） ｱｵｷ ｼｭﾝﾔ （3）
石山 丈 長野日大 佐藤 大樹 須坂創成
ｲｼﾔﾏ ｼﾞｮｳ （3） ｻﾄｳ ﾋﾛｷ （3）
勝田 創太 須坂創成 田島 直輝 長野
ｶﾂﾀ ｿｳﾀ （1） ﾀｼﾞﾏ ﾅｵｷ （1）
髙橋 諒 長野俊英 原山 翔 北部
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ （1） ﾊﾗﾔﾏ ｼｮｳ （2）
永泉 樂大 須坂 松木 玲亜 長野東
ﾅｶﾞｲｽﾞﾐ ｶﾞｸﾄ （1） ﾏﾂｷ ﾚｲｱ （2）
高橋 江成 飯山 鷲尾 聖哉 下高井農林
ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ （3） ﾜｼｵ ｾｲﾔ （3）
佐藤 柊 長野商業 玉木 駿汰 長野高専
ｻﾄｳ ｼｭｳ （2） ﾀﾏｷ ｼｭﾝﾀ （1）

男子  100m
予選 組  3着＋3
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組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

傳田 季風 長野商業
ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾄｷｶｾﾞ （2）
荒木 涼太 市立長野
ｱﾗｷ ﾘｮｳﾀ （2）
清水 翔栄 長野高専
ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｴｲ （2）
中山 勇輝 文化学園長野
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ （3）
松岡 駿真 長野日大
ﾏﾂｵｶ ｼｭﾝﾏ （1）
小淵 孝太 中野立志館
ｵﾌﾞﾁｺｳﾀ （2）
大原 聖也 長野東
ｵｵﾊﾗ ｾｲﾔ （3）

組 ] 組 ]
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録

組 ]
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録

組　2着＋2

決勝

準決勝
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県高校記録    20"93   塚原 直貴(東海大三)
大会記録    21”76   浅川 優人（長野）

組 ] 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

中村 颯人 長野工業 髙橋 諒 長野俊英
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ （3） ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ （1）
篠塚 政仁 須坂 佐藤 柊 長野商業
ｼﾉﾂﾞｶ ﾏｻﾄ （1） ｻﾄｳ ｼｭｳ （2）
田中 駿吉 長野南 清水 翔栄 長野高専
ﾀﾅｶ ｼｭﾝｷﾁ （2） ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｴｲ （2）
青山 真之介 松代 齊藤 舜太郎 市立長野
ｱｵﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ （3） ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀﾛｳ （2）
徳竹 諒真 屋代 佐藤 大樹 須坂創成
ﾄｸﾀｹ ﾘｮｳﾏ （3） ｻﾄｳ ﾋﾛｷ （3）
小淵 孝太 中野立志館 原山 泰成 長野工業
ｵﾌﾞﾁｺｳﾀ （2） ﾊﾗﾔﾏ ﾀｲｾｲ （3）
松木 玲亜 長野東 海野 太貴 長野東
ﾏﾂｷ ﾚｲｱ （2） ｳﾝﾉ ﾀｲｷ （2）
曽根 康太 市立長野 宮﨑 駿人 長野南
ｿﾈ ｺｳﾀ （1） ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾔﾄ （1）

組 ] 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

桑原 勇輝 長野俊英 山口 智輝 松代
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｳｷ （2） ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｷ （2）
青木 駿哉 中野西 山岸 大毅 須坂東
ｱｵｷ ｼｭﾝﾔ （3） ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｲｷ （2）
横山 弥晏 長野工業 小池 亜留斗 長野日大
ﾖｺﾔﾏ ﾐﾊﾙ （2） ｺｲｹ ｱﾙﾄ （2）
高橋 祐太 飯山 岩瀬 巧巳 長野
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ （3） ｲﾜｾ ﾀｸﾐ （3）
田中 新大 須坂東 今井 夏希 飯山
ﾀﾅｶ ｱﾗﾀ （2） ｲﾏｲ ﾅﾂｷ （2）
岩倉 克歩 長野 宮林 祥汰 長野高専
ｲﾜｸﾗ ｶﾂﾐ （2） ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ （3）
 牧野   蒼 長野吉田 箱山 昂希 更級農業
ﾏｷﾉ ｱｵｲ （1） ﾊｺﾔﾏ ｱｷ （1）
小林 昂平 更級農業 関口 竣介 屋代
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ （1） ｾｷｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ （3）

組 ] 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

西澤 悠生 飯山 荒木 涼太 市立長野
ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｷ （3） ｱﾗｷ ﾘｮｳﾀ （2）
尾身 健人 長野商業 傳田 季風 長野商業
ｵﾐ ｹﾝﾄ （3） ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾄｷｶｾﾞ （2）
井上 広章 長野日大 田中 竜星 須坂創成
ｲﾉｳｴ ﾋﾛｱｷ （2） ﾀﾅｶ ﾘｭｳｾｲ （1）
中山 勇輝 文化学園長野 林 長大 長野高専
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ （3） ﾊﾔｼ ﾀｹﾄ （2）
村越 友哉 中野西 小根山 慶汰 長野俊英
ﾑﾗｺｼ ﾄﾓﾔ （3） ｵﾈﾔﾏ ｹｲﾀ （2）
小林 輝虎 中野立志館 伊東 拓海 長野日大
ｺﾊﾞﾔｼﾃﾙﾄﾗ （3） ｲﾄｳ ﾀｸﾐ （1）
大原 聖也 長野東 松岡 龍哉 屋代
ｵｵﾊﾗ ｾｲﾔ （3） ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳﾔ （3）
神林 和弥 須坂東
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾔ （1）

男子  200m
予選 組  3着＋6
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組 ] 組 ]
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録

組 ]
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録

準決勝 組　2着＋2

決勝
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県高校記録    46"98   塚田 英彦(上田東)
大会記録    48”62   山本 彰一（長野日大）

組 ] 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

中島 啓貴 長野工業 滝沢 駿介 中野立志館
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｷ （3） ﾀｷｻﾞﾜｼｭﾝｽｹ （2）
宮澤 政弥 長野日大 永泉 樂大 須坂
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻﾔ （1） ﾅｶﾞｲｽﾞﾐ ｶﾞｸﾄ （1）
田中 竜星 須坂創成 中村 颯人 長野工業
ﾀﾅｶ ﾘｭｳｾｲ （1） ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ （3）
桑原 勇輝 長野俊英 島田 樹 長野東
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｳｷ （2） ｼﾏﾀﾞ ｲﾂｷ （3）
稲生 元希 長野吉田 松岡 龍哉 屋代
ｲﾉｳ ｹﾞﾝｷ （3） ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳﾔ （3）
小林 祐太 須坂 林 長大 長野高専
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ （2） ﾊﾔｼ ﾀｹﾄ （2）
神林 和弥 須坂東 相澤 佑樹 篠ﾉ井
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾔ （1） ｱｲｻﾞﾜ ﾕｳｷ （3）

組 ] 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

村本 悠登 更級農業 百瀬 葵 須坂東
ﾑﾗﾓﾄ ﾕｳﾄ （2） ﾓﾓｾ ｱｵｲ （1）
高崎 真地 長野高専 村岡 拓海 長野高専
ﾀｶｻｷ ｼﾝｼﾞ （3） ﾑﾗｵｶ ﾀｸﾐ （3）
荒木 涼太 市立長野 長谷川 悠 長野日大
ｱﾗｷ ﾘｮｳﾀ （2） ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳ （2）
村越 友哉 中野西 横山 弥晏 長野工業
ﾑﾗｺｼ ﾄﾓﾔ （3） ﾖｺﾔﾏ ﾐﾊﾙ （2）
小森 巧巳 須坂創成 田中 駿吉 長野南
ｺﾓﾘ ﾀｸﾐ （3） ﾀﾅｶ ｼｭﾝｷﾁ （2）
高橋 祐太 飯山 和田 響一 飯山
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ （3） ﾜﾀﾞ ｷｮｳｲﾁ （3）
小淵 孝太 中野立志館 小宮山 蒼 須坂創成
ｵﾌﾞﾁｺｳﾀ （2） ｺﾐﾔﾏ ｿｳ （1）

組 ] 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

宮田 優吾 篠ﾉ井 山口 智輝 松代
ﾐﾔﾀ ﾕｳｺﾞ （2） ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｷ （2）
横山 貴弘 長野商業 髙田 翔弥 長野俊英
ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ （2） ﾀｶﾀﾞ ｼｮｳﾔ （1）
小林 昂平 更級農業 加藤 佑弥 長野
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ （1） ｶﾄｳ ﾕｳﾔ （2）
坂口 拓真 須坂 新井 翔壱 長野商業
ｻｶｸﾞﾁ ﾀｸﾏ （2） ｱﾗｲ ｶｲﾁ （3）
徳竹 諒真 屋代 渡辺 諒征 市立長野
ﾄｸﾀｹ ﾘｮｳﾏ （3） ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｾｲ （2）
本山 雄大 飯山 武井 優波 篠ﾉ井
ﾓﾄﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ （2） ﾀｹｲ ﾕｳﾊ （3）
井上 広章 長野日大
ｲﾉｳｴ ﾋﾛｱｷ （2）

男子  400m
予選 組  3着＋6

― 11 ―



組 ] 組 ]
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録

組 ]
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録

準決勝

決勝

組　2着＋2

― 12 ―



県高校記録    1'48"46   川元　奨（北佐久農業）
大会記録    1’54”11   石澤 崇紀（長野日大）

組 ] 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

小松 泰我 長野 小林 祐太 須坂
ｺﾏﾂ ﾀｲｶﾞ （2） ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ （2）
田中 夏輝 中野立志館 横山 貴弘 長野商業
ﾀﾅｶﾅﾂｷ （2） ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ （2）
丸山 拓真 長野日大 渡辺 諒征 市立長野
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾏ （3） ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｾｲ （2）
西澤 佑真 屋代 佐藤 壮汰朗 中野西
ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳﾏ （3） ｻﾄｳ ｿｳﾀﾛｳ （2）
仲俣 拓晟 長野俊英 塚田 亮介 更級農業
ﾅｶﾏﾀ ﾀｸﾏ （3） ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ （3）
長谷川 樹 飯山 伊藤 翼 篠ﾉ井
ﾊｾｶﾞﾜ ｲﾂｷ （3） ｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ （2）
小森 巧巳 須坂創成 山口 智輝 松代
ｺﾓﾘ ﾀｸﾐ （3） ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｷ （2）

組 ] 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

桑原 勇輝 長野俊英 山崎 歩夢 中野立志館
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｳｷ （2） ﾔﾏｻﾞｷｱﾕﾑ （1）
島田 樹 長野東 中村 将也 長野日大
ｼﾏﾀﾞ ｲﾂｷ （3） ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ （3）
山本 迅哉 飯山 鶴田 直大 長野西
ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞﾝﾔ （2） ﾂﾙﾀ ﾅｵﾋﾛ （1）
村本 悠登 更級農業 村岡 拓海 長野高専
ﾑﾗﾓﾄ ﾕｳﾄ （2） ﾑﾗｵｶ ﾀｸﾐ （3）
藤井 勇気 長野西 髙田 翔弥 長野俊英
ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ （2） ﾀｶﾀﾞ ｼｮｳﾔ （1）
瀬沼 良空 長野高専 藤本 飛翔 須坂創成
ｾﾇﾏ ﾘｸｳ （1） ﾌｼﾞﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ （3）
稲生 元希 長野吉田 若林 千真 長野東
ｲﾉｳ ｹﾞﾝｷ （3） ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ （2）

組 ] 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

相澤 佑樹 篠ﾉ井 高野 翔吾 中野立志館
ｱｲｻﾞﾜ ﾕｳｷ （3） ﾀｶﾉｼｮｳｺﾞ （1）
中島 啓貴 長野工業 落合 涼太 飯山
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｷ （3） ｵﾁｱｲ ﾘｮｳﾀ （3）
菊川 丈仁 長野日大 村越 友哉 中野西
ｷｸｶﾜ ﾄﾓﾋﾄ （1） ﾑﾗｺｼ ﾄﾓﾔ （3）
岡澤 朋也 屋代 山岸 成 長野
ｵｶｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ （1） ﾔﾏｷﾞｼ ﾅﾙ （2）
水田 遼太郎 長野 中村 颯 長野高専
ﾐｽﾞﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ （3） ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾃ （2）
小宮山 蒼 須坂創成 坂口 拓真 須坂
ｺﾐﾔﾏ ｿｳ （1） ｻｶｸﾞﾁ ﾀｸﾏ （2）
池田 俊太 須坂 宮島 充悠 屋代
ｲｹﾀﾞ ｼｭﾝﾀ （3） ﾐﾔｼﾞﾏ ｱﾂﾋﾛ （1）

男子  800m
予選 組  3着＋6
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組 ] 組 ]
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録

組 ]
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録

準決勝 組　2着＋2

決勝

― 14 ―



県高校記録    3'38"49   佐藤 清治(佐久長聖)
大会記録    3’56”26   高橋　勇輝（長野日大）

組 ] 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

池田 俊太 須坂 竹前 光哉 長野日大
ｲｹﾀﾞ ｼｭﾝﾀ （3） ﾀｹﾏｴ ｺｳﾔ （1）
伊藤 翼 篠ﾉ井 田中 夏輝 中野立志館
ｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ （2） ﾀﾅｶﾅﾂｷ （2）
山岸 洸 屋代 北澤 翔馬 長野吉田
ﾔﾏｷﾞｼ ﾋｶﾙ （2） ｷﾀｻﾞﾜ ｼｮｳﾏ （3）
片桐 悠人 長野日大 小林 勇太 屋代
ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾄ （2） ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ （3）
後藤 空也 長野高専 藤井 太喜 須坂
ｺﾞﾄｳ ｸｳﾔ （1） ﾌｼﾞｲ ﾀｲｷ （3）
中川 雄太 長野工業 丸山 海 長野高専
ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ （2） ﾏﾙﾔﾏ ｶｲ （3）
玉井 歩 長野吉田 落合 涼太 飯山
ﾀﾏｲ ｱﾕﾑ （3） ｵﾁｱｲ ﾘｮｳﾀ （3）
宮川颯太郞 中野立志館 小松 泰我 長野
ﾐﾔｶﾞﾜｿｳﾀﾛｳ （3） ｺﾏﾂ ﾀｲｶﾞ （2）
伊藤 匠未 長野東 藤井 勇気 長野西
ｲﾄｳ ﾀｸﾐ （1） ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ （2）
鶴田 直大 長野西 塚田 亮介 更級農業
ﾂﾙﾀ ﾅｵﾋﾛ （1） ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ （3）
山岸 成 長野 宮本 桜佑 中野西
ﾔﾏｷﾞｼ ﾅﾙ （2） ﾐﾔﾓﾄ ｵｳｽｹ （1）
中沢 瑛人 飯山 大澤 隼斗 長野工業
ﾅｶｻﾞﾜ ｱｷﾄ （3） ｵｵｻﾜ ﾊﾔﾄ （2）
井浦 史仁 須坂創成 佐藤 健人 下高井農林
ｲｳﾗ ﾌﾐﾋﾄ （1） ｻﾄｳ ｹﾝﾄ （3）

組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

中村 颯 長野高専
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾃ （2） 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録

原田 直輝 長野
ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵｷ （2）
小林 祐太 須坂
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ （2）
山崎 歩夢 中野立志館
ﾔﾏｻﾞｷｱﾕﾑ （1）
仲俣 拓晟 長野俊英
ﾅｶﾏﾀ ﾀｸﾏ （3）
若林 千真 長野東
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ （2）
池田 悠大 長野吉田
ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ （3）
丸山 拓真 長野日大
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾏ （3）
塩入 洋弥 長野工業
ｼｵｲﾘ ﾋﾛﾔ （3）
市村 健太郎 飯山
ｲﾁﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ （3）
山口 雄飛 更級農業
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾋ （2）
西澤 佑真 屋代
ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳﾏ （3）
藤本 飛翔 須坂創成
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ （3）

組  3着＋3

決勝

男子  1500m
予選
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県高校記録    13'45"23   佐藤 悠基(佐久長聖)
大会記録    14’55”83   大池　竜紀（長野日大）

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

片桐 悠人 長野日大 北澤 翔馬 長野吉田
ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾄ （2） ｷﾀｻﾞﾜ ｼｮｳﾏ （3）
柳澤 太一 長野高専 丸山 海 長野高専
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｲﾁ （2） ﾏﾙﾔﾏ ｶｲ （3）
三井 悦志 長野日大 髙藤 陽樹 飯山
ﾐﾂｲ ｴﾂｼ （3） ﾀｶﾄｳ ﾊﾙｷ （3）
花輪 洋弥 屋代 池田 俊太 須坂
ﾊﾅﾜ ﾋﾛﾔ （2） ｲｹﾀﾞ ｼｭﾝﾀ （3）
松尾 勇希 長野工業 池田 悠大 長野吉田
ﾏﾂｵ ﾕｳｷ （3） ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ （3）
山岸 洸 屋代 吉田 春城 長野
ﾔﾏｷﾞｼ ﾋｶﾙ （2） ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ （3）
岡村 康太 長野工業 藤本 飛翔 須坂創成
ｵｶﾑﾗ ｺｳﾀ （1） ﾌｼﾞﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ （3）
大井 武蔵 長野西 根津 亜聡 須坂
ｵｵｲ ﾑｻｼ （1） ﾈﾂﾞ ｱｻﾄ （2）
玉井 歩 長野吉田 三井 航志 長野日大
ﾀﾏｲ ｱﾕﾑ （3） ﾐﾂｲ ｺｳｼ （3）
小林 琉吾 長野
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｺﾞ （3） 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録

市村 健太郎 飯山
ｲﾁﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ （3）
藤井 太喜 須坂
ﾌｼﾞｲ ﾀｲｷ （3）
大井 飛翔 飯山
ｵｵｲ ﾂﾊﾞｻ （1）
西澤 佑真 屋代
ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳﾏ （3）
佐藤 健人 下高井農林
ｻﾄｳ ｹﾝﾄ （3）
中村 颯 長野高専
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾃ （2）
瀬切 悠気 長野工業
ｾｷﾞﾘ ﾕｳｷ （2）
原 圭佑 長野
ﾊﾗ ｹｲｽｹ （3）

男子  5000m
決勝

　(外側スタート)　(内側スタート)
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県高校記録    14"44   早川 恭平(長野吉田)
大会記録    14”77   早川 恭平（長野吉田）

組 ] 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

岩瀬 巧巳 長野 青山 真之介 松代
ｲﾜｾ ﾀｸﾐ （3） ｱｵﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ （3）
勝田 創太 須坂創成 宮林 祥汰 長野高専
ｶﾂﾀ ｿｳﾀ （1） ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ （3）
市川 遥葵 松代 勝山 誠也 須坂創成
ｲﾁｶﾜ ﾊﾙｷ （2） ｶﾂﾔﾏ ﾏｻﾔ （3）
小島 力 飯山 谷中 翔哉 須坂
ｺｼﾞﾏ ﾘｷ （3） ﾔﾅｶ ｼｮｳﾔ （1）
瀧内 善基 長野西 玉城 善多 市立長野
ﾀｷｳﾁ ﾖｼｷ （1） ﾀﾏｷ ｾﾞﾝﾀ （1）
窪田 圭太 須坂 吉田 真輝 長野工業
ｸﾎﾞﾀ ｹｲﾀ （1） ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｷ （2）
岩渕 聡志 長野高専 山崎 蓮也 須坂東
ｲﾜﾌﾞﾁ ｻﾄｼ （1） ﾔﾏｻﾞｷ ﾚﾝﾔ （1）
奥村 駿樹 須坂
ｵｸﾑﾗ ｼｭﾝｷ （2）

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録

県高校記録    51"36   小池 佑始(東海大三)
大会記録    52”29   中野　直哉（長野吉田）

組 ] 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

岩渕 聡志 長野高専 岡田 瑞樹 飯山
ｲﾜﾌﾞﾁ ｻﾄｼ （1） ｵｶﾀﾞ ﾐｽﾞｷ （1）
髙島 蒼太 長野工業 奥村 駿樹 須坂
ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ （2） ｵｸﾑﾗ ｼｭﾝｷ （2）
宮林 祥汰 長野高専 新井 翔壱 長野商業
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ （3） ｱﾗｲ ｶｲﾁ （3）
加藤 佑弥 長野 高崎 真地 長野高専
ｶﾄｳ ﾕｳﾔ （2） ﾀｶｻｷ ｼﾝｼﾞ （3）
小島 力 飯山 本山 雄大 飯山
ｺｼﾞﾏ ﾘｷ （3） ﾓﾄﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ （2）

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録

予選 組  2着＋4

男子  400mH(0.914m)
予選 組  2着＋4

決勝

決勝

男子  110mH(1.067m)
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県高校記録    8'51"11   山本　嵐(佐久長聖)
大会記録    9’19”42   高橋 桂逸（長野）

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

小林 吹雪 飯山 大澤 隼斗 長野工業
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾌﾞｷ （3） ｵｵｻﾜ ﾊﾔﾄ （2）
田中 圭 長野日大 上原 海里 長野日大
ﾀﾅｶ ｹｲ （3） ｳｴﾊﾗ ﾜﾀﾘ （3）
玉井 歩 長野吉田 池田 悠大 長野吉田
ﾀﾏｲ ｱﾕﾑ （3） ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ （3）
田中 亮丞 長野日大 丸山 海 長野高専
ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ （3） ﾏﾙﾔﾏ ｶｲ （3）
中川 雄太 長野工業 中沢 瑛人 飯山
ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ （2） ﾅｶｻﾞﾜ ｱｷﾄ （3）
吉田 春城 長野 藤井 太喜 須坂
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ （3） ﾌｼﾞｲ ﾀｲｷ （3）
北澤 翔馬 長野吉田 大塚 創太 長野日大
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｮｳﾏ （3） ｵｵﾂｶ ｿｳﾀ （2）
柳澤 太一 長野高専
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｲﾁ （2）
小林 勇太 屋代
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ （3）
根津 亜聡 須坂
ﾈﾂﾞ ｱｻﾄ （2）

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録

県高校記録    19'45"72   高田 浩二(松川)
大会記録    21’02”05   鈴木　英司(長野工業)

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録

佐藤 晋太 長野工業
ｻﾄｳ ｼﾝﾀ （1）
山口 雄飛 更級農業
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾋ （2）
塩入 洋弥 長野工業
ｼｵｲﾘ ﾋﾛﾔ （3）
清水 海地 長野日大
ｼﾐｽﾞ ｶｲﾁ （3）
中村 耕太朗 長野商業
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ （2）
井上 祐希 長野日大
ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ （2）
中村 悠汰 長野南
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ （3）

男子  5000mW
決勝

男子  3000mSC
決勝

決勝
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県高校記録    40"95   小池・中嶋・西村・柳沢(松商学園)

大会記録    41”60   山中・坂口・池田・黒岩（長野日大）

組 ] 組 ]
ﾚｰﾝ 所属/No 氏名 ｶﾅ/学年         順位/ 記録/ｵｰﾀﾞｰ ﾚｰﾝ 所属/No 氏名 ｶﾅ/学年         順位/ 記録/ｵｰﾀﾞｰ

長野工業 松代
原山 泰成 ﾊﾗﾔﾏ ﾀｲｾｲ(3) 森田 捷斗 ﾓﾘﾀ ﾊﾔﾄ(3)
中村 颯人 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ(3) 青山 真之介 ｱｵﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ(3)
横山 弥晏 ﾖｺﾔﾏ ﾐﾊﾙ(2) 市川 遥葵 ｲﾁｶﾜ ﾊﾙｷ(2)
髙島 蒼太 ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ(2) 山口 智輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｷ(2)
中島 啓貴 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｷ(3) 丸山 大木 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｲｷ(2)
吉田 真輝 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｷ(2)

長野高専 更級農業
高崎 真地 ﾀｶｻｷ ｼﾝｼﾞ(3) 塚田 亮介 ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ(3)
林 長大 ﾊﾔｼ ﾀｹﾄ(2) 村本 悠登 ﾑﾗﾓﾄ ﾕｳﾄ(2)
天利 友哉 ｱﾏﾘ ﾄﾓﾔ(3) 小林 俊陽 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾔ(1)
角田 啓太 ｶﾄﾞﾀ ｹｲﾀ(2) 箱山 昂希 ﾊｺﾔﾏ ｱｷ(1)
宮林 祥汰 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ(3) 山口 雄飛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾋ(2)
岩渕 聡志 ｲﾜﾌﾞﾁ ｻﾄｼ(1) 小林 昂平 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ(1)

屋代 市立長野
松岡 龍哉 ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳﾔ(3) 齊藤 舜太郎 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀﾛｳ(2)
関口 竣介 ｾｷｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ(3) 常田 龍輝 ﾄｷﾀ ﾘｭｳｷ(2)
中島 啓介 ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲｽｹ(3) 小山 敦司 ｺﾔﾏ ｱﾂｼ(2)
徳竹 諒真 ﾄｸﾀｹ ﾘｮｳﾏ(3) 荒木 涼太 ｱﾗｷ ﾘｮｳﾀ(2)
曽根 聖史 ｿﾈ ｷﾖﾌﾐ(3) 曽根 康太 ｿﾈ ｺｳﾀ(1)
西原 彰人 ﾆｼﾊﾗ ｱｷﾄ(1) 森 一裕 ﾓﾘ ｶｽﾞﾋﾛ(1)

長野日大 長野
石山 丈 ｲｼﾔﾏ ｼﾞｮｳ(3) 岩瀬 巧巳 ｲﾜｾ ﾀｸﾐ(3)
伊東 拓海 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ(1) 岩倉 克歩 ｲﾜｸﾗ ｶﾂﾐ(2)
小池 亜留斗 ｺｲｹ ｱﾙﾄ(2) 加藤 佑弥 ｶﾄｳ ﾕｳﾔ(2)
松岡 駿真 ﾏﾂｵｶ ｼｭﾝﾏ(1) 田島 直輝 ﾀｼﾞﾏ ﾅｵｷ(1)
井上 広章 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｱｷ(2) 大澤 寿騎 ｵｵｻﾜ ﾄｼｷ(2)
宮澤 政弥 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻﾔ(1)

須坂東 長野吉田
田中 新大 ﾀﾅｶ ｱﾗﾀ(2) 小池 哲平 ｺｲｹ ﾃｯﾍﾟｲ(3)
青木 快翔 ｱｵｷ ｶｲﾄ(1) 塚田 奏 ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾀ(2)
山岸 大毅 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｲｷ(2) 木鋪 颯馬 ｷｼｸ ｿｳﾏ(2)
百瀬 葵 ﾓﾓｾ ｱｵｲ(1)  八田    奨梧 ﾊｯﾀ ｼｮｳｺﾞ(1)
玉井 温人 ﾀﾏｲ ｱﾂﾄ(1) 竹村 颯太郎 ﾀｹﾑﾗ ｿｳﾀﾛｳ(2)
神林 和弥 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾔ(1) 山本  敦稀 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｷ(1)

須坂 長野東
奥村 駿樹 ｵｸﾑﾗ ｼｭﾝｷ(2) 大原 聖也 ｵｵﾊﾗ ｾｲﾔ(3)
永泉 樂大 ﾅｶﾞｲｽﾞﾐ ｶﾞｸﾄ(1) 海野 太貴 ｳﾝﾉ ﾀｲｷ(2)
小島 史 ｺｼﾞﾏ ﾌﾋﾄ(1) 島田 樹 ｼﾏﾀﾞ ｲﾂｷ(3)
谷中 翔哉 ﾔﾅｶ ｼｮｳﾔ(1) 竹内 悠馬 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾏ(1)

松木 玲亜 ﾏﾂｷ ﾚｲｱ(2)
渡辺 己太朗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾀﾛｳ(1)

須坂創成 長野商業
勝山 誠也 ｶﾂﾔﾏ ﾏｻﾔ(3) 新井 翔壱 ｱﾗｲ ｶｲﾁ(3)
丸山 達己 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂｷ(2) 佐藤 柊 ｻﾄｳ ｼｭｳ(2)
小森 巧巳 ｺﾓﾘ ﾀｸﾐ(3) 尾身 健人 ｵﾐ ｹﾝﾄ(3)
勝田 創太 ｶﾂﾀ ｿｳﾀ(1) 傳田 季風 ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾄｷｶｾﾞ(2)
佐藤 大樹 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ(3) 横山 貴弘 ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ(2)
田中 竜星 ﾀﾅｶ ﾘｭｳｾｲ(1) 瀬戸 幸和 ｾﾄ ﾕｷﾁｶ(1)

中野立志館 飯山
石坂 巽海 ｲｼｻﾞｶﾀﾂﾐ(3) 高橋 江成 ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ(3)
芳川 琉惟 ﾖｼｶﾜﾙｲ(2) 出川 侑暉 ﾃﾞｶﾞﾜ ﾕｳｷ(3)
小林 輝虎 ｺﾊﾞﾔｼﾃﾙﾄﾗ(3) 西澤 悠生 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｷ(3)
小淵 孝太 ｵﾌﾞﾁｺｳﾀ(2) 今井 夏希 ｲﾏｲ ﾅﾂｷ(2)
羽生田倫世 ﾊﾆｳﾀﾞﾘﾝｾﾞ(3) 深澤 尚仁 ﾌｶｻﾜ ﾅｵﾄ(2)

春日 伊吹 ｶｽｶﾞ ｲﾌﾞｷ(2)

順位 ﾁｰﾑ ｵｰﾀﾞｰ /記録 順位 ﾁｰﾑ ｵｰﾀﾞｰ /記録
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　

予選

決勝

男子  4×100mR
組  2着＋4
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県高校記録    3'15"22   宮下・池田・児玉・小池(市立長野)

大会記録    3’19”86   田中・小林・小山・今井（長野日大）

組 ] 組 ]
ﾚｰﾝ 所属/No 氏名 ｶﾅ/学年         順位/ 記録/ｵｰﾀﾞｰ ﾚｰﾝ 所属/No 氏名 ｶﾅ/学年         順位/ 記録/ｵｰﾀﾞｰ

長野日大 市立長野
石山 丈 ｲｼﾔﾏ ｼﾞｮｳ(3) 常田 龍輝 ﾄｷﾀ ﾘｭｳｷ(2)
伊東 拓海 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ(1) 荒木 涼太 ｱﾗｷ ﾘｮｳﾀ(2)
小池 亜留斗 ｺｲｹ ｱﾙﾄ(2) 渡辺 諒征 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｾｲ(2)
松岡 駿真 ﾏﾂｵｶ ｼｭﾝﾏ(1) 曽根 康太 ｿﾈ ｺｳﾀ(1)
井上 広章 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｱｷ(2) 玉城 善多 ﾀﾏｷ ｾﾞﾝﾀ(1)
宮澤 政弥 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻﾔ(1) 森 一裕 ﾓﾘ ｶｽﾞﾋﾛ(1)

長野 更級農業
岩瀬 巧巳 ｲﾜｾ ﾀｸﾐ(3) 塚田 亮介 ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ(3)
岩倉 克歩 ｲﾜｸﾗ ｶﾂﾐ(2) 村本 悠登 ﾑﾗﾓﾄ ﾕｳﾄ(2)
加藤 佑弥 ｶﾄｳ ﾕｳﾔ(2) 竹前 拓海 ﾀｹﾏｴ ﾀｸﾐ(3)
山岸 成 ﾔﾏｷﾞｼ ﾅﾙ(2) 箱山 昂希 ﾊｺﾔﾏ ｱｷ(1)
大澤 寿騎 ｵｵｻﾜ ﾄｼｷ(2) 山口 雄飛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾋ(2)
小松 泰我 ｺﾏﾂ ﾀｲｶﾞ(2) 小林 昂平 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ(1)

篠ﾉ井 長野商業
相澤 佑樹 ｱｲｻﾞﾜ ﾕｳｷ(3) 新井 翔壱 ｱﾗｲ ｶｲﾁ(3)
宮田 優吾 ﾐﾔﾀ ﾕｳｺﾞ(2) 中村 耕太朗 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ(2)
武井 優波 ﾀｹｲ ﾕｳﾊ(3) 尾身 健人 ｵﾐ ｹﾝﾄ(3)
伊藤 翼 ｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ(2) 佐藤 柊 ｻﾄｳ ｼｭｳ(2)
山口 雄也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ(3) 横山 貴弘 ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ(2)

傳田 季風 ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾄｷｶｾﾞ(2)
長野西 長野工業

藤井 勇気 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ(2) 中村 颯人 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ(3)
鶴田 直大 ﾂﾙﾀ ﾅｵﾋﾛ(1) 中島 啓貴 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｷ(3)
瀧内 善基 ﾀｷｳﾁ ﾖｼｷ(1) 原山 泰成 ﾊﾗﾔﾏ ﾀｲｾｲ(3)
大井 武蔵 ｵｵｲ ﾑｻｼ(1) 横山 弥晏 ﾖｺﾔﾏ ﾐﾊﾙ(2)
北島 航 ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳ(1) 髙島 蒼太 ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ(2)

中川 雄太 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ(2)
長野高専 須坂創成

高崎 真地 ﾀｶｻｷ ｼﾝｼﾞ(3) 小森 巧巳 ｺﾓﾘ ﾀｸﾐ(3)
林 長大 ﾊﾔｼ ﾀｹﾄ(2) 井浦 史仁 ｲｳﾗ ﾌﾐﾋﾄ(1)
天利 友哉 ｱﾏﾘ ﾄﾓﾔ(3) 藤本 飛翔 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ(3)
角田 啓太 ｶﾄﾞﾀ ｹｲﾀ(2) 田中 竜星 ﾀﾅｶ ﾘｭｳｾｲ(1)
宮林 祥汰 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ(3) 佐藤 晃太 ｻﾄｳ ｺｳﾀ(2)
中村 颯 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾃ(2) 小宮山 蒼 ｺﾐﾔﾏ ｿｳ(1)

飯山 長野吉田
和田 響一 ﾜﾀﾞ ｷｮｳｲﾁ(3) 稲生 元希 ｲﾉｳ ｹﾞﾝｷ(3)
小島 力 ｺｼﾞﾏ ﾘｷ(3) 竹村 颯太郎 ﾀｹﾑﾗ ｿｳﾀﾛｳ(2)
高橋 祐太 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ(3) 小池 哲平 ｺｲｹ ﾃｯﾍﾟｲ(3)
本山 雄大 ﾓﾄﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ(2) 塚田 奏 ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾀ(2)
高山 皓也 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾛﾔ(2) 木鋪 颯馬 ｷｼｸ ｿｳﾏ(2)
山本 迅哉 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞﾝﾔ(2)  八田    奨梧 ﾊｯﾀ ｼｮｳｺﾞ(1)

松代 屋代
森田 捷斗 ﾓﾘﾀ ﾊﾔﾄ(3) 松岡 龍哉 ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳﾔ(3)
青山 真之介 ｱｵﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ(3) 関口 竣介 ｾｷｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ(3)
市川 遥葵 ｲﾁｶﾜ ﾊﾙｷ(2) 中島 啓介 ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲｽｹ(3)
山口 智輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｷ(2) 徳竹 諒真 ﾄｸﾀｹ ﾘｮｳﾏ(3)
丸山 大木 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｲｷ(2) 西澤 佑真 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳﾏ(3)

曽根 聖史 ｿﾈ ｷﾖﾌﾐ(3)

順位 ﾁｰﾑ ｵｰﾀﾞｰ /記録 順位 ﾁｰﾑ ｵｰﾀﾞｰ /記録
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　

男子  4×400mR
予選 組  2着＋4

決勝
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県高校記録    2m17   小柳 和朗(中野実業)
大会記録    2m14   堀内 宗和（篠ノ井）

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録 試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録

上野 桂輔 長野工業 山本 聖陽 長野商業

ｳｴﾉ ｹｲｽｹ （1） ﾔﾏﾓﾄ ｾｲｱ （1）

松下 優吾 中野立志館 羽生田倫世 中野立志館

ﾏﾂｼﾀﾕｳｺﾞ （2） ﾊﾆｳﾀﾞﾘﾝｾﾞ （3）

山崎 蓮也 須坂東 角田 啓太 長野高専

ﾔﾏｻﾞｷ ﾚﾝﾔ （1） ｶﾄﾞﾀ ｹｲﾀ （2）

柴垣  颯大 長野吉田 玉城 善多 市立長野

ｼﾊﾞｶﾞｷ ﾊﾔﾀ （1） ﾀﾏｷ ｾﾞﾝﾀ （1）

吉澤 涼 長野高専 瀧内 善基 長野西

ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ （1） ﾀｷｳﾁ ﾖｼｷ （1）

北村 卓 長野工業 小山 敦司 市立長野

ｷﾀﾑﾗ ｽｸﾞﾙ （1） ｺﾔﾏ ｱﾂｼ （2）

中沢 颯希 長野商業 山本  敦稀 長野吉田

ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾂｷ （1） ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｷ （1）

塩野 未来彦 須坂創成 板倉　魁士 中野立志館

ｼｵﾉ ﾐｷﾋｺ （1） ｲﾀｸﾗ　ｶｲﾄ （1）

県高校記録    5m11   松澤ジアン成治(高遠)
大会記録    4m80   内山　朋也（長野吉田）

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録 試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録

清水 翔栄 長野高専 滝沢 駿介 中野立志館

ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｴｲ （2） ﾀｷｻﾞﾜｼｭﾝｽｹ （2）

竹内 輔 長野工業 中島 啓介 屋代

ﾀｹｳﾁ ﾀｽｸ （1） ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲｽｹ （3）

小林 秀平 長野高専 石坂 巽海 中野立志館

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ （2） ｲｼｻﾞｶﾀﾂﾐ （3）

男子  走高跳
決勝

男子  棒高跳
決勝
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県高校記録    7m61   嶺村 鴻汰(大町)
大会記録    7m18   武田 満（中野実業）

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録 試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録

木鋪 颯馬 長野吉田 天利 友哉 長野高専

ｷｼｸ ｿｳﾏ （2） ｱﾏﾘ ﾄﾓﾔ （3）

山本  敦稀 長野吉田 小島 史 須坂

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｷ （1） ｺｼﾞﾏ ﾌﾋﾄ （1）

篠原 幸太 須坂東 吉澤 涼 長野高専

ｼﾉﾊﾗ ｺｳﾀ （1） ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ （1）

八田   奨梧 長野吉田 今井 怜司 飯山

ﾊｯﾀ ｼｮｳｺﾞ （1） ｲﾏｲ ﾚｲｼﾞ （1）

曽根 聖史 屋代 小林 秀平 長野高専

ｿﾈ ｷﾖﾌﾐ （3） ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ （2）

神林 和弥 須坂東 関口 竣介 屋代

ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾔ （1） ｾｷｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ （3）

近藤 仁彪 長野工業 宮下 倖盛 長野工業

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄﾗ （1） ﾐﾔｼﾀ ｺｳｾｲ （1）

青木 快翔 須坂東 中島 啓介 屋代

ｱｵｷ ｶｲﾄ （1） ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲｽｹ （3）

藤田 勇樹 北部 塚田 奏 長野吉田

ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｷ （2） ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾀ （2）

塩野 未来彦 須坂創成 常田 龍輝 市立長野

ｼｵﾉ ﾐｷﾋｺ （1） ﾄｷﾀ ﾘｭｳｷ （2）

中村 将 中野西 春日 伊吹 飯山

ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳ （1） ｶｽｶﾞ ｲﾌﾞｷ （2）

百瀬 葵 須坂東 中沢 颯希 長野商業

ﾓﾓｾ ｱｵｲ （1） ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾂｷ （1）

宮﨑 駿人 長野南 関本 涼我 長野吉田

ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾔﾄ （1） ｾｷﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ （2）

粕尾 尚平 屋代 高橋 江成 飯山

ｶｽｵ ｼｮｳﾍｲ （2） ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ （3）

村本 悠登 更級農業 礒野 巧巳 市立長野

ﾑﾗﾓﾄ ﾕｳﾄ （2） ｲｿﾉ ﾀｸﾐ （3）

江本 剛輝 中野西 石坂 巽海 中野立志館

ｴﾓﾄ ｺｳｷ （1） ｲｼｻﾞｶﾀﾂﾐ （3）

古澤 克登 長野工業 小池 哲平 長野吉田

ﾌﾙｻﾜ ｶﾂﾄ （1） ｺｲｹ ﾃｯﾍﾟｲ （3）

松下 優吾 中野立志館 森田 捷斗 松代

ﾏﾂｼﾀﾕｳｺﾞ （2） ﾓﾘﾀ ﾊﾔﾄ （3）

県高校記録    15m58   石川 和義(中野実業)
大会記録    14m95   小出 隆太（長野日大）

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録 試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録

 八田    奨梧 長野吉田 小山 敦司 市立長野

ﾊｯﾀ ｼｮｳｺﾞ （1） ｺﾔﾏ ｱﾂｼ （2）

大嶋 聡一 長野工業 山本  敦稀 長野吉田

ｵｵｼﾏ ｿｳｲﾁ （2） ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｷ （1）

中沢 颯希 長野商業 勝山 誠也 須坂創成

ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾂｷ （1） ｶﾂﾔﾏ ﾏｻﾔ （3）

小林 秀平 長野高専 石坂 巽海 中野立志館

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ （2） ｲｼｻﾞｶﾀﾂﾐ （3）

塩野 未来彦 須坂創成 森田 捷斗 松代

ｼｵﾉ ﾐｷﾋｺ （1） ﾓﾘﾀ ﾊﾔﾄ （3）

芳川 琉惟 中野立志館 天利 友哉 長野高専

ﾖｼｶﾜﾙｲ （2） ｱﾏﾘ ﾄﾓﾔ （3）

常田 龍輝 市立長野 塚田 奏 長野吉田

ﾄｷﾀ ﾘｭｳｷ （2） ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾀ （2）

奥村 駿樹 須坂 礒野 巧巳 市立長野

ｵｸﾑﾗ ｼｭﾝｷ （2） ｲｿﾉ ﾀｸﾐ （3）

高橋 江成 飯山 小池 哲平 長野吉田

ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ （3） ｺｲｹ ﾃｯﾍﾟｲ （3）

男子  走幅跳
決勝

男子  三段跳
決勝

― 22 ―



県高校記録    14m76   米倉　朋輝（長野工業）
大会記録    13m54   米倉　朋輝（長野工業）

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録 試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録

久保 秀馬 更級農業 山戸 敢太 中野立志館

ｸﾎﾞ ｼｭｳﾏ （1） ﾔﾏﾄｶﾝﾀ （2）

大久保 龍太 須坂創成 古田 優耶 飯山

ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳﾀ （1） ﾌﾙﾀ ﾕｳﾔ （1）

石坂 駿太 更級農業 齋藤 勇輝 中野立志館

ｲｼｻﾞｶ ｼｭﾝﾀ （2） ｻｲﾄｳﾕｳｷ （3）

山口 雄也 篠ﾉ井 山﨑 裕道 更級農業

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ （3） ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾐﾁ （2）

牧 晃大 長野高専 小林 翔一 須坂創成

ﾏｷ ｺｳﾀﾞｲ （1） ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲﾁ （3）

丸山 大木 松代 山田 大輝 飯山

ﾏﾙﾔﾏ ﾀｲｷ （2） ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ （2）

刈間 隆広 更級農業 西牧 幸太 長野商業

ｶﾘﾏ ﾀｶﾋﾛ （1） ﾆｼﾏｷ ｺｳﾀ （2）

須田 寛史 長野工業 井浦 椋介 須坂創成

ｽﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ （2） ｲｳﾗ ﾘｮｳｽｹ （3）

池田 勘多 中野立志館 小林 浩都 市立長野

ｲｹﾀﾞｶﾝﾀ （1） ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ （2）

大日方 栄貴 長野高専 髙橋 理人 須坂創成

ｵﾋﾞﾅﾀ ｴｲｷ （2） ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ （3）

茂手木 宏至 飯山 大原 翼 北部

ﾓﾃｷﾞ ｺｳｼﾞ （2） ｵｵﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ （2）

県高校記録    45m21   笹野 弘允(丸子実業)
大会記録    41m59   大庭　達也（飯山北）

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録 試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録

大久保 龍太 須坂創成 西牧 幸太 長野商業

ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳﾀ （1） ﾆｼﾏｷ ｺｳﾀ （2）

山田 大輝 飯山 竹村 颯太郎 長野吉田

ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ （2） ﾀｹﾑﾗ ｿｳﾀﾛｳ （2）

芝 高弘 須坂創成 井浦 椋介 須坂創成

ｼﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ （2） ｲｳﾗ ﾘｮｳｽｹ （3）

前澤 慧 飯山 鈴木 智也 中野立志館

ﾏｴｻﾞﾜ ｹｲ （2） ｽｽﾞｷﾄﾓﾔ （3）

牧 晃大 長野高専 中澤 惇哉 飯山

ﾏｷ ｺｳﾀﾞｲ （1） ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ （3）

高木 章太 長野東 山﨑 裕道 更級農業

ﾀｶｷﾞ ｼｮｳﾀ （3） ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾐﾁ （2）

大原 翼 北部 梨子田 峻 飯山

ｵｵﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ （2） ﾅｼﾀﾞ ｼｭﾝ （2）

大日方 栄貴 長野高専 髙橋 理人 須坂創成

ｵﾋﾞﾅﾀ ｴｲｷ （2） ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ （3）

山岸 大耀 長野吉田 武井 優波 篠ﾉ井

ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｲﾖｳ （3） ﾀｹｲ ﾕｳﾊ （3）

竹前 拓海 更級農業 古田 優耶 飯山

ﾀｹﾏｴ ﾀｸﾐ （3） ﾌﾙﾀ ﾕｳﾔ （1）

佐藤 学人 長野俊英 小林 翔一 須坂創成

ｻﾄｳ ｶﾞｸﾄ （2） ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲﾁ （3）

石坂 駿太 更級農業 齋藤 勇輝 中野立志館

ｲｼｻﾞｶ ｼｭﾝﾀ （2） ｻｲﾄｳﾕｳｷ （3）

丸山 大木 松代

ﾏﾙﾔﾏ ﾀｲｷ （2）

決勝

男子  砲丸投(6.000kg)
決勝

男子  円盤投(1.750kg)
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県高校記録    57m29   笹野 弘允(丸子実業)
大会記録    52m90   神田 郁実（長野商業）

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録 試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録

小林 翔一 須坂創成 茂手木 宏至 飯山

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲﾁ （3） ﾓﾃｷﾞ ｺｳｼﾞ （2）

山﨑 裕道 更級農業 石坂 駿太 更級農業

ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾐﾁ （2） ｲｼｻﾞｶ ｼｭﾝﾀ （2）

刈間 隆広 更級農業 須田 寛史 長野工業

ｶﾘﾏ ﾀｶﾋﾛ （1） ｽﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ （2）

牧 晃大 長野高専 大日方 栄貴 長野高専

ﾏｷ ｺｳﾀﾞｲ （1） ｵﾋﾞﾅﾀ ｴｲｷ （2）

割田 大夢 長野工業 梨子田 峻 飯山

ﾜﾘﾀ ﾋﾛﾑ （1） ﾅｼﾀﾞ ｼｭﾝ （2）

久保 秀馬 更級農業 髙橋 理人 須坂創成

ｸﾎﾞ ｼｭｳﾏ （1） ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ （3）

芝 高弘 須坂創成 竹前 拓海 更級農業

ｼﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ （2） ﾀｹﾏｴ ﾀｸﾐ （3）

中澤 惇哉 飯山 石井 優登 長野工業

ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ （3） ｲｼｲ ﾕｳﾄ （3）

山戸 敢太 中野立志館 井浦 椋介 須坂創成

ﾔﾏﾄｶﾝﾀ （2） ｲｳﾗ ﾘｮｳｽｹ （3）

県高校記録    62m58   小林 強(上田東)
大会記録    59m34   岩崎　まお（長野東）

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録 試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録

 牧野   蒼 長野吉田 加藤 爽 下高井農林

ﾏｷﾉ ｱｵｲ （1） ｶﾄｳ ｼｮｳ （3）

関澤 歩夢 須坂東 角田 啓太 長野高専

ｾｷｻﾞﾜ ｱﾕﾑ （1） ｶﾄﾞﾀ ｹｲﾀ （2）

吉岡 匠 長野商業 早川 颯太 北部

ﾖｼｵｶ ﾀｸﾐ （2） ﾊﾔｶﾜ ｿｳﾀ （2）

小林 海羽飛 屋代 小林 虎太郎 長野東

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｳﾄ （1） ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾀﾛｳ （2）

小林 俊陽 更級農業 鹿野 秀明 長野

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾔ （1） ｼｶﾉ ﾋﾃﾞｱｷ （2）

北島 航 長野西 竹村 颯太郎 長野吉田

ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳ （1） ﾀｹﾑﾗ ｿｳﾀﾛｳ （2）

茂手木 宏至 飯山 梨子田 峻 飯山

ﾓﾃｷﾞ ｺｳｼﾞ （2） ﾅｼﾀﾞ ｼｭﾝ （2）

佐藤 学人 長野俊英 山岸 大耀 長野吉田

ｻﾄｳ ｶﾞｸﾄ （2） ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｲﾖｳ （3）

前澤 慧 飯山 齋藤 勇輝 中野立志館

ﾏｴｻﾞﾜ ｹｲ （2） ｻｲﾄｳﾕｳｷ （3）

若林 爽太 屋代 山口 雄也 篠ﾉ井

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ （1） ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ （3）

柴垣  颯大 長野吉田 竹前 拓海 更級農業

ｼﾊﾞｶﾞｷ ﾊﾔﾀ （1） ﾀｹﾏｴ ﾀｸﾐ （3）

丸山 大木 松代 石山 丈 長野日大

ﾏﾙﾔﾏ ﾀｲｷ （2） ｲｼﾔﾏ ｼﾞｮｳ （3）

男子  ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg)
決勝

男子  やり投(0.800kg)
決勝
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女子の部 





県高校記録    12"03   モラード 華(松商学園)
大会記録    12”24   宮下 典子（篠ノ井）

組 ] 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

佐藤 幸奈 長野吉田 藤岡 まそら 飯山
ｻﾄｳ ﾕｷﾅ （2） ﾌｼﾞｵｶ ﾏｿﾗ （2）
関 明日美 中野西 田中 莉子 篠ﾉ井
ｾｷ ｱｽﾐ （3） ﾀﾅｶ ﾘｺ （1）
宮崎 若奈 長野商業 小宮山 伶佳 屋代
ﾐﾔｻﾞｷ ﾜｶﾅ （1） ｺﾐﾔﾏ ﾚｲｶ （2）
伊東 里奈 松代 山﨑 あみ 長野日大
ｲﾄｳ ﾘﾅ （1） ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾐ （3）
上垣外 奈緒 長野西 河田 璃音 市立長野
ｶﾐｶﾞｲﾄ ﾅｵ （1） ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ （3）
西澤 唯花 文化学園長野 坂田 栞菜 長野
ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｲｶ （2） ｻｶﾀ ｶﾝﾅ （2）
田村 純菜 市立長野 平林 真奈 長野吉田
ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ （3） ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ （1）
滝澤 朱 須坂創成 青木 美音 長野南
ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ （1） ｱｵｷ ﾐｵﾝ （1）

組 ] 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

栁澤 志帆 須坂創成 髙藤 世那 長野日大
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾎ （2） ﾀｶﾄｳ ｾﾅ （1）
曽根原 未尋 長野日大 相澤 こごみ 文化学園長野
ｿﾈﾊﾗ ﾐﾋﾛ （2） ｱｲｻﾞﾜ ｺｺﾞﾐ （3）
塩川 真帆蕗 長野高専 弓本 あかり 長野商業
ｼｵｶﾜ ﾏﾎﾛ （1） ﾕﾐﾓﾄ ｱｶﾘ （3）
竹内 海月 中野立志館 佐藤 日和 屋代
ﾀｹｳﾁﾐﾂｷ （1） ｻﾄｳ ﾋﾖﾘ （1）
小林 涼美 飯山 岩﨑 結月 須坂創成
ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞﾐ （3） ｲﾜｻｷ ﾕﾂﾞｷ （1）
保科 真歩 長野吉田 綿貫 寧 市立長野
ﾎｼﾅ ﾏﾎ （2） ﾜﾀﾇｷ ﾈｲ （2）
滝澤 満月 文化学園長野 山岸 萌香 飯山
ﾀｷｻﾞﾜ ﾐﾂｷ （2） ﾔﾏｷﾞｼ ﾓｴｶ （3）
宮﨑 夏希 長野南
ﾐﾔｻﾞｷ ﾅﾂｷ （1）

組 ] 組 ]
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録

決勝

女子  100m

予選 組  3着＋4

準決勝 組　3着＋2
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県高校記録    24"67   河田　璃音(市立長野)
大会記録    24”95   加藤　詩萌（長野日大）

組 ] 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

曽根原 未尋 長野日大 池田 薫 長野西
ｿﾈﾊﾗ ﾐﾋﾛ （2） ｲｹﾀﾞ ｶｵﾙ （3）
上垣外 奈緒 長野西 下田  花菜 長野日大
ｶﾐｶﾞｲﾄ ﾅｵ （1） ｼﾓﾀ ﾊﾅ （3）
栁澤 志帆 須坂創成 南澤 胡桃 長野商業
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾎ （2） ﾐﾅﾐｻﾜ ｸﾙﾐ （2）
田中 莉子 篠ﾉ井 佐藤 日和 屋代
ﾀﾅｶ ﾘｺ （1） ｻﾄｳ ﾋﾖﾘ （1）
能瀬 麗捺 文化学園長野 保科 真歩 長野吉田
ﾉｾ ﾚｲﾅ （3） ﾎｼﾅ ﾏﾎ （2）
唐澤 花実 市立長野 土屋 利里花 篠ﾉ井
ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ （3） ﾂﾁﾔ ﾘﾘｶ （1）
宮原 舞 長野商業
ﾐﾔﾊﾗ ﾏｲ （1）

組 ] 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

山本 愛華 長野商業 相澤 こごみ 文化学園長野
ﾔﾏﾓﾄ ｱｲｶ （1） ｱｲｻﾞﾜ ｺｺﾞﾐ （3）
田村 純菜 市立長野 澁谷 美帆 長野吉田
ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ （3） ｼﾌﾞﾔ ﾐﾎ （2）
佐藤 遥菜 須坂 河田 璃音 市立長野
ｻﾄｳ ﾊﾙﾅ （2） ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ （3）
宮﨑 由衣 長野高専 小池 愛美 長野日大
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｲ （2） ｺｲｹ ｱﾐ （1）
滝澤 朱 須坂創成 平塚 美咲 飯山
ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ （1） ﾋﾗﾂｶ ﾐｻｷ （1）
坂田 栞菜 長野 関 明日美 中野西
ｻｶﾀ ｶﾝﾅ （2） ｾｷ ｱｽﾐ （3）

組 ] 組 ]
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録

決勝

女子  200m

予選 組  3着＋4

準決勝 組　3着＋2
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県高校記録    55"42   山本 瑞(小諸)
             瀧澤　彩（長野）

大会記録    56”07   加藤　詩萌（長野日大）

組 ] 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

髙野 華純 長野西 田中 愛珠 須坂
ﾀｶﾉ ｶｽﾐ （2） ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ （2）
佐藤 遥菜 須坂 関 明日美 中野西
ｻﾄｳ ﾊﾙﾅ （2） ｾｷ ｱｽﾐ （3）
水元 叶 市立長野 下田  花菜 長野日大
ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾅｳ （1） ｼﾓﾀ ﾊﾅ （3）
小池 愛美 長野日大 池田 薫 長野西
ｺｲｹ ｱﾐ （1） ｲｹﾀﾞ ｶｵﾙ （3）
坂田 栞菜 長野 山本 愛華 長野商業
ｻｶﾀ ｶﾝﾅ （2） ﾔﾏﾓﾄ ｱｲｶ （1）
内山 実音 長野日大 翠川 由理佳 長野日大
ｳﾁﾔﾏ ﾐｵﾝ （3） ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾕﾘｶ （3）

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録

県高校記録    2'05"78   山本 瑞(小諸)
大会記録    2’12”99   中村　朱里（長野東）

組 ] 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

宮川 遥愛 須坂 宮澤 実亜 長野東
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾊﾙｱ （1） ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｱ （1）
岡 杏奈 須坂東 町田 こなつ 篠ﾉ井
ｵｶ ｱﾝﾅ （1） ﾏﾁﾀﾞ ｺﾅﾂ （2）
田中 莉子 篠ﾉ井 武田ほたる 中野立志館
ﾀﾅｶ ﾘｺ （1） ﾀｹﾀﾞﾎﾀﾙ （1）
金井 紅羽 文化学園長野 丸山 夏乃 飯山
ｶﾅｲ ｸﾚﾊ （2） ﾏﾙﾔﾏ ｶﾉ （1）
岩村 有紀 市立長野 土屋 槻里子 長野商業
ｲﾜﾑﾗ ｱｷ （3） ﾂﾁﾔ ｷﾘｺ （3）
翠川 由理佳 長野日大 小林 妃莉 市立長野
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾕﾘｶ （3） ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾏﾘ （1）
山田 葵香 長野東 内山 実音 長野日大
ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｶ （2） ｳﾁﾔﾏ ﾐｵﾝ （3）
和田 真菜 長野西
ﾜﾀﾞ ﾏﾅ （3）

組 ] 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

宮島 よしの 長野吉田
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾖｼﾉ （3）
小林 花咲 飯山
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ （1）
佐藤 希美 長野東
ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ （1）
田中 愛珠 須坂
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ （2）
宮澤 美裕 長野日大
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾕ （3）
松田 ゆうか 市立長野
ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｶ （1）
内山 祐華 屋代
ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｶ （2）

女子  800m

予選 組  1着＋5

決勝

女子  400m

予選 組  2着＋4

決勝
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県高校記録    4'17"77   和田　有菜（長野東）
大会記録    4'26"37   和田　有菜（長野東）

組 ] 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

北澤 向日葵 長野日大 小林 花咲 飯山
ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾏﾜﾘ （3） ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ （1）
岡 杏奈 須坂東 土屋 槻里子 長野商業
ｵｶ ｱﾝﾅ （1） ﾂﾁﾔ ｷﾘｺ （3）
高松 いずみ 長野東 西﨑  楓音 長野吉田
ﾀｶﾏﾂ ｲｽﾞﾐ （3） ﾆｼｻﾞｷ ﾌｳﾈ （1）
宮澤 彩音 長野 宮川 遥愛 須坂
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾔﾈ （1） ﾐﾔｶﾞﾜ ﾊﾙｱ （1）
五味 叶花 長野東 渡邉 葵 長野日大
ｺﾞﾐ ｷｮｳｶ （2） ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵｲ （1）
野田 越百 飯山 内山 祐華 屋代
ﾉﾀﾞ ｺｽﾓ （3） ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｶ （2）
宮島 よしの 長野吉田 佐野 夏穂 長野
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾖｼﾉ （3） ｻﾉ ﾅﾂﾎ （3）
丸山 萌葉 飯山 和田 真菜 長野西
ﾏﾙﾔﾏ ﾓｴﾊ （2） ﾜﾀﾞ ﾏﾅ （3）
髙野 美穂 長野日大 髙森 唯花 長野吉田
ﾀｶﾉ ﾐﾎ （2） ﾀｶﾓﾘ ﾕｲｶ （1）
町田 こなつ 篠ﾉ井 高木 更紗 長野東
ﾏﾁﾀﾞ ｺﾅﾂ （2） ﾀｶｷﾞ ｻﾗｻ （3）
金井 紅羽 文化学園長野
ｶﾅｲ ｸﾚﾊ （2）

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録

県高校記録    9'01"36   和田　有菜（長野東）
大会記録    9'20"97   和田　有菜（長野東）

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

渡邉 葵 長野日大 和田 帆香 長野東
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵｲ （1） ﾜﾀﾞ ﾎﾉｶ （3）
北原 千菜 長野東 佐野 夏穂 長野
ｷﾀﾊﾗ ﾁﾅ （3） ｻﾉ ﾅﾂﾎ （3）
野田 越百 飯山 高松 いずみ 長野東
ﾉﾀﾞ ｺｽﾓ （3） ﾀｶﾏﾂ ｲｽﾞﾐ （3）
髙野 美穂 長野日大 和田 美沙妃 長野東
ﾀｶﾉ ﾐﾎ （2） ﾜﾀﾞ ﾐｻｷ （3）
宮島 よしの 長野吉田 武田 実咲 長野日大
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾖｼﾉ （3） ﾀｹﾀﾞ ﾐｻｷ （2）
山田 凜々花 長野日大 五味 叶花 長野東
ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾘｶ （3） ｺﾞﾐ ｷｮｳｶ （2）
丸山 萌葉 飯山 高木 更紗 長野東
ﾏﾙﾔﾏ ﾓｴﾊ （2） ﾀｶｷﾞ ｻﾗｻ （3）

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録

決勝

予選 組  4着＋4

決勝

女子  3000m

決勝

女子  1500m
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県高校記録    14"28   長崎 寛子(中野実業)
大会記録    14”76   秋元 南乃（市立長野）

組 ] 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

平林 真奈 長野吉田 永原 柚凪 長野日大
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ （1） ﾅｶﾞﾊﾗ ﾕﾅ （1）
髙橋 雪衣 須坂創成 澁谷 美帆 長野吉田
ﾀｶﾊｼ ﾕｲ （3） ｼﾌﾞﾔ ﾐﾎ （2）
土屋 利里花 篠ﾉ井 内山 彩夏 長野日大
ﾂﾁﾔ ﾘﾘｶ （1） ｳﾁﾔﾏ ｻﾔｶ （3）
山田 真菜 長野日大 原山 結衣 長野商業
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ （3） ﾊﾗﾔﾏ ﾕｲ （2）
宮城 吉乃 飯山 岩﨑 結月 須坂創成
ﾐﾔｷﾞ ﾖｼﾉ （1） ｲﾜｻｷ ﾕﾂﾞｷ （1）
池田 楓香 長野商業 佐藤 日和 屋代
ｲｹﾀﾞ ﾌｳｶ （1） ｻﾄｳ ﾋﾖﾘ （1）
宮下 華乃 長野吉田 松本 詩季菜 長野高専
ﾐﾔｼﾀ ｶﾉ （2） ﾏﾂﾓﾄ ｼｷﾅ （2）
櫻井 乃々葉 長野商業 滝澤 満月 文化学園長野
ｻｸﾗｲ ﾉﾉﾊ （2） ﾀｷｻﾞﾜ ﾐﾂｷ （2）

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録

県高校記録    58"27   瀧澤 彩（長野）
大会記録    1’01”22   瀧澤　彩（長野）

組 ] 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

澁谷 美帆 長野吉田 内山 彩夏 長野日大
ｼﾌﾞﾔ ﾐﾎ （2） ｳﾁﾔﾏ ｻﾔｶ （3）
南澤 胡桃 長野商業 佐藤 遥菜 須坂
ﾐﾅﾐｻﾜ ｸﾙﾐ （2） ｻﾄｳ ﾊﾙﾅ （2）
宮下 華乃 長野吉田 佐藤 里桜 中野立志館
ﾐﾔｼﾀ ｶﾉ （2） ｻﾄｳﾘｵ （1）
永原 柚凪 長野日大 金子 莉彩 長野吉田
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾕﾅ （1） ｶﾈｺ ﾘｻ （2）
田中 愛珠 須坂
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ （2）

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録

県高校記録    23'10"04   鳥羽 詩織(長野東)
大会記録    23’33”08   溝口　友己歩（長野東）

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 記録

名柄 香里 文化学園長野
ﾅｶﾞﾗ ｶｵﾘ （3）
倉島 美桜 長野西
ｸﾗｼﾏ ﾐｵ （3）
山﨑 心優 長野東
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾕ （3）
加藤 智花 長野西
ｶﾄｳ ﾄﾓｶ （2）

女子  100mH(0.838m)
予選 組  2着＋4

決勝

女子  400mH(0.762m)
予選 組  2着＋4

決勝

女子  5000mW
決勝
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県高校記録    47"28   河田・唐澤・田村・永原(市立長野)

大会記録    48”47   綿貫・唐澤・田村・永原(市立長野)

組 ] 組 ]
ﾚｰﾝ 所属/No 氏名 ｶﾅ/学年         順位/ 記録/ｵｰﾀﾞｰ ﾚｰﾝ 所属/No 氏名 ｶﾅ/学年         順位/ 記録/ｵｰﾀﾞｰ

須坂創成 文化学園長野

髙橋 雪衣 ﾀｶﾊｼ ﾕｲ(3) 中村 茉椰 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾔ(2)

滝澤 朱 ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ(1) 能瀬 麗捺 ﾉｾ ﾚｲﾅ(3)

栁澤 志帆 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾎ(2) 宮下 優希菜 ﾐﾔｼﾀ ﾕｷﾅ(2)

阿部 佳乃 ｱﾍﾞ ｶﾉ(3) 西澤 唯花 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｲｶ(2)

岩﨑 結月 ｲﾜｻｷ ﾕﾂﾞｷ(1) 相澤 こごみ ｱｲｻﾞﾜ ｺｺﾞﾐ(3)

滝澤 満月 ﾀｷｻﾞﾜ ﾐﾂｷ(2)

中野立志館 長野清泉

佐藤 里桜 ｻﾄｳﾘｵ(1) 吉岡 佳奈 ﾖｼｵｶ ｶﾅ(3)

若林 瑞季 ﾜｶﾊﾞﾔｼﾐｽﾞｷ(2) 粂井 菜那 ｸﾒｲ ﾅﾅ(2)

竹内 海月 ﾀｹｳﾁﾐﾂｷ(1) 福澤 萌夏 ﾌｸｻﾞﾜ ﾓｴｶ(3)

栗林 月碧 ｸﾘﾊﾞﾔｼﾙﾉｱ(1) 関 あおい ｾｷ ｱｵｲ(1)

高柳 彩香 ﾀｶﾔﾅｷﾞｱﾔｶ(3) 斉藤  琳 ｻｲﾄｳ ﾘﾝ(3)

浦山 紗季 ｳﾗﾔﾏｻｷ(1) 宮﨑 愛美 ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾐ(1)

長野日大 市立長野

下田  花菜 ｼﾓﾀ ﾊﾅ(3) 唐澤 花実 ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ(3)

曽根原 未尋 ｿﾈﾊﾗ ﾐﾋﾛ(2) 河田 璃音 ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ(3)

兼松 わか菜 ｶﾈﾏﾂ ﾜｶﾅ(3) 田村 純菜 ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ(3)

小池 愛美 ｺｲｹ ｱﾐ(1) 綿貫 寧 ﾜﾀﾇｷ ﾈｲ(2)

山﨑 あみ ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾐ(3) 永原 可那 ﾅｶﾞﾊﾗ ｶﾅ(2)

髙藤 世那 ﾀｶﾄｳ ｾﾅ(1) 宮岡 万優莉 ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ(1)

屋代 飯山

小松 実紀 ｺﾏﾂ ﾐﾉﾘ(2) 山岸 萌香 ﾔﾏｷﾞｼ ﾓｴｶ(3)

内山 祐華 ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｶ(2) 小林 涼美 ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞﾐ(3)

小宮山 伶佳 ｺﾐﾔﾏ ﾚｲｶ(2) 藤岡 まそら ﾌｼﾞｵｶ ﾏｿﾗ(2)

佐藤 日和 ｻﾄｳ ﾋﾖﾘ(1) 宮城 吉乃 ﾐﾔｷﾞ ﾖｼﾉ(1)

平塚 美咲 ﾋﾗﾂｶ ﾐｻｷ(1)

小林 幸音 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾈ(3)

長野商業 長野

武田 真奈 ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅ(3) 佐野 夏穂 ｻﾉ ﾅﾂﾎ(3)

原山 結衣 ﾊﾗﾔﾏ ﾕｲ(2) 宮澤 彩音 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾔﾈ(1)

土屋 槻里子 ﾂﾁﾔ ｷﾘｺ(3) 坂田 栞菜 ｻｶﾀ ｶﾝﾅ(2)

南澤 胡桃 ﾐﾅﾐｻﾜ ｸﾙﾐ(2) 森山 遥加 ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙｶ(2)

弓本 あかり ﾕﾐﾓﾄ ｱｶﾘ(3)

櫻井 乃々葉 ｻｸﾗｲ ﾉﾉﾊ(2)

長野吉田 長野西

保科 真歩 ﾎｼﾅ ﾏﾎ(2) 池田 薫 ｲｹﾀﾞ ｶｵﾙ(3)

佐藤 幸奈 ｻﾄｳ ﾕｷﾅ(2) 上垣外 奈緒 ｶﾐｶﾞｲﾄ ﾅｵ(1)

金子 莉彩 ｶﾈｺ ﾘｻ(2) 髙野 華純 ﾀｶﾉ ｶｽﾐ(2)

青木 葉夏子 ｱｵｷ ﾊﾅｺ(2) 粟野原 瑠々子 ｱﾜﾉﾊﾗ ﾙﾙｺ(2)

宮下 華乃 ﾐﾔｼﾀ ｶﾉ(2) 山本 満里奈 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘﾅ(2)

平林 真奈 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ(1) 松橋 祐奈 ﾏﾂﾊｼ ﾕｳﾅ(3)

順位 ﾁｰﾑ ｵｰﾀﾞｰ /記録 順位 ﾁｰﾑ ｵｰﾀﾞｰ /記録
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　

女子  4×100mR
予選 組  2着＋4

決勝
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県高校記録    3'46"50   小山・内山・村上・鈴木(長野吉田）

大会記録    3’54”75   新井・前島・山田・瀧澤（長野）

組 ] 組 ]
ﾚｰﾝ 所属/No 氏名 ｶﾅ/学年         順位/ 記録/ｵｰﾀﾞｰ ﾚｰﾝ 所属/No 氏名 ｶﾅ/学年         順位/ 記録/ｵｰﾀﾞｰ

長野西 市立長野

和田 真菜 ﾜﾀﾞ ﾏﾅ(3) 宮岡 万優莉 ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ(1)

上垣外 奈緒 ｶﾐｶﾞｲﾄ ﾅｵ(1) 水元 叶 ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾅｳ(1)

池田 薫 ｲｹﾀﾞ ｶｵﾙ(3) 髙橋 結愛 ﾀｶﾊｼ ﾕｱ(1)

山本 満里奈 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘﾅ(2) 中村 來央 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ(1)

髙野 華純 ﾀｶﾉ ｶｽﾐ(2) 松田 ゆうか ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｶ(1)

加藤 智花 ｶﾄｳ ﾄﾓｶ(2) 小林 妃莉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾏﾘ(1)

文化学園長野 長野商業

相澤 こごみ ｱｲｻﾞﾜ ｺｺﾞﾐ(3) 武田 真奈 ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅ(3)

能瀬 麗捺 ﾉｾ ﾚｲﾅ(3) 原山 結衣 ﾊﾗﾔﾏ ﾕｲ(2)

宮下 優希菜 ﾐﾔｼﾀ ﾕｷﾅ(2) 土屋 槻里子 ﾂﾁﾔ ｷﾘｺ(3)

金井 紅羽 ｶﾅｲ ｸﾚﾊ(2) 南澤 胡桃 ﾐﾅﾐｻﾜ ｸﾙﾐ(2)

中村 茉椰 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾔ(2) 弓本 あかり ﾕﾐﾓﾄ ｱｶﾘ(3)

櫻井 乃々葉 ｻｸﾗｲ ﾉﾉﾊ(2)

長野日大 飯山

内山 実音 ｳﾁﾔﾏ ﾐｵﾝ(3) 山岸 萌香 ﾔﾏｷﾞｼ ﾓｴｶ(3)

曽根原 未尋 ｿﾈﾊﾗ ﾐﾋﾛ(2) 野田 越百 ﾉﾀﾞ ｺｽﾓ(3)

下田  花菜 ｼﾓﾀ ﾊﾅ(3) 藤岡 まそら ﾌｼﾞｵｶ ﾏｿﾗ(2)

小池 愛美 ｺｲｹ ｱﾐ(1) 丸山 萌葉 ﾏﾙﾔﾏ ﾓｴﾊ(2)

内山 彩夏 ｳﾁﾔﾏ ｻﾔｶ(3) 小林 花咲 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ(1)

内藤 理木 ﾅｲﾄｳ ﾘｺ(1) 丸山 夏乃 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾉ(1)

更級農業 長野吉田

臼井 華 ｳｽｲ ﾊﾅ(3) 保科 真歩 ﾎｼﾅ ﾏﾎ(2)

吉岡 雅 ﾖｼｵｶ ﾐﾔﾋﾞ(2) 佐藤 幸奈 ｻﾄｳ ﾕｷﾅ(2)

松本 優花 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｶ(3) 金子 莉彩 ｶﾈｺ ﾘｻ(2)

淀 小南津 ﾖﾄﾞ ｺﾅﾂ(1) 青木 葉夏子 ｱｵｷ ﾊﾅｺ(2)

渡利 美穂 ﾜﾀﾘ ﾐﾎ(3) 宮下 華乃 ﾐﾔｼﾀ ｶﾉ(2)

菅原 萌唯 ｽｶﾞﾜﾗ ﾒｲ(1) 平林 真奈 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ(1)

須坂創成 長野高専

髙橋 雪衣 ﾀｶﾊｼ ﾕｲ(3) 塩川 真帆蕗 ｼｵｶﾜ ﾏﾎﾛ(1)

滝澤 朱 ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ(1) 松本 詩季菜 ﾏﾂﾓﾄ ｼｷﾅ(2)

栁澤 志帆 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾎ(2) 永原 璃桜 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾘｵ(1)

阿部 佳乃 ｱﾍﾞ ｶﾉ(3) 宮﨑 由衣 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｲ(2)

岩﨑 結月 ｲﾜｻｷ ﾕﾂﾞｷ(1) 宮沢 知穂 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾁﾎ(3)

長野東

高木 更紗 ﾀｶｷﾞ ｻﾗｻ(3)

小原 茉莉 ｺﾊﾗ ﾏﾂﾘ(3)

五味 叶花 ｺﾞﾐ ｷｮｳｶ(2)

和田 美沙妃 ﾜﾀﾞ ﾐｻｷ(3)

中村 綾花 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ(1)

橋村 英里 ﾊｼﾑﾗ ｴﾘ(1)

順位 ﾁｰﾑ ｵｰﾀﾞｰ /記録 順位 ﾁｰﾑ ｵｰﾀﾞｰ /記録
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　

女子  4×400mR
予選 組  2着＋4

決勝
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県高校記録    1m77   上原 久美恵(岡谷東)
大会記録    1m65   宮沢 陽子（篠ノ井）

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録 試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録

宮﨑 由衣 長野高専 戸谷 はるか 長野吉田

ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｲ （2） ﾄﾔ ﾊﾙｶ （3）

赤久保ひかる 中野立志館 臼井 花 長野日大

ｱｶｸﾎﾞﾋｶﾙ （1） ｳｽｲ ﾊﾅ （3）

関 あおい 長野清泉 栗林 月碧 中野立志館

ｾｷ ｱｵｲ （1） ｸﾘﾊﾞﾔｼﾙﾉｱ （1）

松橋 香乃 長野西 岡田 朋佳 市立長野

ﾏﾂﾊｼ ｶﾉ （3） ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ （2）

田中 万葉 市立長野 宮下 優希菜 文化学園長野

ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾊ （2） ﾐﾔｼﾀ ﾕｷﾅ （2）

小嶋 麻莉 中野西 若林 瑞季 中野立志館

ｺｼﾞﾏ ﾏﾘ （3） ﾜｶﾊﾞﾔｼﾐｽﾞｷ （2）

宮﨑 愛美 長野清泉 中島 花梨 市立長野

ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾐ （1） ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾘﾝ （2）

細尾 咲衣 長野日大 小林 弓珠 長野日大

ﾎｿｵ ｻｴ （3） ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞ （1）

県高校記録    3m6１   原 奈津美（上伊那農）
大会記録    3m00   北村 美結（長野工業）

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録 試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録

大西 早紀 長野工業 松本 詩季菜 長野高専

ｵｵﾆｼ ｻｷ （1） ﾏﾂﾓﾄ ｼｷﾅ （2）

宮沢 知穂 長野高専 松田 ゆうか 市立長野

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾁﾎ （3） ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｶ （1）

上野 桃香 文化学園長野 森 奈乃佳 長野工業

ｳｴﾉ ﾓﾓｶ （2） ﾓﾘ ﾅﾉｶ （2）

女子  走高跳
決勝

女子  棒高跳
決勝
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県高校記録    6m06   宮坂　楓（東海大三)
大会記録    5m67   金森 弘見子（篠ノ井）

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録 試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録

藤岡 まそら 飯山 戸谷 はるか 長野吉田

ﾌｼﾞｵｶ ﾏｿﾗ （2） ﾄﾔ ﾊﾙｶ （3）

塩川 真帆蕗 長野高専 宮﨑 夏希 長野南

ｼｵｶﾜ ﾏﾎﾛ （1） ﾐﾔｻﾞｷ ﾅﾂｷ （1）

粂井 菜那 長野清泉 佐藤 幸奈 長野吉田

ｸﾒｲ ﾅﾅ （2） ｻﾄｳ ﾕｷﾅ （2）

宮﨑 由衣 長野高専 浦山 紗季 中野立志館

ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｲ （2） ｳﾗﾔﾏｻｷ （1）

山本 満里奈 長野西 宮岡 万優莉 市立長野

ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘﾅ （2） ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ （1）

櫻井 乃々葉 長野商業 渡辺 珠優 中野西

ｻｸﾗｲ ﾉﾉﾊ （2） ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ （2）

吉岡 佳奈 長野清泉 中村 來央 市立長野

ﾖｼｵｶ ｶﾅ （3） ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ （1）

松橋 祐奈 長野西 小林 涼美 飯山

ﾏﾂﾊｼ ﾕｳﾅ （3） ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞﾐ （3）

青木 葉夏子 長野吉田 中村 愛依 市立長野

ｱｵｷ ﾊﾅｺ （2） ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ （2）

小林 奈津 中野立志館 宮沢 知穂 長野高専

ｺﾊﾞﾔｼﾅﾂ （1） ﾐﾔｻﾞﾜ ﾁﾎ （3）

森 奈乃佳 長野工業 宮入 響 長野日大

ﾓﾘ ﾅﾉｶ （2） ﾐﾔｲﾘ ﾋﾋﾞｷ （3）

小宮山 伶佳 屋代 武田 真奈 長野商業

ｺﾐﾔﾏ ﾚｲｶ （2） ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅ （3）

佐藤 里桜 中野立志館 平塚 美咲 飯山

ｻﾄｳﾘｵ （1） ﾋﾗﾂｶ ﾐｻｷ （1）

西澤 唯花 文化学園長野 兼松 わか菜 長野日大

ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｲｶ （2） ｶﾈﾏﾂ ﾜｶﾅ （3）

森 琴音 篠ﾉ井 山岸 萌香 飯山

ﾓﾘ ｺﾄﾈ （3） ﾔﾏｷﾞｼ ﾓｴｶ （3）

中村 茉椰 文化学園長野

ﾅｶﾑﾗ ﾏﾔ （2）

県高校記録    12m40   田澤 愛(松本深志)
大会記録    10m22   根橋 佑奈(長野日大)

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録 試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録

関 あおい 長野清泉 内山 彩夏 長野日大

ｾｷ ｱｵｲ （1） ｳﾁﾔﾏ ｻﾔｶ （3）

青木 葉夏子 長野吉田 藤岡 まそら 飯山

ｱｵｷ ﾊﾅｺ （2） ﾌｼﾞｵｶ ﾏｿﾗ （2）

宮沢 知穂 長野高専 髙橋 雪衣 須坂創成

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾁﾎ （3） ﾀｶﾊｼ ﾕｲ （3）

福澤 萌夏 長野清泉 小林 涼美 飯山

ﾌｸｻﾞﾜ ﾓｴｶ （3） ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞﾐ （3）

佐藤 幸奈 長野吉田 戸谷 はるか 長野吉田

ｻﾄｳ ﾕｷﾅ （2） ﾄﾔ ﾊﾙｶ （3）

宮入 響 長野日大 山岸 萌香 飯山

ﾐﾔｲﾘ ﾋﾋﾞｷ （3） ﾔﾏｷﾞｼ ﾓｴｶ （3）

武田 真奈 長野商業 兼松 わか菜 長野日大

ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅ （3） ｶﾈﾏﾂ ﾜｶﾅ （3）

決勝

女子  走幅跳
決勝

女子  三段跳
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県高校記録    13m65   大矢 結麻(丸子実業)
大会記録    12ｍ50   星野　直美（篠ノ井）

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録 試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録

淀 小南津 更級農業 中静 美憂 須坂

ﾖﾄﾞ ｺﾅﾂ （1） ﾅｶｼｽﾞ ﾐﾕｳ （3）

小林 朋子 飯山 阿部 佳乃 須坂創成

ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ （1） ｱﾍﾞ ｶﾉ （3）

福田 彩南 長野商業 小澤 雪乃 中野西

ﾌｸﾀﾞ ｱｲﾅ （2） ｵｻﾞﾜ ﾕｷﾉ （3）

髙橋 ほのか 長野日大 佐藤 亜海 長野南

ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ （2） ｻﾄｳ ｱﾐ （2）

吉原 陽愛乃 長野商業 宮下 華乃 長野吉田

ﾖｼﾊﾗ ﾋﾅﾉ （1） ﾐﾔｼﾀ ｶﾉ （2）

渡利 美穂 更級農業 小林 幸音 飯山

ﾜﾀﾘ ﾐﾎ （3） ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾈ （3）

渡邉 彩葉 長野商業 松林 萌 長野東

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾊ （1） ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾓｴ （1）

田中 琴和 中野西 永原 璃桜 長野高専

ﾀﾅｶ ｺﾄﾜ （2） ﾅｶﾞﾊﾗ ﾘｵ （1）

田部 亜美花 長野日大 臼井 華 更級農業

ﾀﾍﾞ ｱﾐｶ （2） ｳｽｲ ﾊﾅ （3）

県高校記録    44m69   中島 未歩(丸子修学館)
大会記録    36m94   畑山 範子（長野西）

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録 試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録

粟野原 瑠々子 長野西 横田 和沙 松代

ｱﾜﾉﾊﾗ ﾙﾙｺ （2） ﾖｺﾀ ﾅｷﾞｻ （3）

菅原 萌唯 更級農業 阿部 佳乃 須坂創成

ｽｶﾞﾜﾗ ﾒｲ （1） ｱﾍﾞ ｶﾉ （3）

斉藤  琳 長野清泉 小澤 雪乃 中野西

ｻｲﾄｳ ﾘﾝ （3） ｵｻﾞﾜ ﾕｷﾉ （3）

小林 朋子 飯山 松本 優花 更級農業

ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ （1） ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｶ （3）

弓本 あかり 長野商業 佐藤 亜海 長野南

ﾕﾐﾓﾄ ｱｶﾘ （3） ｻﾄｳ ｱﾐ （2）

浦野 陽菜 篠ﾉ井 永原 璃桜 長野高専

ｳﾗﾉ ﾋﾅ （3） ﾅｶﾞﾊﾗ ﾘｵ （1）

坂爪 愛栞 長野西 臼井 華 更級農業

ｻｶﾂﾒ ﾏﾅｶ （2） ｳｽｲ ﾊﾅ （3）

宮嵜 円花 篠ﾉ井 小林 幸音 飯山

ﾐﾔｻﾞｷ ﾏﾄﾞｶ （3） ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾈ （3）

中静 美憂 須坂

ﾅｶｼｽﾞ ﾐﾕｳ （3）

女子  砲丸投(4.000kg)
決勝

女子  円盤投(1.000kg)
決勝

― 38 ―



県高校記録    44m45   中島 未歩(丸子修学館)
大会記録    38m35   小林　幸音(飯山)

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録 試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録

渡利 美穂 更級農業 中静 美憂 須坂

ﾜﾀﾘ ﾐﾎ （3） ﾅｶｼｽﾞ ﾐﾕｳ （3）

菅原 萌唯 更級農業 神頭 那奈 長野西

ｽｶﾞﾜﾗ ﾒｲ （1） ｺｳｽﾞ ﾅﾅ （3）

松本 優花 更級農業 弓本 あかり 長野商業

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｶ （3） ﾕﾐﾓﾄ ｱｶﾘ （3）

小林 朋子 飯山 小林 幸音 飯山

ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ （1） ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾈ （3）

横田 和沙 松代 坂爪 愛栞 長野西

ﾖｺﾀ ﾅｷﾞｻ （3） ｻｶﾂﾒ ﾏﾅｶ （2）

粟野原 瑠々子 長野西

ｱﾜﾉﾊﾗ ﾙﾙｺ （2）

県高校記録    50m93   湯本  珠実(松商学園)
大会記録    44m01   井口　華穂（市立長野）

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録 試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録

原山 結衣 長野商業 金子 莉彩 長野吉田

ﾊﾗﾔﾏ ﾕｲ （2） ｶﾈｺ ﾘｻ （2）

淀 小南津 更級農業 永原 璃桜 長野高専

ﾖﾄﾞ ｺﾅﾂ （1） ﾅｶﾞﾊﾗ ﾘｵ （1）

春日 月奈 長野商業 山口 みか 市立長野

ｶｽｶﾞ ﾙﾅ （2） ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｶ （2）

菅原 萌唯 更級農業 酒井 和叶 須坂東

ｽｶﾞﾜﾗ ﾒｲ （1） ｻｶｲ ﾜｶﾅ （2）

塩川 真帆蕗 長野高専 田部 亜美花 長野日大

ｼｵｶﾜ ﾏﾎﾛ （1） ﾀﾍﾞ ｱﾐｶ （2）

竹内 海月 中野立志館 岡田 朋佳 市立長野

ﾀｹｳﾁﾐﾂｷ （1） ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ （2）

松橋 祐奈 長野西 横田 和沙 松代

ﾏﾂﾊｼ ﾕｳﾅ （3） ﾖｺﾀ ﾅｷﾞｻ （3）

松本 詩季菜 長野高専 松本 優花 更級農業

ﾏﾂﾓﾄ ｼｷﾅ （2） ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｶ （3）

福澤 萌夏 長野清泉 山田 真菜 長野日大

ﾌｸｻﾞﾜ ﾓｴｶ （3） ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ （3）

淀 日南子 市立長野

ﾖﾄﾞ ﾋﾅｺ （3）

女子  やり投(0.600kg)
決勝

女子  ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg)
決勝
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県高校記録    10"32   塚原 直貴(東海大三)
大会記録    10”72   高橋 邦幸（長野日大）

組 ] 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

瀬戸 幸和 長野商業 森 一裕 市立長野
ｾﾄ ﾕｷﾁｶ （1） ﾓﾘ ｶｽﾞﾋﾛ （1）
出川 侑暉 飯山 和田 響一 飯山
ﾃﾞｶﾞﾜ ﾕｳｷ （3） ﾜﾀﾞ ｷｮｳｲﾁ （3）
渡辺 己太朗 長野東 本道 雅人 長野商業
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾀﾛｳ （1） ﾎﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ （2）
櫻井 靖弘 長野高専 西原 彰人 屋代
ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾋﾛ （1） ﾆｼﾊﾗ ｱｷﾄ （1）
土屋 秀斗 飯山 関澤 歩夢 須坂東
ﾂﾁﾔ ﾋﾃﾞﾄ （2） ｾｷｻﾞﾜ ｱﾕﾑ （1）
篠原 幸太 須坂東 関 憂源 飯山
ｼﾉﾊﾗ ｺｳﾀ （1） ｾｷ ﾕｳｹﾞﾝ （1）
今井 怜司 飯山 中村 歩来星 飯山
ｲﾏｲ ﾚｲｼﾞ （1） ﾅｶﾑﾗ ｱｷｾ （1）

組 ] 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

深澤 尚仁 飯山 小林 優太 長野高専
ﾌｶｻﾜ ﾅｵﾄ （2） ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ （1）
上野 司 中野立志館 武田 柚紀 飯山
ｳｴﾉﾂｶｻ （1） ﾀｹﾀﾞ ﾕｽﾞｷ （2）
高橋 祐太 飯山 竹内 悠馬 長野東
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ （3） ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾏ （1）
小池 亜留斗 長野日大 岡田 瑞樹 飯山
ｺｲｹ ｱﾙﾄ （2） ｵｶﾀﾞ ﾐｽﾞｷ （1）
大村 晃流 長野商業 粕尾 尚平 屋代
ｵｵﾑﾗ ﾋｶﾙ （1） ｶｽｵ ｼｮｳﾍｲ （2）
西澤 悠生 飯山 山本 嗣起 飯山
ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｷ （3） ﾔﾏﾓﾄ ﾂｸﾞｷ （1）
窪田 圭太 須坂
ｸﾎﾞﾀ ｹｲﾀ （1）

県高校記録    20"93   塚原 直貴(東海大三)
大会記録    21”76   浅川 優人（長野）

組 ] 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

今井 怜司 飯山 深澤 尚仁 飯山
ｲﾏｲ ﾚｲｼﾞ （1） ﾌｶｻﾜ ﾅｵﾄ （2）
篠原 幸太 須坂東 松岡 駿真 長野日大
ｼﾉﾊﾗ ｺｳﾀ （1） ﾏﾂｵｶ ｼｭﾝﾏ （1）
山本 嗣起 飯山 関 憂源 飯山
ﾔﾏﾓﾄ ﾂｸﾞｷ （1） ｾｷ ﾕｳｹﾞﾝ （1）
小林 優太 長野高専 青木 快翔 須坂東
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ （1） ｱｵｷ ｶｲﾄ （1）
和田 響一 飯山 土屋 秀斗 飯山
ﾜﾀﾞ ｷｮｳｲﾁ （3） ﾂﾁﾔ ﾋﾃﾞﾄ （2）
中村 歩来星 飯山 竹内 悠馬 長野東
ﾅｶﾑﾗ ｱｷｾ （1） ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾏ （1）
関澤 歩夢 須坂東 出川 侑暉 飯山
ｾｷｻﾞﾜ ｱﾕﾑ （1） ﾃﾞｶﾞﾜ ﾕｳｷ （3）
武田 柚紀 飯山 玉木 駿汰 長野高専
ﾀｹﾀﾞ ﾕｽﾞｷ （2） ﾀﾏｷ ｼｭﾝﾀ （1）

県高校記録    46"98   塚田 英彦(上田東)
大会記録    48”62   山本 彰一（長野日大）

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

割田 大夢 長野工業
ﾜﾘﾀ ﾋﾛﾑ （1）
芳川 賢祐 飯山
ﾖｼｶﾜ ｹﾝｽｹ （1）
小林 蒼明 飯山
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾒｲ （1）
山本 迅哉 飯山
ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞﾝﾔ （2）
岡田 瑞樹 飯山
ｵｶﾀﾞ ﾐｽﾞｷ （1）
高山 皓也 飯山
ﾀｶﾔﾏ ﾋﾛﾔ （2）

オープン男子  400m

オープン男子  100m

オープン男子  200m
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県高校記録    1'48"46   川元　奨（北佐久農業）
大会記録    1’54”11   石澤 崇紀（長野日大）

組 ] 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

高山 皓也 飯山 小林 蒼明 飯山
ﾀｶﾔﾏ ﾋﾛﾔ （2） ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾒｲ （1）
長谷川 悠 長野日大 古平 颯 長野日大
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳ （2） ｺﾀﾞｲﾗ ｿｳ （2）
小玉 唯人 飯山 青木 滉士郎 須坂
ｺﾀﾞﾏ ｲﾁﾄ （1） ｱｵｷ ｺｳｼﾛｳ （1）
北澤 俊弥 長野日大 町田 英典 中野立志館
ｷﾀｻﾞﾜ ﾄｼﾔ （2） ﾏﾁﾀﾞﾋﾖﾘ （1）
齋藤 蘭丸 飯山 木内 友士 長野日大
ｻｲﾄｳ ﾗﾝﾏﾙ （1） ｷｳﾁ ﾕｳﾄ （2）
高橋 広成 中野立志館 芳川 賢祐 飯山
ﾀｶﾊｼﾋﾛﾅﾘ （1） ﾖｼｶﾜ ｹﾝｽｹ （1）
村越 仁哉 飯山
ﾑﾗｺｼ ﾏｻﾔ （3）

県高校記録    3'38"49   佐藤 清治(佐久長聖)
大会記録    3’56”26   高橋　勇輝（長野日大）

組 ] 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

佐藤 晋太 長野工業 松尾 勇希 長野工業
ｻﾄｳ ｼﾝﾀ （1） ﾏﾂｵ ﾕｳｷ （3）
篠塚 政仁 須坂 齋藤 蘭丸 飯山
ｼﾉﾂﾞｶ ﾏｻﾄ （1） ｻｲﾄｳ ﾗﾝﾏﾙ （1）
大井 飛翔 飯山 青木 滉士郎 須坂
ｵｵｲ ﾂﾊﾞｻ （1） ｱｵｷ ｺｳｼﾛｳ （1）
木内 友士 長野日大 町田 英典 中野立志館
ｷｳﾁ ﾕｳﾄ （2） ﾏﾁﾀﾞﾋﾖﾘ （1）
竹前 星汰 長野日大 高橋 広成 中野立志館
ﾀｹﾏｴ ｾｲﾀ （1） ﾀｶﾊｼﾋﾛﾅﾘ （1）
上原 鷹宗 長野日大 近藤 雄太 屋代
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾑﾈ （1） ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ （1）
岡澤 朋也 屋代 小玉 唯人 飯山
ｵｶｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ （1） ｺﾀﾞﾏ ｲﾁﾄ （1）
坂口 拓真 須坂 竹前 星那 長野日大
ｻｶｸﾞﾁ ﾀｸﾏ （2） ﾀｹﾏｴ ｾｲﾅ （1）
中村 将也 長野日大 宮島 充悠 屋代
ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ （3） ﾐﾔｼﾞﾏ ｱﾂﾋﾛ （1）
田中 優汰 屋代 根津 亜聡 須坂
ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ （1） ﾈﾂﾞ ｱｻﾄ （2）
瀬沼 良空 長野高専 柳澤 太一 長野高専
ｾﾇﾏ ﾘｸｳ （1） ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｲﾁ （2）
高野 翔吾 中野立志館 瀬切 悠気 長野工業
ﾀｶﾉｼｮｳｺﾞ （1） ｾｷﾞﾘ ﾕｳｷ （2）
吉田 春樹 長野日大 返町 練 長野日大
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ （1） ｿﾘﾏﾁ ﾚﾝ （2）
髙藤 陽樹 飯山 片瀬 瞭太 長野日大
ﾀｶﾄｳ ﾊﾙｷ （3） ｶﾀｾ ﾘｮｳﾀ （1）
中平 晴大 長野日大 長谷川 樹 飯山
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾊﾙﾄ （2） ﾊｾｶﾞﾜ ｲﾂｷ （3）
花輪 洋弥 屋代 大塚 創太 長野日大
ﾊﾅﾜ ﾋﾛﾔ （2） ｵｵﾂｶ ｿｳﾀ （2）

県高校記録    13'45"23   佐藤 悠基(佐久長聖)
大会記録    14’55”83   大池　竜紀（長野日大）

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

小林 吹雪 飯山 上島 大地 屋代
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾌﾞｷ （3） ｶﾐｼﾏ ﾀﾞｲﾁ （1）
後藤 空也 長野高専 返町 練 長野日大
ｺﾞﾄｳ ｸｳﾔ （1） ｿﾘﾏﾁ ﾚﾝ （2）
中平 晴大 長野日大
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾊﾙﾄ （2）

オープン男子  800m

オープン男子  1500m

オープン男子  5000m
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県高校記録    12"03   モラード 華(松商学園)
大会記録    12”24   宮下 典子（篠ノ井）

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

髙橋 結愛 市立長野
ﾀｶﾊｼ ﾕｱ （1）
内藤 理木 長野日大
ﾅｲﾄｳ ﾘｺ （1）
唐澤 花実 市立長野
ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ （3）
宮城 吉乃 飯山
ﾐﾔｷﾞ ﾖｼﾉ （1）
永原 可那 市立長野
ﾅｶﾞﾊﾗ ｶﾅ （2）
平塚 美咲 飯山
ﾋﾗﾂｶ ﾐｻｷ （1）
水元 叶 市立長野
ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾅｳ （1）
小池 愛美 長野日大
ｺｲｹ ｱﾐ （1）
宮岡 万優莉 市立長野
ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ （1）

県高校記録    24"67   河田　璃音(市立長野)
大会記録    24”95   加藤　詩萌（長野日大）

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

髙橋 結愛 市立長野
ﾀｶﾊｼ ﾕｱ （1）
水元 叶 市立長野
ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾅｳ （1）
内藤 理木 長野日大
ﾅｲﾄｳ ﾘｺ （1）
永原 可那 市立長野
ﾅｶﾞﾊﾗ ｶﾅ （2）
宮岡 万優莉 市立長野
ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ （1）

長野県記録    2'09"64   中田 倭菜(長野吉田高)
県高校記録    2'05"78   山本 瑞(小諸)

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

田幸 舞桜 長野日大
ﾀｺｳ ﾏｵ （1）
中村 綾花 長野東
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ （1）
竹岡 紗代 長野日大
ﾀｹｵｶ ｻﾖ （1）

県高校記録    4'17"77   和田　有菜（長野東）
大会記録    4'26"37   和田　有菜（長野東）

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年

橋村 英里 長野東
ﾊｼﾑﾗ ｴﾘ （1）
和田 帆香 長野東
ﾜﾀﾞ ﾎﾉｶ （3）
丸山 夏乃 飯山
ﾏﾙﾔﾏ ｶﾉ （1）
山田 葵香 長野東
ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｶ （2）
北原 千菜 長野東
ｷﾀﾊﾗ ﾁﾅ （3）

オープン女子  800m

オープン女子  1500m

オープン女子  100m

オープン女子  200m
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リレーオーダー用紙 監督署名

性別

男

女
 ４　×　　　　　　 ｍ

走順
ﾘﾚｰｴﾝﾄﾘ-者
(○印を記入)

ラウンド進み
交代者に○

１

２

３

４

リレーオーダー用紙 監督署名

性別

男

女
 ４　×　　　　　　 ｍ

走順
ﾘﾚｰｴﾝﾄﾘ-者
(○印を記入)

ラウンド進み
交代者に○

１

２

３

４

予選　・　決勝

予選　　　組

　決　　　勝

ﾘﾚｰｴﾝﾄﾘｰ以外
（出場種目と組を記入）

チ　　ー　　ム　　名 種　　目

ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏　　　　　名

*オーダー用紙提出後、怪我でメンバーに変更が生じた場合は、すみやかに総務へ申し出ること。

*オーダー用紙提出後、怪我でメンバーに変更が生じた場合は、すみやかに総務へ申し出ること。

予選　　　組

　決　　　勝

ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏　　　　　名 ﾘﾚｰｴﾝﾄﾘｰ以外
（出場種目と組を記入）

種　　目 予選　・　決勝チ　　ー　　ム　　名
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令和元年度北信高等学校陸上競技対校選手権大会　日程

第１日目　　５月１０日（金） 顧問会　8:30　審判主任会議　9:00 開会式　9:30
【トラック競技】

順 数 競技開始 順 数 競技開始

女 4×100mR 予 2組2着＋4 ～ 　 ⑧　400m 　 1組 現地 ～

　 4×100mR 予 2組2着＋4 ～ 女 オープン1組 ～

　 ⑧　100m 　 1組 ～ 女 予 4組3着＋4 1～3組 ～

女 予 2組4着＋4 ～ 4組 ～

　 予 3組3着＋3 　 　 オープン4組 ～

　 予 6組3着＋6 1～3組 ～ 　 予 7組3着＋3 1～4組 ～

4～6組 ～ 5～7組 ～

 　 　 オープン1組 ～ 【フィールド競技】

女 予 2組2着＋4 ～ 順 数 競技開始

女 　 　 オープン出場者 ～ 　 ハンマー投 決 ～

女 予 2組2着＋4 ～ 　 　 　 オープン出場者

　 予 2組2着＋4 女ハンマー投 決 ～

女 決 ～ 女 走幅跳 決 ～

　 準 3組2着＋2 ～ 女 オープン出場者 ～

女 決 ～ 　 やり投 決 ～

　 決 ～ 　 　 　 オープン出場者 ～

女  　 オープン1組 ～ 　 ⑧走幅跳 　 ～

　 　 オープン2組 ～ 　 走幅跳 決 ～

女 決 ～ 　 　 　 オープン出場者 ～

　 決 ～ 　 ⑧砲丸投 　 ～

女 決 ～ 女 やり投 決 ～

　 決 ～

第２日目　　５月１１日（土） 審判主任会議　8:45
【トラック競技】

順 数 競技開始 順 数 競技開始

女 ⑦100mH 　 1組 ～ 女 4×100ｍR 決 ～

　 ⑧110mH 　 1組 ～ 　 4×100ｍR 決 ～

女 予 3組1着＋5 ～ 　 ⑧1500m 　 1組 現地 ～

　 予 6組3着＋6 1～3組 ～ 女 ⑦　200m 　 1組 現地 ～

4～6組 ～ 女 4×400ｍR 予 2組2着＋4 ～

女 オープン1組 ～ 　 4×400ｍR 予 2組2着＋4 ～

オープン2組 ～ 【フィールド競技】

女 予 2組2着＋4 ～ 順 数 競技開始 招集時間

　 予 2組2着＋4 ～ 　 砲丸投 決 ～

女 準 2組3着＋2 ～ 　 　 　 オープン出場者 ～

　 準 3組2着＋2 ～ 女 ⑦走高跳 　

　 決 ～ 　 棒高跳 決 ～

オープン出場者 ～ 女 棒高跳 決 ～

女 決 ～ 　 ⑧やり投 　

　 決 ～ 　 ⑧走高跳 　

　 準 3組2着＋2 ～ 女 砲丸投 決 ～

女 決 ～ 女 ⑦砲丸投 　

　 決 ～ 　 走高跳 決 ～

第３日目　　５月１２日（日） 審判主任会議　8:45 閉会式　14:30
【トラック競技】

順 数 競技開始 順 数 競技開始

女 予 4組3着＋4 ～ 　 決 ～

　 予 6組3着＋6 1～3組 ～ 女 ⑦　800m 　 1組 ～

4～6組 ～ 女 4×400ｍR 決 ～

女 　 オープン1組 ～ 　 4×400ｍR 決 ～

　 　 オープン2組 ～ 【フィールド競技】

女 決 ～ 順 数 競技開始 招集時間

女 　 オープン出場者 ～ 　 円盤投 決 ～

女 準 2組3着＋2 ～ 　 　 　 オープン出場者

　 準 3組2着＋2 ～ 女 ⑦走幅跳 　 ～

女 決 ～ 女 三段跳 決 ～

　 決 ～ 女 ⑦やり投 決

　 決 ～ 女 走高跳 決 ～

女 決 ～ 　 三段跳 決 ～

　 決 ～ 　 　 　 オープン出場者 ～

　 　 オープン1組 ～ 女 円盤投 決 ～

・ 混成競技の招集は、２日間の最初の種目時に招集所で行い、その他は現地にて行う。
・ 棒高跳の招集は、競技開始１時間前までに招集所で行う。
・ フィールド種目の出場人数は正式選手。＊印の種目は、注意事項の招集時間とは異なるので注意。

種　　目 予・決・組

現地集合時間

現地集合時間

種　　目 予・準・決・組 招集時間 種　　目 予・準・決・組 招集時間

現地集合時間

種　　目 予・決・組 招集時間

現地集合時間

現地集合時間

招集時間

種　　目 予・決・組

現地集合時間

現地集合時間

種　　目 予・準・決・組 招集時間 種　　目 予・準・決・組

招集時間種　　目 予・準・決・組 招集時間 種　　目 予・準・決・組


