
第２８回信州リレー競技大会 

（大会コード：12200519） 

公 式 記 録 集 
主 催 茅野市陸上競技協会 

共 催 茅野市、茅野市教育委員会、信濃毎日新聞社、(一財)長野陸上競技協会 

(特)茅野市体育協会、(特)富士見町体育協会、原村体育協会 

主 管 茅野市陸上競技協会 

期 日 平成２４年 ８月１２日（日） 

場 所 茅野市運動公園陸上競技場（競技場コード：203100） 

審判長 堀 晃  記録主任 葛城 光一 

 

◆この大会で樹立された記録 

項 目 ｸﾗｽ／種目 記 録 チーム名 オーダー(学年) 従来の記録 

県中学新記録 

大会新記録 

中学男子 

4x1500m 

決勝 

17分51秒87 駒 ヶ 根 東 中 

島 龍之介(3)  

所河 北斗(3) 

萩原 拓海(3) 

滝澤 代聖(3) 

(県)17分55秒83 

(大) 17分55秒83

大会新記録 

女子 

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 

決勝 

  2分30秒28 佐久長聖高(A) 

高橋  知里(2) 

堤   瑛子(2) 

花里  裕良(2) 

田中 耶 (々2) 

2分35秒82 

大会新記録 

女子 

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 

決勝 

  2分32秒38 
野 沢 北 高 

木下 真凛(1) 

三浦 早央里(2)  

山我 杏寿実(1) 

小宮山 悠(1) 

2分35秒82 

大会新記録 

女子 

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 

決勝 

  2分33秒07 佐久長聖高(B) 

箕輪 遥(1) 

阿部 恵里香(1)  

阿部 真里香(1)菊

原 麻由奈(1) 

2分35秒82 

大会新記録 

女子 

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 

決勝 

  2分34秒75 飯 田 風 越 高 

三石 奈穂(1) 

清水 真希(2)  

西永 梨恵(1) 

柴田 佳歩(2) 

2分35秒82 

◆気象状況 

時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速
 9:30 晴れ  28.5 51.0 北西   1.1m
10:00 晴れ  28.5 51.0   0.0m
11:00 晴れ  29.5 52.0 南南西   1.8m
12:00 晴れ  30.0 53.0 東南東   2.0m
13:00 晴れ  30.5 47.0 南南東   2.7m
14:00 晴れ  31.0 47.0 東   1.4m  



主催：茅野市陸上競技協会                                                        
共催：茅野市、茅野市教育委員会、信濃毎日新聞社、(一財)長野陸上競技協会          
　　　（特）茅野市体育協会 （特）富士見町体育協会 原村体育協会                  
後援：諏訪地方教育委員会連絡協議会、長野日報社、茅野市民新聞社                  

決勝記録一覧表
(GR:大会新  ) 女  子 【競技場】203100  茅野市総合運動公園陸上競技場

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
08/12 女子 佐久長聖高(A)    1,54.38 飯田風越高     1,54.84 野沢北高     1,56.40 佐久長聖高(B)    1,57.08 諏訪清陵高     1,58.58 飯田高     2,02.78

4x200m 高橋  知里(2) 小澤 未菜(1) 木下 真凛(1) 阿部 恵里香(1) 田中 優奈(2) 澁谷 希望(1)
花里  裕良(2) 三石 奈穂(1) 三浦 早央里(2) 菊原 麻由奈(1) 上原 悠紀(2) 服部 智花(1)
北原 志保(2) 柴田 佳歩(2) 山我 杏寿実(1) 阿部 真里香(1) 野口 那奈美(1) 清水 由紀子(2)
田中 耶々(2) 木下 直美(1) 小宮山 悠(1) 箕輪 遥(1) 高橋 美凪(1) 宮島 志保美(2)

08/12 佐久長聖高(A)    2,30.28 野沢北高     2,32.38 佐久長聖高(B)    2,33.07 飯田風越高     2,34.75 飯田高     2,37.16 諏訪清陵高(A)    2,44.51
100m+200m+300m 高橋  知里(2) GR 木下 真凛(1) GR 箕輪 遥(1) GR 三石 奈穂(1) GR 清水 由紀子(2) 田中 優奈(2)

堤   瑛子(2) 三浦 早央里(2) 阿部 恵里香(1) 清水 真希(2) 中塚 千和(2) 高橋 美凪(1)
花里  裕良(2) 山我 杏寿実(1) 阿部 真里香(1) 西永 梨恵(1) 宮島 志保美(2) 長澤 茜(2)
田中 耶々(2) 小宮山 悠(1) 菊原 麻由奈(1) 柴田 佳歩(2) 小池 梓(3) 岩波 宏佳(2)

08/12 飯田高(B)    10,38.82 飯田高(A)    11,01.35 諏訪清陵高    11,13.40
4x800m 塩澤 華奈(2) 中塚 千和(2) 岩波 宏佳(2)

清水 由紀子(2) 松尾 智美(1) 野口 那奈美(1)
澁谷 希望(1) 服部 智花(1) 上原 悠紀(2)
宮島 志保美(2) 熊谷 美佑(1) 長澤 茜(2)

08/12 中学女子 篠ﾉ井西中(A)    2,30.03 松川JAC     2,33.84 駒ヶ根東中(A)    2,34.28 駒ヶ根東中(B)    2,41.52 飯田高陵中(A)    2,43.29 長峰中(B)     2,44.57 塩尻広陵中(A)    2,52.98
100m+200m+300m 土屋 美咲(2) 菅沼 美風(1) 菅沼 菜摘(3) 萩原 美空(1) 竹内 美空(2) 久島 菜々子(1) 後藤 真伊(3)

武村 結香(3) 家苗 蒔(3) 北原 咲来(2) 鰍澤 さやか(2) 宮崎 真衣奈(2) 藤森 萌夏(1) 進藤 柚乃(3)
橋爪 絵梨奈(3) 菅沼 真洸(3) 柏原 千夏(2) 木下 美波(2) 村松 明日見(2) 宮本 菜央(2) 樋口 莉緒花(1)
中村 理彩(2) 松村 彩乃(2) 花村 菜々子(2) 樋屋 彩(2) 三澤 葵(2) 北原 由梨(2) 名取 萌花(2)

08/12 駒ヶ根東中(A)    4,28.36 清水中     4,40.88 塩尻広陵中(A)    4,45.05 駒ヶ根東中(B)    4,50.23 鉢盛中     4,51.62 信濃中     4,52.13 中野平中     5,02.82 塩尻広陵中(B)    5,05.66
4x400m 堀内 智加(2) 的場 優衣(1) 酒井 優梨愛(3) 白川 みほ(2) 市川 歩美(3) 赤松 英(3) 丸山 瑠璃(3) 今井 巴絵(2)

宮入 唯(3) 中田 佑香(2) 小林 晴佳(3) 春日 桃桜(1) 山川 桃佳(2) 三澤 綾乃(3) 大野 珠輝(2) 樋口 莉緒花(1)
蟹澤 紗希(3) 和田 真歩(1) 後藤 真伊(3) 杉本 琴香(2) 山田 里花(1) 伊藤 琉那(1) 白鳥 花純(1) 宮本 彩里(2)
高梨 菜々(1) 山本 幸奈(2) 名取 萌花(2) 下平 美悠 鈴木 紗穏楓(2) 井上 はな(3) 角田 希(2) 荒井 葵凪(1)

08/12 駒ヶ根東中(A)   10,10.36 松川JAC    10,24.21 赤穂中    10,37.21 菅野中(A)    10,41.24 永明中    10,49.76 鉢盛中    10,50.31 長峰中    11,00.87 信濃中    11,04.59
4x800m 堀内 智加(2) 山岸 鈴加(2) 高橋 未来(2) 三村 静香(3) 田中 杏子(2) 鈴木 紗穏楓(2) 小池 優雅(3) 赤松 英(3)

宮入 唯(3) 松澤 綾音(1) 江崎 花香(2) 矢島 風香(2) 加賀見 麻里(2) 村上 明日香(1) 五味 杏奈(3) 三澤 綾乃(3)
蟹澤 紗希(3) 座光寺 未来(1) 下平 綾子(1) 赤羽 ゆり華(1) 武藤 帆南(3) 古河 雅(1) 水野 真帆(2) 伊藤 琉那(1)
高梨 菜々(1) 松村 彩乃(2) 竹村 瑞香(2) 小林 鈴華(2) 上原 舞(2) 山川 桃佳(2) 深井 梨央(2) 井上 はな(3)



決勝 8月12日 10:40

県新(NR)          1,43.22
県高新(KR)        1,48.60
大会新(GR)        1,48.60

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 佐久長聖高(A)   198 高橋  知里(2)   1,54.38 

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳA ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ
  202 花里  裕良(2)

ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ
  192 北原 志保(2)

ｷﾀﾊﾗ ｼﾎ
  194 田中 耶々(2)

ﾀﾅｶ ﾔﾔ
 2   5 飯田風越高   642 小澤 未菜(1)   1,54.84 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ
  645 三石 奈穂(1)

ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ
  643 柴田 佳歩(2)

ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ
  638 木下 直美(1)

ｷﾉｼﾀ ﾅｵﾐ
 3   8 野沢北高   671 木下 真凛(1)   1,56.40 

ﾉｻﾞﾜｷﾀｺｳ ｷﾉｼﾀ ﾏﾘﾝ
  677 三浦 早央里(2)

ﾐｳﾗ ｻｵﾘ
  676 山我 杏寿実(1)

ﾔﾏｶﾞ ｱｽﾞﾐ
  675 小宮山 悠(1)

ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ
 4   6 佐久長聖高(B)   204 阿部 恵里香(1)   1,57.08 

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳB ｱﾍﾞ ｴﾘｶ
  200 菊原 麻由奈(1)

ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ
  203 阿部 真里香(1)

ｱﾍﾞ ﾏﾘｶ
  190 箕輪 遥(1)

ﾐﾉﾜ ﾊﾙｶ
 5   7 諏訪清陵高   299 田中 優奈(2)   1,58.58 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ﾀﾅｶ ﾕﾅ
  304 上原 悠紀(2)

ｳｴﾊﾗ ﾕｷ
  296 野口 那奈美(1)

ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ
  307 高橋 美凪(1)

ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ
 6   3 飯田高   581 澁谷 希望(1)   2,02.78 

ｲｲﾀﾞｺｳ ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ
  584 服部 智花(1)

ﾊｯﾄﾘ ﾁﾊﾙ
  590 清水 由紀子(2)

ｼﾐｽﾞ ﾕｷｺ
  599 宮島 志保美(2)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ

女子

4x200m4x200m

決勝決勝決勝



決勝 8月12日 13:50

県新    (NR )     2,26.96
大会新  (GR )     2,35.82

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 佐久長聖高(A)   198 高橋  知里(2)   2,30.28 

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳA ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ 大会新
  196 堤   瑛子(2)

ﾂﾂﾐ ｴｺ
  202 花里  裕良(2)

ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ
  194 田中 耶々(2)

ﾀﾅｶ ﾔﾔ
 2   7 野沢北高   671 木下 真凛(1)   2,32.38 

ﾉｻﾞﾜｷﾀｺｳ ｷﾉｼﾀ ﾏﾘﾝ 大会新
  677 三浦 早央里(2)

ﾐｳﾗ ｻｵﾘ
  676 山我 杏寿実(1)

ﾔﾏｶﾞ ｱｽﾞﾐ
  675 小宮山 悠(1)

ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ
 3   4 佐久長聖高(B)   190 箕輪 遥(1)   2,33.07 

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳB ﾐﾉﾜ ﾊﾙｶ 大会新
  204 阿部 恵里香(1)

ｱﾍﾞ ｴﾘｶ
  203 阿部 真里香(1)

ｱﾍﾞ ﾏﾘｶ
  200 菊原 麻由奈(1)

ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ
 4   8 飯田風越高   645 三石 奈穂(1)   2,34.75 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ 大会新
  641 清水 真希(2)

ｼﾐｽﾞ ﾏｷ
  640 西永 梨恵(1)

ﾆｼﾅｶﾞ ﾘｴ
  643 柴田 佳歩(2)

ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ
 5   5 飯田高   590 清水 由紀子(2)   2,37.16 

ｲｲﾀﾞｺｳ ｼﾐｽﾞ ﾕｷｺ
  586 中塚 千和(2)

ﾅｶﾂｶ ﾁﾖﾘ
  599 宮島 志保美(2)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ
  593 小池 梓(3)

ｺｲｹ ｱｽﾞｻ
 6   6 諏訪清陵高(A)   299 田中 優奈(2)   2,44.51 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳA ﾀﾅｶ ﾕﾅ
  307 高橋 美凪(1)

ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ
  301 長澤 茜(2)

ﾅｶﾞｻﾜ ｱｶﾈ
  311 岩波 宏佳(2)

ｲﾜﾅﾐ ﾋﾛｶ
  3 Dream.A.C

ﾄﾞﾘｰﾑｴｰｼｰ 欠場

女子

100m+200m+300m+400m 

決勝



予選 8月12日  9:30
決勝 8月12日 14:00

県新    (NR )     2,26.96
県中新  (TR )     2,26.96
大会新  (GR )     2,26.96

[ 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   6 長峰中(B)   473 久島 菜々子(1)   2,40.40 q  1   6 駒ヶ根東中(A)   150 菅沼 菜摘(3)   2,35.39 q

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳB ｸｼﾏ ﾅﾅｺ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳA ｽｶﾞﾇﾏ ﾅﾂﾐ
  446 藤森 萌夏(1)   132 北原 咲来(2)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾓｴｶ ｷﾀﾊﾗ ｻﾗ
  470 宮本 菜央(2)   136 柏原 千夏(2)

ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾁﾅﾂ
  443 北原 由梨(2)   164 花村 菜々子(2)

ｷﾀﾊﾗ ﾕﾘ ﾊﾅﾑﾗ ﾅﾅｺ
 2   4 上諏訪中   268 小口 珠緒(3)   2,41.44  2   4 鉢盛中(B)   539 中村 公香(1)   2,42.19 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ｵｸﾞﾁ ﾀﾏｵ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳB ﾅｶﾑﾗ ｷﾐｶ
  265 長谷川 流奈(3)   542 川井 海帆(1)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾙﾅ ｶﾜｲ ｶﾎ
  264 田邉 美森(2)   550 御子柴 優花(1)

ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾓﾘ ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ
  274 河原 里紗(2)   554 久保田 樺乃(1)

ｶﾜﾊﾗ ﾘｻ ｸﾎﾞﾀ ｶﾉ
 3   7 芦原中(A)    18 柳田 彩代子(3)   2,42.73  3   8 岡谷東部中    91 小口 ゆうり(2)   2,42.76 

ｱｼﾊﾗﾁｭｳA ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｻﾖｺ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｵｸﾞﾁ ﾕｳﾘ
   26 川多 茄那(3)    84 野村 朱里(2)

ｶﾜﾀ ｶﾅ ﾉﾑﾗ ｱｶﾘ
   32 加納 南菜子(2)    90 小口 朋花(2)

ｶﾉｳ ﾅﾅｺ ｵｸﾞﾁ ﾄﾓｶ
   22 渡邉 希(3)    88 小松 春菜(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ ｺﾏﾂ ﾊﾙﾅ
 4   3 清水中(A)   344 渡辺 実鈴(2)   2,42.87  4   3 清水中(B)   361 井上 碧(1)   2,42.89 

ｼﾐｽﾞﾁｭｳA ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽｽﾞ ｼﾐｽﾞﾁｭｳB ｲﾉｳｴ ｱｵｲ
  350 太田 もも(2)   345 的場 優衣(1)

ｵｵﾀ ﾓﾓ ﾏﾄﾊﾞ ﾕｲ
  355 原 弘子(2)   359 茅野 晶(1)

ﾊﾗ ﾋﾛｺ ﾁﾉ ｱｷ
  338 蓼原 彩奈(2)   352 小祝 あおは(1)

ﾀﾃﾞﾊﾗ ｱﾔﾅ ｺｲﾜｲ ｱｵﾊ
 5   2 飯田高陵中(B)   620 小椋 万柚(1)   2,49.73  5   5 長野東部中   512 小松 紗菜(1)   2,44.64 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳB ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ ﾅｶﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｺﾏﾂ ｻﾅ
  631 岩崎 芽衣(1)   532 伊能 史織(1)

ｲﾜｻｷ ﾒｲ ｲﾉｳ ｼｵﾘ
  616 竹内 乃亜(1)   492 武田 奈々美(1)

ﾀｹｳﾁ ﾉｱ ﾀｹﾀﾞ ﾅﾅﾐ
  629 宮下 真奈(1)   489 鈴木 朋香(2)

ﾐﾔｼﾀ ﾏﾅ ｽｽﾞｷ ﾄﾓｶ
 6   8 茅野北部中(A)   101 鷹野原 睦(2)   2,55.85  6   7 辰野中(A)   410 小澤  春那(2)   2,47.16 

ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳA ﾀｶﾉﾊﾗ ﾁｶ ﾀﾂﾉﾁｭｳA ｵｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ
  102 太田 美日(2)   407 石川  み咲き(2)

ｵｵﾀ ﾐｶ ｲｼｶﾜ ﾐｻｷ
  103 西郷 ののか(2)   405 村上  紗世(1)

ｻｲｺﾞｳ ﾉﾉｶ ﾑﾗｶﾐ ｻﾖ
  106 小口 あい(2)   423 岩下  早紀(2)

ｵｸﾞﾁ ｱｲ ｲﾜｼﾀ ｻｷ
 7   5 辰野中(B)   408 瀬戸  玲奈(2)   3,03.63  7   2 永明中    47 上條 紗良(1)   2,49.91 

ﾀﾂﾉﾁｭｳB ｾﾄ ﾚｲﾅ ｴｲﾒｲﾁｭｳ ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾗ
  397 淺田  美桜(1)    41 名取 奈々海(1)

ｱｻﾀﾞ ﾐｵ ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ
  419 溝尾  里菜(2)    43 武村 佳穂(1)

ﾐｿﾞｵ ﾘﾅ ﾀｹﾑﾗ ｶﾎ
  422 宮澤  あかね(1)    39 両角 茜音(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｶﾈ ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｶﾈ

中学女子

100m+200m+300m+400m 

予選 通過基準  5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   4 駒ヶ根東中(B)   137 萩原 美空(1)   2,37.41 q  1   4 篠ﾉ井西中(A)   213 土屋 美咲(2)   2,30.15 q

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳB ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｸ ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳA ﾂﾁﾔ ﾐｻｷ
  162 鰍澤 さやか(2)   206 武村 結香(3)

ｶｼﾞｶｻﾞﾜ ｻﾔｶ ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ
  129 木下 美波(2)   216 中村 理彩(2)

ｷﾉｼﾀ ﾐﾅﾐ ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ
  134 樋屋 彩(2)   230 橋爪 絵梨奈(3)

ﾋｵｸ ｱﾔ ﾊｼｽﾞﾒ ｴﾘﾅ
 2   5 芦原中(B)    21 渡邉 美南(1)   2,41.69  2   6 長峰中(A)   448 池田 好(2)   2,32.67 q

ｱｼﾊﾗﾁｭｳB ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾐ ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳA ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ
   23 中村 葵(1)   455 松村 亜美(3)

ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ ﾏﾂﾑﾗ ｱﾐ
   25 大井 富貴(2)   451 川上 由華(1)

ｵｵｲ ﾌｷ ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ
   30 三井 マイキ(2)

ﾐﾂｲ ﾏｲｷ
 3   8 赤穂中   365 北原 寧々(1)   2,42.07  3   8 松川JAC   244 菅沼 美風(1)   2,33.01 q

ｱｶﾎ ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ ﾏﾂｶﾜJAC ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ
  367 朝日 りおん(1)   240 南林 いずみ(3)

ｱｻﾋ ﾘｵﾝ ﾅﾝﾘﾝ ｲｽﾞﾐ
  364 氣賀澤 柚希(1)   257 家苗 蒔(3)

ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ ｶﾅｴ ﾏｷ
  377 江崎 奈美(2)   245 菅沼 真洸(3)

ｴｻﾞｷ ﾅﾐ ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
 4   6 長峰中(C)   454 深井 梨央(2)   2,56.64  4   3 信濃中   293 井上 はな(3)   2,53.19 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳC ﾌｶｲ ﾘｵ ｼﾅﾉﾁｭｳ ｲﾉｳｴ ﾊﾅ
  453 深江 愛美(1)   294 伊藤 琉那(1)

ﾌｶｴ ｱﾐ ｲﾄｳ ﾙﾅ
  456 小林 美紅(1)   289 三澤 綾乃(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｸ ﾐｻﾜ ｱﾔﾉ
  462 三村 杏佑夏(1)   287 赤松 英(3)

ﾐﾑﾗ ｱﾕｶ ｱｶﾏﾂ ﾊﾅ
 5   3 塩尻広陵中(B)    81 宮本 彩里(2)   2,58.76  5   7 駒ヶ根東中(C)   144 中村 花鈴(1)   2,54.84 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳB ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔﾘ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳC ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ
   64 渡辺 真礼(1)   131 北原 遥香(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｱﾔ ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ
   80 後藤 彩衣(1)   167 井口 由梨(2)

ｺﾞﾄｳ ｻｴ ｲｸﾞﾁ ﾕﾘ
   75 今井 巴絵(2)   126 廣田 奈子(2)

ｲﾏｲ ﾄﾓｴ ﾋﾛﾀ ﾅｺ
 6   2 茅野北部中(C)    98 湯田坂 奈々子(1)   2,59.01  6   2 茅野北部中(B)    97 樋口 香苗(1)   2,58.14 

ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳC ﾕﾀﾞｻｶ ﾅﾅｺ ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳB ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ
  104 小林 愛実(1)   113 柿澤 綾菜(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ ｶｷｻﾞﾜ ｱﾔﾅ
   92 両角 恭香(1)    93 柳澤 彩夏(2)

ﾓﾛｽﾞﾐ ｷｮｳｶ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾔｶ
  111 宮坂 奏江(1)   114 下山 風音(2)

ﾐﾔｻｶ ｶﾅｴ ｼﾓﾔﾏ ｶｻﾞﾈ
  7 軽井沢A&AC   5 飯綱中(B)

ｶﾙｲｻﾞﾜA&C 欠場 ｲｲﾂﾞﾅﾁｭｳB 欠場

中学女子

100m+200m+300m+400m 



[ 5組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 塩尻広陵中(A)    70 進藤 柚乃(3)   2,39.84 q

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｽﾞﾉ
   79 後藤 真伊(3)

ｺﾞﾄｳ ﾏｲ
   58 名取 萌花(2)

ﾅﾄﾘ ﾓｴｶ
   73 酒井 優梨愛(3)

ｻｶｲ ﾕﾘｱ
 2   3 飯田高陵中(A)   615 竹内 美空(2)   2,40.26 q

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ﾀｹｳﾁ ﾐｸ
  628 宮崎 真衣奈(2)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ
  624 三澤 葵(2)

ﾐｻﾜ ｱｵｲ
  617 村松 明日見(2)

ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ
 3   5 飯綱中(A)   570 上野 紗季(3)   2,43.42 

ｲｲﾂﾞﾅﾁｭｳA ｳｴﾉ ｻｷ
  573 渋沢 琴音(3)

ｼﾌﾞｻﾜ ｺﾄﾈ
  574 荒井 里奈(3)

ｱﾗｲ ﾘﾅ
  564 東條 果穂(3)

ﾄｳｼﾞｮｳ ｶﾎ
 4   8 篠ﾉ井西中(B)   218 瀧澤 飛来(3)   2,50.16 

ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳB ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾗｲ
  205 平松 美音(3)

ﾋﾗﾏﾂ ﾐｵ
  224 上條 美穂(3)

ｶﾐｼﾞｮ ﾐﾎ
  222 新井 可奈子(3)

ｱﾗｲ ｶﾅｺ
 5   6 駒ヶ根東中(D)   140 湯澤 和(1)   2,56.66 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳD ﾕｻﾞﾜ ﾅｺﾞﾐ
  153 小出 裕香

ｺｲﾃﾞ ﾋﾛｶ
  143 中村 藤子(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾄｳｺ
  155 所河 二千花(1)

ｼｮｶﾞﾜ ﾆﾁｶ
  4 鉢盛中(A)   557 安田 三奈美(1)

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳA ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 失格
  556 塩原 由夏(2)

ｼｵﾊﾗ ﾕｶ
  533 籏町 佳代(2)

ﾊﾀﾏﾁ ｶﾖ
  541 倉沢 果歩(2)

ｸﾗｻﾜ ｶﾎ

中学女子

100m+200m+300m+400m 



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 篠ﾉ井西中(A)   213 土屋 美咲(2)   2,30.03 

ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳA ﾂﾁﾔ ﾐｻｷ
  206 武村 結香(3)

ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｶ
  230 橋爪 絵梨奈(3)

ﾊｼｽﾞﾒ ｴﾘﾅ
  216 中村 理彩(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ
 2   3 松川JAC   244 菅沼 美風(1)   2,33.84 

ﾏﾂｶﾜJAC ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ
  257 家苗 蒔(3)

ｶﾅｴ ﾏｷ
  245 菅沼 真洸(3)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
  248 松村 彩乃(2)

ﾏﾂﾑﾗ ｱﾔﾉ
 3   5 駒ヶ根東中(A)   150 菅沼 菜摘(3)   2,34.28 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳA ｽｶﾞﾇﾏ ﾅﾂﾐ
  132 北原 咲来(2)

ｷﾀﾊﾗ ｻﾗ
  136 柏原 千夏(2)

ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾁﾅﾂ
  164 花村 菜々子(2)

ﾊﾅﾑﾗ ﾅﾅｺ
 4   8 駒ヶ根東中(B)   137 萩原 美空(1)   2,41.52 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳB ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｸ
  162 鰍澤 さやか(2)

ｶｼﾞｶｻﾞﾜ ｻﾔｶ
  129 木下 美波(2)

ｷﾉｼﾀ ﾐﾅﾐ
  134 樋屋 彩(2)

ﾋｵｸ ｱﾔ
 5   1 飯田高陵中(A)   615 竹内 美空(2)   2,43.29 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ﾀｹｳﾁ ﾐｸ
  628 宮崎 真衣奈(2)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ
  617 村松 明日見(2)

ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ
  624 三澤 葵(2)

ﾐｻﾜ ｱｵｲ
 6   2 長峰中(B)   473 久島 菜々子(1)   2,44.57 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳB ｸｼﾏ ﾅﾅｺ
  446 藤森 萌夏(1)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾓｴｶ
  470 宮本 菜央(2)

ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ
  443 北原 由梨(2)

ｷﾀﾊﾗ ﾕﾘ
 7   7 塩尻広陵中(A)    79 後藤 真伊(3)   2,52.98 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ｺﾞﾄｳ ﾏｲ
   70 進藤 柚乃(3)

ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｽﾞﾉ
   60 樋口 莉緒花(1)

ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ
   58 名取 萌花(2)

ﾅﾄﾘ ﾓｴｶ
  4 長峰中(A)   448 池田 好(2)

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳA ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ 失格
  455 松村 亜美(3)

ﾏﾂﾑﾗ ｱﾐ
  451 川上 由華(1)

ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ
  461 山村 未悠(1)

ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾕ

決勝

中学女子

100m+200m+300m+400m 



決勝 8月12日 10:50

県中新(TR)        4,08.14
大会新(GR)        4,19.18

[ 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   8 駒ヶ根東中(B)   135 白川 みほ(2)   4,50.23  1   8 駒ヶ根東中(A)   130 堀内 智加(2)   4,28.36 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳB ｼﾗｶﾜ ﾐﾎ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳA ﾎﾘｳﾁ ﾁｶ
  156 春日 桃桜(1)   161 宮入 唯(3)

ｶｽｶﾞ ﾓﾓｵ ﾐﾔｲﾘ ﾕｲ
  151 杉本 琴香(2)   163 蟹澤 紗希(3)

ｽｷﾞﾓﾄ ｺﾄｶ ｶﾆｻﾜ ｻｷ
  165 下平 美悠   157 高梨 菜々(1)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾐﾕｳ ﾀｶﾅｼ ﾅﾅ
 2   7 信濃中   287 赤松 英(3)   4,52.13  2   4 清水中   345 的場 優衣(1)   4,40.88 

ｼﾅﾉﾁｭｳ ｱｶﾏﾂ ﾊﾅ ｼﾐｽﾞﾁｭｳ ﾏﾄﾊﾞ ﾕｲ
  289 三澤 綾乃(3)   346 中田 佑香(2)

ﾐｻﾜ ｱﾔﾉ ﾅｶﾀ ﾕｳｶ
  294 伊藤 琉那(1)   339 和田 真歩(1)

ｲﾄｳ ﾙﾅ ﾜﾀﾞ ﾏﾎ
  293 井上 はな(3)   353 山本 幸奈(2)

ｲﾉｳｴ ﾊﾅ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾅ
 3   5 中野平中   437 丸山 瑠璃(3)   5,02.82  3   7 塩尻広陵中(A)    73 酒井 優梨愛(3)   4,45.05 

ﾅｶﾉﾀﾞｲﾗﾁｭｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾙﾘ ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ｻｶｲ ﾕﾘｱ
  428 大野 珠輝(2)    72 小林 晴佳(3)

ｵｵﾉ ﾀﾏｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ
  427 白鳥 花純(1)    79 後藤 真伊(3)

ｼﾗﾄﾘ ｶｽﾐ ｺﾞﾄｳ ﾏｲ
  439 角田 希(2)    58 名取 萌花(2)

ｶｸﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ ﾅﾄﾘ ﾓｴｶ
 4   4 塩尻広陵中(B)    75 今井 巴絵(2)   5,05.66  4   5 鉢盛中   546 市川 歩美(3)   4,51.62 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳB ｲﾏｲ ﾄﾓｴ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｲﾁｶﾜ ｱﾕﾐ
   60 樋口 莉緒花(1)   549 山川 桃佳(2)

ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ ﾔﾏｶﾜ ﾓﾓｶ
   81 宮本 彩里(2)   548 山田 里花(1)

ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔﾘ ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｶ
   78 荒井 葵凪(1)   534 鈴木 紗穏楓(2)

ｱﾗｲ ｷﾅｷﾞ ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ
 5   6 飯田高陵中   615 竹内 美空(2)   5,15.05  5   6 長野東部中   503 倉石 ほのか(1)   5,11.84 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾀｹｳﾁ ﾐｸ ﾅｶﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｸﾗｲｼ ﾎﾉｶ
  631 岩崎 芽衣(1)   495 土屋 友佳(1)

ｲﾜｻｷ ﾒｲ ﾂﾁﾔ ﾄﾓｶ
  620 小椋 万柚(1)   526 宮澤 千夏(1)

ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾁｶ
  629 宮下 真奈(1)   507 小林 千夏(1)

ﾐﾔｼﾀ ﾏﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ

中学女子

4x400m

決勝



   1 駒ヶ根東中(A)   4,28.36 堀内 智加(2) 宮入 唯(3) 蟹澤 紗希(3) 高梨 菜々(1)   2   1
   2 清水中   4,40.88 的場 優衣(1) 中田 佑香(2) 和田 真歩(1) 山本 幸奈(2)   2   2
   3 塩尻広陵中(A)   4,45.05 酒井 優梨愛(3) 小林 晴佳(3) 後藤 真伊(3) 名取 萌花(2)   2   3
   4 駒ヶ根東中(B)   4,50.23 白川 みほ(2) 春日 桃桜(1) 杉本 琴香(2) 下平 美悠   1   1
   5 鉢盛中   4,51.62 市川 歩美(3) 山川 桃佳(2) 山田 里花(1) 鈴木 紗穏楓(2)   2   4
   6 信濃中   4,52.13 赤松 英(3) 三澤 綾乃(3) 伊藤 琉那(1) 井上 はな(3)   1   2
   7 中野平中   5,02.82 丸山 瑠璃(3) 大野 珠輝(2) 白鳥 花純(1) 角田 希(2)   1   3
   8 塩尻広陵中(B)   5,05.66 今井 巴絵(2) 樋口 莉緒花(1) 宮本 彩里(2) 荒井 葵凪(1)   1   4
   9 長野東部中   5,11.84 倉石 ほのか(1) 土屋 友佳(1) 宮澤 千夏(1) 小林 千夏(1)   2   5
  10 飯田高陵中   5,15.05 竹内 美空(2) 岩崎 芽衣(1) 小椋 万柚(1) 宮下 真奈(1)   1   5

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

中学女子

4x400m
タイムレース



決勝 8月12日 12:35

県新(NR)          9,48.46
県高新(KR)        9,48.46
大会新(GR)        9,53.48

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   9 飯田高(B)   605 塩澤 華奈(2)  10,38.82 

ｲｲﾀﾞｺｳB ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ
  590 清水 由紀子(2)

ｼﾐｽﾞ ﾕｷｺ
  581 澁谷 希望(1)

ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ
  599 宮島 志保美(2)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ
 2  11 飯田高(A)   586 中塚 千和(2)  11,01.35 

ｲｲﾀﾞｺｳA ﾅｶﾂｶ ﾁﾖﾘ
  592 松尾 智美(1)

ﾏﾂｵ ﾄﾓﾐ
  584 服部 智花(1)

ﾊｯﾄﾘ ﾁﾊﾙ
  595 熊谷 美佑(1)

ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾕｳ
 3  10 諏訪清陵高   311 岩波 宏佳(2)  11,13.40 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ｲﾜﾅﾐ ﾋﾛｶ
  296 野口 那奈美(1)

ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ
  304 上原 悠紀(2)

ｳｴﾊﾗ ﾕｷ
  301 長澤 茜(2)

ﾅｶﾞｻﾜ ｱｶﾈ

女子

4x800m

決勝



決勝 8月12日 12:36

県中新(TR)        9,48.98
大会新(GR)       10,00.20

[ 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   2 松川JAC   253 山岸 鈴加(2)  10,24.21  1   3 駒ヶ根東中(A)   130 堀内 智加(2)  10,10.36 

ﾏﾂｶﾜJAC ﾔﾏｷﾞｼ ｽｽﾞｶ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳA ﾎﾘｳﾁ ﾁｶ
  247 松澤 綾音(1)   161 宮入 唯(3)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾈ ﾐﾔｲﾘ ﾕｲ
  254 座光寺 未来(1)   163 蟹澤 紗希(3)

ｻﾞｺｳｼﾞ ﾐｸ ｶﾆｻﾜ ｻｷ
  248 松村 彩乃(2)   157 高梨 菜々(1)

ﾏﾂﾑﾗ ｱﾔﾉ ﾀｶﾅｼ ﾅﾅ
 2   7 赤穂中   376 高橋 未来(2)  10,37.21  2   7 菅野中(A)   331 三村 静香(3)  10,41.24 

ｱｶﾎ ﾀｶﾊｼ ﾐｸ ｽｶﾞﾉﾁｭｳA ﾐﾑﾗ ｼｽﾞｶ
  378 江崎 花香(2)   321 矢島 風香(2)

ｴｻﾞｷ ｶｺ ﾔｼﾞﾏ ﾌｳｶ
  383 下平 綾子(1)   326 赤羽 ゆり華(1)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾔｺ ｼﾛｷ ｶﾎ
  368 竹村 瑞香(2)   327 小林 鈴華(2)

ﾀｹﾑﾗ ﾐｽﾞｶ ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞｶ
 3   3 長峰中   458 小池 優雅(3)  11,00.87  3   1 永明中    45 田中 杏子(2)  10,49.76 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ｺｲｹ ﾕｳｶ ｴｲﾒｲﾁｭｳ ﾀﾅｶ ｷｮｳｺ
  468 五味 杏奈(3)    55 加賀見 麻里(2)

ｺﾞﾐ ｱﾝﾅ ｶｶﾞﾐ ﾏﾘ
  452 水野 真帆(2)    42 武藤 帆南(3)

ﾐｽﾞﾉ ﾏﾎ ﾑﾄｳ ﾎﾅﾐ
  454 深井 梨央(2)    48 上原 舞(2)

ﾌｶｲ ﾘｵ ｳｴﾊﾗ ﾏｲ
 4   1 菅野中(B)   322 茂澄 穂乃夏(2)  11,15.22  4   4 鉢盛中   534 鈴木 紗穏楓(2)  10,50.31 

ｽｶﾞﾉﾁｭｳB ﾓｽﾞﾐ ﾎﾉｶ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ
  332 岩垂 瀬夏(1)   540 村上 明日香(1)

ｲﾜﾀﾞﾚ ｾﾅ ﾑﾗｶﾐ ｱｽｶ
  330 柴田 紗来(1)   551 古河 雅(1)

ｼﾊﾞﾀ ｻﾗ ﾌﾙｶﾜ ﾐﾔﾋﾞ
  324 白木 果歩(3)   549 山川 桃佳(2)

ｼﾛｷ ｶﾎ ﾔﾏｶﾜ ﾓﾓｶ
 5   8 長野東部中   515 山崎 夏穂(1)  11,18.68  5   2 信濃中   287 赤松 英(3)  11,04.59 

ﾅｶﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂﾎ ｼﾅﾉﾁｭｳ ｱｶﾏﾂ ﾊﾅ
  501 大井 まどか(1)   289 三澤 綾乃(3)

ｵｵｲ ﾏﾄﾞｶ ﾐｻﾜ ｱﾔﾉ
  491 鈴木 実奈(1)   294 伊藤 琉那(1)

ｽｽﾞｷ ﾐﾅ ｲﾄｳ ﾙﾅ
  500 大井 遥(1)   293 井上 はな(3)

ｵｵｲ ﾊﾙｶ ｲﾉｳｴ ﾊﾅ
 6  11 駒ヶ根東中(B)   135 白川 みほ(2)  11,20.61  6   6 篠ﾉ井西中   238 羽田 朱里(3)  11,13.17 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳB ｼﾗｶﾜ ﾐﾎ ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳ ﾊﾀ ｱｶﾘ
  156 春日 桃桜(1)   229 荒井 流衣(3)

ｶｽｶﾞ ﾓﾓｵ ｱﾗｲ ﾙｲ
  151 杉本 琴香(2)   221 須藤 彩良(3)

ｽｷﾞﾓﾄ ｺﾄｶ ｽﾄﾞｳ ｻﾗ
  165 下平 美悠   219 太田 早耶香(2)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾐﾕｳ ｵｵﾀ ｻﾔｶ
 7  10 飯綱中   567 村松 西夏(2)  11,25.84  7   8 塩尻広陵中    72 小林 晴佳(3)  12,29.16 

ｲｲﾂﾞﾅﾁｭｳ ﾑﾗﾏﾂ ｾｲｶ ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ
  573 渋沢 琴音(3)    73 酒井 優梨愛(3)

ｼﾌﾞｻﾜ ｺﾄﾈ ｻｶｲ ﾕﾘｱ
  564 東條 果穂(3)    60 樋口 莉緒花(1)

ﾄｳｼﾞｮｳ ｶﾎ ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ
  570 上野 紗季(3)    70 進藤 柚乃(3)

ｳｴﾉ ｻｷ ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｽﾞﾉ
 8   9 駒ヶ根東中(D)   134 樋屋 彩(2)  11,26.09 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳD ﾋｵｸ ｱﾔ
  129 木下 美波(2)

ｷﾉｼﾀ ﾐﾅﾐ
  164 花村 菜々子(2)

ﾊﾅﾑﾗ ﾅﾅｺ
  126 廣田 奈子(2)

ﾋﾛﾀ ﾅｺ
 9   5 駒ヶ根東中(C)   133 北原 すず那  11,43.45 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳC ｷﾀﾊﾗ ｽｽﾞﾅ
  143 中村 藤子(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾄｳｺ
  153 小出 裕香

ｺｲﾃﾞ ﾋﾛｶ
  155 所河 二千花(1)

ｼｮｶﾞﾜ ﾆﾁｶ
10   6 辰野中   411 小平  紗矢香(1)  11,57.10 

ﾀﾂﾉﾁｭｳ ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾔｶ
  420 桑澤  瑠華(2)

ｸﾜｻﾞﾜ ﾙｶ

中学女子

4x800m

決勝



  412 小松  瞳(2)
ｺﾏﾂ ﾋﾄﾐ

  414 酒井  美優(2)
ｻｶｲ ﾐﾕ

  4 飯田高陵中   615 竹内 美空(2)
ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾀｹｳﾁ ﾐｸ 欠場

  617 村松 明日見(2)
ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ

  628 宮崎 真衣奈(2)
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ

  635 塩瀬 茉依(2)
ｼｵｾ ﾏｲ



   1 駒ヶ根東中(A)  10,10.36 堀内 智加(2) 宮入 唯(3) 蟹澤 紗希(3) 高梨 菜々(1)   2   1
   2 松川JAC  10,24.21 山岸 鈴加(2) 松澤 綾音(1) 座光寺 未来(1) 松村 彩乃(2)   1   1
   3 赤穂中  10,37.21 高橋 未来(2) 江崎 花香(2) 下平 綾子(1) 竹村 瑞香(2)   1   2
   4 菅野中(A)  10,41.24 三村 静香(3) 矢島 風香(2) 赤羽 ゆり華(1) 小林 鈴華(2)   2   2
   5 永明中  10,49.76 田中 杏子(2) 加賀見 麻里(2) 武藤 帆南(3) 上原 舞(2)   2   3
   6 鉢盛中  10,50.31 鈴木 紗穏楓(2) 村上 明日香(1) 古河 雅(1) 山川 桃佳(2)   2   4
   7 長峰中  11,00.87 小池 優雅(3) 五味 杏奈(3) 水野 真帆(2) 深井 梨央(2)   1   3
   8 信濃中  11,04.59 赤松 英(3) 三澤 綾乃(3) 伊藤 琉那(1) 井上 はな(3)   2   5
   9 篠ﾉ井西中  11,13.17 羽田 朱里(3) 荒井 流衣(3) 須藤 彩良(3) 太田 早耶香(2)   2   6
  10 菅野中(B)  11,15.22 茂澄 穂乃夏(2) 岩垂 瀬夏(1) 柴田 紗来(1) 白木 果歩(3)   1   4
  11 長野東部中  11,18.68 山崎 夏穂(1) 大井 まどか(1) 鈴木 実奈(1) 大井 遥(1)   1   5
  12 駒ヶ根東中(B)  11,20.61 白川 みほ(2) 春日 桃桜(1) 杉本 琴香(2) 下平 美悠   1   6
  13 飯綱中  11,25.84 村松 西夏(2) 渋沢 琴音(3) 東條 果穂(3) 上野 紗季(3)   1   7
  14 駒ヶ根東中(D)  11,26.09 樋屋 彩(2) 木下 美波(2) 花村 菜々子(2) 廣田 奈子(2)   1   8
  15 駒ヶ根東中(C)  11,43.45 北原 すず那 中村 藤子(1) 小出 裕香 所河 二千花(1)   1   9
  16 辰野中  11,57.10 小平  紗矢香(1)桑澤  瑠華(2) 小松  瞳(2) 酒井  美優(2)   1  10
  17 塩尻広陵中  12,29.16 小林 晴佳(3) 酒井 優梨愛(3) 樋口 莉緒花(1) 進藤 柚乃(3)   2   7

ｵｰﾀﾞｰ1

中学女子

4x800m
タイムレース

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4順位 所属名 都道府県 記録 備考
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