
第62回長野県陸上競技春季大会

性別/ｸﾗ 種目 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 氏名ｶﾅ 学年 所属 参考記録
男子 100m 1653 福澤 耀明 ﾌｸｻﾞﾜ ﾖｳﾒｲ 3 佐久長聖高 1067
男子 100m 41 鈴木 慎吾 ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 2 東海大諏訪高 1079
男子 100m 9037 中村 颯人 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 1079
男子 100m 9090 高橋 和真 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ 長野高専 1082
男子 100m 9048 永井 颯太 ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 2 松本大 1084
男子 100m 9075 今西 康太 ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ 3 城西大 1087
男子 100m 9068 内山 友貴 ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｷ 1 松本大 1090
男子 100m 1264 宮越 雄勢 ﾐﾔｺｼ ﾕｳｾｲ 3 長野日大高 1096
男子 100m 1002 丸山 昴 ﾏﾙﾔﾏ ｽﾊﾞﾙ 2 須坂高 1100
男子 100m 954 小林 魁 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 3 須坂創成高 1102
男子 100m 1654 木村 伊吹 ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 3 佐久長聖高 1102
男子 100m 9059 今井 頼人 ｲﾏｲ ﾗｲﾄ 1 松本大 1103
男子 100m 9032 岩田 晃 ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 1104
男子 100m 9046 伊藤 司騎 ｲﾄｳ ｼｷ 1 山梨学院大 1104
男子 100m 2618 漆戸 柊哉 ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 3 諏訪二葉高 1107
男子 100m 9060 上平 祥徳 ｳｴﾀｲﾗ ﾖｼﾉﾘ 1 松本大 1110
男子 100m 1169 宮本 昇舞 ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾌﾞ 2 長野工高 1113
男子 100m 2805 山本 赳瑠 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 2 佐久長聖高 1118
男子 100m 956 大峡 亮太 ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 3 須坂創成高 1119
男子 100m 4904 丸山 竜平 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳﾍｲ 3 相森中 1120
男子 100m 1855 中澤 光希 ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ 3 上田染谷丘高 1121
男子 100m 9058 今井 夏希 ｲﾏｲ ﾅﾂｷ 2 松本大 1124
男子 100m 804 髙木 柚希 ﾀｶｷﾞ ﾕｽﾞｷ 2 飯山高 1125
男子 100m 953 田中 豪 ﾀﾅｶ ｺﾞｳ 2 須坂創成高 1126
男子 100m 2514 市川 圭斗 ｲﾁｶﾜ ｹｲﾄ 3 松本国際高 1126
男子 100m 1119 船本 力生 ﾌﾅﾓﾄ ﾘｷ 2 長野高 1133
男子 100m 830 増田 達哉 ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ 3 飯山高 1135
男子 100m 9012 吉井 一博 ﾖｼｲ ｶｽﾞﾋﾛ かもしか倶楽部 1135
男子 100m 1446 高津 明和 ﾀｶﾂ ﾄｵﾜ 2 屋代高 1139
男子 100m 289 古賀 涼輔 ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 3 辰野高 1142
男子 100m 2461 合葉 太飛 ｱｲﾊﾞ ﾀｲﾄ 3 松商学園高 1143
男子 100m 9100 樋口 克治 ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 富田ｱｽﾘｰﾂ 1143
男子 100m 410 荻原 諒太 ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 3 伊那北高 1144
男子 100m 861 青山 凌大 ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 1 市立長野高 1144
男子 100m 859 昌山 俊也 ｼｮｳﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 1 市立長野高 1145
男子 100m 2493 大橋 蒼太 ｵｵﾊｼ ｿｳﾀ 1 松商学園高 1145
男子 100m 355 塩川 大樹 ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ 3 上伊那農高 1146
男子 100m 2814 木内 光波 ｷｳﾁ  ｺｳﾊ 1 佐久長聖高 1146
男子 100m 1263 夏目 士瑠 ﾅﾂﾒ ｼﾘｭｳ 3 長野日大高 1150
男子 100m 2527 児玉 賢人 ｺﾀﾞﾏ ｹﾝﾄ 2 松本国際高 1150
男子 100m 827 関谷 蓮 ｾｷﾔ ﾚﾝ 3 飯山高 1151
男子 100m 1167 牧 大悟 ﾏｷ ﾀﾞｲｺﾞ 3 長野工高 1151
男子 100m 2617 宮坂 匠 ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ 3 諏訪二葉高 1151
男子 100m 57 久保田 凱士 ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ 3 東海大諏訪高 1152
男子 100m 4334 依田 惺那 ﾖﾀﾞ ｾﾅ 3 立科中 1152
男子 100m 1541 髙畑 良太 ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ 2 野沢北高 1153
男子 100m 9028 太田 敦 ｵｵﾀ ｱﾂｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 1153
男子 100m 486 鈴木 瑛翔 ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ 1 赤穂高 1154
男子 100m 1091 大日方 亮 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾘｮｳ 3 長野西高 1155
男子 100m 2540 小林 怜央 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵ 2 豊科高 1156

ターゲットﾅﾝﾊﾞｰ通過ﾘｽﾄ

このリストは、各種目標準記録を突破した選手がターゲットナンバーを超えた種目の通過者リスト
です。
※このリストに無い種目は、エントリーした選手全てが出場できます。
　ご確認いただき、期限までに通過者分の参加料を入金してください。



性別/ｸﾗ 種目 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 氏名ｶﾅ 学年 所属 参考記録
男子 100m 1560 由井 晴陽 ﾕｲ ﾊﾙﾔ 2 野沢南高 1157
男子 100m 2815 早崎 蒼心 ﾊﾔｻｷ  ｿｳｼﾞﾝ 1 佐久長聖高 1157
男子 100m 217 山岡 陸兎 ﾔﾏｵｶ ﾘｸﾄ 2 岡谷南高 1159
男子 100m 1062 丸太 響 ﾏﾙﾀ ﾋﾋﾞｷ 3 長野吉田高 1160
男子 100m 2774 大木 咲翔 ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 2 上田西高 1160

男子 400m 2538 輪湖 颯 ﾜｺ ﾊﾔﾄ 3 豊科高 4890
男子 400m 58 名取 勇人 ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 3 東海大諏訪高 4958
男子 400m 2808 安坂 丈瑠 ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ 3 佐久長聖高 4963
男子 400m 3141 岡田 遥人 ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 4 松本国際高 5021
男子 400m 59 窪田 翔真 ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 3 東海大諏訪高 5073
男子 400m 9072 和田 響一 ﾜﾀﾞ ｷｮｳｲﾁ 3 松本大 5074
男子 400m 826 江口 拓海 ｴｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 3 飯山高 5091
男子 400m 553 田中 隆斗 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾄ 3 松川高 5134
男子 400m 2465 山田 瑛太 ﾔﾏﾀﾞ ｴｲﾀ 2 松商学園高 5142
男子 400m 2774 大木 咲翔 ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 2 上田西高 5151
男子 400m 9088 吉澤 涼 ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ 4 長野高専 5158
男子 400m 1137 水野 大地 ﾐｽﾞﾉ ﾀﾞｲﾁ 3 長野商高 5189
男子 400m 56 矢島 壮野 ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ 3 東海大諏訪高 5198
男子 400m 960 岡谷 嵩宗 ｵｶﾔ ﾀｶﾑﾈ 2 須坂創成高 5222
男子 400m 1114 竹前 克哉 ﾀｹﾏｴ ｶﾂﾔ 3 長野高 5234
男子 400m 9099 丸山 玲央 ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 飯田ｱｽﾘｰﾄ 5246
男子 400m 2337 青木 大河 ｱｵｷ ﾀｲｶﾞ 3 松本美須々ヶ丘高 5262
男子 400m 823 小林 和真 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ 3 飯山高 5274
男子 400m 563 松村 青悟 ﾏﾂﾑﾗ ｾｲｺﾞ 2 飯田高 5288
男子 400m 9063 太田 夏暉 ｵｵﾀ ﾅﾂｷ 2 松本大 5288
男子 400m 9071 鈴木 颯 ｽｽﾞｷ ｿﾗ 2 松本大 5303
男子 400m 2803 今関 隼也 ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝﾔ 2 佐久長聖高 5306
男子 400m 997 浦野 太平 ｳﾗﾉ ﾀｲﾍｲ 3 須坂高 5308
男子 400m 877 德嵩 力也 ﾄｸﾀｹ ﾘｷﾔ 2 市立長野高 5316
男子 400m 2484 川瀬 拓郎 ｶﾜｾ ﾀｸﾛｳ 3 松商学園高 5319
男子 400m 640 伊藤 新 ｲﾄｳ ｱﾗﾀ 3 OIDE長姫高 5348
男子 400m 1561 塚田 要 ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾒ 2 野沢南高 5354
男子 400m 53 酒井 隼斗 ｻｶｲ ﾊﾔﾄ 1 東海大諏訪高 5363
男子 400m 290 古庄 武 ﾌﾙｼｮｳ ﾀｹﾙ 3 辰野高 5370
男子 400m 7157 片寄 晴之亮 ｶﾀﾖｾ ｾｲﾉｽｹ 3 山辺中 5396
男子 400m 105 芳澤 大樹 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｷ 3 諏訪清陵高 5411
男子 400m 7437 日笠 大地 ﾋｶﾞｻ ﾀﾞｲﾁ 3 鉢盛中 5445
男子 400m 160 小松 裕昭 ｺﾏﾂ ﾋﾛｱｷ 2 下諏訪向陽高 5465
男子 400m 936 春原 優也 ｽﾉﾊﾗ ﾏｻﾔ 3 中野西高 5484
男子 400m 4641 中村 一輝 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 3 真田ｸﾗﾌﾞ 5485
男子 400m 2806 東村 寛介 ﾋｶﾞｼﾑﾗ  ｶﾝｽｹ 1 佐久長聖高 5488

男子 800m 9089 高橋 一輝 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 長野高専 15350
男子 800m 3141 岡田 遥人 ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 4 松本国際高 15370
男子 800m 9083 牧田 蒼斗 ﾏｷﾀ ｱｵﾄ M 信州大 15553
男子 800m 1906 梅原 悠良 ｳﾒﾊﾗ ﾕﾗ 2 上田西高 15585
男子 800m 2491 濱野 大輝 ﾊﾏﾉ ﾀﾞｲｷ 1 松商学園高 15613
男子 800m 2248 金古 廉 ｶﾈｺ ﾚﾝ 3 松本深志高 15635
男子 800m 997 浦野 太平 ｳﾗﾉ ﾀｲﾍｲ 3 須坂高 15829
男子 800m 1908 市川 和英 ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 3 上田西高 15867
男子 800m 9082 中村 駿吾 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ M 信州大 15914
男子 800m 806 川久保 力生 ｶﾜｸﾎﾞ ﾘｷ 2 飯山高 15955
男子 800m 3524 鈴木 啓真 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾏｻ 3 長野高専 15993
男子 800m 879 勝山 大珠 ｶﾂﾔﾏ ﾀﾞｲｼﾞｭ 2 市立長野高 20011
男子 800m 1857 酒井 瞬 ｻｶｲ ｼｭﾝ 3 上田染谷丘高 20100
男子 800m 1280 倉嶋 颯太 ｸﾗｼﾏ ｿｳﾀ 2 長野日大高 20131
男子 800m 2039 畠山 史城 ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｷ 3 大町岳陽高 20209



性別/ｸﾗ 種目 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 氏名ｶﾅ 学年 所属 参考記録
男子 800m 52 中澤 京聖 ﾅｶｻﾞﾜ ｷｮｳｾｲ 2 東海大諏訪高 20241
男子 800m 2535 上条 勇貴 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｷ 3 豊科高 20250
男子 800m 6681 百瀬 柾宏 ﾓﾓｾ ﾏｻﾋﾛ 3 堀金中 20263
男子 800m 2044 高根 夏雪 ﾀｶﾈ ﾅﾂｷ 2 大町岳陽高 20339
男子 800m 2040 平出 純大 ﾋﾗｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝﾀ 3 大町岳陽高 20365
男子 800m 593 羽生 大起 ﾊﾆｭｳ ﾀﾞｲｷ 2 飯田風越高 20413
男子 800m 2337 青木 大河 ｱｵｷ ﾀｲｶﾞ 3 松本美須々ヶ丘高 20541
男子 800m 1092 北野 渓介 ｷﾀﾉ ｹｲｽｹ 3 長野西高 20545
男子 800m 1626 金森 柊弥 ｶﾅﾓﾘ ｼｭｳﾔ 2 佐久平総合高 20563
男子 800m 3520 志村 匠音 ｼﾑﾗ ﾀｸﾄ 3 長野高専 20566
男子 800m 9000 中塚 渓滋 ﾅｶﾂｶ ｹｲｼﾞ DreamAC 20666
男子 800m 2829 福島 大志郎 ﾌｸｼﾏ ﾀｲｼﾛｳ 3 小諸高 20705

男子 走幅跳 3511 村本 瑛 ﾑﾗﾓﾄ ｱｷﾗ 3 長野高専 632
男子 走幅跳 279 西山 陸 ﾆｼﾔﾏ ﾘｸ 岡谷工高 633
男子 走幅跳 6378 堀内 來夢 ﾎﾘｳﾁ ﾗｲﾑ 3 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 635
男子 走幅跳 2810 松村 喜道 ﾏﾂﾑﾗ ｷﾄﾞｳ 3 佐久長聖高 637
男子 走幅跳 3128 齋藤 琉希 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｷ 3 長野俊英高 639
男子 走幅跳 1061 大塚 悠生 ｵｵﾂｶ ﾕｳｷ 3 長野吉田高 642
男子 走幅跳 9079 小山 和馬 ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾏ 3 信州大 644
男子 走幅跳 1591 南澤 爽太 ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 3 岩村田高 645
男子 走幅跳 55 小口 蒼葉 ｵｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ 1 東海大諏訪高 650
男子 走幅跳 65 倉澤 拓弥 ｸﾗｻﾜ ﾀｸﾔ 1 東海大諏訪高 652
男子 走幅跳 9085 佐藤 智哉 ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 2 諏訪理科大 656
男子 走幅跳 2830 寺島 恒輔 ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ 3 小諸高 660
男子 走幅跳 2468 栁澤 秀哉 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｭｳﾔ 2 松商学園高 661
男子 走幅跳 486 鈴木 瑛翔 ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ 1 赤穂高 662
男子 走幅跳 1654 木村 伊吹 ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 3 佐久長聖高 666
男子 走幅跳 9046 伊藤 司騎 ｲﾄｳ ｼｷ 1 山梨学院大 673
男子 走幅跳 9044 小林 蓮 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 3 国士大 683
男子 走幅跳 9023 上條 将吾 ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺﾞ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 695
男子 走幅跳 9002 深沢 宏之 ﾌｶｻﾜ ﾋﾛﾕｷ MINT TOKYO 713
男子 走幅跳 9081 松本 陸 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 4 信州大 769

女子 1500m 884 名和 夏乃子 ﾅﾜ ｶﾉｺ 2 長野東高 42873
女子 1500m 875 佐藤 悠花 ｻﾄｳ ﾕｳｶ 3 長野東高 42925
女子 1500m 881 村岡 美玖 ﾑﾗｵｶ ﾐｸ 3 長野東高 43062
女子 1500m 39 松下 輝来 ﾏﾂｼﾀ ｷﾗ 3 東海大諏訪高 43509
女子 1500m 308 守屋 有彩 ﾓﾘﾔ ｱﾘｻ 3 伊那弥生ヶ丘高 44500
女子 1500m 328 森脇 光砂 ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ 3 伊那西高 44850
女子 1500m 890 窪田 舞 ｸﾎﾞﾀ ﾏｲ 1 長野東高 45245
女子 1500m 866 武田 悠華 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｶ 1 長野東高 45265
女子 1500m 1766 山口 七海 ﾔﾏｷﾞﾁ ﾅﾅﾐ 1 松本深志高 45430
女子 1500m 887 橋詰 史歩 ﾊｼﾂﾞﾒ ｼﾎ 2 長野東高 45447
女子 1500m 1151 宮沢 沙耶乃 ﾐﾔｻﾞﾜ ｻﾔﾉ 2 屋代高 45500
女子 1500m 965 岡田 紅愛 ｵｶﾀﾞ ｸﾚｱ 2 長野日大高 45512
女子 1500m 7962 坂元 唯花 ｻｶﾓﾄ ﾕｲｶ 3 辰野中 45521
女子 1500m 6711 白澤 加菜 ｼﾗｻﾜ ｶﾅ 3 三郷中 45623
女子 1500m 8235 小川 美紗 ｵｶﾞﾜ ﾉﾄﾞｶ 2 赤穂中 45755
女子 1500m 4651 田畑 香奈 ﾀﾊﾞﾀ ｶﾅ 2 真田ｸﾗﾌﾞ 45848
女子 1500m 1296 桑原 実世 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾖ 2 佐久長聖高 45880
女子 1500m 7684 田村 るう ﾀﾑﾗ ﾙｳ 3 下諏訪中 45885
女子 1500m 4464 成澤 あん里 ﾅﾙｻﾜ ｱﾝﾘ 2 真田ｸﾗﾌﾞ 50138
女子 1500m 7165 宮島 日向子 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾅｺ 3 山辺中 50234
女子 1500m 8187 田畑 陽菜 ﾀﾊﾞﾀ ﾊﾙﾅ 3 春富中 50398
女子 1500m 8259 片桐 小春 ｶﾀｷﾞﾘ ｺﾊﾙ 3 駒ヶ根東中 50434
女子 1500m 8016 荻原 真柚 ｵｷﾞﾊﾗ ﾏﾕ 2 箕輪中 50500
女子 1500m 943 山﨑 凛 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾝ 1 長野日大高 50582
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女子 1500m 4393 菊地 遥奈 ｷｸﾁ ﾊﾙﾅ 3 東御東部中 50598
女子 1500m 942 阿部 優杏 ｱﾍﾞ ﾕｱ 3 長野日大高 50652
女子 1500m 867 中村 文音 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾈ 1 長野東高 50991
女子 1500m 1918 小林 瑞希 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ 2 松商学園高 51296
女子 1500m 587 竹内 明里 ﾀｹｳﾁ ｱｶﾘ 2 飯山高 51378
女子 1500m 5333 小島 ひより ｺｼﾞﾏ ﾋﾖﾘ 3 飯山城南中 51490
女子 1500m 941 淺川 美月 ｱｻｶﾜ ﾐﾂﾞｷ 1 長野日大高 51584
女子 1500m 753 中山 由梨 ﾅｶﾔﾏ ﾕﾘ 2 長野吉田高 51900

女子 800m 1305 渡邉 陽乃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾉ 3 佐久長聖高 21211
女子 800m 1306 市川 笑花 ｲﾁｶﾜ ｴﾐｶ 3 佐久長聖高 21293
女子 800m 41 阪 千都 ｻｶ ﾁﾋﾛ 1 東海大諏訪高 21444
女子 800m 7730 御子柴 清美 ﾐｺｼﾊﾞ ｷﾖﾐ 3 諏訪中 21780
女子 800m 8262 中野 ことは ﾅｶﾉ ｺﾄﾊ 3 駒ヶ根東中 21946
女子 800m 948 北沢 凜夏 ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾝｶ 3 長野日大高 22351
女子 800m 1828 辻 芽衣 ﾂｼﾞ ﾒｲ 2 松本県ヶ丘高 22431
女子 800m 308 守屋 有彩 ﾓﾘﾔ ｱﾘｻ 3 伊那弥生ヶ丘高 22500
女子 800m 1296 桑原 実世 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾖ 2 佐久長聖高 22610
女子 800m 2498 小嶋 楓來 ｺｼﾞﾏ ｶｴﾗ 3 松本国際高 22659
女子 800m 295 真柴 萌菜 ﾏｼﾊﾞ ﾓｴﾅ 3 伊那北高 22700
女子 800m 1461 工藤 涼風 ｸﾄﾞｳ ｽｽﾞｶ 3 上田染谷丘高 22715
女子 800m 5335 野嵜 愛 ﾉｻﾞｷ ｱｲ 3 飯山城南中 23035
女子 800m 4393 菊地 遥奈 ｷｸﾁ ﾊﾙﾅ 3 東御東部中 23116
女子 800m 478 羽生 彩七 ﾊﾆｭｳ ｱﾔﾅ 3 OIDE長姫高 23186
女子 800m 945 本藤 万穂子 ﾎﾝﾄﾞｳ ﾏｵｺ 1 長野日大高 23186
女子 800m 7163 宮川 千依 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾁﾖﾘ 3 山辺中 23195
女子 800m 117 小池 理紗子 ｺｲｹ ﾘｻｺ 3 下諏訪向陽高 23213
女子 800m 985 小林 ほの花 ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ 3 文化学園長野高 23371
女子 800m 8264 羽生 凪 ﾊﾆｭｳ ﾅｷﾞ 2 駒ヶ根東中 23457
女子 800m 1695 花岡 和奏 ﾊﾅｵｶ ﾜｶﾅ 2 大町岳陽高 23495
女子 800m 8060 米澤 碧海 ﾖﾈｻﾞﾜ ｱｵﾐ 2 南箕輪中 23539
女子 800m 8756 中谷 凛 ﾅｶﾔ ﾘﾝ 3 堀金中 23541
女子 800m 7169 林 姫都香 ﾊﾔｼ ﾋﾄｶ 3 山辺中 23546
女子 800m 921 渡辺 彩那 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ 2 市立長野高 23562
女子 800m 2054 五味 桜花 ｺﾞﾐ ｵｳｶ 2 諏訪清陵高 23565
女子 800m 1564 下戸 沙弥 ｼﾓﾄﾞ ｻﾔ 2 木曽青峰高 23666

女子 走高跳 486 山本 結萌 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾒ 3 下伊那農高 140
女子 走高跳 7111 宮入 心奈 ﾐﾔｲﾘ ｺｺﾅ 3 開成中 140
女子 走高跳 7879 藤森 芽衣 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾒｲ 3 茅野東部中 140
女子 走高跳 800 太田 美緒 ｵｵﾀ ﾐｵ 2 長野西高 140
女子 走高跳 6474 長瀬 未空 ﾅｶﾞｾ ﾐｸ 3 塩尻広陵中 143
女子 走高跳 1152 堀内 陽花 ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙｶ 2 屋代高 145
女子 走高跳 1861 小松 優月 ｺﾏﾂ ﾕﾂﾞｷ 2 松本蟻ｹ崎 145
女子 走高跳 1236 後小路 葉月 ｳｼﾛｺｳｼﾞ ﾊﾂﾞｷ 1 野沢北高 146
女子 走高跳 1850 国本 凜 ｸﾆﾓﾄ ﾘﾝ 2 松本美須々ヶ丘高 146
女子 走高跳 7035 金丸 未来乃 ｶﾈﾏﾙ ﾐﾗﾉ 3 丸ﾉ内中 146
女子 走高跳 792 矢島 冴子 ﾔｼﾏ ｻｴｺ 3 長野西高 150
女子 走高跳 832 青木 沙絵 ｱｵｷ ｻｴ 3 長野商高 150
女子 走高跳 926 丸山 星花里 ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ 1 市立長野高 150
女子 走高跳 1462 行田 優空 ｷﾞｮｳﾀﾞ ｿﾗ 3 上田染谷丘高 150
女子 走高跳 1829 二木 瑠心 ﾌﾀﾂｷﾞ ﾙｺ 2 松本県ヶ丘高 150
女子 走高跳 6054 小林 日和 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 3 広徳中 150
女子 走高跳 7840 赤羽 柚香 ｱｶﾊﾈ ﾕｽﾞｶ 3 長峰中 150
女子 走高跳 2056 田村 優衣 ﾀﾑﾗ ﾕｲ 2 諏訪清陵高 151
女子 走高跳 108 上村 文寧 ｶﾐﾑﾗ ｱﾔﾈ 2 諏訪二葉高 152
女子 走高跳 1303 荻原 希乃愛 ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 3 佐久長聖高 154
女子 走高跳 118 小平 奏重 ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ 3 下諏訪向陽高 155
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女子 走高跳 1301 大森 里香 ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 3 佐久長聖高 159
女子 走高跳 1309 村山 羽乃 ﾑﾗﾔﾏ  ｳﾉ 1 佐久長聖高 160
女子 走高跳 1937 太田 さくら ｵｵﾀ ｻｸﾗ 3 松商学園高 163

女子 走幅跳 752 櫻井 菜央 ｻｸﾗｲ ﾅｵ 2 長野吉田高 490
女子 走幅跳 754 本道 維乃 ﾎﾝﾄﾞｳ ﾕｲﾉ 2 長野吉田高 491
女子 走幅跳 922 青木 咲羽 ｱｵｷ ｻﾜ 2 市立長野高 493
女子 走幅跳 927 能瀬 澄麗 ﾉｾ ｽﾐﾚ 1 市立長野高 495
女子 走幅跳 9017 髙畑 志野 ﾀｶﾊﾀ ｼﾉ 松本市陸協 496
女子 走幅跳 419 今村 実伶 ｲﾏﾑﾗ ﾐﾚｲ 3 飯田高 497
女子 走幅跳 76 小倉 和香葉 ｵｸﾞﾗ ﾜｶﾊﾞ 1 諏訪清陵高 498
女子 走幅跳 28 大﨑 にこ ｵｵｻｷ ﾆｺ 2 東海大諏訪高 505
女子 走幅跳 792 矢島 冴子 ﾔｼﾏ ｻｴｺ 3 長野西高 510
女子 走幅跳 958 清水 藤子 ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺ 1 長野日大高 510
女子 走幅跳 9027 鈴木 陽世梨 ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ 3 松本大 510
女子 走幅跳 7824 柳平 紗希 ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｻｷ 2 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 517
女子 走幅跳 175 小倉 歩華 ｵｸﾞﾗ ｱﾕｶ 3 岡谷南高 518
女子 走幅跳 1901 加島 小浦 ｶｼﾏ ｺｳﾗ 3 松本工高 521
女子 走幅跳 1460 富山 萌衣 ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ 3 上田染谷丘高 526
女子 走幅跳 1415 宮下 留花 ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ 3 上田高 527
女子 走幅跳 9032 小林 菜月 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 1 東学大 540
女子 走幅跳 9001 小林 南実 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾐ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 552
女子 走幅跳 956 金子 亜留 ｶﾈｺ ｱﾙ 1 長野日大高 560
女子 走幅跳 913 宮原 凛成 ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ 3 市立長野高 568

女子 三段跳 801 岩下 優奈 ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾅ 2 長野西高 927
女子 三段跳 835 矢崎 留奈 ﾔｻﾞｷ ﾙﾅ 3 長野商高 965
女子 三段跳 1490 細田 怜奈 ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ 3 上田千曲高 966
女子 三段跳 955 勝山 彩音 ｶﾂﾔﾏ ｱﾔﾈ 3 長野日大高 970
女子 三段跳 107 箱田 真奈美 ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ 2 諏訪二葉高 985
女子 三段跳 2049 高林 あんり ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾘ 3 諏訪清陵高 999
女子 三段跳 9000 藤岡 まそら ﾌｼﾞｵｶ ﾏｿﾗ いｰやま 1007
女子 三段跳 1923 大井 日陽 ｵｵｲ ﾋﾅﾀ 1 松商学園高 1021
女子 三段跳 752 櫻井 菜央 ｻｸﾗｲ ﾅｵ 2 長野吉田高 1022
女子 三段跳 1415 宮下 留花 ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ 3 上田高 1039
女子 三段跳 28 大﨑 にこ ｵｵｻｷ ﾆｺ 2 東海大諏訪高 1040
女子 三段跳 38 小口 葉奈 ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ 3 東海大諏訪高 1042
女子 三段跳 7824 柳平 紗希 ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｻｷ 2 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 1050
女子 三段跳 2267 古越 茉帆 ﾌﾙｺｼ ﾏﾎ 3 佐久長聖高 1064
女子 三段跳 1412 有賀 明子 ｱﾙｶﾞ ｱｷｺ 3 上田高 1082
女子 三段跳 9018 吉村 葵 ﾖｼﾑﾗ ｱｵｲ 2 松本大 1085
女子 三段跳 175 小倉 歩華 ｵｸﾞﾗ ｱﾕｶ 3 岡谷南高 1100
女子 三段跳 1901 加島 小浦 ｶｼﾏ ｺｳﾗ 3 松本工高 1101
女子 三段跳 1460 富山 萌衣 ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ 3 上田染谷丘高 1114
女子 三段跳 914 牧内 愛実 ﾏｷｳﾁ ｱﾐ 3 市立長野高 1186
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