
第３１回  信州リレー競技大会 

公 式 記 録 

（競技会コード：15200519） 

 

 

 主 催：長野陸上競技協会  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  

       （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 

 主 管：諏訪陸上競技協会 

 期 日：平成２７年 ８月９日（日）  

会 場：茅野市運動公園陸上競技場（競技場コード：203100） 

審判長：小口 眞喜也  記録主任：中島 公徳 

 

 

■この大会で樹立された記録 

項目 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ チーム名 オーダー(学年) 所属 記録 従来の記録 

大会新 中学女子 

4×400mR 

決勝 鉢盛中 上條 のあ(3) 

高安 結衣(3) 

蛭田 杏(3) 

中村 朱里(3) 

鉢盛中 4分14秒70 4分19秒18 

大会新 中学男子 

4×100mR 

決勝 茅野北部中Ａ 阿部 勇希(2) 

原田 恒太朗(2) 

宮坂 空(3) 

門脇 大(3) 

茅野北部中 45秒31 45秒64 

県中新 

大会新 

中学女子 

100m+200m 

+300m+400m 

決勝 豊科北中 下里 あかり(3) 

深澤 由惟(3) 

齊藤 雅(3) 

小林 叶音(3) 

豊科北中 2分23秒55 ※県中学記録 

2分26秒64 

※大会記録 

2分26秒96 

 

■グランドコンディション 

時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速 

9:00 晴れ 28.0 55.0 北 2.2 

10:00 晴れ 30.0 47.0 南南西 1.7 

11:00 晴れ 30.8 47.0 南南西 2.1 

12:00 晴れ 30.5 47.0 西 0.2 

13:00 晴れ 31.3 45.0 東北東 1.0 

14:00 晴れ 31.4 39.0 東南東 1.6 

15:00 晴れ 31.0 39.0 西南西 1.6 
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決勝記録一覧表
(JR:県中学新,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 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
08/09 女子 上田西高     1,57.71

4x200m 白石 舞(1)
内田 梨湖(1)
田中 祐里(2)
高橋 うらら(1)

08/09 岩村田高     2,31.68 上田西高     2,33.78
100m+200m+300m 土屋 かなめ(1) 内田 梨湖(1)

鈴木 香琳(1) 高橋 うらら(1)
松田 華歩(1) 白石 舞(1)
渡辺 恵衣(2) 田中 祐里(2)

08/09 中学女子 信濃中A       52.31 豊科北中A       54.07 鉢盛中       54.52 箕輪中A       54.65 野沢中A       54.82 駒ヶ根東中       54.82 豊科北中B       55.23 赤穂中B       55.24
4x100m 山岸 萌香(2) 小澤 美祐(2) 塩原 琴葉(2) 加藤 ほのか(2) 小泉 優花(1) 竹村 彩也香(1) 木村 実夢(1) 森脇 涼羽(1)

加藤 依蕗(3) 笠原 萌愛(2) 野口 沙彩(2) 林 知世(2) 原野 茉優(2) 原 花織(2) 金澤 実佑(1) 唐澤 純夏(2)
吉村 萌湧(3) 望月 彩加(2) 倉沢 真奈(2) 小山 礼華(2) 三浦 元海(2) 菅沼 萌香(3) 宮澤 乃愛(1) 小倉 心音(2)
永原 朱夏(3) 真野 ひな帆(2) 塙 茜音(2) 加藤 こころ(2) 坂根 樺音(1) 小林 紗耶加(3) 津幡 祐衣(1) 氣賀澤 杏香(1)

08/09 豊科北中     2,23.55 箕輪中     2,29.99 駒ヶ根東中     2,38.04 鉢盛中A     2,39.26 信濃中A     2,40.82 諏訪西中     2,41.24 長野東部A     2,41.39 茅野北部中     2,42.15
100m+200m+300m 下里 あかり(3 JR 加藤 ほのか(2) 戸枝 恵依(1) 野口 沙彩(2) 吉村 萌湧(3) 小山 涼菜(1) 武内 美南(2) 山名 桃歌(3)

深澤 由惟(3) GR 久保田 梨奈(3) 竹村 彩也香(1) 倉沢 真奈(2) 永原 朱夏(3) 橋本 花甫(1) 荒井 未来(2) 天野 悠美(3)
齊藤 雅(3) 宮澤 歩(3) 小林 紗耶加(3) 北村 優月(2) 山岸 萌香(2) 伊藤 桃香(1) 寺島 玲雅(2) 橋本 果菜(3)
小林 叶音(3) 林 知世(2) 菅沼 萌香(3) 塙 茜音(2) 外谷 桐子(2) 宮下綺実(1) 小池 日夏里(2) 川端 彩未(2)

08/09 鉢盛中     4,14.70 浅間中     4,35.01 赤穂中     4,41.49 長野東部A     4,43.62 飯綱中     4,44.04 辰野中     4,52.72
4x400m 上條 のあ(3) GR 靑木 涼香(2) 稲垣 和奏(2) 中島 伸子(3) 矢野 和(3) 瀬戸 郁美(1)

高安 結衣(3) 荒井 奈々実(2) 酒井 萌々香(1) 山﨑 心優(3) 岩村 有紀(2) 宮澤 ゆめみ(2)
蛭田 杏(3) 土屋 うらら(2) 木下 利奈(1) 島田 弥玲(3) 上野 多恵(2) 柘植 菜々子(3)
中村 朱里(3) 中山 琉那(2) 高橋 凜(2) 井上 愛美(2) 土屋 槻里子(2) 宮澤 紅葉(2)

08/09 鉢盛中A    10,00.61 駒ヶ根東中A    10,21.68 戸倉上山田中A   10,25.64 戸倉上山田中B   10,37.00 赤穂中    10,42.24 箕輪中A    11,02.86 駒ヶ根東中B    11,11.86 中野平中    11,12.85
4x800m 上條 のあ(3) 長見 京華(3) 和田 美紗妃(2) 高野 桜楽(2) 稲垣 和奏(2) 佐藤 京都(1) 瀧村 彩音(2) 吉原 凜花(2)

蛭田 杏(3) 小出 千夏(3) 中村 彩月(3) 森 琴音(2) 酒井 萌々香(1) 有賀 由紀恵(2) 小林 香絵(1) 佐藤 菜乃和(1)
田近 亜紀(3) 宮下 喜久美(3) 竹内 ほのか(2) 青木 希実(3) 木下 利奈(1) 中林 知紗(3) 上村 蓮花(2) 野田 越百(2)
高安 結衣(3) 下島 梨紗(3) 山口 紗季(3) 翠川 由理佳(2) 高橋 凜(2) 唐澤 七瀬(3) 清水 里彩子(2) 北澤 向日葵(2)



決勝 8月9日 11:20

県新    (PR )       47.82
県中新  (JR )       48.17
大会新  (GR )       51.83

[ 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 箕輪中A  8022 加藤 ほのか(2)     54.65  1   2 箕輪中B  8024 北原 きらら(2)     56.23 

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ｶﾄｳ ﾎﾉｶ ﾐﾉﾜﾁｭｳ ｷﾀﾊﾗ ｷﾗﾗ
 8018 林 知世(2)  7990 宮澤 佳蓮(1)

ﾊﾔｼ ﾁｾ ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾚﾝ
 8017 小山 礼華(2)  8020 今井 歌乃(2)

ｺﾔﾏ ｱﾔｶ ｲﾏｲ ｶﾉ
 8023 加藤 こころ(2)  8019 木村 果蓮(2)

ｶﾄｳ ｺｺﾛ ｷﾑﾗ ｶﾚﾝ
 2   2 赤穂中B  8245 森脇 涼羽(1)     55.24  2   7 信濃中B  5210 中山 優菜(1)     56.58 

ｱｶﾎﾁｭｳ ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ ｼﾅﾉﾁｭｳ ﾅｶﾔﾏ ﾕﾅ
 8233 唐澤 純夏(2)  5211 原山 結衣(1)

ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ ﾊﾗﾔﾏ ﾕｲ
 8240 小倉 心音(2)  5212 加藤 緋梨(1)

ｶﾄｳ ｱｶﾘ
 8220 氣賀澤 杏香(1)  5213 永原 可那(1)

ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ ﾅｶﾞﾊﾗ ｶﾅ
 3   3 茅野北部中  7821 荒井 悠妃(3)     57.33  3   3 長野東部B  5490 神頭 那奈(2)     58.93 

ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ｱﾗｲ ﾕｳｷ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ｺｳｽﾞ ﾅﾅ
 7822 橋本 果菜(3)  5501 山田 佳奈(2)

ﾊｼﾓﾄ ｶﾅ ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ
 7827 山名 桃歌(3)  5493 武田 真奈(2)

ﾔﾏﾅ ﾓﾓｶ ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅ
 7823 天野 悠美(3)  5499 布利幡 祐美(2)

ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ ﾌﾘﾊﾀ ﾕｳﾐ
 4   5 赤穂中A  8243 眞田 華香(1)     58.81  4   8 箕輪中C  7992 上田 美海(1)     59.48 

ｱｶﾎﾁｭｳ ｻﾅﾀﾞ ﾊﾅｶ ﾐﾉﾜﾁｭｳ ｳｴﾀﾞ ﾐｳ
 8221 鈴木 夏知花(1)  8013 赤羽 稀帆(2)

ｽｽﾞｷ ﾅﾁｶ ｱｶﾊﾈ ｷﾎ
 8236 中嶋 杏彩(2)  8025 若林 咲理菜(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾘﾅ
 8238 高橋 凜(2)  8011 垣内 鈴(2)

ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ ｶｷｳﾁ ﾚｲ
 5   4 長野東部D  5482 吉原 紗英(1)     59.11  5   5 長野東部C  5478 保科 真歩(1)     59.77 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ﾖｼﾊﾗ ｻｴ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ﾎｼﾅ ﾏﾎ
 5472 佐藤 あいり(1)  5483 米澤 笑美(1)

ｻﾄｳ ｱｲﾘ ﾖﾈｻﾞﾜ ｴﾐ
 5471 小林 茉友香(1)  5491 進藤 真心(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕｶ ｼﾝﾄﾞｳ ﾏｺ
 5477 廣瀬 文香(1)  5497 名柄 香里(2)

ﾋﾛｾ ﾌﾐｶ ﾅｶﾞﾗ ｶｵﾘ
 6   7 赤穂中C  8248 春日 如乃(1)   1,00.06   4 飯綱中B  5200 上野 多恵(2)

ｱｶﾎﾁｭｳ ｶｽｶﾞ ﾕｷﾉ ｲｲﾂﾞﾅﾁｭｳ ｳｴﾉ ﾀｴ 失格
 8239 小池 美月(2)  5204 杉山 琴音(2) R1(1-2)

ｺｲｹ ﾐﾂﾞｷ ｽｷﾞﾔﾏ ｺﾄﾈ
 8249 熊谷 真歩(1)  5201 大川 郁未(1)

ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾎ ｵｵｶﾜ ｲｸﾐ
 8234 鈴木 舞夏(2)  5207 滝沢 有彩(1)

ｽｽﾞｷ ﾏﾅ ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾘｻ
  8 長野東部E   6 飯綱中A

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ 欠場 ｲｲﾂﾞﾅﾁｭｳ 欠場

中学女子

4x100m              

決勝



[ 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 長野東部A  5492 武内 美南(2)     55.57  1   5 信濃中A  5247 山岸 萌香(2)     52.31 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ﾀｹｳﾁ ﾐﾅﾐ ｼﾅﾉﾁｭｳ ﾔﾏｷﾞｼ ﾓｴｶ
 5487 荒井 未来(2)  5243 加藤 依蕗(3)

ｱﾗｲ ﾐｷ ｶﾄｳ ｲﾌﾞｷ
 5495 寺島 玲雅(2)  5241 吉村 萌湧(3)

ﾃﾗｼﾏ ﾚｲｶﾞ ﾖｼﾑﾗ ﾓﾕ
 5489 小池 日夏里(2)  5244 永原 朱夏(3)

ｺｲｹ ﾋｶﾘ ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ
 2   3 中野平中  5109 綿貫 寧(1)     55.61  2   4 豊科北中A  6650 小澤 美祐(2)     54.07 

ﾅｶﾉﾀﾞｲﾗ ﾜﾀﾇｷ ﾈｲ ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ｵｻﾞﾜ ﾐﾕ
 5125 宮川 志歩(2)  6651 笠原 萌愛(2)

ﾐﾔｶﾞﾜ ｼﾎ ｶｻﾊﾗ ﾓｴ
 5106 浅沼 志苑(1)  6654 望月 彩加(2)

ｱｻﾇﾏ ｼｵﾝ ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾔｶ
 5126 諌山 ありさ(2)  6653 真野 ひな帆(2)

ｲｻﾔﾏ ｱﾘｻ ﾏﾉ ﾋﾅﾎ
 3   2 辰野中A  7974 中村 純子(2)     58.07  3   6 鉢盛中  7434 塩原 琴葉(2)     54.52 

ﾀﾂﾉﾁｭｳ ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｼｵﾊﾗ ｺﾄﾊ
 7975 村上 晴香(2)  7439 野口 沙彩(2)

ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｶ ﾉｸﾞﾁ ｻｱﾔ
 7970 中村 凜(2)  7436 倉沢 真奈(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾘﾝ ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ
 7977 荒木 美海(2)  7440 塙 茜音(2)

ｱﾗｷ ﾐｳ ﾊﾅﾜ ｱｶﾈ
 4   4 永明中  9000 五味 美羽(2)     58.57  4   7 野沢中A  4084 小泉 優花(1)     54.82 

ｴｲﾒｲﾁｭｳ ｺﾞﾐ ﾐｳ ﾉｻﾞﾜﾁｭｳ ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳｶ
 9005 飯島 菜津美(1)  4079 原野 茉優(2)

ｲｲｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ ﾊﾗﾉ ﾏﾕ
 9002 山田 茉優(1)  4080 三浦 元海(2)

ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ
 9004 藤森 美帆(2)  4087 坂根 樺音(1)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾎ ｻｶﾈ ｶﾉﾝ
 5   6 野沢中B  4083 池田 奈央(1)   1,00.02  5   3 駒ヶ根東中  8253 竹村 彩也香(1)     54.82 

ﾉｻﾞﾜﾁｭｳ ｲｹﾀﾞ ﾅｵ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼ ﾀｹﾑﾗ ｻﾔｶ
 4078 林 実玲(2)  8272 原 花織(2)

ﾊﾔｼ ﾐﾚｲ ﾊﾗ ｶｵﾘ
 4086 今野 瑠奈(1)  8262 菅沼 萌香(3)

ｺﾝﾉ ﾙﾅ ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｴｶ
 4088 西澤 咲花(1)  8261 小林 紗耶加(3)

ﾆｼｻﾞﾜ ｻｸﾗ ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ
 6   7 辰野中B  7982 平出 雅(1)   1,01.17  6   2 豊科北中B  6636 木村 実夢(1)     55.23 

ﾀﾂﾉﾁｭｳ ﾋﾗｲﾃﾞ ﾐﾔﾋﾞ ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ｷﾑﾗ ﾐﾕﾒ
 7984 溝尾 茉優(1)  6635 金澤 実佑(1)

ﾐｿﾞｵ ﾏﾕ ｶﾅｻﾞﾜ ﾐﾕ
 7978 北原 果林(2)  6632 宮澤 乃愛(1)

ｷﾀﾊﾗ ｶﾘﾝ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｱ
 7980 長田 鼓美(1)  6630 津幡 祐衣(1)

ｵｻﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ ﾂﾊﾞﾀ ﾕｲ

中学女子

4x100m              



   1 信濃中A     52.31 山岸 萌香(2) 加藤 依蕗(3) 吉村 萌湧(3) 永原 朱夏(3)   4   1
   2 豊科北中A     54.07 小澤 美祐(2) 笠原 萌愛(2) 望月 彩加(2) 真野 ひな帆(2)   4   2
   3 鉢盛中     54.52 塩原 琴葉(2) 野口 沙彩(2) 倉沢 真奈(2) 塙 茜音(2)   4   3
   4 箕輪中A     54.65 加藤 ほのか(2) 林 知世(2) 小山 礼華(2) 加藤 こころ(2)   1   1
   5 野沢中A     54.82 小泉 優花(1) 原野 茉優(2) 三浦 元海(2) 坂根 樺音(1)   4   4
   5 駒ヶ根東中     54.82 竹村 彩也香(1) 原 花織(2) 菅沼 萌香(3) 小林 紗耶加(3)   4   5
   7 豊科北中B     55.23 木村 実夢(1) 金澤 実佑(1) 宮澤 乃愛(1) 津幡 祐衣(1)   4   6
   8 赤穂中B     55.24 森脇 涼羽(1) 唐澤 純夏(2) 小倉 心音(2) 氣賀澤 杏香(1)   1   2
   9 長野東部A     55.57 武内 美南(2) 荒井 未来(2) 寺島 玲雅(2) 小池 日夏里(2)   3   1
  10 中野平中     55.61 綿貫 寧(1) 宮川 志歩(2) 浅沼 志苑(1) 諌山 ありさ(2)   3   2
  11 箕輪中B     56.23 北原 きらら(2) 宮澤 佳蓮(1) 今井 歌乃(2) 木村 果蓮(2)   2   1
  12 信濃中B     56.58 中山 優菜(1) 原山 結衣(1) 加藤 緋梨(1) 永原 可那(1)   2   2
  13 茅野北部中     57.33 荒井 悠妃(3) 橋本 果菜(3) 山名 桃歌(3) 天野 悠美(3)   1   3
  14 辰野中A     58.07 中村 純子(2) 村上 晴香(2) 中村 凜(2) 荒木 美海(2)   3   3
  15 永明中     58.57 五味 美羽(2) 飯島 菜津美(1) 山田 茉優(1) 藤森 美帆(2)   3   4
  16 赤穂中A     58.81 眞田 華香(1) 鈴木 夏知花(1) 中嶋 杏彩(2) 高橋 凜(2)   1   4
  17 長野東部B     58.93 神頭 那奈(2) 山田 佳奈(2) 武田 真奈(2) 布利幡 祐美(2)   2   3
  18 長野東部D     59.11 吉原 紗英(1) 佐藤 あいり(1) 小林 茉友香(1) 廣瀬 文香(1)   1   5
  19 箕輪中C     59.48 上田 美海(1) 赤羽 稀帆(2) 若林 咲理菜(2) 垣内 鈴(2)   2   4
  20 長野東部C     59.77 保科 真歩(1) 米澤 笑美(1) 進藤 真心(2) 名柄 香里(2)   2   5
  21 野沢中B   1,00.02 池田 奈央(1) 林 実玲(2) 今野 瑠奈(1) 西澤 咲花(1)   3   5
  22 赤穂中C   1,00.06 春日 如乃(1) 小池 美月(2) 熊谷 真歩(1) 鈴木 舞夏(2)   1   6
  23 辰野中B   1,01.17 平出 雅(1) 溝尾 茉優(1) 北原 果林(2) 長田 鼓美(1)   3   6

記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

中学女子

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4

4x100m              
タイムレース

順位 所属名 都道府県



決勝 8月9日  9:40

県新    (PR )     1,42.87
県高校新(HR )     1,43.22
大会新  (GR )     1,48.60

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 上田西高  1536 白石 舞(1)   1,57.71 

ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ｼﾗｲｼ  ﾏｲ
 1540 内田 梨湖(1)

ｳﾁﾀﾞ  ﾘｺ
 1537 田中 祐里(2)

ﾀﾅｶ  ﾕｳﾘ
 1535 高橋 うらら(1)

ﾀｶﾊｼ ｳﾗﾗ

女子

4x200m              

決勝



決勝 8月9日 14:10

県新    (PR )     2,16.97
大会新  (GR )     2,16.97

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 岩村田高  1270 土屋 かなめ(1)   2,31.68 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ
 1272 鈴木 香琳(1)

ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ
 1271 松田 華歩(1)

ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ
 1266 渡辺 恵衣(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｲ
 2   2 上田西高  1540 内田 梨湖(1)   2,33.78 

ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ｳﾁﾀﾞ  ﾘｺ
 1535 高橋 うらら(1)

ﾀｶﾊｼ ｳﾗﾗ
 1536 白石 舞(1)

ｼﾗｲｼ  ﾏｲ
 1537 田中 祐里(2)

ﾀﾅｶ  ﾕｳﾘ
  3 丸子修学館高

ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝｺｳ 欠場

女子

100m+200m+300m+400  

決勝



決勝 8月9日 13:40

県新    (PR )     2,16.97
県中学新(JR )     2,26.64
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 箕輪中  8022 加藤 ほのか(2)   2,29.99  1   4 諏訪西中  7748 小山 涼菜(1)   2,41.24 

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ｶﾄｳ ﾎﾉｶ ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ｺﾔﾏ ﾘｮｳﾅ
 8009 久保田 梨奈(3)  7754 橋本 花甫(1)

ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ
 8010 宮澤 歩(3)  7753 伊藤 桃香(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ ｲﾄｳ ﾓﾓｶ
 8018 林 知世(2)  7749 宮下綺実(1)

ﾊﾔｼ ﾁｾ ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ
 2   5 信濃中A  5241 吉村 萌湧(3)   2,40.82  2   8 茅野北部中  7827 山名 桃歌(3)   2,42.15 

ｼﾅﾉﾁｭｳ ﾖｼﾑﾗ ﾓﾕ ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ﾔﾏﾅ ﾓﾓｶ
 5244 永原 朱夏(3)  7823 天野 悠美(3)

ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ
 5247 山岸 萌香(2)  7822 橋本 果菜(3)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾓｴｶ ﾊｼﾓﾄ ｶﾅ
 5246 外谷 桐子(2)  7831 川端 彩未(2)

ﾄﾔ ｷﾘｺ ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾐ
 3   3 浅間中  4138 靑木 涼香(2)   2,42.66  3   5 長野東部B  5490 神頭 那奈(2)   2,44.26 

ｱｻﾏﾁｭｳ ｱｵｷ ｽｽﾞｶ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ｺｳｽﾞ ﾅﾅ
 4139 荒井 奈々実(2)  5501 山田 佳奈(2)

ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ
 4141 土屋 うらら(2)  5493 武田 真奈(2)

ﾂﾁﾔ ｳﾗﾗ ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅ
 4142 中山 琉那(2)  5499 布利幡 祐美(2)

ﾅｶﾔﾏ ﾙﾅ ﾌﾘﾊﾀ ﾕｳﾐ
 4   7 赤穂中B  8246 青田 梨世(1)   2,44.01  4   7 長野東部C  5478 保科 真歩(1)   2,48.62 

ｱｶﾎﾁｭｳ ｱｵﾀ ﾘｾ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ﾎｼﾅ ﾏﾎ
 8220 氣賀澤 杏香(1)  5483 米澤 笑美(1)

ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ ﾖﾈｻﾞﾜ ｴﾐ
 8233 唐澤 純夏(2)  5491 進藤 真心(2)

ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ ｼﾝﾄﾞｳ ﾏｺ
 8240 小倉 心音(2)  5497 名柄 香里(2)

ﾅｶﾞﾗ ｶｵﾘ
 5   8 赤穂中A  8248 春日 如乃(1)   2,49.96  5   6 鉢盛中B  7443 河東 優羽(1)   2,54.19 

ｱｶﾎﾁｭｳ ｶｽｶﾞ ﾕｷﾉ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｶﾜﾄｳ ﾕｳ
 8242 木下 愛梨(1)  7446 中沢 裕美(1)

ｷﾉｼﾀ ｱｲﾘ ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ
 8243 眞田 華香(1)  7445 上條 美結(1)

ｻﾅﾀﾞ ﾊﾅｶ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐﾕ
 8236 中嶋 杏彩(2)  7444 平谷 爽葉(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ ﾋﾗﾔ ｻﾔﾊ
 6   4 信濃中B  5212 加藤 緋梨(1)   2,50.98  6   2 長峰中  7860 伊藤 朱里(1)   2,59.72 

ｼﾅﾉﾁｭｳ ｶﾄｳ ｱｶﾘ ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ｲﾄｳ ｱｶﾘ
 5211 原山 結衣(1)  7862 竹村 日向(1)

ﾊﾗﾔﾏ ﾕｲ ﾀｹﾑﾗ ﾋﾅﾀ
 5213 永原 可那(1)  7861 鷲尾 和乃佳(1)

ﾅｶﾞﾊﾗ ｶﾅ ﾜｼｵ ﾉﾉｶ
 5210 中山 優菜(1)  7866 松木 心鐘(1)

ﾅｶﾔﾏ ﾕﾅ ﾏﾂｷ ｺｺﾈ
 7   2 長峰中(B)  7851 帯川 海緒(2)   2,51.00  7   3 赤穂中C  8234 鈴木 舞夏(2)   3,01.61 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳB ｵﾋﾞｶﾜ ﾐｵ ｱｶﾎﾁｭｳ ｽｽﾞｷ ﾏﾅ
 7849 伊藤 絵夢(3)  8221 鈴木 夏知花(1)

ｲﾄｳ ｴﾑ ｽｽﾞｷ ﾅﾁｶ
 7856 原田 芽依(2)  8239 小池 美月(2)

ﾊﾗﾀﾞ ﾒｲ ｺｲｹ ﾐﾂﾞｷ
 7855 原田 陽菜(2)  8249 熊谷 真歩(1)

ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾎ

中学女子

100m+200m+300m+400  

決勝



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 豊科北中  6645 下里 あかり(3)   2,23.55 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ｼﾓｻﾄ ｱｶﾘ 県中学新
 6643 深澤 由惟(3) 大会新

ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ
 6642 齊藤 雅(3)

ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ
 6641 小林 叶音(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ
 2   7 駒ヶ根東中  8257 戸枝 恵依(1)   2,38.04 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼ ﾄｴﾀﾞ ｹｲ
 8253 竹村 彩也香(1)

ﾀｹﾑﾗ ｻﾔｶ
 8261 小林 紗耶加(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ
 8262 菅沼 萌香(3)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｴｶ
 3   4 鉢盛中A  7439 野口 沙彩(2)   2,39.26 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ﾉｸﾞﾁ ｻｱﾔ
 7436 倉沢 真奈(2)

ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ
 7438 北村 優月(2)

ｷﾀﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ
 7440 塙 茜音(2)

ﾊﾅﾜ ｱｶﾈ
 4   3 長野東部A  5492 武内 美南(2)   2,41.39 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ﾀｹｳﾁ ﾐﾅﾐ
 5487 荒井 未来(2)

ｱﾗｲ ﾐｷ
 5495 寺島 玲雅(2)

ﾃﾗｼﾏ ﾚｲｶﾞ
 5489 小池 日夏里(2)

ｺｲｹ ﾋｶﾘ
 5   6 野沢中A  4086 今野 瑠奈(1)   2,44.02 

ﾉｻﾞﾜﾁｭｳ ｺﾝﾉ ﾙﾅ
 4078 林 実玲(2)

ﾊﾔｼ ﾐﾚｲ
 4087 坂根 樺音(1)

ｻｶﾈ ｶﾉﾝ
 4079 原野 茉優(2)

ﾊﾗﾉ ﾏﾕ
 6   8 野沢中B  4088 西澤 咲花(1)   2,49.41 

ﾉｻﾞﾜﾁｭｳ ﾆｼｻﾞﾜ ｻｸﾗ
 4084 小泉 優花(1)

ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳｶ
 4080 三浦 元海(2)

ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ
 4085 小平 七彩(1)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾅﾅｾ

中学女子

100m+200m+300m+400  



   1 豊科北中   2,23.55 県中学新 下里 あかり(3) 深澤 由惟(3) 齊藤 雅(3) 小林 叶音(3)   3   1
   2 箕輪中   2,29.99 加藤 ほのか(2) 久保田 梨奈(3) 宮澤 歩(3) 林 知世(2)   1   1
   3 駒ヶ根東中   2,38.04 戸枝 恵依(1) 竹村 彩也香(1) 小林 紗耶加(3) 菅沼 萌香(3)   3   2
   4 鉢盛中A   2,39.26 野口 沙彩(2) 倉沢 真奈(2) 北村 優月(2) 塙 茜音(2)   3   3
   5 信濃中A   2,40.82 吉村 萌湧(3) 永原 朱夏(3) 山岸 萌香(2) 外谷 桐子(2)   1   2
   6 諏訪西中   2,41.24 小山 涼菜(1) 橋本 花甫(1) 伊藤 桃香(1) 宮下綺実(1)   2   1
   7 長野東部A   2,41.39 武内 美南(2) 荒井 未来(2) 寺島 玲雅(2) 小池 日夏里(2)   3   4
   8 茅野北部中   2,42.15 山名 桃歌(3) 天野 悠美(3) 橋本 果菜(3) 川端 彩未(2)   2   2
   9 浅間中   2,42.66 靑木 涼香(2) 荒井 奈々実(2) 土屋 うらら(2) 中山 琉那(2)   1   3
  10 赤穂中B   2,44.01 青田 梨世(1) 氣賀澤 杏香(1) 唐澤 純夏(2) 小倉 心音(2)   1   4
  11 野沢中A   2,44.02 今野 瑠奈(1) 林 実玲(2) 坂根 樺音(1) 原野 茉優(2)   3   5
  12 長野東部B   2,44.26 神頭 那奈(2) 山田 佳奈(2) 武田 真奈(2) 布利幡 祐美(2)   2   3
  13 長野東部C   2,48.62 保科 真歩(1) 米澤 笑美(1) 進藤 真心(2) 名柄 香里(2)   2   4
  14 野沢中B   2,49.41 西澤 咲花(1) 小泉 優花(1) 三浦 元海(2) 小平 七彩(1)   3   6
  15 赤穂中A   2,49.96 春日 如乃(1) 木下 愛梨(1) 眞田 華香(1) 中嶋 杏彩(2)   1   5
  16 信濃中B   2,50.98 加藤 緋梨(1) 原山 結衣(1) 永原 可那(1) 中山 優菜(1)   1   6
  17 長峰中(B)   2,51.00 帯川 海緒(2) 伊藤 絵夢(3) 原田 芽依(2) 原田 陽菜(2)   1   7
  18 鉢盛中B   2,54.19 河東 優羽(1) 中沢 裕美(1) 上條 美結(1) 平谷 爽葉(1)   2   5
  19 長峰中   2,59.72 伊藤 朱里(1) 竹村 日向(1) 鷲尾 和乃佳(1) 松木 心鐘(1)   2   6
  20 赤穂中C   3,01.61 鈴木 舞夏(2) 鈴木 夏知花(1) 小池 美月(2) 熊谷 真歩(1)   2   7

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4

100m+200m+300m+400  
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

中学女子



決勝 8月9日  9:30

県新    (PR )     3,46.50
県中学新(JR )     4,07.96
大会新  (GR )     4,19.18

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 鉢盛中  7432 上條 のあ(3)   4,14.70 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 大会新
 7430 高安 結衣(3)

ﾀｶﾔｽ ﾕｲ
 7431 蛭田 杏(3)

ﾋﾙﾀ ｱﾝ
 7429 中村 朱里(3)

ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ
 2   7 浅間中  4138 靑木 涼香(2)   4,35.01 

ｱｻﾏﾁｭｳ ｱｵｷ ｽｽﾞｶ
 4139 荒井 奈々実(2)

ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ
 4141 土屋 うらら(2)

ﾂﾁﾔ ｳﾗﾗ
 4142 中山 琉那(2)

ﾅｶﾔﾏ ﾙﾅ
 3   3 赤穂中  8241 稲垣 和奏(2)   4,41.49 

ｱｶﾎﾁｭｳ ｲﾅｶﾞｷ ﾜｶﾅ
 8247 酒井 萌々香(1)

ｻｶｲ ﾓﾓｶ
 8244 木下 利奈(1)

ｷﾉｼﾀ ﾘﾅ
 8238 高橋 凜(2)

ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ
 4   4 長野東部A  5515 中島 伸子(3)   4,43.62 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾌﾞｺ
 5500 山﨑 心優(3)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾕ
 5514 島田 弥玲(3)

ｼﾏﾀﾞ ﾐﾚｲ
 5488 井上 愛美(2)

ｲﾉｳｴ ﾏﾅﾐ
 5   6 飯綱中  5193 矢野 和(3)   4,44.04 

ｲｲﾂﾞﾅﾁｭｳ ﾔﾉ ﾉﾄﾞｶ
 5197 岩村 有紀(2)

ｲﾜﾑﾗ ｱｷ
 5200 上野 多恵(2)

ｳｴﾉ ﾀｴ
 5198 土屋 槻里子(2)

ﾂﾁﾔ ｷﾘｺ
 6   8 辰野中  7981 瀬戸 郁美(1)   4,52.72 

ﾀﾂﾉﾁｭｳ ｾﾄ ｲｸﾐ
 7972 宮澤 ゆめみ(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕﾒﾐ
 7961 柘植 菜々子(3)

ﾂｹﾞ ﾅﾅｺ
 7976 宮澤 紅葉(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｸﾚﾊ

中学女子

4x400m              4x400m              

決勝決勝決勝



決勝 8月9日 12:00

県新    (PR )     9,37.84
県中学新(JR )     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   7 赤穂中  8241 稲垣 和奏(2)  10,42.24  1   5 鉢盛中A  7432 上條 のあ(3)  10,00.61 

ｱｶﾎﾁｭｳ ｲﾅｶﾞｷ ﾜｶﾅ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ
 8247 酒井 萌々香(1)  7431 蛭田 杏(3)

ｻｶｲ ﾓﾓｶ ﾋﾙﾀ ｱﾝ
 8244 木下 利奈(1)  7433 田近 亜紀(3)

ｷﾉｼﾀ ﾘﾅ ﾀﾁﾞｶ ｱｷ
 8238 高橋 凜(2)  7430 高安 結衣(3)

ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ ﾀｶﾔｽ ﾕｲ
 2   8 箕輪中A  7993 佐藤 京都(1)  11,02.86  2   4 駒ヶ根東中A  8260 長見 京華(3)  10,21.68 

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ｻﾄｳ ｹｲﾄ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼ ｵｻﾐ ｷｮｳｶ
 8021 有賀 由紀恵(2)  8265 小出 千夏(3)

ｱﾙｶﾞ ﾕｷｴ ｺｲﾃﾞ ﾁﾅﾂ
 8001 中林 知紗(3)  8263 宮下 喜久美(3)

ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾁｻ ﾐﾔｼﾀ ｷｸﾐ
 8006 唐澤 七瀬(3)  8266 下島 梨紗(3)

ｶﾗｻﾜ ﾅﾅｾ ｼﾓｼﾞﾏ ﾘｻ
 3   6 駒ヶ根東中B  8269 瀧村 彩音(2)  11,11.86  3   6 戸倉上山田中A  4761 和田 美紗妃(2)  10,25.64 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼ ﾀｷﾑﾗ ｱﾔﾈ ﾄｸﾞﾗｶﾐﾔﾏﾀﾞﾁｭｳ ﾜﾀﾞ ﾐｻｷ
 8256 小林 香絵(1)  4753 中村 彩月(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ ﾅｶﾑﾗ ｻﾂｷ
 8267 上村 蓮花(2)  4755 竹内 ほのか(2)

ｶﾐﾑﾗ ﾚﾝｹﾞ ﾀｹｳﾁ ﾎﾉｶ
 8268 清水 里彩子(2)  4754 山口 紗季(3)

ｼﾐｽﾞ ﾘｻｺ ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｷ
 4   3 中野平中  5127 吉原 凜花(2)  11,12.85  4   7 戸倉上山田中B  4762 高野 桜楽(2)  10,37.00 

ﾅｶﾉﾀﾞｲﾗ ﾖｼﾊﾗ ﾘﾝｶ ﾄｸﾞﾗｶﾐﾔﾏﾀﾞﾁｭｳ ﾀｶﾉ ｻｸﾗ
 5103 佐藤 菜乃和(1)  4759 森 琴音(2)

ｻﾄｳ ﾅﾉﾜ ﾓﾘ ｺﾄﾈ
 5121 野田 越百(2)  4752 青木 希実(3)

ﾉﾀﾞ ｺｽﾓ ｱｵｷ ﾉｿﾞﾐ
 5124 北澤 向日葵(2)  4757 翠川 由理佳(2)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾏﾜﾘ ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾕﾘｶ
 5   4 鉢盛中B  7437 金子 碧(2)  11,27.68  5   8 飯綱中A  5197 岩村 有紀(2)  11,20.33 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｶﾈｺ ｱｵｲ ｲｲﾂﾞﾅﾁｭｳ ｲﾜﾑﾗ ｱｷ
 7444 平谷 爽葉(1)  5198 土屋 槻里子(2)

ﾋﾗﾔ ｻﾔﾊ ﾂﾁﾔ ｷﾘｺ
 7442 清水 愛巴(1)  5196 伊藤 寿理亜(2)

ｼﾐｽﾞ ﾏﾅﾊ ｲﾄｳ ｼﾞｭﾘｱ
 7435 上條 優里(2)  5199 宮島 よしの(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕﾘ ﾐﾔｼﾞﾏ ﾖｼﾉ
 6   2 飯綱中B  5205 髙野 美穂(1)  11,43.74  6   2 箕輪中B  7995 杉本 梨緒(1)  11,31.63 

ｲｲﾂﾞﾅﾁｭｳ ﾀｶﾉ ﾐﾎ ﾐﾉﾜﾁｭｳ ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｵ
 5203 島貫 礼菜(1)  8012 日野 まほろ(2)

ｼﾏﾇｷ ﾚｲﾅ ﾋﾉ ﾏﾎﾛ
 5206 髙野 夢羽(1)  8025 若林 咲理菜(2)

ﾀｶﾉ ﾕﾒﾊ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾘﾅ
 5200 上野 多恵(2)  8005 高倉 楓花(3)

ｳｴﾉ ﾀｴ ﾀｶｸﾗ ﾌｳｶ
 7   1 長野東部B  5480 宮﨑 由衣(1)  12,03.75  7   1 長野東部A  5488 井上 愛美(2)  11,36.57 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｲ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ｲﾉｳｴ ﾏﾅﾐ
 5475 中島 純子(1)  5500 山﨑 心優(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｺ ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾕ
 5479 牧 純花(1)  5514 島田 弥玲(3)

ﾏｷ ｱﾔｶ ｼﾏﾀﾞ ﾐﾚｲ
 5476 西原 万葉(1)  5515 中島 伸子(3)

ﾆｼﾊﾗ ﾏﾘﾅ ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾌﾞｺ
 8   5 長峰中(A)  7857 藤森 彩夏(2)  12,24.59  8   3 伊那東部中  8140 南部 和(1)  12,01.85 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳA ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾔｶ ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ
 7851 帯川 海緒(2)  8144 六波羅 璃菜(1)

ｵﾋﾞｶﾜ ﾐｵ ﾛｸﾊﾗ ﾘﾅ
 7855 原田 陽菜(2)  8139 唐澤 諒子(1)

ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ
 7856 原田 芽依(2)  8136 松澤 椿皐(2)

ﾊﾗﾀﾞ ﾒｲ ﾏﾂｻﾞﾜｲﾁｺﾞ

中学女子

4x800m              

決勝



   1 鉢盛中A  10,00.61 上條 のあ(3) 蛭田 杏(3) 田近 亜紀(3) 高安 結衣(3)   2   1
   2 駒ヶ根東中A  10,21.68 長見 京華(3) 小出 千夏(3) 宮下 喜久美(3) 下島 梨紗(3)   2   2
   3 戸倉上山田中A  10,25.64 和田 美紗妃(2) 中村 彩月(3) 竹内 ほのか(2) 山口 紗季(3)   2   3
   4 戸倉上山田中B  10,37.00 高野 桜楽(2) 森 琴音(2) 青木 希実(3) 翠川 由理佳(2)   2   4
   5 赤穂中  10,42.24 稲垣 和奏(2) 酒井 萌々香(1) 木下 利奈(1) 高橋 凜(2)   1   1
   6 箕輪中A  11,02.86 佐藤 京都(1) 有賀 由紀恵(2) 中林 知紗(3) 唐澤 七瀬(3)   1   2
   7 駒ヶ根東中B  11,11.86 瀧村 彩音(2) 小林 香絵(1) 上村 蓮花(2) 清水 里彩子(2)   1   3
   8 中野平中  11,12.85 吉原 凜花(2) 佐藤 菜乃和(1) 野田 越百(2) 北澤 向日葵(2)   1   4
   9 飯綱中A  11,20.33 岩村 有紀(2) 土屋 槻里子(2) 伊藤 寿理亜(2) 宮島 よしの(2)   2   5
  10 鉢盛中B  11,27.68 金子 碧(2) 平谷 爽葉(1) 清水 愛巴(1) 上條 優里(2)   1   5
  11 箕輪中B  11,31.63 杉本 梨緒(1) 日野 まほろ(2) 若林 咲理菜(2) 高倉 楓花(3)   2   6
  12 長野東部A  11,36.57 井上 愛美(2) 山﨑 心優(3) 島田 弥玲(3) 中島 伸子(3)   2   7
  13 飯綱中B  11,43.74 髙野 美穂(1) 島貫 礼菜(1) 髙野 夢羽(1) 上野 多恵(2)   1   6
  14 伊那東部中  12,01.85 南部 和(1) 六波羅 璃菜(1) 唐澤 諒子(1) 松澤 椿皐(2)   2   8
  15 長野東部B  12,03.75 宮﨑 由衣(1) 中島 純子(1) 牧 純花(1) 西原 万葉(1)   1   7
  16 長峰中(A)  12,24.59 藤森 彩夏(2) 帯川 海緒(2) 原田 陽菜(2) 原田 芽依(2)   1   8

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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