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長野県記録(KR)                9:37.84 長野吉田高                   長野吉田高       2012/02/25  
（木田 真美子・村上 りさ子・池田 文美・牛越　あかね）

長野県高校記録(KR)            9:37.84 長野吉田                     長野吉田         2012/02/25  
（木田 真美子・村上 りさ子・池田 文美・内山 成実）

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）

[ 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  16 丸子修学館高  1381 小合 沙季(1)  11:20.23  1   2 駒ヶ根東中(A)  5085 白川 みほ(2)  10:29.32 

ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝｺｳ ｵｺﾞｳ ｻｷ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｼﾗｶﾜ ﾐﾎ
 1382 菅沼 真衣(1)  4183 宮入 唯(3)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾏｲ ﾐﾔｲﾘ ﾕｲ
 1386 佐々木 梨香(1)  5084 堀内 智加(2)

ｻｻｷ ﾘｶ ﾎﾘｳﾁ ﾁｶ
 1399 中川 晏(1)  5345 春日 桃桜(1)

ﾅｶｶﾞﾜ ｼｽﾞｶ ｶｽｶﾞ ﾓﾓｵ
 2   5 ISｼﾞｭﾆｱ  7003 瀧澤 優奈(6)  11:34.14  2   4 松川JAC  7117 山岸 鈴加(2)  10:41.56 

ISｼﾞｭﾆｱ ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾅ ﾏﾂｶﾜJAC ﾔﾏｷﾞｼ ｽｽﾞｶ
 7002 仲田 ほの(6)  7112 松澤 綾音(1)

ﾅｶﾀ ﾎﾉ ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾈ
 7008 金子 咲良(5)  7118 座光寺 未来(1)

ｶﾈｺ ｻｸﾗ ｻﾞｺｳｼﾞ ﾐｸ
 7006 松下 朋佳(3)  7113 松村 彩乃(2)

ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓｶ ﾏﾂﾑﾗ ｱﾔﾉ
 3   6 鉢盛中(B)  5121 籏町 佳代(2)  11:36.39  3  10 駒ヶ根東中(B)  5348 所河 二千花(1)  10:46.23 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ﾊﾀﾏﾁ ｶﾖ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｼｮｶﾞﾜ ﾆﾁｶ
 5119 塩原 由夏(2)  5079 花村 菜々子(2)

ｼｵﾊﾗ ﾕｶ ﾊﾅﾑﾗ ﾅﾅｺ
 5359 御子柴 優花(1)  5349 中村 藤子(1)

ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ ﾅｶﾑﾗ ﾄｳｺ
 5361 川井 海帆(1)  5351 小出 裕香(1)

ｶﾜｲ ｶﾎ ｺｲﾃﾞ ﾋﾛｶ
 4   7 開成中  5329 赤羽 純美鈴(2)  11:41.46  4   6 赤穂中  5317 高橋 未来(2)  10:59.68 

ｶｲｾｲﾁｭｳ ｱｶﾊﾈ ｽﾐﾚ ｱｶﾎﾁｭｳ ﾀｶﾊｼ ﾐｸ
 7057 宮澤 実侑紀(1)  4557 水上 茉優(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾕｷ ﾐｽﾞｶﾐ ﾏﾕ
 7055 若林 葉南(2)  5318 竹村 瑞香(2)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ ﾀｹﾑﾗ ﾐｽﾞｶ
 4528 宮林 悠莉(1)  4509 下平 綾子(1)

ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾘ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾔｺ
 5   4 清水中(A)  7171 井上 碧(1)  11:58.12  5   8 鉢盛中(A)  5364 安田 三奈美(1)  11:03.34 

ｼﾐｽﾞﾁｭｳ ｲﾉｳｴ ｱｵｲ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ
 7161 中田 佑香(2)  5365 村上 明日香(1)

ﾅｶﾀ ﾕｳｶ ﾑﾗｶﾐ ｱｽｶ
 7164 太田 もも(2)  5118 倉沢 果歩(2)

ｵｵﾀ ﾓﾓ ｸﾗｻﾜ ｶﾎ
 7167 原 弘子(2)  5329 山川 桃佳(2)

ﾊﾗ ﾋﾛｺ ﾔﾏｶﾜ ﾓﾓｶ
 6  11 腰越JSC(C)  7090 高木 更紗(5)  11:59.16  6   5 小諸東中  5499 山浦 恵梨(1)  11:03.91 

ｺｼｺﾞｴJSC ﾀｶｷﾞ ｻﾗｻ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾔﾏｳﾗ ｴﾘ
 7091 宮本 蘭々(4)  5286 住友 佐耶佳(2)

ﾐﾔﾓﾄ ﾗﾝﾗﾝ ｽﾐﾄﾓ ｻﾔｶ
 7087 諸山 理湖(5)  5383 大塚 美月(2)

ﾓﾘﾔﾏ ﾘｺ ｵｵﾂｶ ﾐﾂﾞｷ
 7084 内掘 果南(3)  5498 佐藤 真由(1)

ｳﾁﾎﾞﾘ ｶﾅ ｻﾄｳ ﾏﾕｳ
 7   2 辰野中  7208 村上 紗世(1)  12:09.79  7   3 下諏訪体協(A)  7040 夏川 優衣(6)  11:15.56 

ﾀﾂﾉﾁｭｳ ﾑﾗｶﾐ ｻﾖ ｼﾓｽﾜﾀｲｷｮｳ ﾅﾂｶﾜ ﾕｲ
 7210 小松 瞳(2)  7043 臼田 彩花(6)

ｺﾏﾂ ﾋﾄﾐ ｳｽﾀﾞ ｻﾔｶ
 7214 桑澤 瑠華(2)  7031 中山 葵泉(6)

ｸﾜｻﾞﾜ ﾙｶ ﾅｶﾔﾏ ｱｵｲ
 7209 小平 紗矢香(1)  7041 臼田 悠花(6)

ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾔｶ ｳｽﾀﾞ ﾕｳｶ
 8  14 穂高東中(A)  7248 高山 幸佳(1)  12:21.09  9  13 豊科北中(B)  5367 木村 凌(1)  11:24.46 

ﾎﾀｶﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾀｶﾔﾏ ｻﾁｶ ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ｷﾑﾗ ﾘｮｳ
 7247 根本 優(1)  5368 臼井 美紅(1)

ﾈﾓﾄ ﾕｳ ｳｽｲ ﾐｸ
 7250 臼井 舞彩(1)  5366 齊藤 静花(1)

ｳｽｲ ﾏｱﾔ ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ
 5432 坪田 怜子(2)  5369 湯本 珠実(1)

ﾂﾎﾞﾀ ﾚｲｺ ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ
 9   8 諏訪FA  7139 藤森 恵弥子(4)  12:22.31 10  14 駒ヶ根東中(C)  5347 下平 美悠(1)  11:31.62 

ｽﾜｴﾌｴｰ ﾌｼﾞﾓﾘ ｴﾐｺ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾐﾕｳ
 7142 小口 満里奈(6)  5083 廣田 奈子(2)

ｵｸﾞﾁ ﾏﾘﾅ ﾋﾛﾀ ﾅｺ
 7143 小口 真由佳(4)  5346 北原 すず那(1)

ｵｸﾞﾁ ﾏﾕｶ ｷﾀﾊﾗ ｽｽﾞﾅ
 7149 伊藤 朱音(4)  5080 樋屋 彩(2)

ｲﾄｳ ｱｶﾈ ﾋｵｸ ｱﾔ

女子

4×800m

決勝



10  12 長峰中  4549 三村 杏佑夏(1)  12:30.37 11   7 清水中(B)  7156 和田 真歩(1)  11:50.65 
ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ﾐﾑﾗ ｱﾕｶ ｼﾐｽﾞﾁｭｳ ﾜﾀﾞ ﾏﾎ

 7234 小林 美紅(1)  7160 的場 優衣(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｸ ﾏﾄﾊﾞ ﾕｲ

 5326 水野 真帆(2)  7165 小祝 あおは(1)
ﾐｽﾞﾉ ﾏﾎ ｺｲﾜｲ ｱｵﾊ

 5325 深井 梨央(2)  7169 茅野 晶(1)
ﾌｶｲ ﾘｵ ﾁﾉ ｱｷ

11   1 明科かけっこ  7261 松原 月歌(4)  12:37.78 12   1 箕輪中  5131 林 知紘(2)  12:09.56 
ｱｶｼﾅｶｯｺ ﾏﾂﾊﾞﾗﾂｷｶ ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ

 7266 安永 友麻(5)  5480 松本 のどか(1)
ﾔｽﾅｶﾞﾕｳﾏ ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾄﾞｶ

 7265 安坂 侑莉菜(5)  5473 稲村 舞(1)
ｱｻｶﾕﾘﾅ ｲﾅﾑﾗ ﾏｲ

 7258 北條 月菜(5)  5471 浅川 未来(1)
ｷﾀｼﾞｮｳﾂｸﾅ ｱｻｶﾜ ﾐｸ

12  13 下諏訪体協(B)  7035 小松 恭子(5)  12:39.57 13  12 上諏訪中  5443 三井 咲良(1)  13:27.27 
ｼﾓｽﾜﾀｲｷｮｳ ｺﾏﾂ ｷｮｳｺ ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ﾐﾂｲ ｻｸﾗ

 7038 佐藤 希美(3)  5440 小林 みずほ(1)
ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞﾎ

 7037 小口 紗弥(3)  5442 長谷川 聖奈(1)
ｵｸﾞﾁ ｻﾔ ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾅ

 7034 上島 実歩(6)  5441 諏訪 春乃(1)
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐﾎ ｽﾜ ﾊﾙﾉ

13  15 腰越JSC(D)  7083 内掘 実咲(5)  12:57.20 
ｺｼｺﾞｴJSC ｳﾁﾎﾞﾘ ﾐｻｷ

 7086 成澤 未来(4)
ﾅﾙｻﾜ ﾐｷ

 7092 久保田 詩乃(3)
ｸﾎﾞﾀ ｳﾀﾉ

 7093 久保田 絢乃(5)
ｸﾎﾞﾀ ｱﾔﾉ



   1 駒ヶ根東中(A)  10:29.32 白川 みほ(2) 宮入 唯(3) 堀内 智加(2) 春日 桃桜(1)   2   1
   2 松川JAC  10:41.56 山岸 鈴加(2) 松澤 綾音(1) 座光寺 未来(1) 松村 彩乃(2)   2   2
   3 駒ヶ根東中(B)  10:46.23 所河 二千花(1) 花村 菜々子(2) 中村 藤子(1) 小出 裕香(1)   2   3
   4 赤穂中  10:59.68 高橋 未来(2) 水上 茉優(1) 竹村 瑞香(2) 下平 綾子(1)   2   4
   5 鉢盛中(A)  11:03.34 安田 三奈美(1) 村上 明日香(1) 倉沢 果歩(2) 山川 桃佳(2)   2   5
   6 小諸東中  11:03.91 山浦 恵梨(1) 住友 佐耶佳(2) 大塚 美月(2) 佐藤 真由(1)   2   6
   7 下諏訪体協(A)  11:15.56 夏川 優衣(6) 臼田 彩花(6) 中山 葵泉(6) 臼田 悠花(6)   2   7
   8 丸子修学館高  11:20.23 小合 沙季(1) 菅沼 真衣(1) 佐々木 梨香(1) 中川 晏(1)   1   1
   9 豊科北中(B)  11:24.46 木村 凌(1) 臼井 美紅(1) 齊藤 静花(1) 湯本 珠実(1)   2   9
  10 駒ヶ根東中(C)  11:31.62 下平 美悠(1) 廣田 奈子(2) 北原 すず那(1) 樋屋 彩(2)   2  10
  11 ISｼﾞｭﾆｱ  11:34.14 瀧澤 優奈(6) 仲田 ほの(6) 金子 咲良(5) 松下 朋佳(3)   1   2
  12 鉢盛中(B)  11:36.39 籏町 佳代(2) 塩原 由夏(2) 御子柴 優花(1) 川井 海帆(1)   1   3
  13 開成中  11:41.46 赤羽 純美鈴(2) 宮澤 実侑紀(1) 若林 葉南(2) 宮林 悠莉(1)   1   4
  14 清水中(B)  11:50.65 和田 真歩(1) 的場 優衣(1) 小祝 あおは(1) 茅野 晶(1)   2  11
  15 清水中(A)  11:58.12 井上 碧(1) 中田 佑香(2) 太田 もも(2) 原 弘子(2)   1   5
  16 腰越JSC(C)  11:59.16 高木 更紗(5) 宮本 蘭々(4) 諸山 理湖(5) 内掘 果南(3)   1   6
  17 箕輪中  12:09.56 林 知紘(2) 松本 のどか(1) 稲村 舞(1) 浅川 未来(1)   2  12
  18 辰野中  12:09.79 村上 紗世(1) 小松 瞳(2) 桑澤 瑠華(2) 小平 紗矢香(1)   1   7
  19 穂高東中(A)  12:21.09 高山 幸佳(1) 根本 優(1) 臼井 舞彩(1) 坪田 怜子(2)   1   8
  20 諏訪FA  12:22.31 藤森 恵弥子(4) 小口 満里奈(6) 小口 真由佳(4) 伊藤 朱音(4)   1   9
  21 長峰中  12:30.37 三村 杏佑夏(1) 小林 美紅(1) 水野 真帆(2) 深井 梨央(2)   1  10
  22 明科かけっこ  12:37.78 松原 月歌(4) 安永 友麻(5) 安坂 侑莉菜(5) 北條 月菜(5)   1  11
  23 下諏訪体協(B)  12:39.57 小松 恭子(5) 佐藤 希美(3) 小口 紗弥(3) 上島 実歩(6)   1  12
  24 腰越JSC(D)  12:57.20 内掘 実咲(5) 成澤 未来(4) 久保田 詩乃(3) 久保田 絢乃(5)   1  13
  25 上諏訪中  13:27.27 三井 咲良(1) 小林 みずほ(1) 長谷川 聖奈(1) 諏訪 春乃(1)   2  13

ｵｰﾀﾞｰ1

女子

4×800m
タイムレース

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



決勝 2月23日 13:35

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 豊科北･明科中  5141 吉江 美季(2)  11:17.52 

ﾄﾖｼﾅｷﾀ･ｱｶｼﾅﾁｭｳ ﾖｼｴ ﾐｷ
 5206 鳥羽 美宇(2)

ﾄﾊﾞ ﾐｳ
 5370 中澤 紫音(1)

ﾅｶｻﾞﾜ ｼｵﾝ
 5371 中澤 夢乃(1)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾕﾒﾉ

ｵｰﾌﾟﾝ女子

4×800m

決勝



決勝 2月23日  9:40

長野県記録(KR)               20:09.02 駒ヶ根東中                   駒ヶ根東中       2009/02/21  
（北原　成美・福沢　志穂・湯澤　ほのか・下島　郁奈）

長野県高校記録(KR)           20:36.67 
長野県中学記録(CR)           20:09.02 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 川中島中(A)  5013 小林 希良莉(3)  19:45.43 

ｶﾜﾅｶｼﾞﾏﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾘ 県新
 7186 中村 智美(3) 県中新

ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ
 4290 新原 徳子(3)

ｼﾝﾊﾞﾗ ﾄｸｺ
 4502 和田 有菜(1)

ﾜﾀﾞ ﾕﾅ
 2   5 駒ヶ根東中(A)  5085 白川 みほ(2)  21:09.59 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｼﾗｶﾜ ﾐﾎ
 4183 宮入 唯(3)

ﾐﾔｲﾘ ﾕｲ
 5345 春日 桃桜(1)

ｶｽｶﾞ ﾓﾓｵ
 5084 堀内 智加(2)

ﾎﾘｳﾁ ﾁｶ
 3   2 川中島中(B)  5014 西本 梨花(2)  21:37.42 

ｶﾜﾅｶｼﾞﾏﾁｭｳ ﾆｼﾓﾄ ﾘｶ
 4500 滝沢 菜絵(1)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｴ
 7192 金守 菜月(1)

ｶﾅﾓﾘ ﾅﾂｷ
 5256 宍戸 萌百伽(2)

ｼｼﾄﾞ ﾓﾓｶ
 4   1 駒ヶ根東中(B)  5348 所河 二千花(1)  22:15.97 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｼｮｶﾞﾜ ﾆﾁｶ
 5349 中村 藤子(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾄｳｺ
 5079 花村 菜々子(2)

ﾊﾅﾑﾗ ﾅﾅｺ
 5351 小出 裕香(1)

ｺｲﾃﾞ ﾋﾛｶ
 5   7 丸子修学館高  1382 菅沼 真衣(1)  23:15.69 

ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝｺｳ ｽｶﾞﾇﾏ ﾏｲ
 1381 小合 沙季(1)

ｵｺﾞｳ ｻｷ
 1397 池田 優子(2)

ｲｹﾀﾞ ﾕｳｺ
 1398 巣山 夏歩(2)

ｽﾔﾏ ﾅﾂﾎ
 6   3 駒ヶ根東中(C)  5347 下平 美悠(1)  23:26.24 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾐﾕｳ
 5082 木下 美波(2)

ｷﾉｼﾀ ﾐﾅﾐ
 5083 廣田 奈子(2)

ﾋﾛﾀ ﾅｺ
 5346 北原 すず那(1)

ｷﾀﾊﾗ ｽｽﾞﾅ

女子

4×1500m

決勝


	4x800
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