
第26回信州リレー競技会                                                          
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,長野陸上競技協会                   
主管：諏訪陸上競技協会                                                          

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】203100  茅野市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
08/08 女子 佐久長聖高(A)    1,57.46 佐久長聖高(B)    2,06.73

4×200mR 中澤佳奈(2) 須江絢子(1)
田中里奈(1) 熊澤絃(1)
工藤瑞希(1) 栁澤祐希(1)
相澤はるか(1) 古越香帆(2)

08/08 諏訪清陵高     2,35.82 野沢北高     2,36.84 佐久長聖高(A)    2,36.97 飯田高     2,41.67 佐久長聖高(B)    2,51.41
100m+200m+30m+4 根橋美希(2) 鷹野菜摘(1) 工藤瑞希(1) 吉川里緒奈(1) 熊澤絃(1)

上原瑛美(2) 菊原彩加(2) 相澤はるか(1) 澁谷未来(2) 須江絢子(1)
山田結花(1) 土屋杏那(2) 田中里奈(1) 小池梓(1) 中澤佳奈(2)
井出優香子(2) 原ひかり(1) 栁澤祐希(1) 清水麻由子(2) 古越香帆(2)

08/08 諏訪清陵高    11,18.12
4×800mR 上原瑛美(2)

根橋美希(2)
小池花苗(1)
植松ゆき(1)

08/08 中学女子 飯山城北中(A)    2,26.90 鉢盛中(A)     2,31.19 篠ﾉ井西中(A)     2,31.76 櫻ヶ岡中(A)     2,32.14 長野東部中(A)    2,35.08 飯田高陵中(A)    2,36.77 櫻ヶ岡中(B)     2,37.37 鉢盛中(B)     2,38.56
100m+200m+300m+ 齋藤若菜(3) 大沼葉月(2) 中村綾恵(2) 宮原千恵(3) 髙橋文香(2) 成澤由佳(2) 神田真有(3) 成田彩

鈴木千穂(3) 山田愛(2) 安倍史恵(3) 山﨑彩(3) 前田璃奈(2) 塩澤ゆり奈(3) 神谷梨緒菜(3) 小坂奈桜
中村穂乃花(3) 中村泉紀(3) 平松奏美(3) 依田菜月(3) 唐沢美玲(2) 原田麻亜(3) 下岡夕奈(3) 永原瑞稀
村上りさ子(3) 粟津原史菜(3) 柳澤歩(3) 原山美優(3) 傳田雪香(2) 岡山未来(2) 井口華穂(3) 二茅愛未(2)

08/08 鉢盛中(A)     4,34.20 駒ヶ根東中(A)    4,34.92 篠ﾉ井西中     4,37.55 長峰中     4,42.61 長野東部中(A)    4,43.70 鉢盛中(B)     4,43.74 飯綱中     4,47.52 駒ヶ根東中(B)    4,49.45
4×400mR 小林里穂(3) 竹内華奈子(3) 稲垣芙雪(3) 小池香穂(2) 唐沢美玲(2) 曽根まりな(3) 村松広捺(3) 高梨美岐(2)

山本怜実(3) 下島郁奈(3) 山﨑菜月(3) 五味あかり(2) 宮坂栞(2) 齊藤百香(3) 山﨑未可子(2) 寺平葵(3)
菅沼真衣(2) 春日ともえ(3) 宮入春菜(3) 河西いづみ(3) 髙橋文香(2) 筒井朋美(2) 帶刀千佳(3) 林優花(3)
蛭田凜(2) 蟹澤紗希(1) 金川都づ美(3) 細田あい(3) 前田璃奈(2) 安田佳織(2) 渋沢琴音(1) 宮脇杏菜(2)

08/08 鉢盛中(A)    10,10.14 菅野中(A)    10,12.96 駒ヶ根東中(A)   10,30.48 菅野中(B)    10,32.42 鉢盛中(B)    10,40.90 長峰中    10,40.98 伊那松川中(A)   10,41.73 櫻ヶ岡中    10,49.11
4×800mR 小林里穂(3) 成田愛理(3) 竹内華奈子(3) 伊藤玲美優(3) 菅沼真衣(2) 五味あかり(2) 小沼千夏(2) 神谷梨緒菜(3)

蛭田凜(2) 小松彩乃(3) 春日ともえ(3) 赤井麗佳(2) 曽根まりな(3) 小池香穂(2) 辻村夏奈子(3) 宮原千恵(3)
齊藤百香(3) 三村静香(1) 下島郁奈(3) 小林千紗(1) 筒井朋美(2) 河西いづみ(3) 和田みな美(2) 江守あかね(2)
山本怜実(3) 滝内美来(3) 宮脇杏菜(2) 桃井由佳(3) 安田佳織(2) 細田あい(3) 熊谷美佑(2) 山﨑さくら(1)



決勝 8月8日 10:50

県新              1,43.22
中学新            1,48.60

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 佐久長聖高(A)   484 中澤佳奈(2)   1,57.46 

ﾅｶｻﾞﾜｶﾅ
  482 田中里奈(1)

ﾀﾅｶﾘﾅ
  494 工藤瑞希(1)

ｸﾄﾞｳﾐｽﾞｷ
  486 相澤はるか(1)

ｱｲｻﾞﾜﾊﾙｶ
 2   1 佐久長聖高(B)   487 須江絢子(1)   2,06.73 

ｽｴｱﾔｺ
  496 熊澤絃(1)

ｸﾏｻﾞﾜﾕﾐ
  481 栁澤祐希(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜﾕｷ
  495 古越香帆(2)

ﾌﾙｺｼｶﾎ

女子

4×200mR            

決勝



決勝 8月8日 14:10

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 諏訪清陵高   599 根橋美希(2)   2,35.82 

ﾈﾊﾞｼﾐｷ
  592 上原瑛美(2)

ｳｴﾊﾗｴﾐ
  597 山田結花(1)

ﾔﾏﾀﾞﾕｶ
  601 井出優香子(2)

ｲﾃﾞﾕｶｺ
 2   3 野沢北高  1042 鷹野菜摘(1)   2,36.84 

ﾀｶﾉﾅﾂﾐ
  999 菊原彩加(2)

ｷｸﾊﾗｱﾔｶ
  991 土屋杏那(2)

ﾂﾁﾔｷｮｳﾅ
  998 原ひかり(1)

ﾊﾗﾋｶﾘ
 3   1 佐久長聖高(A)   494 工藤瑞希(1)   2,36.97 

ｸﾄﾞｳﾐｽﾞｷ
  486 相澤はるか(1)

ｱｲｻﾞﾜﾊﾙｶ
  482 田中里奈(1)

ﾀﾅｶﾘﾅ
  481 栁澤祐希(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜﾕｷ
 4   2 飯田高   920 吉川里緒奈(1)   2,41.67 

ﾖｼｶﾜﾘｵﾅ
  906 澁谷未来(2)

ｼﾌﾞﾔﾐｸﾙ
  913 小池梓(1)

ｺｲｹｱｽﾞｻ
  912 清水麻由子(2)

ｼﾐｽﾞﾏﾕｺ
 5   5 佐久長聖高(B)   496 熊澤絃(1)   2,51.41 

ｸﾏｻﾞﾜﾕﾐ
  487 須江絢子(1)

ｽｴｱﾔｺ
  484 中澤佳奈(2)

ﾅｶｻﾞﾜｶﾅ
  495 古越香帆(2)

ﾌﾙｺｼｶﾎ

女子

100m+200m+30m+400mR

決勝



決勝 8月8日 12:50

県新              9,48.98
大会新            9,53.48
県高校新         10,00.99

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1  10 諏訪清陵高   592 上原瑛美(2)  11,18.12 

ｳｴﾊﾗｴﾐ
  599 根橋美希(2)

ﾈﾊﾞｼﾐｷ
  594 小池花苗(1)

ｺｲｹｶﾅｴ
  591 植松ゆき(1)

ｳｴﾏﾂﾕｷ

女子

4×800mR            

決勝



決勝 8月8日 11:00

県新              3,53.12
県中学新          4,08.14
大会新            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 鉢盛中(A)   859 小林里穂(3)   4,34.20  1   4 飯綱中   883 村松広捺(3)   4,47.52 

ｺﾊﾞﾔｼﾘﾎ ﾑﾗﾏﾂﾋﾛﾅ
  862 山本怜実(3)   891 山﨑未可子(2)

ﾔﾏﾓﾄﾚｲﾐ ﾔﾏｻﾞｷﾐｶｺ
  855 菅沼真衣(2)   878 帶刀千佳(3)

ｽｶﾞﾇﾏﾏｲ ﾀﾃﾜｷﾁｶ
  839 蛭田凜(2)   889 渋沢琴音(1)

ﾋﾙﾀﾘﾝ ｼﾌﾞｻﾜｺﾄﾈ
 2   2 駒ヶ根東中(B)   442 高梨美岐(2)   4,49.45  2   1 塩尻広陵中   366 酒井優梨愛(1)   4,49.47 

ﾀｶﾅｼﾐｷ ｻｶｲﾕﾘｱ
  440 寺平葵(3)   359 林口琴海(1)

ﾃﾗﾀﾞｲﾗｱｵｲ ﾊﾔｼｸﾞﾁｺﾄﾐ
  413 林優花(3)   365 小林晴佳(1)

ﾊﾔｼﾕｳｶ ｺﾊﾞﾔｼﾊﾙｶ
  446 宮脇杏菜(2)   360 保科文香(2)

ﾐﾔﾜｷｱﾝﾅ ﾎｼﾅｱﾔｶ
 3   1 飯田高陵中   927 木下直美(2)   4,52.88  3   2 諏訪南中   631 北原莉子(1)   4,52.50 

ｷﾉｼﾀﾅｵﾐ ｷﾀﾊﾗﾘｺ
  929 北原京子(2)   640 後藤優菜(2)

ｷﾀﾊﾗｷｮｳｺ ｺﾞﾄｳﾕｳﾅ
  950 串原愛(3)   625 矢﨑友理(1)

ｸｼﾊﾗｱｲ ﾔｻﾞｷﾕﾘ
  964 伊東沙織(2)   637 庄司智子(1)

ｲﾄｳｻｵﾘ ｼｮｳｼﾞﾄﾓｺ
 4   5 長野東部中(B)   781 鈴木紗綾(2)   4,54.50  4   3 鉢盛中(C)   856 上條美咲(3)   4,59.86 

ｽｽﾞｷｻﾔ ｶﾐｼﾞｮｳﾐｻｷ
  808 山口晏奈(2)   861 市川歩美(1)

ﾔﾏｸﾞﾁｱﾝﾅ ｲﾁｶﾜｱﾕﾐ
  794 太田真生(2)   871 関島歩美(1)

ｵｵﾀﾏｲ ｾｷｼﾞﾏｱﾕﾐ
  783 木下かのん(1)   837 野村安奈(3)

ｷﾉｼﾀｶﾉﾝ ﾉﾑﾗｱﾝﾅ
 5   6 筑摩野中   698 草間望帆(2)   5,05.43  5   5 長野東部中(C)   805 松本ゆりな(1)   5,28.86 

ｸｻﾏﾐﾎ ﾏﾂﾓﾄﾕﾘﾅ
  710 御子柴沙南(1)   795 村松莉緒(1)

ﾐｺｼﾊﾞｻﾅ ﾑﾗﾏﾂﾘｵ
  692 長谷川実咲(1)   792 中村瑞希(1)

ﾊｾｶﾞﾜﾐｻｷ ﾅｶﾑﾗﾐｽﾞｷ
  706 小山優希(2)   818 岩本藍(1)

ｺﾔﾏﾕｷ ｲﾜﾓﾄｱｲ
 6   3 長野東部中(D)   819 岩淵幸羅(1)   5,19.15   6 櫻ヶ岡中

ｲﾜﾌﾞﾁｻﾗ 欠場
  790 渡辺ゆきの(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞﾕｷﾉ
  797 霜村明里(1)

ｼﾓﾑﾗｱｶﾘ
  789 渡辺美優(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞﾐﾕｳ

中学女子

4×400mR            

決勝



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 駒ヶ根東中(A)   428 竹内華奈子(3)   4,34.92 

ﾀｹｳﾁｶﾅｺ
  455 下島郁奈(3)

ｼﾓｼﾞﾏｶﾅ
  439 春日ともえ(3)

ｶｽｶﾞﾄﾓｴ
  451 蟹澤紗希(1)

ｶﾆｻﾜｻｷ
 2   1 篠ﾉ井西中   524 稲垣芙雪(3)   4,37.55 

ｲﾅｶﾞｷﾌﾕｷ
  518 山﨑菜月(3)

ﾔﾏｻﾞｷﾅﾂｷ
  521 宮入春菜(3)

ﾐﾔｲﾘﾊﾙﾅ
  520 金川都づ美(3)

ｶﾅｶﾞﾜﾂﾂﾞﾐ
 3   5 長峰中   758 小池香穂(2)   4,42.61 

ｺｲｹｶﾎ
  770 五味あかり(2)

ｺﾞﾐｱｶﾘ
  773 河西いづみ(3)

ｶｻｲｲﾂﾞﾐ
  764 細田あい(3)

ﾎｿﾀﾞｱｲ
 4   2 長野東部中(A)   788 唐沢美玲(2)   4,43.70 

ｶﾗｻﾜﾐﾚｲ
  817 宮坂栞(2)

ﾐﾔｻｶｼｵﾘ
  778 髙橋文香(2)

ﾀｶﾊｼﾌﾐｶ
  802 前田璃奈(2)

ﾏｴﾀﾞﾘﾅ
 5   3 鉢盛中(B)   853 曽根まりな(3)   4,43.74 

ｿﾈﾏﾘﾅ
  836 齊藤百香(3)

ｻｲﾄｳﾓﾓｶ
  842 筒井朋美(2)

ﾂﾂｲﾄﾓﾐ
  876 安田佳織(2)

ﾔｽﾀﾞｶｵﾘ
 6   4 上田第五中   538 上原千穂(2)   4,54.48 

ｳｴﾊﾗﾁﾎ
  531 池田綾美(2)

ｲｹﾀﾞｱﾔﾐ
  537 青木莉奈(2)

ｱｵｷﾘﾅ
  552 吉田萌佳(2)

ﾖｼﾀﾞﾓｴｶ

中学女子

4×400mR            



   1 鉢盛中(A)   4,34.20 小林里穂(3) 山本怜実(3) 菅沼真衣(2) 蛭田凜(2)   1   1
   2 駒ヶ根東中(A)   4,34.92 竹内華奈子(3) 下島郁奈(3) 春日ともえ(3) 蟹澤紗希(1)   3   1
   3 篠ﾉ井西中   4,37.55 稲垣芙雪(3) 山﨑菜月(3) 宮入春菜(3) 金川都づ美(3)   3   2
   4 長峰中   4,42.61 小池香穂(2) 五味あかり(2) 河西いづみ(3) 細田あい(3)   3   3
   5 長野東部中(A)   4,43.70 唐沢美玲(2) 宮坂栞(2) 髙橋文香(2) 前田璃奈(2)   3   4
   6 鉢盛中(B)   4,43.74 曽根まりな(3) 齊藤百香(3) 筒井朋美(2) 安田佳織(2)   3   5
   7 飯綱中   4,47.52 村松広捺(3) 山﨑未可子(2) 帶刀千佳(3) 渋沢琴音(1)   2   1
   8 駒ヶ根東中(B)   4,49.45 高梨美岐(2) 寺平葵(3) 林優花(3) 宮脇杏菜(2)   1   2
   9 塩尻広陵中   4,49.47 酒井優梨愛(1) 林口琴海(1) 小林晴佳(1) 保科文香(2)   2   2
  10 諏訪南中   4,52.50 北原莉子(1) 後藤優菜(2) 矢﨑友理(1) 庄司智子(1)   2   3
  11 飯田高陵中   4,52.88 木下直美(2) 北原京子(2) 串原愛(3) 伊東沙織(2)   1   3
  12 上田第五中   4,54.48 上原千穂(2) 池田綾美(2) 青木莉奈(2) 吉田萌佳(2)   3   6
  13 長野東部中(B)   4,54.50 鈴木紗綾(2) 山口晏奈(2) 太田真生(2) 木下かのん(1)   1   4
  14 鉢盛中(C)   4,59.86 上條美咲(3) 市川歩美(1) 関島歩美(1) 野村安奈(3)   2   4
  15 筑摩野中   5,05.43 草間望帆(2) 御子柴沙南(1) 長谷川実咲(1) 小山優希(2)   1   5
  16 長野東部中(D)   5,19.15 岩淵幸羅(1) 渡辺ゆきの(1) 霜村明里(1) 渡辺美優(1)   1   6
  17 長野東部中(C)   5,28.86 松本ゆりな(1) 村松莉緒(1) 中村瑞希(1) 岩本藍(1)   2   5

4×400mR            
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 都道府県 記録

中学女子



予選 8月8日  9:30
決勝 8月8日 14:15

[ 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   3 長峰中(A)   750 池上成美(3)   2,45.17  1   2 篠ﾉ井西中(A)   514 中村綾恵(2)   2,33.78 q

ｲｹｶﾞﾐﾅﾙﾐ ﾅｶﾑﾗｱﾔｴ
  754 松坂葉月(3)   525 安倍史恵(3)

ﾏﾂｻﾞｶﾊﾂﾞｷ ｱﾍﾞﾌﾐｴ
  751 池上真理奈(2)   511 平松奏美(3)

ｲｹｶﾞﾐﾏﾘﾅ ﾋﾗﾏﾂｶﾅﾐ
  762 山田小夜子(3)   510 柳澤歩(3)

ﾔﾏﾀﾞｻﾖｺ ﾔﾅｷﾞﾞｻﾜｱﾕﾐ
 2   6 辰野中（A）   679 溝尾彩夏   2,45.32  2   4 鉢盛中(B)   854 成田彩   2,39.27 q

ﾐｿﾞｵｱﾔｶ ﾅﾘﾀｱﾔ
  662 鈴木幸恵   860 小坂奈桜

ｽｽﾞｷｻﾁｴ ｺｻｶﾅｵ
  665 畑瑠衣菜   875 永原瑞稀

ﾊﾀﾙｲﾅ ﾅｶﾞﾊﾗﾐｽﾞｷ
  682 宮嶋柚芽   841 二茅愛未(2)

ﾐﾔｼﾞﾏﾕﾒ ﾆｶﾞﾔﾏﾅﾐ
 3   8 駒ヶ根東中(B)   440 寺平葵(3)   2,45.92  3   5 長野東部中(B)   794 太田真生(2)   2,42.62 

ﾃﾗﾀﾞｲﾗｱｵｲ ｵｵﾀﾏｲ
  413 林優花(3)   808 山口晏奈(2)

ﾊﾔｼﾕｳｶ ﾔﾏｸﾞﾁｱﾝﾅ
  442 高梨美岐(2)   781 鈴木紗綾(2)

ﾀｶﾅｼﾐｷ ｽｽﾞｷｻﾔ
  457 伊藤未波(2)   810 佐越佑美(2)

ｲﾄｳﾐﾅﾐ ｻｺｼﾕﾐ
 4   4 墨坂中(B)   981 玉井奈菜美(1)   2,46.61  4   6 辰野中（B）   685 吉沢千咲   2,49.16 

ﾀﾏｲﾅﾅﾐ ﾖｼｻﾞﾜﾁｻｷ
  973 中澤梢(2)   680 桑澤瑛江

ﾅｶｻﾞﾜｺｽﾞｴ ｸﾜｻﾞﾜｱｷｴ
  982 横山佐央(2)   687 蟹澤佑夏

ﾖｺﾔﾏｻｵ ｶﾆｻﾜﾕｶ
  969 鈴木理央(2)   663 野澤早織

ｽｽﾞｷﾘｵ ﾉｻﾞﾜｻｵﾘ
 5   2 梓川中   317 寺澤智佳(3)   2,47.49  5   1 飯山城北中(B)   899 仲條美里(3)   2,52.69 

ﾃﾗｻﾜﾁｶ ﾅｶｼﾞｮｳﾐｻﾄ
  312 八釼夏帆(3)   902 小澤花梨(3)

ﾔﾂﾙｷﾞｶﾎ ｵｻﾞﾜｶﾘﾝ
  311 福嶋美香(3)   904 月岡雛乃(2)

ﾌｸｼﾏﾐｶ ﾂｷｵｶﾋﾅﾉ
  310 濵麗(3)   903 原田希央梨(1)

ﾊﾏｳﾗﾗ ﾊﾗﾀﾞｷｵﾘ
 6   5 筑摩野中(A)   706 小山優希(2)   2,56.23  6   7 永明中   353 篠原涼夏(1)   2,54.09 

ｺﾔﾏﾕｷ ｼﾉﾊﾗｽｽﾞｶ
  693 中原南(2)   347 両角茜音(1)

ﾅｶﾊﾗﾐﾅﾐ ﾓﾛｽﾞﾐｱｶﾈ
  712 桐井彩実(2)   352 上原悠紀(3)

ｷﾘｲｱﾔﾐ ｳｴﾊﾗﾕｷ
  703 小田切茜(2)   349 武村結香(2)

ｵﾀﾞｷﾞﾘｱｶﾈ ﾀｹﾑﾗﾕｶ
 7   1 長野東部中(D)   789 渡辺美優(1)   3,12.40   3 駒ヶ根東中(A)   417 北原詩織(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞﾐﾕｳ ｷﾀﾊﾗｼｵﾘ 失格
  797 霜村明里(1)   441 今井美月(3)

ｼﾓﾑﾗｱｶﾘ ｲﾏｲﾐﾂﾞｷ
  792 中村瑞希(1)   415 本島沙百合(3)

ﾅｶﾑﾗﾐｽﾞｷ ﾓﾄｼﾞﾏｻﾕﾘ
  818 岩本藍(1)   444 宮脇玲菜(2)

ｲﾜﾓﾄｱｲ ﾐﾔﾜｷﾚｲﾅ
  7 鉢盛中(C)

欠場

中学女子

100m+200m+300m+400mR

予選 通過基準  7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   1 伊那松川中   341 家苗蒔(1)   2,42.39  1   4 飯田高陵中(A)   935 成澤由佳(2)   2,35.01 q

ｶﾅｴﾏｷ ﾅﾙｻﾜﾕｶ
  323 南林いずみ(1)   962 塩澤ゆり奈(3)

ﾅﾝﾘﾝｲｽﾞﾐ ｼｵｻﾞﾜﾕﾘﾅ
  326 菅沼真洸(1)   946 原田麻亜(3)

ｽｶﾞﾇﾏﾏﾋﾛ ﾊﾗﾀﾞﾏｲｱ
  334 今泉茜音(3)   958 岡山未来(2)

ｲﾏｲｽﾞﾐｱｶﾈ ｵｶﾔﾏﾐｷ
 2   4 櫻ヶ岡中(C)  1029 加納茉弥(1)   2,47.27  2   2 岡谷東部中(B)   378 武井瑞季(1)   2,47.64 

ｶﾉｳﾏﾔ ﾀｹｲﾐｽﾞｷ
 1012 清水美希(2)   388 高木聡美(1)

ｼﾐｽﾞﾐｷ ﾀｶｷﾞｻﾄﾐ
 1030 加藤利佳(2)   384 小林にじほ(1)

ｶﾄｳﾘｶ ｺﾊﾞﾔｼﾆｼﾞﾎ
 1026 宮坂苑実(2)   381 中村日菜子(1)

ﾐﾔｻｶｿﾉﾐ ﾅｶﾑﾗﾋﾅｺ
 3   7 鎌田中   398 ディアスタイナ(3)   2,48.41  3   1 墨坂中(A)   980 黒岩瑞稀(2)   2,48.17 

ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ ｸﾛｲﾜﾐｽﾞｷ
  393 千代田莉奈(3)   971 藤澤加奈(2)

ﾁﾖﾀﾞﾘﾅ ﾌｼﾞｻﾜｶﾅ
  392 早川絵莉香(3)   977 小林佳奈(2)

ﾊﾔｶﾜｴﾘｶ ｺﾊﾞﾔｼｶﾅ
  396 松田花乃子(3)   976 小林浩美(2)

ﾏﾂﾀﾞｶﾉｺ ｺﾊﾞﾔｼﾋﾛﾐ
 4   5 筑摩野中(C)   715 樫詰ひなた(1)   2,50.78  4   6 中野平中(C)   726 小林奈央(1)   2,48.42 

ｶｼｽﾞﾒﾋﾅﾀ ｺﾊﾞﾔｼﾅｵ
  701 上原明里(1)   728 小林咲季(1)

ｳｴﾊﾗｱｶﾘ ｺﾊﾞﾔｼｻｷ
  700 上條渓(1)   734 後藤田ほたる(2)

ｶﾐｼﾞｮｳｹｲ ｺﾞﾄｳﾀﾞﾎﾀﾙ
  699 前澤朱音(1)   738 丸山瑠璃(1)

ﾏｴｻﾞﾜｱｶﾈ ﾏﾙﾔﾏﾙﾘ
 5   6 岡谷東部中(A)   385 山田奈々(1)   2,56.00  5   7 諏訪西中(A)   603 有田かな(2)   2,59.36 

ﾔﾏﾀﾞﾅﾅ ｱﾘﾀｶﾅ
  377 平谷楓花(1)   621 原田彩那(2)

ﾋﾗﾔﾌｳｶ ﾊﾗﾀﾞｱﾔﾅ
  383 赤羽菜奈(1)   616 村澤泉季(2)

ｱｶﾊﾈﾅﾅ ﾑﾗｻﾜﾐｽﾞｷ
  389 原しおり(1)   613 藤森有香(1)

ﾊﾗｼｵﾘ ﾌｼﾞﾓﾘﾕｶ
 6   3 駒ヶ根東中(C)   435 菅沼菜摘(1)   3,00.84  6   5 筑摩野中(D)   690 二木あゆみ(1)   3,10.74 

ｽｶﾞﾇﾏﾅﾂﾐ ﾌﾀﾂｷﾞｱﾕﾐ
  436 杉山李奈(1)   704 小池亜梨紗(1)

ｽｷﾞﾔﾏﾓﾓﾅ ｺｲｹｱﾘｻ
  443 宮﨑沙織(2)   707 小宮山あかり(1)

ﾐﾔｻﾞｷｻｵﾘ ｺﾐﾔﾏｱｶﾘ
  447 宮入唯(1)   697 太田歩美(1)

ﾐﾔｲﾘﾕｲ ｵｵﾀｱﾕﾐ
 7   2 上田第五中(B)   529 中曽根萌(2)   3,01.39   3 原中

ﾅｶｿﾈﾓｴ 欠場
  535 赤羽美咲(2)

ｱｶﾊﾞﾈﾐｻｷ
  543 小林菜織(2)

ｺﾊﾞﾔｼﾅｵ
  536 石倉沙羅(2)

ｲｼｸﾗｻﾗ

中学女子

100m+200m+300m+400mR



[ 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   6 櫻ヶ岡中(B)  1013 神田真有(3)   2,38.65 q  1   1 飯山城北中(A)   897 齋藤若菜(3)   2,27.19 q

ｶﾝﾀﾞﾏﾕ ｻｲﾄｳﾜｶﾅ
 1014 神谷梨緒菜(3)   898 鈴木千穂(3)

ｶﾐﾔﾘｵﾅ ｽｽﾞｷﾁﾎ
 1031 下岡夕奈(3)   900 中村穂乃花(3)

ｼﾓｵｶﾕｳﾅ ﾅｶﾑﾗﾎﾉｶ
 1033 井口華穂(3)   901 村上りさ子(3)

ｲｸﾞﾁｶﾎ ﾑﾗｶﾐﾘｻｺ
 2   4 篠ﾉ井西中(B)   512 風間梨央(2)   2,47.76  2   7 鉢盛中(A)   847 大沼葉月(2)   2,30.44 q

ｶｻﾞﾏﾘｵ ｵｵﾇﾏﾊﾂﾞｷ
  519 高橋梓(2)   864 山田愛(2)

ﾀｶﾊｼｱｽﾞｻ ﾔﾏﾀﾞﾒｸﾞﾐ
  516 柴田果奈(2)   843 中村泉紀(3)

ｼﾊﾞﾀｶﾅ ﾅｶﾑﾗﾐｽﾞｷ
  515 小松千紗(2)   877 粟津原史菜(3)

ｺﾏﾂﾁｻ ｱﾜﾂﾞﾊﾗﾌﾐﾅ
 3   3 中野平中(A)   737 宮本優(2)   2,50.30  3   4 長野東部中(A)   778 髙橋文香(2)   2,37.70 q

ﾐﾔﾓﾄﾕｳ ﾀｶﾊｼﾌﾐｶ
  720 朝田茉由(2)   802 前田璃奈(2)

ｱｻﾀﾞﾏﾕ ﾏｴﾀﾞﾘﾅ
  718 藤村瑛理香(2)   788 唐沢美玲(2)

ﾌｼﾞﾑﾗｴﾘｶ ｶﾗｻﾜﾐﾚｲ
  719 田中りん(1)   779 傳田雪香(2)

ﾀﾅｶﾘﾝ ﾃﾞﾝﾀﾞﾕｷｶ
 4   2 筑摩野中(B)   711 窪田海夕(2)   2,52.48  4   2 穂高西中   965 藤原愛里(2)   2,43.89 

ｸﾎﾞﾀﾐﾕ ﾌｼﾞﾜﾗｱｲﾘ
  702 小柳津春佳(2)   968 丸山実来(3)

ｵﾔｲｽﾞﾊﾙｶ ﾏﾙﾔﾏﾐｸ
  689 堀内菜(2)   966 川西ひかる(3)

ﾎﾘｳﾁﾅﾂ ｶﾜﾆｼﾋｶﾙ
  698 草間望帆(2)   967 小合沙季(2)

ｸｻﾏﾐﾎ ｵｺﾞｳｻｷ
 5   7 長峰中(B)   764 細田あい(3)   2,52.87  5   5 中野平中(B)   735 古幡かんな(1)   2,48.11 

ﾎｿﾀﾞｱｲ ﾌﾙﾊﾀｶﾝﾅ
  769 五味杏奈   741 阿藤あかり(2)

ｺﾞﾐｱﾝﾅ ｱﾄｳｱｶﾘ
  742 松村亜美   736 牛山あかね(2)

ﾏﾂﾑﾗｱﾐ ｳｼﾔﾏｱｶﾈ
  757 小池優雅   716 福岡鈴可(2)

ｺｲｹﾕｳｶ ﾌｸｵｶﾘﾝｶ
 6   5 長野東部中(C)   819 岩淵幸羅(1)   2,53.38  6   3 諏訪南中(A)   644 安澤梨那(2)   2,51.04 

ｲﾜﾌﾞﾁｻﾗ ﾔｽｻﾞﾜﾘﾅ
  783 木下かのん(1)   628 野口那奈美(2)

ｷﾉｼﾀｶﾉﾝ ﾉｸﾞﾁﾅﾅﾐ
  790 渡辺ゆきの(1)   629 堀内彩乃(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞﾕｷﾉ ﾎﾘｳﾁｱﾔﾉ
  795 村松莉緒(1)   640 後藤優菜(2)

ﾑﾗﾏﾂﾘｵ ｺﾞﾄｳﾕｳﾅ
 7   1 上田第五中(C)   526 髙橋ひかる(1)   3,09.61  7   6 諏訪西中(B)   607 野村早希(1)   3,14.86 

ﾀｶﾊｼﾋｶﾙ ﾉﾑﾗｻｷ
  532 沢芽依美(1)   611 美齊津七海(1)

ｻﾜﾒｲﾐ ﾐｻｲﾂﾅﾅﾐ
  542 小林明日香(1)   615 藤森郁実(1)

ｺﾊﾞﾔｼｱｽｶ ﾌｼﾞﾓﾘｲｸﾐ
  555 依田弘美(1)   608 木下萌(1)

ﾖﾀﾞﾋﾛﾐ ｷﾉｼﾀﾓｴ

中学女子

100m+200m+300m+400mR



[ 7組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 櫻ヶ岡中(A)  1027 宮原千恵(3)   2,33.09 q

ﾐﾔﾊﾞﾗﾁｴ
 1019 山﨑彩(3)

ﾔﾏｻﾞｷｱﾔ
 1034 依田菜月(3)

ﾖﾀﾞﾅﾂｷ
 1024 原山美優(3)

ﾊﾗﾔﾏﾐﾕｳ
 2   6 塩尻広陵中   366 酒井優梨愛(1)   2,47.89 

ｻｶｲﾕﾘｱ
  359 林口琴海(1)

ﾊﾔｼｸﾞﾁｺﾄﾐ
  367 志村美侑(1)

ｼﾑﾗﾐｳ
  360 保科文香(2)

ﾎｼﾅｱﾔｶ
 3   3 上田第五中(A)   537 青木莉奈(2)   2,49.59 

ｱｵｷﾘﾅ
  528 中村未佳(1)

ﾅｶﾑﾗﾐｶ
  551 宮澤真優(1)

ﾐﾔｻﾞﾜﾏﾕ
  530 竹之内こずえ(2)

ﾀｹﾉｳﾁｺｽﾞｴ
 4   2 長野北部中   832 花岡里咲(2)   2,50.66 

ﾊﾅｵｶﾘｻ
  829 諏訪部澪(2)

ｽﾜﾍﾞﾐｵ
  825 土本和香奈(2)

ﾂﾁﾓﾄﾜｶﾅ
  824 祢津すずみ(2)

ﾈﾂｽｽﾞﾐ
 5   7 飯田高陵中(B)   956 加藤まどか(2)   2,54.05 

ｶﾄｳﾏﾄﾞｶ
  959 横田鈴音(1)

ﾖｺﾀｽｽﾞﾈ
  944 高田侑花(2)

ﾀｶﾀﾞﾕｶ
  936 征矢野美結(1)

ｿﾔﾉﾐﾕ
 6   1 飯綱中   878 帶刀千佳(3)   2,57.49 

ﾀﾃﾜｷﾁｶ
  892 荒井里奈(1)

ｱﾗｲﾘﾅ
  896 伊藤愛実(1)

ｲﾄｳﾏﾅﾐ
  887 上野紗季(1)

ｳｴﾉｻｷ
 7   5 諏訪南中(B)   631 北原莉子(1)   2,58.00 

ｷﾀﾊﾗﾘｺ
  636 浅賀由理(1)

ｱｻｶﾞﾕﾘ
  643 伊藤美奈(1)

ｲﾄｳﾐﾅ
  638 小坂彩乃(1)

ｵｻｶｱﾔﾉ

中学女子

100m+200m+300m+400mR



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 飯山城北中(A)   897 齋藤若菜(3)   2,26.90 

ｻｲﾄｳﾜｶﾅ
  898 鈴木千穂(3)

ｽｽﾞｷﾁﾎ
  900 中村穂乃花(3)

ﾅｶﾑﾗﾎﾉｶ
  901 村上りさ子(3)

ﾑﾗｶﾐﾘｻｺ
 2   5 鉢盛中(A)   847 大沼葉月(2)   2,31.19 

ｵｵﾇﾏﾊﾂﾞｷ
  864 山田愛(2)

ﾔﾏﾀﾞﾒｸﾞﾐ
  843 中村泉紀(3)

ﾅｶﾑﾗﾐｽﾞｷ
  877 粟津原史菜(3)

ｱﾜﾂﾞﾊﾗﾌﾐﾅ
 3   4 篠ﾉ井西中(A)   514 中村綾恵(2)   2,31.76 

ﾅｶﾑﾗｱﾔｴ
  525 安倍史恵(3)

ｱﾍﾞﾌﾐｴ
  511 平松奏美(3)

ﾋﾗﾏﾂｶﾅﾐ
  510 柳澤歩(3)

ﾔﾅｷﾞﾞｻﾜｱﾕﾐ
 4   3 櫻ヶ岡中(A)  1027 宮原千恵(3)   2,32.14 

ﾐﾔﾊﾞﾗﾁｴ
 1019 山﨑彩(3)

ﾔﾏｻﾞｷｱﾔ
 1034 依田菜月(3)

ﾖﾀﾞﾅﾂｷ
 1024 原山美優(3)

ﾊﾗﾔﾏﾐﾕｳ
 5   1 長野東部中(A)   778 髙橋文香(2)   2,35.08 

ﾀｶﾊｼﾌﾐｶ
  802 前田璃奈(2)

ﾏｴﾀﾞﾘﾅ
  788 唐沢美玲(2)

ｶﾗｻﾜﾐﾚｲ
  779 傳田雪香(2)

ﾃﾞﾝﾀﾞﾕｷｶ
 6   8 飯田高陵中(A)   935 成澤由佳(2)   2,36.77 

ﾅﾙｻﾜﾕｶ
  962 塩澤ゆり奈(3)

ｼｵｻﾞﾜﾕﾘﾅ
  946 原田麻亜(3)

ﾊﾗﾀﾞﾏｲｱ
  958 岡山未来(2)

ｵｶﾔﾏﾐｷ
 7   7 櫻ヶ岡中(B)  1013 神田真有(3)   2,37.37 

ｶﾝﾀﾞﾏﾕ
 1014 神谷梨緒菜(3)

ｶﾐﾔﾘｵﾅ
 1031 下岡夕奈(3)

ｼﾓｵｶﾕｳﾅ
 1033 井口華穂(3)

ｲｸﾞﾁｶﾎ
 8   2 鉢盛中(B)   854 成田彩   2,38.56 

ﾅﾘﾀｱﾔ
  860 小坂奈桜

ｺｻｶﾅｵ
  875 永原瑞稀

ﾅｶﾞﾊﾗﾐｽﾞｷ
  841 二茅愛未(2)

ﾆｶﾞﾔﾏﾅﾐ

決勝

中学女子

100m+200m+300m+400mR



決勝 8月8日 12:50

県新              9,48.98
県中学新          9,48.98
大会新           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   7 菅野中(A)   655 成田愛理(3)  10,12.96  1   7 鉢盛中(A)   859 小林里穂(3)  10,10.14 

ﾅﾘﾀｱｲﾘ ｺﾊﾞﾔｼﾘﾎ
  657 小松彩乃(3)   839 蛭田凜(2)

ｺﾏﾂｱﾔﾉ ﾋﾙﾀﾘﾝ
  658 三村静香(1)   836 齊藤百香(3)

ﾐﾑﾗｼｽﾞｶ ｻｲﾄｳﾓﾓｶ
  646 滝内美来(3)   862 山本怜実(3)

ﾀｷｳﾁﾐｸ ﾔﾏﾓﾄﾚｲﾐ
 2   8 鉢盛中(B)   855 菅沼真衣(2)  10,40.90  2   3 駒ヶ根東中(A)   428 竹内華奈子(3)  10,30.48 

ｽｶﾞﾇﾏﾏｲ ﾀｹｳﾁｶﾅｺ
  853 曽根まりな(3)   439 春日ともえ(3)

ｿﾈﾏﾘﾅ ｶｽｶﾞﾄﾓｴ
  842 筒井朋美(2)   455 下島郁奈(3)

ﾂﾂｲﾄﾓﾐ ｼﾓｼﾞﾏｶﾅ
  876 安田佳織(2)   446 宮脇杏菜(2)

ﾔｽﾀﾞｶｵﾘ ﾐﾔﾜｷｱﾝﾅ
 3   6 長峰中   770 五味あかり(2)  10,40.98  3   6 菅野中(B)   659 伊藤玲美優(3)  10,32.42 

ｺﾞﾐｱｶﾘ ｲﾄｳﾚﾋﾞﾕ
  758 小池香穂(2)   653 赤井麗佳(2)

ｺｲｹｶﾎ ｱｶｲﾚｲｶ
  773 河西いづみ(3)   656 小林千紗(1)

ｶｻｲｲﾂﾞﾐ ｺﾊﾞﾔｼﾁｻ
  764 細田あい(3)   645 桃井由佳(3)

ﾎｿﾀﾞｱｲ ﾓﾓｲﾕｶ
 4   5 伊那松川中(A)   332 小沼千夏(2)  10,41.73  4   8 王滝中(A)   375 吉田英里子(3)  10,56.48 

ｺﾇﾏﾁﾅﾂ ﾖｼﾀﾞｴﾘｺ
  324 辻村夏奈子(3)   372 溝口友己歩(1)

ﾂｼﾞﾑﾗｶﾅｺ ﾐｿﾞｸﾁﾕｷﾎ
  320 和田みな美(2)   373 胡桃沢佑衣(1)

ﾜﾀﾞﾐﾅﾐ ｸﾙﾐｻﾞﾜﾕｲ
  335 熊谷美佑(2)   374 栗空亜沙美(1)

ｸﾏｶﾞｲﾐﾕｳ ｸﾘｿﾞﾗｱｻﾐ
 5   9 櫻ヶ岡中  1014 神谷梨緒菜(3)  10,49.11  5   2 茅野東部中   402 小林純玲(1)  11,26.98 

ｶﾐﾔﾘｵﾅ ｺﾊﾞﾔｼｽﾐﾚ
 1027 宮原千恵(3)   405 岡庭優希(2)

ﾐﾔﾊﾞﾗﾁｴ ｵｶﾆﾜﾕｳｷ
 1022 江守あかね(2)   399 矢島陸帆(1)

ｴﾓﾘｱｶﾈ ﾔｼﾞﾏﾘｸﾎ
 1020 山﨑さくら(1)   406 伊藤朱音(2)

ﾔﾏｻﾞｷｻｸﾗ ｲﾄｳｱｶﾈ
 6   1 長野東部中   779 傳田雪香(2)  11,11.35  6   5 信濃中(A)   577 宮本優花(2)  11,42.26 

ﾃﾞﾝﾀﾞﾕｷｶ ﾐﾔﾓﾄﾕｳｶ
  817 宮坂栞(2)   569 赤松英(1)

ﾐﾔｻｶｼｵﾘ ｱｶﾏﾂﾊﾅ
  810 佐越佑美(2)   574 志原のぞみ(1)

ｻｺｼﾕﾐ ｼﾊﾗﾉｿﾞﾐ
  805 松本ゆりな(1)   580 井上はな(1)

ﾏﾂﾓﾄﾕﾘﾅ ｲﾉｳｴﾊﾅ
 7   2 駒ヶ根東中(B)   454 下平尚(1)  11,38.25  7   9 伊那松川中(B)   325 西永梨恵(2)  11,45.51 

ｼﾓﾀﾞｲﾗﾅｵ ﾆｼﾅｶﾞﾘｴ
  447 宮入唯(1)   321 鈴木彩音(2)

ﾐﾔｲﾘﾕｲ ｽｽﾞｷｱﾔﾈ
  443 宮﨑沙織(2)   334 今泉茜音(3)

ﾐﾔｻﾞｷｻｵﾘ ｲﾏｲｽﾞﾐｱｶﾈ
  451 蟹澤紗希(1)   341 家苗蒔(1)

ｶﾆｻﾜｻｷ ｶﾅｴﾏｷ
 8   3 飯田高陵中   932 長谷川美波(1)  11,45.58  8   1 鉢盛中(C)   856 上條美咲(3)  11,51.52 

ﾊｾｶﾞﾜﾐﾅﾐ ｶﾐｼﾞｮｳﾐｻｷ
  945 高橋みほか(1)   861 市川歩美(1)

ﾀｶﾊｼﾐﾎｶ ｲﾁｶﾜｱﾕﾐ
  963 磯村実佑(1)   863 山本音緒(1)

ｲｿﾑﾗﾐﾕ ﾔﾏﾓﾄﾈｵ
  949 串原礼(2)   837 野村安奈(3)

ｸｼﾊﾗﾚｲ ﾉﾑﾗｱﾝﾅ
 9   4 諏訪西中   613 藤森有香(1)  12,23.62  9   4 上田第五中   540 松浦莉沙(2)  12,18.42 

ﾌｼﾞﾓﾘﾕｶ ﾏﾂｳﾗﾘｻ
  603 有田かな(2)   552 吉田萌佳(2)

ｱﾘﾀｶﾅ ﾖｼﾀﾞﾓｴｶ
  616 村澤泉季(2)   538 上原千穂(2)

ﾑﾗｻﾜﾐｽﾞｷ ｳｴﾊﾗﾁﾎ

中学女子

4×800mR            

決勝



  608 木下萌(1)   539 松﨑玲佳(2)
ｷﾉｼﾀﾓｴ ﾏﾂｻﾞｷﾚｲｶ



   1 鉢盛中(A)  10,10.14 小林里穂(3) 蛭田凜(2) 齊藤百香(3) 山本怜実(3)   2   1
   2 菅野中(A)  10,12.96 成田愛理(3) 小松彩乃(3) 三村静香(1) 滝内美来(3)   1   1
   3 駒ヶ根東中(A)  10,30.48 竹内華奈子(3) 春日ともえ(3) 下島郁奈(3) 宮脇杏菜(2)   2   2
   4 菅野中(B)  10,32.42 伊藤玲美優(3) 赤井麗佳(2) 小林千紗(1) 桃井由佳(3)   2   3
   5 鉢盛中(B)  10,40.90 菅沼真衣(2) 曽根まりな(3) 筒井朋美(2) 安田佳織(2)   1   2
   6 長峰中  10,40.98 五味あかり(2) 小池香穂(2) 河西いづみ(3) 細田あい(3)   1   3
   7 伊那松川中(A)  10,41.73 小沼千夏(2) 辻村夏奈子(3) 和田みな美(2) 熊谷美佑(2)   1   4
   8 櫻ヶ岡中  10,49.11 神谷梨緒菜(3) 宮原千恵(3) 江守あかね(2) 山﨑さくら(1)   1   5
   9 王滝中(A)  10,56.48 吉田英里子(3) 溝口友己歩(1) 胡桃沢佑衣(1) 栗空亜沙美(1)   2   4
  10 長野東部中  11,11.35 傳田雪香(2) 宮坂栞(2) 佐越佑美(2) 松本ゆりな(1)   1   6
  11 茅野東部中  11,26.98 小林純玲(1) 岡庭優希(2) 矢島陸帆(1) 伊藤朱音(2)   2   5
  12 駒ヶ根東中(B)  11,38.25 下平尚(1) 宮入唯(1) 宮﨑沙織(2) 蟹澤紗希(1)   1   7
  13 信濃中(A)  11,42.26 宮本優花(2) 赤松英(1) 志原のぞみ(1) 井上はな(1)   2   6
  14 伊那松川中(B)  11,45.51 西永梨恵(2) 鈴木彩音(2) 今泉茜音(3) 家苗蒔(1)   2   7
  15 飯田高陵中  11,45.58 長谷川美波(1) 高橋みほか(1) 磯村実佑(1) 串原礼(2)   1   8
  16 鉢盛中(C)  11,51.52 上條美咲(3) 市川歩美(1) 山本音緒(1) 野村安奈(3)   2   8
  17 上田第五中  12,18.42 松浦莉沙(2) 吉田萌佳(2) 上原千穂(2) 松﨑玲佳(2)   2   9
  18 諏訪西中  12,23.62 藤森有香(1) 有田かな(2) 村澤泉季(2) 木下萌(1)   1   9

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

4×800mR            
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 ｵｰﾀﾞｰ2

中学女子
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