
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
(KR:県高新,NR:県新,GR:大会新) 女  子 【競技場】203100  茅野市陸上競技場

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
08/11 女子 長野吉田高     1,44.05 佐久長聖高(B)    1,52.79 飯田風越高     1,56.25 佐久長聖高(A)    2,05.58

4x200m 花岡 里咲(2) 阿部 恵里香(2) 稲垣 汐里(1) 堤   瑛子(3)
小山 綾菜(2) 菊原 麻由奈(2) 吉川 夏鈴(1) 山本 彩恵(1)
内山 成実(3) 箕輪 遥(2) 上澤 美波(1) 甘利 祐子(1)
鈴木 千穂(3) 阿部 真里香(2) 関島 友里佳(1) 高橋  知里(3)

08/11 長野吉田高     2,16.97 佐久長聖高(B)    2,28.07 飯田風越高     2,28.52 佐久長聖高(A)    2,48.84
100m+200m+300m 黒岩 夏都妃(2 NR 箕輪 遥(2) GR 小澤 未菜(2) GR 高橋  知里(3)

鈴木 千穂(3) 阿部 真里香(2) 菅沼 真洸(1) 堤   瑛子(3)
小山 綾菜(2) 阿部 恵里香(2) 西永 梨恵(2) 山本 彩恵(1)
内山 成実(3) 菊原 麻由奈(2) 三石 奈穂(2) 甘利 祐子(1)

08/11 中学女子 鉢盛中(A)     2,27.61 赤穂中(A)     2,29.26 駒ヶ根東中(A)    2,30.33 松川JAC     2,32.41 篠ﾉ井西中(A)    2,32.49 長峰中(A)     2,33.92 鉢盛中(B)     2,37.70 駒ヶ根東中(B)    2,38.08
籏町 佳代(3) 久保村 優衣(1) 柏原 千夏(3) 築島 由理恵(2) 丸田 かおり(3) 宮本 菜央(3) 中村 公香(2) 萩原 美空(2)
御子柴 優花(2) 北原 寧々(2) 北原 咲来(3) 菅沼 美風(2) 坂本 かなた(3) 池田 好(3) 上條 のあ(1) 鰍澤 さやか(3)
安田 三奈美(2) 朝日 りおん(2) 樋屋 彩(3) 熊谷 汐乃(1) 土屋 美咲(3) 高見 李那(3) 川井 海帆(2) 菅沼 萌花(1)
倉沢 果歩(3) 竹村 瑞香(3) 花村 菜々子(3) 宮下 しずく(3) 中村  理彩(3) 北原 由梨(3) 久保田 樺乃(2) 木下 美波(3)

08/11 鉢盛中     4,32.19 駒ヶ根東中(C)    4,33.46 長峰中     4,38.89 赤穂中(A)     4,39.15 赤穂中(B)     4,58.76 駒ヶ根東中(D)    5,01.76 塩尻広陵中(A)    5,08.74 塩尻広陵中(B)    5,18.45
4x400m 高安 結衣(1) 高梨 菜々(2) 北原 由梨(3) 久保村 優衣(1) 小池 桃歌(2) 北原 遥香(3) 廣瀬 由梨奈(3) 樋口 莉緒花(2)

山川 桃佳(3) 中村 花鈴(2) 濵 奏美(1) 松崎 楓奈(1) 鎌倉 夏美(1) 廣田 奈子(3) 小林 若菜(1) 荒井 葵凪(2)
山田 里花(2) 小出 裕香(2) 藤森 萌夏(2) 竹村 瑞香(3) 戸枝 星(1) 井口 由梨(3) 宮本 彩里(3) 渡辺 真礼(2)
蛭田 杏(1) 萩原 美空(2) 高見 李那(3) 朝日 りおん(2) 氣賀澤 柚希(2) 湯澤 和(2) 今井 巴絵(3) 太田 聡恵(1)

08/11 駒ヶ根東中(A)   10,03.13 菅野中(A)    10,12.06 鉢盛中(A)    10,13.16 駒ヶ根東中(B)   10,28.74 飯綱中    10,31.79 赤穂中    10,43.30 松川JAC(A)    10,45.01 鉢盛中    10,55.97
4x800m 堀内 智加(3) 塩原 真悠(3) 村上 明日香(2) 高梨 菜々(2) 中山 杏実(2) 下平 綾子(2) 宮下 しずく(3) 鈴木 紗穏楓(3)

春日 桃桜(2) 曽根ほの翔(2) 古河 雅(2) 花村 菜々子(3) 服田 侑里奈(3) 京澤 夏子(1) 熊谷 有紗(3) 山川 桃佳(3)
所河 二千花(2) 赤羽ゆり華(2) 蛭田 杏(1) 小出 裕香(2) 松井 ひかり(3) 高橋 未来(3) 後藤 萌(3) 田近 亜紀(1)
白川 みほ(3) 矢島 風香(3) 高安 結衣(1) 木下 美波(3) 村松 西夏(3) 竹村 瑞香(3) 小沢 彩夏(3) 山田 里花(2)

100m+200m+300m
+400m



決勝 8月11日 10:35

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   8 長野吉田高   503 花岡 里咲(2)   1,44.05 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ﾊﾅｵｶ ﾘｻ
  501 小山 綾菜(2)

ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ
  500 内山 成実(3)

ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ
  499 鈴木 千穂(3)

ｽｽﾞｷ ﾁﾎ
 2   6 佐久長聖高(B)   275 阿部 恵里香(2)   1,52.79 

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳB ｱﾍﾞ ｴﾘｶ
  269 菊原 麻由奈(2)

ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ
  261 箕輪 遥(2)

ﾐﾉﾜ ﾊﾙｶ
  274 阿部 真里香(2)

ｱﾍﾞ ﾏﾘｶ
 3   7 飯田風越高   616 稲垣 汐里(1)   1,56.25 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｲﾅｶﾞｷ ｼｵﾘ
  613 吉川 夏鈴(1)

ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ
  603 上澤 美波(1)

ｶﾐｻﾜ ﾐﾅﾐ
  614 関島 友里佳(1)

ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ
 4   4 佐久長聖高(A)   265 堤   瑛子(3)   2,05.58 

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳA ﾂﾂﾐ ｴｺ
  267 山本 彩恵(1)

ﾔﾏﾓﾄ ｻｴ
  272 甘利 祐子(1)

ｱﾏﾘ ﾕｳｺ
  268 高橋  知里(3)

ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ
  2 創造学園高

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ 欠場

  3 伊那弥生ヶ丘高(A)
ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳA 欠場

  5 伊那弥生ヶ丘高(B)
ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳB 欠場

女子

4x200m

決勝



決勝 8月11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   7 長野吉田高   502 黒岩 夏都妃(2)   2,16.97 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ｸﾛｲﾜ ﾅﾂｷ 県新
  499 鈴木 千穂(3) 県高校新

ｽｽﾞｷ ﾁﾎ 大会新
  501 小山 綾菜(2)

ｺﾔﾏ ｱﾔﾅ
  500 内山 成実(3)

ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ
 2   5 佐久長聖高(B)   261 箕輪 遥(2)   2,28.07 

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳB ﾐﾉﾜ ﾊﾙｶ 大会新
  274 阿部 真里香(2)

ｱﾍﾞ ﾏﾘｶ
  275 阿部 恵里香(2)

ｱﾍﾞ ｴﾘｶ
  269 菊原 麻由奈(2)

ｷｸﾊﾗ ﾏﾕﾅ
 3   8 飯田風越高   605 小澤 未菜(2)   2,28.52 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ 大会新
  602 菅沼 真洸(1)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
  601 西永 梨恵(2)

ﾆｼﾅｶﾞ ﾘｴ
  607 三石 奈穂(2)

ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ
 4   3 佐久長聖高(A)   268 高橋  知里(3)   2,48.84 

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳA ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ
  265 堤   瑛子(3)

ﾂﾂﾐ ｴｺ
  267 山本 彩恵(1)

ﾔﾏﾓﾄ ｻｴ
  272 甘利 祐子(1)

ｱﾏﾘ ﾕｳｺ
  2 創造学園高

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ 欠場

  4 伊那弥生ヶ丘高(B)
ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳB 欠場

  6 伊那弥生ヶ丘高(A)
ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳA 欠場

女子

100m+200m+300m+400m

決勝



予選 8月11日  9:30
決勝 8月11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   7 駒ヶ根東中(A)   212 柏原 千夏(3)   2,31.90 q  1   5 篠ﾉ井西中(A)   295 丸田 かおり(3)   2,33.14 q

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳA ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾁﾅﾂ ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳA ﾏﾙﾀ ｶｵﾘ
  207 北原 咲来(3)   293 坂本 かなた(3)

ｷﾀﾊﾗ ｻﾗ ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ
  209 樋屋 彩(3)   282 土屋 美咲(3)

ﾋｵｸ ｱﾔ ﾂﾁﾔ ﾐｻｷ
  239 花村 菜々子(3)   286 中村  理彩(3)

ﾊﾅﾑﾗ ﾅﾅｺ ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ
 2   8 軽井沢A&AC   247 土屋 みやび(1)   2,38.86  2   3 松川JAC   307 築島 由理恵(2)   2,37.44 q

ｶﾙｲｻﾞﾜA&AC ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ ﾏﾂｶﾜｼﾞｬｯｸ ﾂｷｼﾏ ﾕﾘｴ
  245 髙橋 うらら(2)   311 菅沼 美風(2)

ﾀｶﾊｼ ｳﾗﾗ ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ
  246 矢澤 瑠佳(2)   323 熊谷 汐乃(1)

ﾔｻﾞﾜ ﾙｶ ｸﾏｶﾞｲ ｼｵﾉ
  248 紫 美海(1)   327 宮下 しずく(3)

ﾑﾗｻｷ ﾐｳ ﾐﾔｼﾀ ｼｽﾞｸ
 3   5 南箕輪中   509 瀬戸 由乃(1)   2,41.31  3   6 鉢盛中(C)   526 清沢 果穂(1)   2,46.74 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳ ｾﾄ ﾕｳﾉ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳC ｷﾖｻﾜ ｶﾎ
  512 吉川 つづり(1)   522 村上 明日香(2)

ｷｯｶﾜ ﾂﾂﾞﾘ ﾑﾗｶﾐ ｱｽｶ
  510 戸田 すみれ(1)   514 鈴木 紗穏楓(3)

ﾄﾀﾞ ｽﾐﾚ ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ
  511 金森 佑奈(1)   537 古河 雅(2)

ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ ﾌﾙｶﾜ ﾐﾔﾋﾞ
 4   2 赤穂中(B)   434 戸枝 星(1)   2,43.27  4   9 飯田高陵中(B)   593 塩澤 花怜(2)   2,50.26 

ｱｶﾎﾁｭｳB ﾄｴﾀﾞ ｱｶﾘ ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳB ｼｵｻﾞﾜ ｶﾚﾝ
  425 倉田 亜美(1)   583 黒川 芹奈(2)

ｸﾗﾀ ｱﾐ ｸﾛｶﾜ ｾﾘﾅ
  431 小池 桃歌(2)   586 近藤 由梨(1)

ｺｲｹ ﾓﾓｶ ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾘ
  416 氣賀澤 柚希(2)   581 篠田 杏奈(2)

ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ ｼﾉﾀﾞ ｱﾝﾅ
 5   4 上諏訪中(A)   354 宮澤 里奈(1)   2,47.97  5   4 伊那東部中(B)    60 向山 弥那(1)   2,51.62 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳA ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘﾅ ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳB ﾑｶｲﾔﾏ ﾐﾅ
  345 諏訪 春乃(2)    49 春日 笑里(2)

ｽﾜ ﾊﾙﾉ ｶｽｶﾞ ｴﾐﾘ
  337 田邉 美森(3)    21 綿貫 あや(1)

ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾓﾘ ﾜﾀﾇｷ ｱﾔ
  350 三井 咲良(2)    20 矢野 妙(1)

ﾐﾂｲ ｻｸﾗ ﾔﾉ ﾀｴ
 6   6 永明中    84 名取 奈々海(2)   2,48.08  6   2 塩尻広陵中(B)   108 太田 聡恵(1)   2,57.54 

ｴｲﾒｲﾁｭｳ ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳB ｵｵﾀ ｻﾄｴ
   79 鈴木 菜々花(1)   106 渡辺 真礼(2)

ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｱﾔ
   86 武村 佳穂(2)   109 松尾 美羽(1)

ﾀｹﾑﾗ ｶﾎ ﾏﾂｵ ﾐｳ
   94 若狭 藍子(1)   116 荒井 葵凪(2)

ﾜｶｻ ｱｲｺ ｱﾗｲ ｷﾅｷﾞ
 7   9 長峰中(C)   481 小平 千佳(1)   2,48.51  7   7 駒ヶ根東中(D)   243 井口 由梨(3)   2,59.43 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳC ｺﾀﾞｲﾗ ﾁｶ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳD ｲｸﾞﾁ ﾕﾘ
  473 西澤 亜優(1)   237 岩崎 みなみ(1)

ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾕ ｲﾜｻｷ ﾐﾅﾐ
  498 伊藤 絵夢(1)   236 宮下 喜久美(1)

ｲﾄｳ ｴﾑ ﾐﾔｼﾀ ｷｸﾐ
  464 濵 奏美(1)   225 小林 紗耶加(1)

ﾊﾏ ｶﾅﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ
 8   3 飯田高陵中(A)   580 小椋 万柚(2)   2,52.18   8 岡谷東部中

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ 欠場
  562 牧内 麗(1)

ﾏｷｳﾁ ﾚｲ
  588 岩崎 芽衣(2)

ｲﾜｻｷ ﾒｲ
  572 竹内 乃亜(2)

ﾀｹｳﾁ ﾉｱ

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   5 鉢盛中(A)   513 籏町 佳代(3)   2,27.43 q  1   3 鉢盛中(B)   521 中村 公香(2)   2,36.48 q

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳA ﾊﾀﾏﾁ ｶﾖ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳB ﾅｶﾑﾗ ｷﾐｶ
  536 御子柴 優花(2)   529 上條 のあ(1)

ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ
  523 倉沢 果歩(3)   524 川井 海帆(2)

ｸﾗｻﾜ ｶﾎ ｶﾜｲ ｶﾎ
  541 安田 三奈美(2)   538 久保田 樺乃(2)

ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ ｸﾎﾞﾀ ｶﾉ
 2   2 駒ヶ根東中(C)   206 北原 遥香(3)   2,43.64  2   7 駒ヶ根東中(B)   213 萩原 美空(2)   2,37.47 q

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳC ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳB ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｸ
  217 長見 京華(1)   238 鰍澤 さやか(3)

ｵｻﾐ ｷｮｳｶ ｶｼﾞｶｻﾞﾜ ｻﾔｶ
  229 小出 千夏(1)   223 菅沼 萌花(1)

ｺｲﾃﾞ ﾁﾅﾂ ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｴｶ
  219 中村 花鈴(2)   204 木下 美波(3)

ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ ｷﾉｼﾀ ﾐﾅﾐ
 3   4 長峰中(B)   479 小林 美紅(2)   2,43.72  3   4 箕輪中(B)   621 矢萩 紀代乃(1)   2,40.40 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳB ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｸ ﾐﾉﾜﾁｭｳB ﾔﾊｷﾞ ｷﾖﾉ
  494 久島 菜々子(2)   645 久保田 梨奈(1)

ｸｼﾏ ﾅﾅｺ ｸﾎﾞﾀ  ﾘﾅ
  476 深江 愛美(2)   641 宮澤 歩(1)

ﾌｶｴ ｱﾐ ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ
  470 藤森 萌夏(2)   635 重盛 朱花(1)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾓｴｶ ｼｹﾞﾓﾘ ｱﾔｶ
 4   7 上諏訪中(B)   338 長谷川 聖奈(2)   2,43.76  4   6 伊那東部中(D)    61 原 嶺夏(2)   2,50.61 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳB ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾅ ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳD ﾊﾗ ﾚｲｶ
  353 後藤 紗希(1)    33 中澤 菜月(2)

ｺﾞﾄｳ ｻｷ ﾅｶｻﾞﾜ ﾅﾂﾞｷ
  358 宮坂 さくら(1)    22 北條 陽香(1)

ﾐﾔｻｶ ｻｸﾗ ﾎｳｼﾞｮｳ ﾊﾙｶ
  359 河原 里紗(3)    36 中山 桜来(2)

ｶﾜﾊﾗ ﾘｻ ﾅｶﾔﾏ ｻｻﾗ
 5   8 下諏訪中   135 吉田 楓(1)   2,45.12  5   2 中野平中   463 角田 希(3)   2,53.06 

ｼﾓｽﾜ ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ ﾅｶﾉﾀﾞｲﾗﾁｭｳ ｶｸﾀ ﾉｿﾞﾐ
  132 中山 葵泉(1)   452 萬年 愛葉(3)

ﾅｶﾔﾏ ｱｵｲ ﾏﾝﾈﾝ ﾔｽﾊ
  137 臼田 彩花(1)   453 白鳥 花純(2)

ｳｽﾀﾞ ｻﾔｶ ｼﾗﾄﾘ ｶｽﾐ
  136 臼田 悠花(1)   455 大野 珠輝(3)

ｳｽﾀﾞ ﾕｳｶ ｵｵﾉ ﾀﾏｷ
 6   3 伊那東部中(A)    54 寺澤 純香(2)   2,49.11  6   8 茅野東部中(A)   156 伊藤 千夏(2)   2,57.13 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ﾃﾗｻﾜ ｽﾐｶ ﾁﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ
   62 原 悠夏(2)   140 柳澤 夏菜子(2)

ﾊﾗ ﾕｳｶ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾅｺ
   26 北原 ゆめみ(2)   150 小澤 来未(2)

ｷﾀﾊﾗ ﾕﾒﾐ ｵｻﾞﾜ ｸﾙﾐ
   50 春日 彩花(2)   151 小林 友貴(2)

ｶｽｶﾞ ｻﾔｶ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ
 7   6 茅野北部中(A)   164 湯田坂 奈々子(2)   2,50.59   5 茅野北部中(B)

ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳA ﾕﾀﾞｻｶ ﾅﾅｺ ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳB 欠場
  163 樋口 香苗(2)

ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ
  162 柳平 麻梨(2)

ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ﾏﾘ
  169 宮坂 奏江(2)

ﾐﾔｻｶ ｶﾅｴ

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   2 長峰中(A)   491 宮本 菜央(3)   2,33.74 q

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳA ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ
  471 池田 好(3)

ｲｹﾀ ﾞｺﾉﾐ
  468 北原 由梨(3)

ｷﾀﾊﾗ ﾕﾘ
  487 高見 李那(3)

ﾀｶﾐ ﾘﾅ
 2   7 赤穂中(A)   438 久保村 優衣(1)   2,37.79 q

ｱｶﾎﾁｭｳA ｸﾎﾞﾑﾗ ﾕｲ
  418 北原 寧々(2)

ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ
  429 松崎 楓奈(1)

ﾏﾂｻﾞｷ ﾌｳﾅ
  420 朝日 りおん(2)

ｱｻﾋ ﾘｵﾝ
 3   6 箕輪中(A)   629 西山 幸花(2)   2,40.40 

ﾐﾉﾜﾁｭｳA ﾆｼﾔﾏ ｻﾁｶ
  640 向山 みなみ(2)

ﾏｶｲﾔﾏ ﾐﾅﾐ
  636 山口 はづき(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾂﾞｷ
  643 宮澤 希(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ
 4   8 篠ﾉ井西中(B)   280 東方 瑠奈(1)   2,45.39 

ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳB ﾄｳﾎﾞｳ ﾙﾅ
  288 斉藤 あやみ(1)

ｻｲﾄｳ ｱﾔﾐ
  291 山岸 思実(2)

ﾔﾏｷﾞｼ ｺﾄﾐ
  290 酒井 彩花(2)

ｻｶｲ ｻﾔｶ
 5   3 伊那東部中(C)    55 山口 なつき(2)   2,59.83 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳC ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ
   67 宮原 美紗(2)

ﾐﾔﾊﾗ ﾐｻ
   44 仁科 柊花(2)

ﾆｼﾅ ｼｭｳｶ
   52 酒井 理帆(2)

ｻｶｲ ﾘﾎ
 6   5 茅野東部中(B)   159 伊藤 結菜(1)   3,00.86 

ﾁﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳB ｲﾄｳ ﾕｲﾅ
  146 田中 里奈(1)

ﾀﾅｶ ﾘﾅ
  147 中村 美音(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾐｵﾝ
  153 橋爪 麻衣(1)

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾏｲ
 7   4 塩尻広陵中(A)   119 宮本 彩里(3)   3,01.31 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔﾘ
  113 今井 巴絵(3)

ｲﾏｲ ﾄﾓｴ
  100 廣瀬 由梨奈(3)

ﾋﾛｾ ﾕﾘﾅ
  104 樋口 莉緒花(2)

ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ

中学女子

100m+200m+300m+400m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 鉢盛中(A)   513 籏町 佳代(3)   2,27.61 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳA ﾊﾀﾏﾁ ｶﾖ
  536 御子柴 優花(2)

ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ
  541 安田 三奈美(2)

ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ
  523 倉沢 果歩(3)

ｸﾗｻﾜ ｶﾎ
 2   1 赤穂中(A)   438 久保村 優衣(1)   2,29.26 

ｱｶﾎﾁｭｳA ｸﾎﾞﾑﾗ ﾕｲ
  418 北原 寧々(2)

ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ
  420 朝日 りおん(2)

ｱｻﾋ ﾘｵﾝ
  423 竹村 瑞香(3)

ﾀｹﾑﾗ ﾐｽﾞｶ
 3   3 駒ヶ根東中(A)   212 柏原 千夏(3)   2,30.33 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳA ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾁﾅﾂ
  207 北原 咲来(3)

ｷﾀﾊﾗ ｻﾗ
  209 樋屋 彩(3)

ﾋｵｸ ｱﾔ
  239 花村 菜々子(3)

ﾊﾅﾑﾗ ﾅﾅｺ
 4   7 松川JAC   307 築島 由理恵(2)   2,32.41 

ﾏﾂｶﾜｼﾞｬｯｸ ﾂｷｼﾏ ﾕﾘｴ
  311 菅沼 美風(2)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ
  323 熊谷 汐乃(1)

ｸﾏｶﾞｲ ｼｵﾉ
  327 宮下 しずく(3)

ﾐﾔｼﾀ ｼｽﾞｸ
 5   5 篠ﾉ井西中(A)   295 丸田 かおり(3)   2,32.49 

ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳA ﾏﾙﾀ ｶｵﾘ
  293 坂本 かなた(3)

ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ
  282 土屋 美咲(3)

ﾂﾁﾔ ﾐｻｷ
  286 中村  理彩(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ
 6   6 長峰中(A)   491 宮本 菜央(3)   2,33.92 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳA ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ
  471 池田 好(3)

ｲｹﾀ ﾞｺﾉﾐ
  487 高見 李那(3)

ﾀｶﾐ ﾘﾅ
  468 北原 由梨(3)

ｷﾀﾊﾗ ﾕﾘ
 7   8 鉢盛中(B)   521 中村 公香(2)   2,37.70 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳB ﾅｶﾑﾗ ｷﾐｶ
  529 上條 のあ(1)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ
  524 川井 海帆(2)

ｶﾜｲ ｶﾎ
  538 久保田 樺乃(2)

ｸﾎﾞﾀ ｶﾉ
 8   2 駒ヶ根東中(B)   213 萩原 美空(2)   2,38.08 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳB ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｸ
  238 鰍澤 さやか(3)

ｶｼﾞｶｻﾞﾜ ｻﾔｶ
  223 菅沼 萌花(1)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｴｶ
  204 木下 美波(3)

ｷﾉｼﾀ ﾐﾅﾐ

中学女子

100m+200m+300m+400m
決勝



決勝 8月11日 10:50

県中新  (TR )     4,08.14
大会新  (GR )     4,19.18
県新    (NR )     3,51.69

[ 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 長峰中   468 北原 由梨(3)   4,38.89  1   3 鉢盛中   535 高安 結衣(1)   4,32.19 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ｷﾀﾊﾗ ﾕﾘ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ﾀｶﾔｽ ﾕｲ
  464 濵 奏美(1)   533 山川 桃佳(3)

ﾊﾏ ｶﾅﾐ ﾔﾏｶﾜ ﾓﾓｶ
  470 藤森 萌夏(2)   532 山田 里花(2)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾓｴｶ ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｶ
  487 高見 李那(3)   517 蛭田 杏(1)

ﾀｶﾐ ﾘﾅ ﾋﾙﾀ ｱﾝ
 2   3 赤穂中(A)   438 久保村 優衣(1)   4,39.15  2   4 駒ヶ根東中(C)   233 高梨 菜々(2)   4,33.46 

ｱｶﾎﾁｭｳA ｸﾎﾞﾑﾗ ﾕｲ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳC ﾀｶﾅｼ ﾅﾅ
  429 松崎 楓奈(1)   219 中村 花鈴(2)

ﾏﾂｻﾞｷ ﾌｳﾅ ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ
  423 竹村 瑞香(3)   228 小出 裕香(2)

ﾀｹﾑﾗ ﾐｽﾞｶ ｺｲﾃﾞ ﾋﾛｶ
  420 朝日 りおん(2)   213 萩原 美空(2)

ｱｻﾋ ﾘｵﾝ ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｸ
 3   5 塩尻広陵中(A)   100 廣瀬 由梨奈(3)   5,08.74  3   6 赤穂中(B)   431 小池 桃歌(2)   4,58.76 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ﾋﾛｾ ﾕﾘﾅ ｱｶﾎﾁｭｳB ｺｲｹ ﾓﾓｶ
  112 小林 若菜(1)   439 鎌倉 夏美(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ ｶﾏｸﾗ ﾅﾂﾐ
  119 宮本 彩里(3)   434 戸枝 星(1)

ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔﾘ ﾄｴﾀﾞ ｱｶﾘ
  113 今井 巴絵(3)   416 氣賀澤 柚希(2)

ｲﾏｲ ﾄﾓｴ ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ
  2 駒ヶ根東中(A)   205 堀内 智加(3)  4   2 駒ヶ根東中(D)   206 北原 遥香(3)   5,01.76 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳA ﾎﾘｳﾁ ﾁｶ 失格 ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳD ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ
  209 樋屋 彩(3)   202 廣田 奈子(3)

ﾋｵｸ ｱﾔ ﾋﾛﾀ ﾅｺ
  207 北原 咲来(3)   243 井口 由梨(3)

ｷﾀﾊﾗ ｻﾗ ｲｸﾞﾁ ﾕﾘ
  232 春日 桃桜(2)   215 湯澤 和(2)

ｶｽｶﾞ ﾓﾓｵ ﾕｻﾞﾜ ﾅｺﾞﾐ
  6 駒ヶ根東中(B)   211 白川 みほ(3)  5   5 塩尻広陵中(B)   104 樋口 莉緒花(2)   5,18.45 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳB ｼﾗｶﾜ ﾐﾎ 失格 ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳB ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ
  231 所河 二千花(2)   116 荒井 葵凪(2)

ｼｮｶﾞﾜ ﾆﾁｶ ｱﾗｲ ｷﾅｷﾞ
  238 鰍澤 さやか(3)   106 渡辺 真礼(2)

ｶｼﾞｶｻﾞﾜ ｻﾔｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｱﾔ
  229 小出 千夏(1)   108 太田 聡恵(1)

ｺｲﾃﾞ ﾁﾅﾂ ｵｵﾀ ｻﾄｴ

   1 鉢盛中   4,32.19 高安 結衣(1) 山川 桃佳(3) 山田 里花(2) 蛭田 杏(1)   2   1
   2 駒ヶ根東中(C)   4,33.46 高梨 菜々(2) 中村 花鈴(2) 小出 裕香(2) 萩原 美空(2)   2   2
   3 長峰中   4,38.89 北原 由梨(3) 濵 奏美(1) 藤森 萌夏(2) 高見 李那(3)   1   1
   4 赤穂中(A)   4,39.15 久保村 優衣(1) 松崎 楓奈(1) 竹村 瑞香(3) 朝日 りおん(2)   1   2
   5 赤穂中(B)   4,58.76 小池 桃歌(2) 鎌倉 夏美(1) 戸枝 星(1) 氣賀澤 柚希(2)   2   3
   6 駒ヶ根東中(D)   5,01.76 北原 遥香(3) 廣田 奈子(3) 井口 由梨(3) 湯澤 和(2)   2   4
   7 塩尻広陵中(A)   5,08.74 廣瀬 由梨奈(3) 小林 若菜(1) 宮本 彩里(3) 今井 巴絵(3)   1   3
   8 塩尻広陵中(B)   5,18.45 樋口 莉緒花(2) 荒井 葵凪(2) 渡辺 真礼(2) 太田 聡恵(1)   2   5

組 順位ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4

中学女子

4x400m              

決勝

タイムレース

順位 所属名 記録



決勝 8月11日 12:35

県中新  (TR )     9,48.98
大会新  (GR )    10,00.20
県新    (NR )     9,37.84

[ 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 菅野中(A)   406 塩原 真悠(3)  10,12.06  1   7 駒ヶ根東中(A)   205 堀内 智加(3)  10,03.13 

ｽｶﾞﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳA ｼｵﾊﾗ ﾏﾕ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳA ﾎﾘｳﾁ ﾁｶ
  396 曽根ほの翔(2)   232 春日 桃桜(2)

ｿﾈ ﾎﾉｶ ｶｽｶﾞ ﾓﾓｵ
  397 赤羽ゆり華(2)   231 所河 二千花(2)

ｱｶﾊﾈ ﾕﾘｶ ｼｮｶﾞﾜ ﾆﾁｶ
  391 矢島 風香(3)   211 白川 みほ(3)

ﾔｼﾞﾏ ﾌｳｶ ｼﾗｶﾜ ﾐﾎ
 2   3 鉢盛中(A)   522 村上 明日香(2)  10,13.16  2   8 赤穂中   441 下平 綾子(2)  10,43.30 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳA ﾑﾗｶﾐ ｱｽｶ ｱｶﾎﾁｭｳ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾔｺ
  537 古河 雅(2)   437 京澤 夏子(1)

ﾌﾙｶﾜ ﾐﾔﾋﾞ ｷｮｳｻﾜ ﾅﾂｺ
  517 蛭田 杏(1)   433 高橋 未来(3)

ﾋﾙﾀ ｱﾝ ﾀｶﾊｼ ﾐｸ
  535 高安 結衣(1)   423 竹村 瑞香(3)

ﾀｶﾔｽ ﾕｲ ﾀｹﾑﾗ ﾐｽﾞｶ
 3   7 駒ヶ根東中(B)   233 高梨 菜々(2)  10,28.74  3   3 松川JAC(A)   327 宮下 しずく(3)  10,45.01 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳB ﾀｶﾅｼ ﾅﾅ ﾏﾂｶﾜｼﾞｬｯｸA ﾐﾔｼﾀ ｼｽﾞｸ
  239 花村 菜々子(3)   322 熊谷 有紗(3)

ﾊﾅﾑﾗ ﾅﾅｺ ｸﾏｶﾞｲ ｱﾘｻ
  228 小出 裕香(2)   320 後藤 萌(3)

ｺｲﾃﾞ ﾋﾛｶ ｺﾞﾄｳ ﾓｴ
  204 木下 美波(3)   317 小沢 彩夏(3)

ｷﾉｼﾀ ﾐﾅﾐ ｵｻﾞﾜ ｱﾔｶ
 4   4 飯綱中   547 中山 杏実(2)  10,31.79  4   6 鉢盛中   514 鈴木 紗穏楓(3)  10,55.97 

ｲｲﾂﾞﾅﾁｭｳ ﾅｶﾔﾏ ｱﾐ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ
  544 服田 侑里奈(3)   533 山川 桃佳(3)

ﾊｯﾀ ﾕﾘﾅ ﾔﾏｶﾜ ﾓﾓｶ
  551 松井 ひかり(3)   519 田近 亜紀(1)

ﾏﾂｲ ﾋｶﾘ ﾀﾁﾞｶ ｱｷ
  549 村松 西夏(3)   532 山田 里花(2)

ﾑﾗﾏﾂ ｾｲｶ ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｶ
 5   6 菅野中(B)   401 柴田 紗来(2)  11,15.91  5   9 駒ヶ根東中(C)   223 菅沼 萌花(1)  11,10.50 

ｽｶﾞﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳB ｼﾊﾞﾀ ｻﾗ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳC ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｴｶ
  400 小林 鈴華(3)   202 廣田 奈子(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞｶ ﾋﾛﾀ ﾅｺ
  392 茂澄穂乃夏(3)   242 下島 梨紗(1)

ﾓｽﾞﾐ ﾎﾉｶ ｼﾓｼﾞﾏ ﾘｻ
  403 岩垂 瀬夏(2)   215 湯澤 和(2)

ｲﾜﾀﾞﾚ ｾﾅ ﾕｻﾞﾜ ﾅｺﾞﾐ
 6   8 松川JAC(B)   319 座光寺 未来(2)  11,32.70  6   2 箕輪中   631 松本 のどか(2)  11,13.23 

ﾏﾂｶﾜｼﾞｬｯｸB ｻﾞｺｳｼﾞ ﾐｸ ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾄﾞｶ
  307 築島 由理恵(2)   649 稲村 舞(2)

ﾂｷｼﾏ ﾕﾘｴ ｲﾅﾑﾗ ﾏｲ
  321 原 彩花(1)   626 唐澤 七瀬(1)

ﾊﾗ ｻﾔｶ ｶﾗｻﾜ ﾅﾅｾ
  313 松村 彩乃(3)   639 高倉 楓花(1)

ﾏﾂﾑﾗ ｱﾔﾉ ﾀｶｸﾗ ﾌｳｶ
 7   9 長峰中   496 賀来 真穂(2)  11,45.11  7   5 伊那東部中(A)    56 山岸 さくら(2)  11,16.83 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ｶﾗｲ ﾏﾎ ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ﾔﾏｷﾞｼ ｻｸﾗ
  484 三村 杏佑夏(2)    57 三澤 茉南(2)

ﾐﾑﾗ ｱﾕｶ ﾐｻﾜ ﾏﾅ
  477 深井 梨央(3)    25 北原 野乃(2)

ﾌｶｲ ﾘｵ ｷﾀﾊﾗ ﾉﾉ
  475 水野 真帆(3)    36 中山 桜来(2)

ﾐｽﾞﾉ ﾏﾎ ﾅｶﾔﾏ ｻｻﾗ
 8   1 駒ヶ根東中(D)   229 小出 千夏(1)  12,01.86  8   1 菅野中(C)   398 青木美桜那(3)  11,39.01 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳD ｺｲﾃﾞ ﾁﾅﾂ ｽｶﾞﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳC ｱｵｷ ﾐｵﾅ
  217 長見 京華(1)   394 池田 美砂紀(1)

ｵｻﾐ ｷｮｳｶ ｲｹﾀﾞ ﾐｻｷ
  225 小林 紗耶加(1)   402 原田 千鶴(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ ﾊﾗﾀﾞ ﾁﾂﾞﾙ
  236 宮下 喜久美(1)   399 小林 侑生(2)

ﾐﾔｼﾀ ｷｸﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ
 9   5 伊那東部中(B)    47 春日 莉杏(1)  12,04.47  9   4 飯田高陵中   573 池田 恭子(1)  11,57.01 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳB ｶｽｶﾞ ﾘｺ ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｲｹﾀﾞ ｷｮｳｺ
   67 宮原 美紗(2)   571 竹内 美空(3)

ﾐﾔﾊﾗ ﾐｻ ﾀｹｳﾁ ﾐｸ
   69 越崎 貴咲(1)   563 北原 沙希(1)

ｺｼｻﾞｷ ﾀｶﾐ ｷﾀﾊﾗ ｻｷ
   66 宮原 萌里(1)   578 小國 真穂(1)

ﾐﾔﾊﾗ ﾓｴﾘ ｵｸﾆ ﾏﾎ

中学女子

4x800m              

決勝



   1 駒ヶ根東中(A)  10,03.13 堀内 智加(3) 春日 桃桜(2) 所河 二千花(2) 白川 みほ(3)   2   1
   2 菅野中(A)  10,12.06 塩原 真悠(3) 曽根ほの翔(2) 赤羽ゆり華(2) 矢島 風香(3)   1   1
   3 鉢盛中(A)  10,13.16 村上 明日香(2) 古河 雅(2) 蛭田 杏(1) 高安 結衣(1)   1   2
   4 駒ヶ根東中(B)  10,28.74 高梨 菜々(2) 花村 菜々子(3) 小出 裕香(2) 木下 美波(3)   1   3
   5 飯綱中  10,31.79 中山 杏実(2) 服田 侑里奈(3) 松井 ひかり(3) 村松 西夏(3)   1   4
   6 赤穂中  10,43.30 下平 綾子(2) 京澤 夏子(1) 高橋 未来(3) 竹村 瑞香(3)   2   2
   7 松川JAC(A)  10,45.01 宮下 しずく(3) 熊谷 有紗(3) 後藤 萌(3) 小沢 彩夏(3)   2   3
   8 鉢盛中  10,55.97 鈴木 紗穏楓(3) 山川 桃佳(3) 田近 亜紀(1) 山田 里花(2)   2   4
   9 駒ヶ根東中(C)  11,10.50 菅沼 萌花(1) 廣田 奈子(3) 下島 梨紗(1) 湯澤 和(2)   2   5
  10 箕輪中  11,13.23 松本 のどか(2) 稲村 舞(2) 唐澤 七瀬(1) 高倉 楓花(1)   2   6
  11 菅野中(B)  11,15.91 柴田 紗来(2) 小林 鈴華(3) 茂澄穂乃夏(3) 岩垂 瀬夏(2)   1   5
  12 伊那東部中(A)  11,16.83 山岸 さくら(2) 三澤 茉南(2) 北原 野乃(2) 中山 桜来(2)   2   7
  13 松川JAC(B)  11,32.70 座光寺 未来(2) 築島 由理恵(2) 原 彩花(1) 松村 彩乃(3)   1   6
  14 菅野中(C)  11,39.01 青木美桜那(3) 池田 美砂紀(1) 原田 千鶴(1) 小林 侑生(2)   2   8
  15 長峰中  11,45.11 賀来 真穂(2) 三村 杏佑夏(2) 深井 梨央(3) 水野 真帆(3)   1   7
  16 飯田高陵中  11,57.01 池田 恭子(1) 竹内 美空(3) 北原 沙希(1) 小國 真穂(1)   2   9
  17 駒ヶ根東中(D)  12,01.86 小出 千夏(1) 長見 京華(1) 小林 紗耶加(1) 宮下 喜久美(1)   1   8
  18 伊那東部中(B)  12,04.47 春日 莉杏(1) 宮原 美紗(2) 越崎 貴咲(1) 宮原 萌里(1)   1   9

備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2

中学女子

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

4x800m              
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録
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