
第11回長野県中長距離記録会兼第3回長距離リレー競技 ﾄﾗｯｸ審判長 大和孝司
主催：長野陸上競技協会 記録主任： 平林哲郎

【開催日】 平成22年2月27日（土）
【主催団体】 長野陸上競技協会 トップ８

女  子 【競技場】県松本平広域公園
1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 2/27 女子 中村 結(3) 10:32.60 小宮山 悠(1) 10:38.58 安田 佳織(1) 10:40.93 北林 由里(2) 10:42.66 山本 怜実(2) 10:46.69 齊藤 百香(2) 10:48.17 吉田 夏子(3) 10:53.68 笹澤 今日子(1) 10:54.33

3000m 戸倉上山田中 八千穂中 鉢盛中 旭ヶ丘中 鉢盛中 鉢盛中 王滝中 丸子中
 2/27 玉城 優香 26:15.41 玉城 美菜 26:58.27 吉川世里香(2) 27:19.07 山田 知奈 30:13.36

5000m競歩 中京女子大 中京女子大 松川高 中京女子大
 2/27 丸子修学館高    10:40.85 駒ヶ根東中(A)   10:43.37 伊那松川中    10:59.66 駒ヶ根中沢RC(A)   11:00.43 諏訪南中    11:10.80 豊科北中(A)    11:13.46 梓川中(A)    11:34.14 松川高    11:34.77

4×800m 塩入 瑛美(1) 竹内 華奈子(2) 小沼 千夏 竹村 瑞香(5) 宮下 夏奈(2) 今川 愛未(1) 山本 かむい(2) 川上円佳(2)
渋沢 愛里(1) 湯澤 ほのか(3) 熊谷 美佑(1) 蟹沢 紗希(6) 後藤 優菜(1) 髙山 友璃(2) 木内 琴葉(1) 青木柚佳(1)
片平 いづみ(1) 宮脇 杏菜(1) 西永 梨恵 堀内 智加(5) 原 瞳(2) 丸山 愛真(2) 福嶋 美香(2) 入江亜寿紗(1)
小松 夕姫(2) 二宮 萌々(2) 鈴木 彩音 高橋 未来(5) 岩波 宏佳(2) 長﨑 彩(1) 濱 麗(2) 木下香奈絵(1)

 2/27 千曲陸協    20:11.15 駒ヶ根東中(A)   21:55.11 伊那松川中    22:40.96 長野東部中    22:57.59 豊科北中    23:59.52 松島中    25:58.40
4×1500m 山﨑 千夏(2) 竹内 華奈子(2) 熊谷 美佑(1) 山岸 沙也加(2) 今川 愛未(1) 一之瀬 令菜(2)

勝山 真子(2) 湯澤 ほのか(3) 小沼 千夏 傳田 雪香(1) 髙山 友璃(2) 高山 珠美(2)
宮入 杏里(3) 宮脇 玲菜(1) 鈴木 彩音 山野井 香苗(2) 白坂 舞(2) 吉川 瑠美(2)
真柳 亜美(3) 宮﨑 沙織(1) 西永 梨恵 丸山 恵(2) 麻田ゆりえ(1) 井出 安美(2)

 2/27 小学生女子 甘利 祐子(6) 3:17.42 三村 静香(6) 3:19.28 千野 惠実(5) 3:19.44 竹内 優花(5) 3:23.56 蟹沢 紗希(6) 3:26.68 堀内 智加(5) 3:27.21 竹村 瑞香(5) 3:27.63 津金 真由子(4) 3:28.37
1000m 東御陸上教室 菅野小 坂城JAC 坂城JAC 駒ｹ根中沢RC 駒ｹ根中沢RC 駒ｹ根中沢RC ｱﾍﾞﾍﾞ駅伝ｸﾗﾌﾞ



第11回長野県中長距離記録会兼第3回長距離リレー競技

競技場：県松本平広域公園

グランドコンディション

 2010/ 2/27    9:00    2.0     7.5
  10:00    2.5     8.0
  11:00    1.0     8.0
  12:00    2.5     9.5

天候日付 計測場所時刻 気温 ℃ 湿度 ％風速 m/s風向
曇り 北東  70.0
曇り 北東  75.0
曇り 西  76.0
曇り 北東  73.0



決勝 2月27日 10:00

[ 1組] [ 2組]

 1 菊池菜帆(5)   3:48.16  1 甘利 祐子(6)   3:17.42 
ｷｸﾁ ﾅﾎ 原PCｼﾞｭﾆｱ ｱﾏﾘ ﾕｳｺ 東御陸上教室

 2 中村 鈴(4)   3:50.21  2 三村 静香(6)   3:19.28 
ﾅｶﾑﾗ ｽｽﾞ 戸上ｼﾞｭﾆｱ ﾐﾑﾗ ｼｽﾞｶ 菅野小

 3 吉澤 三奈(5)   3:51.26  3 千野 惠実(5)   3:19.44 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾐﾅ 塩尻JF駅伝C ﾁﾉ ﾒｸﾞﾐ 坂城JAC

 4 吉澤 里奈(5)   3:51.50  4 竹内 優花(5)   3:23.56 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘﾅ 塩尻JF駅伝C ﾀｹｳﾁ ﾕｳｶ 坂城JAC

 5 胡桃澤 佑衣(6)   3:53.25  5 蟹沢 紗希(6)   3:26.68 
ｸﾙﾐｻﾞﾜﾕｲ 王滝小 ｶﾆｻﾜ  ｻｷ 駒ｹ根中沢RC

 6 若林 佐季(6)   3:54.10  6 堀内 智加(5)   3:27.21 
ﾜｶﾊﾞﾔｼｻｷ 坂井小 ﾎﾘｳﾁ  ﾁｶ 駒ｹ根中沢RC

 7 高木 更紗(2)   3:57.05  7 竹村 瑞香(5)   3:27.63 
ﾀｶｷﾞ ｻﾗｻ 腰越JSC ﾀｹﾑﾗ  ﾐｽﾞｶ 駒ｹ根中沢RC

 8 小口 満里奈(3)   3:59.24  8 津金 真由子(4)   3:28.37 
ｵｸﾞﾁ ﾏﾘﾅ 諏訪FA ﾂｶﾞﾈ ﾏﾕｺ ｱﾍﾞﾍﾞ駅伝ｸﾗﾌﾞ

 9 内田 梨湖(4)   4:04.99  9 小林 菜々夏(4)   3:31.75 
ｳﾁﾀﾞ ﾘｺ 腰越JSC ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅｶ 腰越JSC

10 市川 結(2)   4:05.56 10 鳥羽 美宇(5)   3:31.97 
ｲﾁｶﾜ ﾕｲ 諏訪FA ﾄﾊﾞﾐｳ 明科かけっこC

11 川上 理加(4)   4:06.56 11 小林 祐華(4)   3:32.36 
ｶﾜｶﾐ  ﾘｶ 駒ｹ根中沢RC ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 腰越JSC

12 川上 美加(4)   4:08.78 12 佐藤 真由(4)   3:34.41 
ｶﾜｶﾐ  ﾐｶ 駒ｹ根中沢RC ｻﾄｳ ﾏﾕｳ 小諸JEC

13 高橋 凛(2)   4:11.61 13 松澤 綾音(4)   3:35.96 
ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ 駒ｹ根中沢RC ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 喬木陸上ｸﾗﾌﾞ

14 志賀 祐香(4)   4:15.13 14 高橋 未来(5)   3:39.11 
ｼｶﾞ ﾕｳｶ 真田ｸﾗﾌﾞ ﾀｶﾊｼ  ﾐｸ 駒ｹ根中沢RC

15 下平 綾子(4)   4:17.20 15 池上 有咲(5)   3:39.63 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ  ｱﾔｺ 駒ｹ根中沢RC ｲｹｶﾞﾐ  ｱｻｷ 駒ｹ根中沢RC

16 諸山 理湖(2)   4:18.12 16 溝口 友己歩(6)   3:40.82 
ﾓﾛﾔﾏ ﾘｺ 小諸JEC ﾐｿﾞｸﾁﾕｷﾎ 王滝小

17 宮坂 莉奈(3)   4:18.65 17 天野 志織(6)   3:40.86 
ﾐﾔｻｶ ﾘﾅ 諏訪FA ｱﾏﾉ ｼｵﾘ 塩尻JF駅伝C

18 塩原 美月(5)   4:23.09 18 市川 舞(6)   3:44.09 
ｼｵﾊﾗ ﾐﾂｷ 塩尻JF駅伝C ｲﾁｶﾜ ﾏｲ 諏訪FA

19 日野原 佳奈(4)   4:25.64 19 春日 桃桜(4)   3:45.57 
ﾋﾉﾊﾗ ｶﾅ 諏訪FA ｶｽｶﾞ ﾓﾓｵ 駒ｹ根中沢RC

20 臼井 羽耶(1)   4:36.38 20 宮坂綾乃(5)   3:45.70 
ｳｽｲ ﾊﾔ 腰越JSC ﾐﾔｻｶ ｱﾔﾉ 原PCｼﾞｭﾆｱ

21 岡田 桃(1)   4:47.51 21 市川 絢(4)   3:51.90 
ｵｶﾀﾞ ﾓﾓ 駒ｹ根中沢RC ｲﾁｶﾜ ｱﾔ 諏訪FA

22 竹村 彩也香(1)   4:54.87 小口 珠緒(6)
ﾀｹﾑﾗ ｻﾔｶ 駒ｹ根中沢RC ｵｸﾞﾁ ﾀﾏｵ 諏訪FA

23 志賀 央菜(2)   5:04.32 名取 萌花(5)
ｼｶﾞ ﾋﾛﾅ 真田ｸﾗﾌﾞ ﾅﾄﾘ ﾓｴｶ 塩尻JF駅伝C

小学生女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

13  7023

17  7042

22  7044

16  7050

23  7024

19  7027

14  7049

8  7046

12  7071

15  7036

2  7068

1  7037

9  7031

7  7034

18  7065

 7045

5  7022

3  7054

6  7066

10  7064

21  7030

17  7032

5  7040

11  7039

4  7072

20

所属名 記録／備考
2  7083

順 No.

23  7051

15  7052

21  7077

22  7002

13  7041

16  7048

10  7047

11  7085

3  7033

14  7053

9  7029

12  7025

19  7038

1  7028

18  7043

8  7069

7  7035

欠場
20  7026

欠場

4  7067

6  7070



   1 甘利 祐子(6) 東御陸上教室     3:17.42   2   1
   2 三村 静香(6) 菅野小     3:19.28   2   2
   3 千野 惠実(5) 坂城JAC     3:19.44   2   3
   4 竹内 優花(5) 坂城JAC     3:23.56   2   4
   5 蟹沢 紗希(6) 駒ｹ根中沢RC     3:26.68   2   5
   6 堀内 智加(5) 駒ｹ根中沢RC     3:27.21   2   6
   7 竹村 瑞香(5) 駒ｹ根中沢RC     3:27.63   2   7
   8 津金 真由子(4) ｱﾍﾞﾍﾞ駅伝ｸﾗﾌﾞ     3:28.37   2   8
   9 小林 菜々夏(4) 腰越JSC     3:31.75   2   9
  10 鳥羽 美宇(5) 明科かけっこC     3:31.97   2  10
  11 小林 祐華(4) 腰越JSC     3:32.36   2  11
  12 佐藤 真由(4) 小諸JEC     3:34.41   2  12
  13 松澤 綾音(4) 喬木陸上ｸﾗﾌﾞ     3:35.96   2  13
  14 高橋 未来(5) 駒ｹ根中沢RC     3:39.11   2  14
  15 池上 有咲(5) 駒ｹ根中沢RC     3:39.63   2  15
  16 溝口 友己歩(6) 王滝小     3:40.82   2  16
  17 天野 志織(6) 塩尻JF駅伝C     3:40.86   2  17
  18 市川 舞(6) 諏訪FA     3:44.09   2  18
  19 春日 桃桜(4) 駒ｹ根中沢RC     3:45.57   2  19
  20 宮坂綾乃(5) 原PCｼﾞｭﾆｱ     3:45.70   2  20
  21 菊池菜帆(5) 原PCｼﾞｭﾆｱ     3:48.16   1   1
  22 中村 鈴(4) 戸上ｼﾞｭﾆｱ     3:50.21   1   2
  23 吉澤 三奈(5) 塩尻JF駅伝C     3:51.26   1   3
  24 吉澤 里奈(5) 塩尻JF駅伝C     3:51.50   1   4
  25 市川 絢(4) 諏訪FA     3:51.90   2  21
  26 胡桃澤 佑衣(6) 王滝小     3:53.25   1   5
  27 若林 佐季(6) 坂井小     3:54.10   1   6
  28 高木 更紗(2) 腰越JSC     3:57.05   1   7
  29 小口 満里奈(3) 諏訪FA     3:59.24   1   8
  30 内田 梨湖(4) 腰越JSC     4:04.99   1   9
  31 市川 結(2) 諏訪FA     4:05.56   1  10
  32 川上 理加(4) 駒ｹ根中沢RC     4:06.56   1  11
  33 川上 美加(4) 駒ｹ根中沢RC     4:08.78   1  12
  34 高橋 凛(2) 駒ｹ根中沢RC     4:11.61   1  13
  35 志賀 祐香(4) 真田ｸﾗﾌﾞ     4:15.13   1  14
  36 下平 綾子(4) 駒ｹ根中沢RC     4:17.20   1  15
  37 諸山 理湖(2) 小諸JEC     4:18.12   1  16
  38 宮坂 莉奈(3) 諏訪FA     4:18.65   1  17
  39 塩原 美月(5) 塩尻JF駅伝C     4:23.09   1  18
  40 日野原 佳奈(4) 諏訪FA     4:25.64   1  19
  41 臼井 羽耶(1) 腰越JSC     4:36.38   1  20
  42 岡田 桃(1) 駒ｹ根中沢RC     4:47.51   1  21
  43 竹村 彩也香(1) 駒ｹ根中沢RC     4:54.87   1  22
  44 志賀 央菜(2) 真田ｸﾗﾌﾞ     5:04.32   1  23

小学生女子

1000m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

 7051
 7052
 7032
 7041

組 順位
 7083
 7077

 7048
 7053
 7029
 7033

 7040
 7002
 7047
 7085

 7035
 7043
 7042
 7044

 7038
 7028
 7025
 7069

 7050
 7046
 7071
 7049

 7023
 7024
 7067
 7027

 7065
 7031
 7054
 7066

 7068
 7037
 7036
 7034

 7039
 7064

 7022
 7072
 7045
 7030



決勝 2月27日 10:40

 1 中村 結(3)  10:32.60 上條 美咲(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾕｲ 戸倉上山田中 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐｻｷ 鉢盛中

 2 小宮山 悠(1)  10:38.58 山下 奈津子(1)
ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ 八千穂中 ﾔﾏｼﾀ ﾅﾂｺ 岡谷北部中

 3 安田 佳織(1)  10:40.93 野村 安奈(2)
ﾔｽﾀﾞ ｶｵﾘ 鉢盛中 ﾉﾑﾗ ｱﾝﾅ 鉢盛中

 4 北林 由里(2)  10:42.66 
ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾕﾘ 旭ヶ丘中

 5 山本 怜実(2)  10:46.69 
ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾐ 鉢盛中

 6 齊藤 百香(2)  10:48.17 
ｻｲﾄｳ ﾓﾓｶ 鉢盛中

 7 吉田 夏子(3)  10:53.68 
ﾖｼﾀﾞﾅﾂｺ 王滝中

 8 笹澤 今日子(1)  10:54.33 
ｻｻｻﾞﾜ ｷｮｳｺ 丸子中

 9 岩波 宏佳(2)  10:54.41 
ｲﾜﾅﾐ ﾋﾛｶ 諏訪南中

10 池田 優子(2)  11:01.47 
ｲｹﾀﾞ ﾕｳｺ 丸子中

11 出口 栞里(1)  11:01.51 
ﾃﾞｸﾞﾁｼｵﾘ 東御東部中

12 蛭田 凜(1)  11:05.74 
ﾋﾙﾀ ﾘﾝ 鉢盛中

13 菅沼 真衣(1)  11:07.98 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏｲ 鉢盛中

14 成田 愛理(2)  11:09.85 
ﾅﾘﾀ ｱｲﾘ 菅野中

15 塩入 瑛美(1)  11:14.55 
ｼｵｲﾘ ｴﾐ 丸子修学館高

16 関 里華(1)  11:14.86 
ｾｷ ﾘｶ 上田第二中

17 小松 彩乃(2)  11:23.84 
ｺﾏﾂ ｱﾔﾉ 菅野中

18 丸山 愛真(2)  11:26.05 
ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾙﾐ 豊科北中

19 辻村 夏奈子(2)  11:30.86 
ﾂｼﾞﾑﾗ ｶﾅｺ 伊那松川中

20 曽根 まりな(2)  11:34.00 
ｿﾈ ﾏﾘﾅ 鉢盛中

21 吉田 英里子  11:37.52 
ﾖｼﾀﾞｴﾘｺ 王滝中

22 桃井 由佳(2)  11:38.21 
ﾓﾓｲ ﾕｶ 菅野中

23 滝内 美来(2)  11:39.07 
ﾀｷｳﾁ ﾐｸ 菅野中

24 宮阪 絢子(3)  11:41.11 
ﾐﾔｻｶ ｱﾔｺ 丘中

25 傳田 雪香(1)  11:48.29 
ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｷｶ 長野東部中

26 降籏 あかり(1)  11:52.40 
ﾌﾘﾊﾀ ｱｶﾘ ｱﾍﾞﾍﾞ駅伝ｸﾗﾌﾞ

27 中澤 瑠梨(2)  11:58.43 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾙﾅ 豊科北中

28 小松 玲未(2)  12:00.39 
ｺﾏﾂ ﾚﾐ 丘中

29 大杉　知佳(1)  12:11.03 
伊那東部中

30 平井 奏(1)  12:21.45 
ﾋﾗｲ ｶﾅ 須坂高

31 宮坂 栞(1)  12:48.49 
ﾐﾔｻｶ ｼｵﾘ 長野東部中

32 小山 翔子(1)  12:58.38 
ｺﾔﾏ ｼｮｳｺ 須坂高

33 松浦　莉沙(1)  13:25.62 
ﾏﾂｳﾗ ﾘｻ 上田第五中

34 吉田　萌佳(1)  14:05.01 
ﾖｼﾀﾞ ﾓｴｶ 上田第五中

35 小林　菜織(1)  14:22.48 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 上田第五中
赤井 麗佳(1)
ｱｶｲ ﾚｲｶ 菅野中
伊藤 玲美優(2)
ｲﾄｳ ﾚﾋﾞﾕ 菅野中

女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

29  4917

6  4168

32  4664

1  4402

11  4821

19  4409

23  7073

31  4499

30  4793

17  4918

22  4067

18  4639

36  1403

9  4916

2  4578

8  4699

20  4710

12  4576

5  4500

35  7019

13  4403

15  4276

24  4581

26  4579

16  4703

7  7082

3  7001

10   736

27  4346

40  9994

25  7081

34   734

欠場

順

4  4820
欠場

39  4831

37

No. 氏  名 所属名 記録／備考

14  4575

 4824

38  4825

欠場
33  4405

欠場

21  4411
欠場

28  4822



決勝 2月27日 11:45

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 諏訪南中  7074 宮下 夏奈(2)  11:10.80  1   2 丸子修学館高  1403 塩入 瑛美(1)  10:40.85 

ﾐﾔｼﾀ ｶﾅ ｼｵｲﾘ ｴﾐ
 7076 後藤 優菜(1)  1405 渋沢 愛里(1)

ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾅ ｼﾌﾞｻﾜ ｱｲﾘ
 7075 原 瞳(2)  1410 片平 いづみ(1)

ﾊﾗ ﾋﾄﾐ ｶﾀﾋﾗ ｲﾂﾞﾐ
 7073 岩波 宏佳(2)  1399 小松 夕姫(2)

ｲﾜﾅﾐ ﾋﾛｶ ｺﾏﾂ ﾕｷ
 2   5 梓川中(A)  7003 山本 かむい(2)  11:34.14  2   8 駒ヶ根東中(A)  4353 竹内 華奈子(2)  10:43.37 

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾑｲ ﾀｹｳﾁ ｶﾅｺ
 7013 木内 琴葉(1)  4192 湯澤 ほのか(3)

ｷｳﾁ ｺﾄﾊ ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ
 7012 福嶋 美香(2)  4816 宮脇 杏菜(1)

ﾌｸｼﾏ ﾐｶ ﾐﾔﾜｷ ｱﾝﾅ
 7015 濱 麗(2)  4350 二宮 萌々(2)

ﾊﾏ ｳﾗﾗ ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ
 3   6 豊科北中(B)  4891 飯島 南(2)  11:53.21  3   9 伊那松川中  7017 小沼 千夏  10:59.66 

ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ ｺﾇﾏ ﾁﾅﾂ
 4433 松浦 さくら(2)  7016 熊谷 美佑(1)

ﾏﾂｳﾗ ｻｸﾗ ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾕｳ
 4698 丸山 はるか(2)  7018 西永 梨恵

ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾙｶ ﾆｼﾅｶﾞ ﾘｴ
 4696 奥島 美空(2)  7020 鈴木 彩音

ｵｸｼﾏ ﾐｸ ｽｽﾞｷ ｱﾔﾈ
 4  10 上田第五中(A)  4858 上原　千穂(1)  11:54.17  4   5 駒ヶ根中沢RC(A) 7040 竹村 瑞香(5)  11:00.43 

ｳｴﾊﾗ ﾁﾎ ﾀｹﾑﾗ  ﾐｽﾞｶ
 4865 石倉　沙羅(1)  7032 蟹沢 紗希(6)

ｲｼｸﾗ ｻﾗ ｶﾆｻﾜ  ｻｷ
 4828 青木　莉奈(1)  7041 堀内 智加(5)

ｱｵｷ ﾘﾅ ﾎﾘｳﾁ  ﾁｶ
 4829 池田　綾美(1)  7033 高橋 未来(5)

ｲｹﾀﾞ ｱﾔﾐ ﾀｶﾊｼ  ﾐｸ
 5   2 諏訪FA  7069 市川 舞(6)  12:26.12  5   6 豊科北中(A)  4888 今川 愛未(1)  11:13.46 

ｲﾁｶﾜ ﾏｲ ｲﾏｶﾞﾜ ｴﾐ
 7067 市川 絢(4)  4704 髙山 友璃(2)

ｲﾁｶﾜ ｱﾔ ﾀｶﾔﾏ ﾕﾘ
 7071 小口 満里奈(3)  4699 丸山 愛真(2)

ｵｸﾞﾁ ﾏﾘﾅ ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾙﾐ
 7068 市川 結(2)  4892 長﨑 彩(1)

ｲﾁｶﾜ ﾕｲ ﾅｶﾞｻｷ ｱﾔ
 6   9 松島中  7060 山口 夏歩(1)  12:32.78  6   7 松川高   387 川上円佳(2)  11:34.77 

ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾎ ｶﾜｶﾐﾏﾄﾞｶ
 7062 堀 朱里(1)   395 青木柚佳(1)

ﾎﾘｱｶﾘ ｱｵｷﾕｶ
 7061 須賀 梨花(1)   391 入江亜寿紗(1)

ｽｶﾞﾘﾝｶ ｲﾘｴｱｽﾞｻ
 7058 犬飼 美希(1)   394 木下香奈絵(1)

ｲﾇｶｲ ﾐｷ ｷﾉｼﾀｶﾅｴ
 7   8 駒ヶ根中沢RC(B) 7035 春日 桃桜(4)  13:01.53  7   3 長野東部中  4620 山岸 沙也加(2)  11:37.38 

ｶｽｶﾞ ﾓﾓｵ ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾔｶ
 7036 川上 美加(4)  4622 山野井 香苗(2)

ｶﾜｶﾐ  ﾐｶ ﾔﾏﾉｲ ｶﾅｴ
 7037 川上 理加(4)  4615 丸山 恵(2)

ｶﾜｶﾐ  ﾘｶ ﾏﾙﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ
 7031 下平 綾子(4)  7081 宮坂 栞(1)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ  ｱﾔｺ ﾐﾔｻｶ ｼｵﾘ
 8   7 梓川中(B)  7011 八釼 夏帆(2)  13:57.12  8  10 上田第五中(B)  4824 小林　菜織(1)  12:50.22 

ﾔﾂﾙｷﾞ ｶﾎ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ
 7010 二木 理沙子(1)  4825 松浦　莉沙(1)

ﾌﾀﾂｷﾞ ﾘｻｺ ﾏﾂｳﾗ ﾘｻ
 7009 中原 理沙(1)  4831 吉田　萌佳(1)

ﾅｶﾊﾗ ﾘｻ ﾖｼﾀﾞ ﾓｴｶ
 7005 寺澤 智佳(2)  4857 赤羽　美咲(1)

ﾃﾗｻﾜ ﾁｶ ｱｶﾊﾞﾈ ﾐｻｷ
 9   3 梓川中(C)  7007 青木 優茉(2)  13:57.45   4 駒ヶ根東中(B)

ｱｵｷ ﾕﾏ 欠場
 7006 秋山 文乃(2)

ｱｷﾔﾏ ﾌﾐﾉ
 7008 倉田 佳奈(2)

ｸﾗﾀ ｶﾅ
 7004 寺島 優美香(2)

ﾃﾗｼﾏ ﾕﾐｶ

女子

4×800m

決勝



   1 丸子修学館高  10:40.85 塩入 瑛美(1) 渋沢 愛里(1) 片平 いづみ(1) 小松 夕姫(2)   2   1
   2 駒ヶ根東中(A)  10:43.37 竹内 華奈子(2) 湯澤 ほのか(3) 宮脇 杏菜(1) 二宮 萌々(2)   2   2
   3 伊那松川中  10:59.66 小沼 千夏 熊谷 美佑(1) 西永 梨恵 鈴木 彩音   2   3
   4 駒ヶ根中沢RC(A)  11:00.43 竹村 瑞香(5) 蟹沢 紗希(6) 堀内 智加(5) 高橋 未来(5)   2   4
   5 諏訪南中  11:10.80 宮下 夏奈(2) 後藤 優菜(1) 原 瞳(2) 岩波 宏佳(2)   1   1
   6 豊科北中(A)  11:13.46 今川 愛未(1) 髙山 友璃(2) 丸山 愛真(2) 長﨑 彩(1)   2   5
   7 梓川中(A)  11:34.14 山本 かむい(2) 木内 琴葉(1) 福嶋 美香(2) 濱 麗(2)   1   2
   8 松川高  11:34.77 川上円佳(2) 青木柚佳(1) 入江亜寿紗(1) 木下香奈絵(1)   2   6
   9 長野東部中  11:37.38 山岸 沙也加(2) 山野井 香苗(2) 丸山 恵(2) 宮坂 栞(1)   2   7
  10 豊科北中(B)  11:53.21 飯島 南(2) 松浦 さくら(2) 丸山 はるか(2) 奥島 美空(2)   1   3
  11 上田第五中(A)  11:54.17 上原　千穂(1) 石倉　沙羅(1) 青木　莉奈(1) 池田　綾美(1)   1   4
  12 諏訪FA  12:26.12 市川 舞(6) 市川 絢(4) 小口 満里奈(3) 市川 結(2)   1   5
  13 松島中  12:32.78 山口 夏歩(1) 堀 朱里(1) 須賀 梨花(1) 犬飼 美希(1)   1   6
  14 上田第五中(B)  12:50.22 小林　菜織(1) 松浦　莉沙(1) 吉田　萌佳(1) 赤羽　美咲(1)   2   8
  15 駒ヶ根中沢RC(B)  13:01.53 春日 桃桜(4) 川上 美加(4) 川上 理加(4) 下平 綾子(4)   1   7
  16 梓川中(B)  13:57.12 八釼 夏帆(2) 二木 理沙子(1) 中原 理沙(1) 寺澤 智佳(2)   1   8
  17 梓川中(C)  13:57.45 青木 優茉(2) 秋山 文乃(2) 倉田 佳奈(2) 寺島 優美香(2)   1   9

備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2

女子

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

4×800m
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録



決勝 2月27日  9:00

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 千曲陸協  4169 山﨑 千夏(2)  20:11.15 

ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾅﾂ
 4517 勝山 真子(2)

ｶﾂﾔﾏ ﾏｺ
 4516 宮入 杏里(3)

ﾐﾔｲﾘ ｱﾝﾘ
 4172 真柳 亜美(3)

ﾏﾔﾅｷﾞ ｱﾐ
 2   6 駒ヶ根東中(A)  4353 竹内 華奈子(2)  21:55.11 

ﾀｹｳﾁ ｶﾅｺ
 4192 湯澤 ほのか(3)

ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ
 4815 宮脇 玲菜(1)

ﾐﾔﾜｷ ﾚｲﾅ
 4811 宮﨑 沙織(1)

ﾐﾔｻﾞｷ ｻｵﾘ
 3   5 伊那松川中  7016 熊谷 美佑(1)  22:40.96 

ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾕｳ
 7017 小沼 千夏

ｺﾇﾏ ﾁﾅﾂ
 7020 鈴木 彩音

ｽｽﾞｷ ｱﾔﾈ
 7018 西永 梨恵

ﾆｼﾅｶﾞ ﾘｴ
 4   1 長野東部中  4620 山岸 沙也加(2)  22:57.59 

ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾔｶ
 7082 傳田 雪香(1)

ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｷｶ
 4622 山野井 香苗(2)

ﾔﾏﾉｲ ｶﾅｴ
 4615 丸山 恵(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ
 5   4 豊科北中  4888 今川 愛未(1)  23:59.52 

ｲﾏｶﾞﾜ ｴﾐ
 4704 髙山 友璃(2)

ﾀｶﾔﾏ ﾕﾘ
 7084 白坂 舞(2)

ｼﾗｻｶ ﾏｲ
 4889 麻田ゆりえ(1)

ｱｻﾀﾞ ﾕﾘｴ
 6   3 松島中  7056 一之瀬 令菜(2)  25:58.40 

ｲﾁﾉｾﾚﾅ
 7059 高山 珠美(2)

ﾀｶﾔﾏﾀﾏﾐ
 7057 吉川 瑠美(2)

ﾖｼｶﾜﾙﾐ
 7055 井出 安美(2)

ｲﾃﾞｱﾐ

女子

4×1500m

決勝



決勝 2月27日 12:45

 3 玉城 優香  26:15.41 
ﾀﾏｷ ﾕｳｶ 中京女子大

 6 玉城 美菜  26:58.27 
ﾀﾏｷ ﾐﾅ 中京女子大

 7 吉川世里香(2)  27:19.07 
ﾖｼｶﾜｾﾘｶ 松川高

 8 山田 知奈  30:13.36 
ﾔﾏﾀﾞﾁﾅ 中京女子大

 9 安田ゆず葉(1)  30:36.64 
ﾔｽﾀﾞﾕｽﾞﾊ 松川高

10 増田 陽華(2)  33:19.76 
ﾏｽﾀﾞ ﾊﾙｶ 更級農業高

女子

5000m競歩

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

10   389

5  7079

9  7078

8  2135

7  7080

6   392
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