
第27回信州リレー競技大会(11200519) ﾄﾗｯｸ審判長 堀　晃
主催：茅野市陸上競技協会 記録主任： 中島 公徳
共催：茅野市　茅野市教育委員会　信濃毎日新聞社　長野陸上競技協会
【開催日】 平成23年8月7日
【主催団体】 茅野市陸上競技協会 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 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
 8/ 7 一般女子 佐久長聖高(A)      53.59 佐久長聖高(B)      54.18 野沢北高       55.98

4×100m 須江 絢子(2) 間嶋 美優(1) 鷹野 菜摘(2)
田中 里奈(2) 田中 耶々(1) 高野 希恵(1)
栁澤 祐希(2) 花里 裕良(1) 三浦 早央里(1)
工藤 瑞希(2) 高橋 知里(1) 原 ひかり(2)

 8/ 7 佐久長聖高(A)    1:53.18 佐久長聖高(B)    1:53.48 諏訪清陵     1:58.60
4×200m 須江 絢子(2) 高橋 知里(1) 梶谷 みさき(1)

工藤 瑞希(2) 田中 耶々(1) 上原 悠紀(1)
栁澤 祐希(2) 堤 瑛子(1) 岩波 宏佳(1)
田中 里奈(2) 花里 裕良(1) 山田 結花(1)

 8/ 7 諏訪清陵    10:47.44 松本県ヶ丘高    11:25.33
4×800m 岩波 宏佳(1) 飯嶋 まりこ(2)

梶谷 みさき(1) 山本 紗友美(2)
長澤 茜(1) 菊池 志織(1)
山田 結花(1) 巾崎 友里江(2)

 8/ 7 中学女子 中野平中(A)       51.83 長野東部中(C)      52.20 鉢盛中(A)       52.55 箕輪中       53.75 篠ﾉ井西中(A)       54.26 辰野中(A)       54.30 上田第五中(A)      54.58 伊那松川中       54.63
4×100m 宮本 優(3) 髙橋 文香(3) 小坂 奈桜(3) 河野 恵理子(1) 平松 美音(2) 吉沢 千咲(2) 宮澤 真優(2) 宮下 しずく(1)

朝田 茉由(3) 山口 晏奈(3) 上條 麻奈(3) 伯耆原 由花(2) 橋爪 絵梨奈(2) 蟹澤 佑夏(3) 青木 莉奈(3) 菅沼 真洸(2)
田中 りん(2) 傳田 雪香(3) 大沼 葉月(3) 樋口 由葵(2) 武村 結香(2) 小澤 春那(1) 池田 綾美(3) 南林 いずみ(2)
小林 奈央(2) 唐沢 美玲(3) 山田 愛(3) 小田切 緑(1) 土屋 美咲(1) 桑澤 瑛江(2) 竹之内こずえ(3) 家苗 蒔(2)

 8/ 7 長野東部中(C)    4:19.18 塩尻広陵中(A)    4:34.57 諏訪南中     4:37.44 駒ヶ根東中(A)    4:37.53 中野平中(A)     4:38.23 長野東部中(A)    4:41.78 飯綱中     4:42.12 上田第五中(A)    4:44.78
4×400m 前田 璃奈(3) GR 志村 美侑(2) 両角 若菜(1) 宮脇 杏菜(3) 丸山 瑠璃(2) 渡辺 ゆきの(2) 東條 果穂(2) 青木 莉奈(3)

宮坂 栞(2) 小林 晴佳(2) 北原 莉子(2) 堀内 智加(1) 後藤田 ほたる(3) 中村 瑞希(2) 上野 紗季(2) 上原 千穂(3)
傳田 雪香(3) 保科 文香(3) 矢﨑 友理(2) 下平 尚(2) 牛山 あかね(3) 霜村 明里(2) 荒井 里奈(2) 池田 綾美(3)
山口 晏奈(3) 酒井 優梨愛(2) 庄司智子(2) 蟹澤 紗希(2) 阿藤 あかり(3) 村松 莉緒(2) 山﨑 未可子(3) 吉田 萌佳(3)

 8/ 7 鉢盛中(A)    10:00.20 伊那松川中(A)   10:28.12 駒ヶ根東中(A)   10:30.67 伊那松川中(B)   10:35.89 永明中    10:52.56 塩尻広陵中    10:53.49 菅野中(B)    10:54.24 戸倉上山田中    10:55.39
4×800m 上條 麻奈(3) GR 熊谷 美佑(3) 下平 尚(2) 山岸 鈴加(1) 田中 杏子(1) 小林 晴佳(2) 小林 千紗(2) 半田 聖蘭(2)

菅沼 真衣(3) 西永 梨恵(3) 宮入 唯(2) 星野 みなみ(3) 加賀見 麻里(1) 名取 萌花(1) 一之瀬 陽菜(1) 市川 綾華(2)
蛭田 凛(3) 和田 みな美(3) 蟹澤 紗希(2) 松村 彩乃(1) 篠原 涼夏(2) 松澤 舞(2) 塩原 真悠(1) 中島 和華(3)
安田 佳織(3) 小沼 千夏(3) 宮脇 杏菜(3) 山岸 瑞布(3) 上原 舞(1) 酒井 優梨愛(2) 矢島 風香(1) 竹内 優花(1)



決勝 8月7日 9:30

長野県小学生(ER)                53.27 望月ＡＣ                                      2008/11/03  
（菊原・星山・山我・工藤）

大会記録                              

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
  1 高島小 長谷川 聖奈(6)    54.46 

ﾀｶｼﾏｼｮｳ ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾅ
北海道 小林 みずほ(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞﾎ
柿澤 菜摘(6)
ｶｷｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ
川上 由華(6)
ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ

ｵｰﾌﾟﾝ小学女子/全国大会出場壮行レース

4×100m

決勝



決勝 8月7日 14:30

長野県記録(KR)                  47.90 諏訪実業高                   諏訪実業高       1994/06/18  
（伊藤育・伊藤恵・篠原・田中）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 佐久長聖高(A) 須江 絢子(2)    53.59 

ｽｴ ｱﾔｺ
田中 里奈(2)
ﾀﾅｶ ﾘﾅ
栁澤 祐希(2)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｷ
工藤 瑞希(2)
ｸﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ

 2   5 佐久長聖高(B) 間嶋 美優(1)    54.18 
ﾏｼﾏ ﾐﾕ
田中 耶々(1)
ﾀﾅｶ ﾔﾔ
花里 裕良(1)
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ
高橋 知里(1)
ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ

 3   4 野沢北高 鷹野 菜摘(2)    55.98 
ﾀｶﾉ ﾅﾂﾐ
高野 希恵(1)
ﾀｶﾉ ｷｴ
三浦 早央里(1)
ﾐｳﾗ ｻｵﾘｻﾄ
原 ひかり(2)
ﾊﾗ ﾋｶﾘ

決勝 8月7日 10:30

長野県記録(KR)                1:43.22 諏訪チーム                   諏訪チーム       1993/07/18  
（伊藤・日下部・矢沢・田中）

大会記録(GR)                  1:48.6  

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 佐久長聖高(A) 須江 絢子(2)  1:53.18 

ｽｴ ｱﾔｺ
工藤 瑞希(2)
ｸﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ
栁澤 祐希(2)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｷ
田中 里奈(2)
ﾀﾅｶ ﾘﾅ

 2   3 佐久長聖高(B) 高橋 知里(1)  1:53.48 
ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ
田中 耶々(1)
ﾀﾅｶ ﾔﾔ
堤 瑛子(1)
ﾂﾂﾐ ｴｺ
花里 裕良(1)
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ

 3   5 諏訪清陵 梶谷 みさき(1)  1:58.60 
ｶｼﾞﾀﾆ ﾐｻｷ
上原 悠紀(1)
ｳｴﾊﾗ ﾕｷ
岩波 宏佳(1)
ｲﾜﾅﾐ ﾋﾛｶ
山田 結花(1)
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶ

4×200m

決勝

一般女子

4×100m

決勝

一般女子



予選 8月7日 9:30
決勝 8月7日 14:35

長野県中学記録(CR)              49.90 附属長野                     附属長野         2009/07/05  
（外谷・杉山・瀧澤・佐藤）

[ 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 菅野中(A) 山田 紋花(2)    54.98 1  1 上田第五中(A) 宮澤 真優(2)    54.06 q

ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾕ
柴田 友菜(1) 青木 莉奈(3)
ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ ｱｵｷ ﾘﾅ
三井 香澄(2) 池田 綾美(3)
ﾐﾂｲ ｶｽﾐ ｲｹﾀﾞ ｱﾔﾐ
藤澤 瞳美(2) 竹之内こずえ(3)
ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾄﾐ ﾀｹﾉｳﾁ ｺｽﾞｴ

 2   2 篠ﾉ井西中(B) 髙見澤  有紗(3)    55.96 2  9 箕輪中 河野 恵理子(1)    54.14 q
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｱﾘｻ ｺｳﾉ ｴﾘｺ
柴田  果奈(3) 伯耆原 由花(2)
ｼﾊﾞﾀ ｶﾅ ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ
髙橋  梓(3) 樋口 由葵(2)
ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ
中村  綾恵(3) 小田切 緑(1)
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｴ ｺﾀｷﾞﾘ ﾐﾄﾞﾘ

 3   5 飯綱中(A) 山﨑 未可子(3)    56.15 3  7 塩尻広陵中 宮本 彩里(1)    56.23 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｶｺ ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔﾘ
東條 果穂(2) 後藤 真伊(2)
ﾄｳｼﾞｮｳ ｶﾎ ｺﾞﾄｳ ﾏｲ
荒井 里奈(2) 志村 美侑(2)
ｱﾗｲ ﾘﾅ ｼﾑﾗ ﾐｳ
渋沢 琴音(2) 林口 琴海(2)
ｼﾌﾞｻﾜ ｺﾄﾈ ﾊﾔｼｸﾞﾁ ｺﾄﾐ

 4   8 永明中 両角 茜音(2)    57.46 4  2 長野東部中(A) 岩渕 幸羅(2)    56.95 
ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｶﾈ ｲﾜﾌﾞﾁ ｻﾗ
高橋 美凪(3) 渡辺 ゆきの(2)
ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ
種市 みづき(1) 渡辺 美優(2)
ﾀﾈｲﾁ ﾐﾂﾞｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｳ
篠原 涼夏(2) 霜村 明里(2)
ｼﾉﾊﾗ ｽｽﾞｶ ｼﾓﾑﾗ ｱｶﾘ

 5   6 中野平中(C) 後藤田 ほたる(3)    57.96 5  3 岡谷東部(B) 赤羽 菜奈(2)    57.87 
ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾎﾀﾙ ｱｶﾊﾈ ﾅﾅ
藤村瑛理香(3) 原 しおり(2)
ﾌｼﾞﾑﾗ ｴﾘｶ ﾊﾗ ｼｵﾘ
高橋 瞳(2) 山田 奈々(2)
ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾅ
仲條 芽映(2) 平谷 楓花(2)
ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾒﾊﾞｴ ﾋﾗﾔ ﾌｳｶ

 6   3 上田第五中(B) 沢 芽依美(2)    58.75 6  6 駒ヶ根東中(C) 木下 美波(1)    58.83 
ｻﾜ ﾒｲﾐ ｷﾉｼﾀ ﾐﾅﾐ
中村 未佳(2) 花村 菜々子(1)
ﾅｶﾑﾗ ﾐｶ ﾊﾅﾑﾗ ﾅﾅｺ
小林明日香(2) 鰍澤 さやか(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ ｶｼﾞｶｻﾞﾜ ｻﾔｶ
髙橋ひかる(2) 北原 咲来(1)
ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ ｷﾀﾊﾗ ｻﾗ

 7   7 長野東部中(B) 野村 梨紗(1)  1:02.20 7  8 諏訪西中(B) 小池 夢羅(2)  1:01.06 
ﾉﾑﾗ ﾘｻ ｺｲｹ ﾕﾗ
大井 遥(1) 美齋津 七海(2)
ｵｵｲ ﾊﾙｶ ﾐｻｲﾂﾞ ﾅﾅﾐ
鈴木 朋香(1) 藤森 郁実(2)
ｽｽﾞｷ ﾄﾓｶ ﾌｼﾞﾓﾘ ｲｸﾐ
木下 かのん(2) 木下 萌(2)
ｷﾉｼﾀ ｶﾉﾝ ｷﾉｼﾀ ﾓｴ

 8   1 長峰中(C) 増木 愛里(1)  1:03.08 8  4 中野平中(B) 大野 珠輝(1)  1:02.20 
ﾏｽｷ ｱｲﾘ ｵｵﾉ ﾀﾏｷ
小林 茜(2) 大工原 香峰(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾈ ﾀﾞｲｸﾊﾗ ｶﾎ
藤森 加那子(2) 重倉 このみ(1)
ﾌｼﾞﾓﾘ ｶﾅｺ ｼｹﾞｸﾗ ｺﾉﾐ
宮坂 侑希(2) 萬年 愛葉(1)
ﾐﾔｻｶ ﾕｷ ﾏﾝﾈﾝ ﾔｽﾊ

  9 駒ヶ根東中(A) 高梨 美岐(3) 9  5 菅野中(C) 中嶋 史穂(1)  1:02.23 
ﾀｶﾅｼ ﾐｷ 欠場 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾎ
菅沼 菜摘(2) 丸山 奈々(1)
ｽｶﾞﾇﾏ ﾅﾂﾐ ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅ
宮脇 玲菜(3) 水口 由葵(1)
ﾐﾔﾜｷ ﾚｲﾅ ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾕｷ
北原 詩織(3) 清沢 梓(2)
ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ ｷﾖｻﾜ ｱｽﾞｻ

中学女子

4×100m

予選 通過基準  6組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組] [ 4組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 鉢盛中(A) 小坂 奈桜(3)    52.91 q 1  4 中野平中(A) 宮本 優(3)    52.02 q

ｺｻｶ ﾅｵ ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳ
上條 麻奈(3) 朝田 茉由(3)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ ｱｻﾀﾞ ﾏﾕ
大沼 葉月(3) 田中 りん(2)
ｵｵﾇﾏ ﾊﾂﾞｷ ﾀﾅｶ ﾘﾝ
山田 愛(3) 小林 奈央(2)
ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ

 2   2 飯田高陵中 三澤 葵(1)    55.63 2  6 長野北部 大井 愛香(2)    55.23 
ﾐｻﾜ ｱｵｲ ｵｵｲ ｱｲｶ
征矢野 美結(2) 黒坂 千尋(2)
ｿﾔﾉ ﾐﾕ ｸﾛｻｶ ﾁﾋﾛ
宮崎 真衣奈(1) 由井 薫(1)
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ ﾕｲ ｶｵﾙ
三浦 遥果(2) 池田 悠(2)
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ ｲｹﾀﾞ ﾕｳ

 3   3 長野東部中(D) 佐越 佑美(2)    55.76 3  7 辰野中(B) 宮嶋 柚芽(2)    55.80 
ｻｺｼ ﾕﾐ ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕﾒ
宮坂 栞(2) 野澤 早織(2)
ﾐﾔｻｶ ｼｵﾘ ﾉｻﾞﾜ ｻｵﾘ
鈴木 紗綾(2) 岩下 早紀(1)
ｽｽﾞｷ ｻﾔ ｲﾜｼﾀ ｻｷ
太田 真生(2) 石川 み咲き(1)
ｵｵﾀ ﾏｲ ｲｼｶﾜ ﾐｻｷ

 4   5 長峰中(A) 五味 杏奈(2)    56.26 4  9 鉢盛中(C) 籏町 佳代(1)    55.92 
ｺﾞﾐ ｱﾝﾅ ﾊﾀﾏﾁ ｶﾖ
池上 真理奈(3) 曽根原 まろみ(2)
ｲｹｶﾞﾐ ﾏﾘﾅ ｿﾈﾊﾗ ﾏﾛﾐ
松村 亜美(2) 倉沢 果歩(1)
ﾏﾂﾑﾗ ｱﾐ ｸﾗｻﾜ ｶﾎ
池上 成美(2) 二茅 愛未(3)
ｲｹｶﾞﾐ ﾅﾙﾐ ﾆｶﾞﾔ ﾏﾅﾐ

 5   4 駒ヶ根東中(B) 柏原 千夏(1)    56.46 5  8 芦原中(E) 柳田 彩代子(2)    56.95 
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾁﾅﾂ ﾔﾅｷﾞﾀﾞ  ｻﾖｺ
伊藤 未波(3) 渡邉 希(2)
ｲﾄｳ ﾐﾅﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾉｿﾞﾐ
宮崎 沙織(3) 大井 富貴(1)
ﾐﾔｻﾞｷ ｻｵﾘ ｵｵｲ  ﾌｷ
樋屋 彩(1) 川多  茄那(2)
ﾋｵｸ ｱﾔ ｶﾜﾀ  ｶﾅ

 6   7 丸ﾉ内中 新井 咲(2)    56.54 6  2 菅野中(B) 塩島 有紗(1)    57.47 
ｱﾗｲ ｻｷ ｼｵｼﾞﾏ ｱﾘｻ
大石 彩未(1) 青木 美桜那(1)
ｵｵｲｼ ｱﾐ ｱｵｷ ﾐｵﾅ
宮下 亜美伽(2) 座間 美咲(1)
ﾐﾔｼﾀ ｱﾐｶ ｻﾞﾏ ﾐｻｷ
田中 志野(1) 栁瀬 舞(2)
ﾀﾅｶ ｼﾉ ﾔﾅｾ ﾏｲ

 7   1 飯綱中(B) 上野 紗季(2)  1:00.19 7  1 信濃中(A) 小林 奈々美(1)    58.53 
ｳｴﾉ ｻｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ
村松 西夏(1) 松本 瑞穂(2)
ﾑﾗﾏﾂ ｾｲｶ ﾏﾂﾓﾄ ﾐｽﾞﾎ
伊藤 愛実(2) 鵜澤 小夏(1)
ｲﾄｳ ﾅﾏﾐ ｳｻﾞﾜ ｺﾅﾂ
相澤 ひかり(1) 水田 晴南(2)
ｱｲｻﾞﾜ ﾋｶﾘ ﾐｽﾞﾀ ﾊﾙﾅ

 8   6 辰野中(D) 小松 瞳(1)  1:00.39 8  3 諏訪西中(A) 藤森 有香(2)    59.33 
ｺﾏﾂ ﾋﾄﾐ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｶ
桑澤 瑠華(1) 本間 菜月(1)
ｸﾜｻﾞﾜ ﾙｶ ﾎﾝﾏ ﾅﾂｷ
堀内 美佳(2) 藤森 遥香(2)
ﾎﾘｳﾁ ﾐｶ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙｶ
赤羽 香子(2) 神澤 智世(2)
ｱｶﾊﾈ ｷｮｳｺ ｶﾝｻﾞﾜ ﾄﾓﾖ

  9 才教学園中 重本 彩香(2) 9  5 筑摩野中(C) 斉藤 伶央菜(1)  1:02.79 
ｼｹﾞﾓﾄ ｱﾔｶ 欠場 ｻｲﾄｳ ﾚｵﾅ
柄沢 かほり(2) 秋川 有紀(1)
ｶﾗｻﾜ ｶﾎﾘ ｱｷｶﾜ ﾕｷ
泉 英里奈(1) 蓼原 美春(1)
ｲｽﾞﾐ ｴﾘﾅ ﾀﾃﾞﾊﾗ ﾐﾊﾙ
折井 海音(1) 大月 安奈(1)
ｵﾘｲ ｶﾉﾝ ｵｵﾂｷ ｱﾝﾅ

中学女子

4×100m



[ 5組] [ 6組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 長野東部中(C) 髙橋 文香(3)    52.45 q 1  4 伊那松川中 宮下 しずく(1)    54.12 q

ﾀｶﾊｼ ﾌﾐｶ ﾐﾔｼﾀ ｼｽﾞｸ
山口 晏奈(3) 菅沼 真洸(2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
前田 璃奈(3) 南林 いずみ(2)
ﾏｴﾀﾞ ﾘﾅ ﾅﾝﾘﾝ ｲｽﾞﾐ
唐沢 美玲(3) 家苗 蒔(2)
ｶﾗｻﾜ ﾐﾚｲ ｶﾅｴ ﾏｷ

 2   4 辰野中(A) 吉沢 千咲(2)    54.39 q 2  3 篠ﾉ井西中(A) 平松 美音(2)    54.19 q
ﾖｼｻﾞﾜ ﾁｻｷ ﾋﾗﾏﾂ ﾐｵ
蟹澤 佑夏(3) 橋爪 絵梨奈(2)
ｶﾆｻﾜ ﾕｶ ﾊｼｽﾞﾒ ｴﾘﾅ
小澤 春那(1) 武村 結香(2)
ｵｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ
桑澤 瑛江(2) 土屋 美咲(1)
ｸﾜｻﾞﾜ ｱｷｴ ﾂﾁﾔ ﾐｻｷ

 3   1 筑摩野中(A) 清沢 紗理奈(2)    55.28 3  9 清水中 藤原 有紀子(2)    56.80 
ｷﾖｻﾜ ｻﾘﾅ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｷｺ
上條 渓(2) 蓮沼 礼子(2)
ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ ﾊｽﾇﾏ ﾚｲｺ
前澤 朱音(2) 藤原 早紀子(2)
ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ ﾌｼﾞﾜﾗ ｻｷｺ
樫詰 ひなた(2) 太田 もも(1)
ｶｼﾂﾞﾒ ﾋﾅﾀ ｵｵﾀ ﾓﾓ

 4   8 篠ﾉ井西中(C) 風間  梨央(3)    57.12 4  6 原中 河元 絵里香(1)    58.41 
ｶｻﾞﾏ ﾘｵ ｶﾜﾓﾄ ｴﾘｶ
小松  千紗(3) 荒木 瑞葉(3)
ｺﾏﾂ ﾁｻ ｱﾗｷ ﾐｽﾞﾊ
瀧澤 飛来(2) 清水 千聖(2)
ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾗｲ ｼﾐｽﾞ ﾁｻﾄ
臼井  愛永(3) 前島 奈々(3)
ｳｽｲ ﾏﾅｴ ﾏｴｼﾏ ﾅﾅ

 5   3 赤穂中 村澤 優華(2)    57.96 5  5 辰野中(C) 根橋 なつみ(2)    59.86 
ﾑﾗｻﾜ ﾕｳｶ ﾈﾊﾞｼ ﾅﾂﾐ
久保村 玲衣(2) 酒井 美優(1)
ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ ｻｶｲ ﾐﾕ
江崎 花香(1) 溝尾 里菜(1)
ｴｻﾞｷ ｶｺ ﾐｿﾞｵ ﾘﾅ
江崎 奈美(1) 瀬戸 玲奈(1)
ｴｻﾞｷ ﾅﾐ ｾﾄ ﾚｲﾅ

 6   9 菅野中(D) 村上 明日菜(1)    59.14 6  7 筑摩野中(B) 小池 亜梨紗(2)  1:03.00 
ﾑﾗｶﾐ ｱｽﾅ ｺｲｹ ｱﾘｻ
塚田 知香(1) 牛越 香穂(2)
ﾂｶﾀﾞ ﾁｶ ｳｼｺｼ ｶﾎ
船坂 望(1) 長谷川 実咲(2)
ﾌﾅｻｶ ﾉｿﾞﾐ ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｻｷ
三浦 遥花(2) 御子柴 沙南(2)
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ ﾐｺｼﾊﾞ ｻﾅ

 7   7 長峰中(B) 高見 李那(1)    59.85  2 諏訪西中(C) 笠原 絵梨(2)
ﾀｶﾐ ﾘﾅ ｶｻﾋﾗ ｴﾘ 欠場
北原 由梨(1) 柳澤 明歩(2)
ｷﾀﾊﾗ ﾕﾘ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｷﾎ
宮本 菜央(1) 小池 夢羅(2)
ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ ｺｲｹ ﾕﾗ
池田 好(1) 野村 早希(2)
ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ ﾉﾑﾗ ｻｷ

  6 駒ヶ根東中(D) 廣田 奈子(1)  8 鉢盛中(B) 市川 歩美(2)
ﾋﾛﾀ ﾅｺ 失格 ｲﾁｶﾜ ｱﾕﾐ 欠場
井口 由梨(1) R1(2-3) 成田 彩(2)
ｲｸﾞﾁ ﾕﾘ ﾅﾙﾀ ｱﾔ
北原 遙香(1) 曽根原 まろみ(2)
ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ ｿﾈﾊﾗ ﾏﾛﾐ
白川みほ(1) 大槻 沙也加(2)
ｼﾗｶﾜ ﾐﾎ ｵｵﾂｷ ｻﾔｶ

  2 岡谷東部(A) 武井 瑞季(2)
ﾀｹｲ ﾐｽﾞｷ 欠場
中村 日菜子(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅｺ
小林 にじほ(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾆｼﾞﾎ
髙木 聡美(2)
ﾀｶｷﾞ ｻﾄﾐ

中学女子
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順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 中野平中(A) 宮本 優(3)    51.83 

ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳ
朝田 茉由(3)
ｱｻﾀﾞ ﾏﾕ
田中 りん(2)
ﾀﾅｶ ﾘﾝ
小林 奈央(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ

 2   5 長野東部中(C) 髙橋 文香(3)    52.20 
ﾀｶﾊｼ ﾌﾐｶ
山口 晏奈(3)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ
傳田 雪香(3)
ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｷｶ
唐沢 美玲(3)
ｶﾗｻﾜ ﾐﾚｲ

 3   7 鉢盛中(A) 小坂 奈桜(3)    52.55 
ｺｻｶ ﾅｵ
上條 麻奈(3)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ
大沼 葉月(3)
ｵｵﾇﾏ ﾊﾂﾞｷ
山田 愛(3)
ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ

 4   8 箕輪中 河野 恵理子(1)    53.75 
ｺｳﾉ ｴﾘｺ
伯耆原 由花(2)
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ
樋口 由葵(2)
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ
小田切 緑(1)
ｺﾀｷﾞﾘ ﾐﾄﾞﾘ

 5   3 篠ﾉ井西中(A) 平松 美音(2)    54.26 
ﾋﾗﾏﾂ ﾐｵ
橋爪 絵梨奈(2)
ﾊｼｽﾞﾒ ｴﾘﾅ
武村 結香(2)
ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ
土屋 美咲(1)
ﾂﾁﾔ ﾐｻｷ

 6   2 辰野中(A) 吉沢 千咲(2)    54.30 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾁｻｷ
蟹澤 佑夏(3)
ｶﾆｻﾜ ﾕｶ
小澤 春那(1)
ｵｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ
桑澤 瑛江(2)
ｸﾜｻﾞﾜ ｱｷｴ

 7   4 上田第五中(A) 宮澤 真優(2)    54.58 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾕ
青木 莉奈(3)
ｱｵｷ ﾘﾅ
池田 綾美(3)
ｲｹﾀﾞ ｱﾔﾐ
竹之内こずえ(3)
ﾀｹﾉｳﾁ ｺｽﾞｴ

 8   9 伊那松川中 宮下 しずく(1)    54.63 
ﾐﾔｼﾀ ｼｽﾞｸ
菅沼 真洸(2)
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
南林 いずみ(2)
ﾅﾝﾘﾝ ｲｽﾞﾐ
家苗 蒔(2)
ｶﾅｴ ﾏｷ

中学女子

4×100m
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決勝 8月7日 10:40

長野県中学記録(CR)            4:08.14 柳町                         柳町             2003/09/02  
（宮澤・岡田・滝沢・鳥羽）

大会記録(GR)                  4:20.40 

[ 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 両角 若菜(1)  4:37.44 1  8 中野平中(A) 丸山 瑠璃(2)  4:38.23 

ﾓﾛｽﾞﾐﾜｶﾅ ﾏﾙﾔﾏ ﾙﾘ
北原 莉子(2) 後藤田 ほたる(3)
ｷﾀﾊﾗﾘｺ ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾎﾀﾙ
矢﨑 友理(2) 牛山 あかね(3)
ﾔｻﾞｷﾕﾘ ｳｼﾔﾏ ｱｶﾈ
庄司智子(2) 阿藤 あかり(3)
ｼｮｳｼﾞｻﾄｺ ｱﾄｳ ｱｶﾘ

 2   2 駒ヶ根東中(A) 宮脇 杏菜(3)  4:37.53 2  7 飯綱中 東條 果穂(2)  4:42.12 
ﾐﾔﾜｷ ｱﾝﾅ ﾄｳｼﾞｮｳ ｶﾎ
堀内 智加(1) 上野 紗季(2)
ﾎﾘｳﾁ ﾁｶ ｳｴﾉ ｻｷ
下平 尚(2) 荒井 里奈(2)
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾅｵ ｱﾗｲ ﾘﾅ
蟹澤 紗希(2) 山﨑 未可子(3)
ｶﾆｻﾜ ｻｷ ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｶｺ

 3   5 長野東部中(A) 渡辺 ゆきの(2)  4:41.78 3  4 上田第五中(A) 青木 莉奈(3)  4:44.78 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ ｱｵｷ ﾘﾅ
中村 瑞希(2) 上原 千穂(3)
ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ ｳｴﾊﾗ ﾁﾎ
霜村 明里(2) 池田 綾美(3)
ｼﾓﾑﾗ ｱｶﾘ ｲｹﾀﾞ ｱﾔﾐ
村松 莉緒(2) 吉田 萌佳(3)
ﾑﾗﾏﾂ ﾘｵ ﾖｼﾀﾞ ﾓｴｶ

 4   7 長野北部 小池 奈菜子(2)  4:49.80 4  2 駒ヶ根東中(C) 柏原 千夏(1)  4:55.69 
ｺｲｹ ﾅﾅｺ ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾁﾅﾂ
武田 真佑香(3) 北原 遙香(1)
ﾀｹﾀﾞ ﾏﾕｶ ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ
土本 和香奈(3) 宮入 唯(2)
ﾂﾁﾓﾄ ﾜｶﾅ ﾐﾔｲﾘ ﾕｲ
樺澤 春香(2) 北原 咲来(1)
ｶﾊﾞｻﾜ ﾊﾙｶ ｷﾀﾊﾗ ｻﾗ

 5   6 長峰中 小池 優雅(2)  4:54.16 5  5 塩尻広陵中(B) 廣瀬 由梨奈(1)  5:01.67 
ｺｲｹ ﾕｳｶ ﾋﾛｾ ﾕﾘﾅ
小池 香穂(3) 松澤 舞(2)
ｺｲｹ ｶﾎ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾏｲ
鏑木 清花(1) 進藤 柚乃(2)
ｶﾌﾞﾗｷﾞ ｻﾔｶ ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｽﾞﾉ
五味 あかり(3) 名取 萌花(1)
ｺﾞﾐ ｱｶﾘ ﾅﾄﾘ ﾓｴｶ

 6   3 中野平中(B) 角田 希(1)  4:55.46 6  3 長野東部中(B) 岩渕 幸羅(2)  5:05.22 
ｶｸﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ ｲﾜﾌﾞﾁ ｻﾗ
西 絢音(1) 木下 かのん(2)
ﾆｼ ｱﾔﾈ ｷﾉｼﾀ ｶﾉﾝ
藤村瑛理香(3) 鈴木 朋香(1)
ﾌｼﾞﾑﾗ ｴﾘｶ ｽｽﾞｷ ﾄﾓｶ
福岡 鈴可(3) 西原 稚葉(2)
ﾌｸｵｶ ﾘﾝｶ ﾆｼﾊﾗ ﾜｶﾅ

 7   8 駒ヶ根東中(D) 鰍澤 さやか(1)  5:16.10  6 信濃中 赤松 英(2)
ｶｼﾞｶｻﾞﾜ ｻﾔｶ ｱｶﾏﾂ ﾊﾅ 失格
井口 由梨(1) 井上 はな(2) T4
ｲｸﾞﾁ ﾕﾘ ｲﾉｳｴ ﾊﾅ
杉本 琴香(1) 三澤 綾乃(2)
ｽｷﾞﾓﾄ ｺﾄｶ ﾐｻﾜ ｱﾔﾉ
廣田 奈子(1) 宮本 優花(3)
ﾋﾛﾀ ﾅｺ ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｶ

中学女子

4×400m
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[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 長野東部中(C) 前田 璃奈(3)  4:19.18 

ﾏｴﾀﾞ ﾘﾅ 大会新
宮坂 栞(2)
ﾐﾔｻｶ ｼｵﾘ
傳田 雪香(3)
ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｷｶ
山口 晏奈(3)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ

 2   7 塩尻広陵中(A) 志村 美侑(2)  4:34.57 
ｼﾑﾗ ﾐｳ
小林 晴佳(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ
保科 文香(3)
ﾎｼﾅ ｱﾔｶ
酒井 優梨愛(2)
ｻｶｲ ﾕﾘｱ

 3   2 駒ヶ根東中(B) 樋屋 彩(1)  4:46.76 
ﾋｵｸ ｱﾔ
宮崎 沙織(3)
ﾐﾔｻﾞｷ ｻｵﾘ
花村 菜々子(1)
ﾊﾅﾑﾗ ﾅﾅｺ
白川 みほ(1)
ｼﾗｶﾜ ﾐﾎ

 4   3 清水中 小林 舞美(2)  4:47.22 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾐ
峯村 怜奈(2)
ﾐﾈﾑﾗ ﾚﾅ
中田 佑香(1)
ﾅｶﾀ ﾕｳｶ
山本 幸奈(1)
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾅ

 5   4 上田第五中(B) 宮澤 真優(2)  4:50.36 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾕ
桑田 遥(2)
ｸﾜﾀ ﾊﾙｶ
小林明日香(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ
中村 未佳(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾐｶ

 6   6 原中 菊池 菜帆(1)  5:03.86 
ｷｸﾁ ﾅﾎ
宮坂 綾乃(1)
ﾐﾔｻｶ ｱﾔﾉ
河元 絵里香(1)
ｶﾜﾓﾄ ｴﾘｶ
木下 野乃花(1)
ｷﾉｼﾀ ﾉﾉｶ

中学女子

4×400m



   1 長野東部中(C)   4:19.18 大会新 前田 璃奈(3) 宮坂 栞(2) 傳田 雪香(3) 山口 晏奈(3)   3   1
   2 塩尻広陵中(A)   4:34.57 志村 美侑(2) 小林 晴佳(2) 保科 文香(3) 酒井 優梨愛(2)   3   2
   3 諏訪南中   4:37.44 両角 若菜(1) 北原 莉子(2) 矢﨑 友理(2) 庄司智子(2)   1   1
   4 駒ヶ根東中(A)   4:37.53 宮脇 杏菜(3) 堀内 智加(1) 下平 尚(2) 蟹澤 紗希(2)   1   2
   5 中野平中(A)   4:38.23 丸山 瑠璃(2) 後藤田ほたる(3)牛山 あかね(3) 阿藤 あかり(3)   2   1
   6 長野東部中(A)   4:41.78 渡辺 ゆきの(2) 中村 瑞希(2) 霜村 明里(2) 村松 莉緒(2)   1   3
   7 飯綱中   4:42.12 東條 果穂(2) 上野 紗季(2) 荒井 里奈(2) 山﨑 未可子(3)   2   2
   8 上田第五中(A)   4:44.78 青木 莉奈(3) 上原 千穂(3) 池田 綾美(3) 吉田 萌佳(3)   2   3
   9 駒ヶ根東中(B)   4:46.76 樋屋 彩(1) 宮崎 沙織(3) 花村 菜々子(1) 白川 みほ(1)   3   3
  10 清水中   4:47.22 小林 舞美(2) 峯村 怜奈(2) 中田 佑香(1) 山本 幸奈(1)   3   4
  11 長野北部   4:49.80 小池 奈菜子(2) 武田 真佑香(3) 土本 和香奈(3) 樺澤 春香(2)   1   4
  12 上田第五中(B)   4:50.36 宮澤 真優(2) 桑田 遥(2) 小林明日香(2) 中村 未佳(2)   3   5
  13 長峰中   4:54.16 小池 優雅(2) 小池 香穂(3) 鏑木 清花(1) 五味 あかり(3)   1   5
  14 中野平中(B)   4:55.46 角田 希(1) 西 絢音(1) 藤村瑛理香(3) 福岡 鈴可(3)   1   6
  15 駒ヶ根東中(C)   4:55.69 柏原 千夏(1) 北原 遙香(1) 宮入 唯(2) 北原 咲来(1)   2   4
  16 塩尻広陵中(B)   5:01.67 廣瀬 由梨奈(1) 松澤 舞(2) 進藤 柚乃(2) 名取 萌花(1)   2   5
  17 原中   5:03.86 菊池 菜帆(1) 宮坂 綾乃(1) 河元 絵里香(1) 木下 野乃花(1)   3   6
  18 長野東部中(B)   5:05.22 岩渕 幸羅(2) 木下 かのん(2) 鈴木 朋香(1) 西原 稚葉(2)   2   6
  19 駒ヶ根東中(D)   5:16.10 鰍澤 さやか(1) 井口 由梨(1) 杉本 琴香(1) 廣田 奈子(1)   1   7

タイムレース

ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3順位 所属名 記録

中学女子

4×400m



決勝 8月7日 12:40

長野県記録(KR)                9:48.98 山辺中                       山辺中           2006/02/25  
（鳥羽　詩織・上條　志織・上原　明日香・牛越　あかね）

大会記録(GR)                  9:53.48 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1  13 諏訪清陵 岩波 宏佳(1) 10:47.44 

ｲﾜﾅﾐ ﾋﾛｶ
梶谷 みさき(1)
ｶｼﾞﾀﾆ ﾐｻｷ
長澤 茜(1)
ﾅｶﾞｻﾜ ｱｶﾈ
山田 結花(1)
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶ

 2  12 松本県ヶ丘高 飯嶋 まりこ(2) 11:25.33 
ｲｲｼﾞﾏ ﾏﾘｺ
山本 紗友美(2)
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾕﾐ
菊池 志織(1)
ｷｸﾁ ｼｵﾘ
巾崎 友里江(2)
ﾊﾊﾞｻｷ ﾕﾘｴ

一般女子

4×800m

決勝



決勝 8月7日 12:40

長野県中学記録(CR)            9:48.98 山辺                         山辺             2006/02/25  
（鳥羽・上條・上原・牛越）

大会記録(GR)                 10:04.37 

[ 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   9 塩尻広陵中 小林 晴佳(2) 10:53.49 1  3 鉢盛中(A) 上條 麻奈(3) 10:00.20 

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 大会新
名取 萌花(1) 菅沼 真衣(3)
ﾅﾄﾘ ﾓｴｶ ｽｶﾞﾇﾏ ﾏｲ
松澤 舞(2) 蛭田 凛(3)
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾏｲ ﾋﾙﾀ ﾘﾝ
酒井 優梨愛(2) 安田 佳織(3)
ｻｶｲ ﾕﾘｱ ﾔｽﾀﾞ ｶｵﾘ

 2   8 鉢盛中(B) 筒井 朋美(3) 11:06.62 2  4 伊那松川中(A) 熊谷 美佑(3) 10:28.12 
ﾂﾂｲ ﾄﾓﾐ ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾕｳ
成田 彩(2) 西永 梨恵(3)
ﾅﾙﾀ ｱﾔ ﾆｼﾅｶﾞ ﾘｴ
山川 桃佳(1) 和田 みな美(3)
ﾔﾏｶﾜ ﾓﾓｶ ﾜﾀﾞ ﾐﾅﾐ
曽根原 まろみ(2) 小沼 千夏(3)
ｿﾈﾊﾗ ﾏﾛﾐ ｺﾇﾏ ﾁﾅﾂ

 3  10 駒ヶ根東中(B) 伊藤 未波(3) 11:07.11 3  6 駒ヶ根東中(A) 下平 尚(2) 10:30.67 
ｲﾄｳ ﾐﾅﾐ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾅｵ
木下 美波(1) 宮入 唯(2)
ｷﾉｼﾀ ﾐﾅﾐ ﾐﾔｲﾘ ﾕｲ
堀内 智加(1) 蟹澤 紗希(2)
ﾎﾘｳﾁ ﾁｶ ｶﾆｻﾜ ｻｷ
白川 みほ(1) 宮脇 杏菜(3)
ｼﾗｶﾜ ﾐﾎ ﾐﾔﾜｷ ｱﾝﾅ

 4   2 長峰中(A) 五味 あかり(3) 11:17.10 4 11 伊那松川中(B) 山岸 鈴加(1) 10:35.89 
ｺﾞﾐ ｱｶﾘ ﾔﾏｷﾞｼ ｽｽﾞｶ
小池 優雅(2) 星野 みなみ(3)
ｺｲｹ ﾕｳｶ ﾎｼﾉ ﾐﾅﾐ
池上 真理奈(3) 松村 彩乃(1)
ｲｹｶﾞﾐ ﾏﾘﾅ ﾏﾂﾑﾗ ｱﾔﾉ
小池 香穂(3) 山岸 瑞布(3)
ｺｲｹ ｶﾎ ﾔﾏｷﾞｼ ﾐｽﾞﾎ

 5   4 長野東部中 村松 莉緒(2) 11:28.52 5  8 永明中 田中 杏子(1) 10:52.56 
ﾑﾗﾏﾂ ﾘｵ ﾀﾅｶ ｷｮｳｺ
中村 瑞希(2) 加賀見 麻里(1)
ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ ｶｶﾞﾐ ﾏﾘ
西原 稚葉(2) 篠原 涼夏(2)
ﾆｼﾊﾗ ﾜｶﾅ ｼﾉﾊﾗ ｽｽﾞｶ
大井 遥(1) 上原 舞(1)
ｵｵｲ ﾊﾙｶ ｳｴﾊﾗ ﾏｲ

 6  13 丘中 吉澤 里奈(1) 11:31.80 6  5 菅野中(B) 小林 千紗(2) 10:54.24 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｻ
小松 さくら(3) 一之瀬 陽菜(1)
ｺﾏﾂ ｻｸﾗ ｲﾁﾉｾ ﾊﾙﾅ
小山 美穂(1) 塩原 真悠(1)
ｺﾔﾏ ﾐﾎ ｼｵﾊﾗ ﾏﾕ
吉澤 三奈(1) 矢島 風香(1)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾐﾅ ﾔｼﾞﾏ ﾌｳｶ

 7   1 飯田高陵中 長谷川 美波(2) 11:34.50 7  9 戸倉上山田中 半田 聖蘭(2) 10:55.39 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ ﾊﾝﾀﾞ ｾｲﾗ
三浦 遥果(2) 市川 綾華(2)
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ ｲﾁｶﾜ ｱﾔｶ
竹内 美空(1) 中島 和華(3)
ﾀｹｳﾁ ﾐｸ ﾅｶｼﾞﾏ ﾜｶ
磯村 実佑(2) 竹内 優花(1)
ｲｿﾑﾗ ﾐﾕ ﾀｹｳﾁ ﾕｳｶ

 8   3 信濃中(B) 鵜澤 小夏(1) 11:35.35 8  7 篠ﾉ井西中(A) 荒井 流衣(2) 11:15.41 
ｳｻﾞﾜ ｺﾅﾂ ｱﾗｲ ﾙｲ
志原 のぞみ(2) 中村 理彩(1)
ｼﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ
水田 晴南(2) 上條 美穂(2)
ﾐｽﾞﾀ ﾊﾙﾅ ｶﾐｼﾞｮ ﾐﾎ
松本 瑞穂(2) 羽田 朱里(2)
ﾏﾂﾓﾄ ﾐｽﾞﾎ ﾊﾀ ｱｶﾘ

 9   5 赤穂中 高橋 未来(1) 11:35.65 9  1 信濃中(A) 赤松 英(2) 11:22.85 
ﾀｶﾊｼ ﾐｸ ｱｶﾏﾂ ﾊﾅ
久保村 玲衣(2) 宮本 優花(3)
ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｶ
村澤 優華(2) 三澤 綾乃(2)
ﾑﾗｻﾜ ﾕｳｶ ﾐｻﾜ ｱﾔﾉ
江崎 奈美(1) 井上 はな(2)
ｴｻﾞｷ ﾅﾐ ｲﾉｳｴ ﾊﾅ

10  12 丸ﾉ内中(B) 西川 茉那(1) 11:48.79 10  2 原中 宮坂 綾乃(1) 11:30.92 
ﾆｼｶﾜ ﾏﾅ ﾐﾔｻｶ ｱﾔﾉ
村松 佑菜(2) 鎌倉 麻有(1)

中学女子

4×800m

決勝



ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾅ ｶﾏｸﾗ ﾏﾕ
大前 佳乃(2) 前島 奈々(3)
ｵｵﾏｴ ﾖｼﾉ ﾏｴｼﾏ ﾅﾅ
関口 明里(1) 荒木 瑞葉(3)
ｾｷｸﾞﾁ ｱｶﾘ ｱﾗｷ ﾐｽﾞﾊ

11   7 篠ﾉ井西中(B) 須藤 彩良(2) 12:05.13 11 10 菅野中(A) 赤井 麗佳(3) 11:39.07 
ｽﾄﾞｳ ｻﾗ ｱｶｲ ﾚｲｶ
山田 恵莉子(1) 白木 果歩(2)
ﾔﾏﾀﾞ ｴﾘｺ ｼﾛｷ ｶﾎ
太田 早耶香(1) 茂澄 穂乃夏(1)
ｵｵﾀ ｻﾔｶ ﾓｽﾞﾐ ﾎﾉｶ
新井 可奈子(2) 小林 鈴華(1)
ｱﾗｲ ｶﾅｺ ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞｶ

12  11 長峰中(B) 五味 杏奈(2) 12:07.04 
ｺﾞﾐ ｱﾝﾅ
松村 亜美(2)
ﾏﾂﾑﾗ ｱﾐ
深井 梨央(1)
ﾌｶｲ ﾘｵ
小林 茜(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾈ

13   6 上田第五中 松﨑 玲佳(3) 12:07.28 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾚｲｶ
松浦 莉沙(3)
ﾏﾂｳﾗ ﾘｻ
小林 菜織(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ
川田 佑香(1)
ｶﾜﾀ ﾕｶ



   1 鉢盛中(A)  10:00.20 大会新 上條 麻奈(3) 菅沼 真衣(3) 蛭田 凛(3) 安田 佳織(3)   2   1
   2 伊那松川中(A)  10:28.12 熊谷 美佑(3) 西永 梨恵(3) 和田 みな美(3) 小沼 千夏(3)   2   2
   3 駒ヶ根東中(A)  10:30.67 下平 尚(2) 宮入 唯(2) 蟹澤 紗希(2) 宮脇 杏菜(3)   2   3
   4 伊那松川中(B)  10:35.89 山岸 鈴加(1) 星野 みなみ(3) 松村 彩乃(1) 山岸 瑞布(3)   2   4
   5 永明中  10:52.56 田中 杏子(1) 加賀見 麻里(1) 篠原 涼夏(2) 上原 舞(1)   2   5
   6 塩尻広陵中  10:53.49 小林 晴佳(2) 名取 萌花(1) 松澤 舞(2) 酒井 優梨愛(2)   1   1
   7 菅野中(B)  10:54.24 小林 千紗(2) 一之瀬 陽菜(1) 塩原 真悠(1) 矢島 風香(1)   2   6
   8 戸倉上山田中  10:55.39 半田 聖蘭(2) 市川 綾華(2) 中島 和華(3) 竹内 優花(1)   2   7
   9 鉢盛中(B)  11:06.62 筒井 朋美(3) 成田 彩(2) 山川 桃佳(1) 曽根原 まろみ(2  1   2
  10 駒ヶ根東中(B)  11:07.11 伊藤 未波(3) 木下 美波(1) 堀内 智加(1) 白川 みほ(1)   1   3
  11 篠ﾉ井西中(A)  11:15.41 荒井 流衣(2) 中村 理彩(1) 上條 美穂(2) 羽田 朱里(2)   2   8
  12 長峰中(A)  11:17.10 五味 あかり(3) 小池 優雅(2) 池上 真理奈(3) 小池 香穂(3)   1   4
  13 信濃中(A)  11:22.85 赤松 英(2) 宮本 優花(3) 三澤 綾乃(2) 井上 はな(2)   2   9
  14 長野東部中  11:28.52 村松 莉緒(2) 中村 瑞希(2) 西原 稚葉(2) 大井 遥(1)   1   5
  15 原中  11:30.92 宮坂 綾乃(1) 鎌倉 麻有(1) 前島 奈々(3) 荒木 瑞葉(3)   2  10
  16 丘中  11:31.80 吉澤 里奈(1) 小松 さくら(3) 小山 美穂(1) 吉澤 三奈(1)   1   6
  17 飯田高陵中  11:34.50 長谷川 美波(2) 三浦 遥果(2) 竹内 美空(1) 磯村 実佑(2)   1   7
  18 信濃中(B)  11:35.35 鵜澤 小夏(1) 志原 のぞみ(2) 水田 晴南(2) 松本 瑞穂(2)   1   8
  19 赤穂中  11:35.65 高橋 未来(1) 久保村 玲衣(2) 村澤 優華(2) 江崎 奈美(1)   1   9
  20 菅野中(A)  11:39.07 赤井 麗佳(3) 白木 果歩(2) 茂澄 穂乃夏(1) 小林 鈴華(1)   2  11
  21 丸ﾉ内中(B)  11:48.79 西川 茉那(1) 村松 佑菜(2) 大前 佳乃(2) 関口 明里(1)   1  10
  22 篠ﾉ井西中(B)  12:05.13 須藤 彩良(2) 山田 恵莉子(1) 太田 早耶香(1) 新井 可奈子(2)   1  11
  23 長峰中(B)  12:07.04 五味 杏奈(2) 松村 亜美(2) 深井 梨央(1) 小林 茜(2)   1  12
  24 上田第五中  12:07.28 松﨑 玲佳(3) 松浦 莉沙(3) 小林 菜織(3) 川田 佑香(1)   1  13

ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

4×800m
タイムレース

順位 所属名 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3

中学女子
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