
決勝 3月15日 12:15

[ 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   8 鉢盛中(B)  5360 山田 里花(2)  10:43.53  1   8 駒ヶ根東中(A)  5348 所河 二千花(2)  10:11.73 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｶ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｼｮｶﾞﾜ ﾆﾁｶ
 4797 上條 のあ(1)  5351 小出 裕香(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ ｺｲﾃﾞ ﾋﾛｶ
 5364 安田 三奈美(2)  5345 春日 桃桜(2)

ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ ｶｽｶﾞ ﾓﾓｵ
 4798 田近 亜紀(1)  6065 長見 京華(1)

ﾀﾁﾞｶ ｱｷ ｵｻﾐ ｷｮｳｶ
 2   9 駒ヶ根東中(C)  6060 宮下 喜久美(1)  10:54.03  2   9 明科かけっこ  6280 松原 月歌(5)  11:16.13 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾐﾔｼﾀ ｷｸﾐ ｱｶｼﾅｶｹｯｺ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾂｷｶ
 6064 菅沼 萌香(1)  6276 安永 友麻(6)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｴｶ ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳﾏ
 5346 北原 すず那(2)  6282 上條 舞(5)

ｷﾀﾊﾗ ｽｽﾞﾅ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏｲ
 5353 中村 花鈴(2)  6286 二村 海咲(4)

ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ ﾆﾑﾗ ﾐｻｷ
 3  14 坂城中  4008 鈴木 賀子(1)  11:00.66  3   6 篠ﾉ井西中  6118 酒井 彩花(2)  11:18.32 

ｻｶｷﾁｭｳ ｽｽﾞｷ ｶｺ ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳ ｻｶｲ ｻﾔｶ
 4007 酒井 菜々美(1)  6120 斉藤 あやみ(1)

ｻｶｲ ﾅﾅﾐ ｻｲﾄｳ ｱﾔﾐ
 4010 柳澤 優菜(1)  6117 山田 千翔(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾅ ﾔﾏﾀﾞ ﾁｶ
 4006 大塚 咲季(1)  6116 山岸 思実(2)

ｵｵﾂｶ ｻｷ ﾔﾏｷﾞｼ ｺﾄﾐ
 4   5 長野東部中(A)  6254 鈴木 実奈(2)  11:06.50  4   4 鉢盛中(C)  4793 清沢 果穂(1)  11:30.41 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ｽｽﾞｷ   ﾐﾅ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｷﾖｻﾜ ｶﾎ
 6250 島田 弥玲(1)  5359 御子柴 優花(2)

ｼﾏﾀﾞ  ﾐﾚｲ ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ
 6232 山本 美吹(1)  5361 川井 海帆(2)

ﾔﾏﾓ  ﾄｲﾌﾞｷ ｶﾜｲ ｶﾎ
 4763 山崎  夏穂(2)  5362 久保田 樺乃(2)

ﾔﾏｻﾞｷ  ｶﾎ ｸﾎﾞﾀ ｶﾉ
 5   2 豊科北中(A)  5368 臼井 美紅(2)  11:15.27  5  13 豊科北中(B)  4792 小林 叶音(1)  11:30.62 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ｳｽｲ ﾐｸ ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ
 5367 木村 凌(2)  5372 丸山 優佳(2)

ｷﾑﾗ ﾘｮｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｶ
 5366 齊藤 静花(2)  4787 深澤 由惟(1)

ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ
 5373 中井 遥菜(2)  5375 山本 佳奈(2)

ﾅｶｲ ﾊﾙﾅ ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ
 6  13 開成中(A)  4902 宍戸 優希(1)  11:21.31  6  15 松島中(A)  5822 富山 めぐみ(2)  11:33.25 

ｶｲｾｲﾁｭｳ ｼｼﾄﾞ ﾕｷ ﾏﾂｼﾏﾁｭｳ ﾄﾐﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ
 4047 秋元 栞南(1)  5833 関﨑 椎菜(2)

ｱｷﾓﾄ ｶﾝﾅ ｾｷｻﾞｷ ｼｲﾅ
 4528 宮林 悠莉(2)  5816 松山 由里香(2)

ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾘ ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾘｶ
 4006 原 薫子(1)  5824 手塚 友貴乃(2)

ﾊﾗ ﾏｻｺ ﾃﾂﾞｶ ﾕｷﾉ
 7  10 清水中(A)  6206 和田 真歩(2)  11:25.09  7   5 辰野中  6215 柘植 菜々子(1)  11:35.10 

ｼﾐｽﾞﾁｭｳ ﾜﾀﾞ ﾏﾎ ﾀﾂﾉﾁｭｳ ﾂｹﾞ ﾅﾅｺ
 6190 茅野 晶(2)  4692 小平 紗矢香(2)

ﾁﾉ ｱｷ ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾔｶ
 6199 的場 優衣(2)  4981 今井 希生(1)

ﾏﾄﾊﾞ ﾕｲ ｲﾏｲ ｷｷ
 6195 小祝 あおは(2)  6214 村上 紗世(2)

ｺｲﾜｲ ｱｵﾊ ﾑﾗｶﾐ ｻﾖ
 8  11 裾花中  6187 松本 亜美(1)  11:31.68  8  10 長野東部中(B)  6241 西原 椿葉(1)  11:40.90 

ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳ ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ﾆｼﾊﾗ  ﾊﾙﾅ
 6186 市川 のぞみ(1)  6249 土屋 友佳(2)

ｲﾁｶﾜ ﾉｿﾞﾐ ﾂﾁﾔ  ﾄﾓｶ
 4601 加藤 詩萌(2)  6237 小林 珠菜(2)

ｶﾄｳ ｼﾎ ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀﾏﾅ
 4690 南澤 泉希(2)  6235 小松 紗菜(2)

ﾐﾅﾐｻﾜ ﾐｽﾞｷ ｺﾏﾂ    ｻﾅ
 9   7 附属松本中(A)  4997 青木 弥佳(2)  11:37.44  9   3 塩尻広陵中  4865 小林 若菜(1)  11:43.31 

ｼﾝﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ ｱｵｷ ﾐｶ ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ
 4996 本山 穂(2)  4864 太田 聡恵(1)

ﾓﾄﾔﾏ ﾐﾉﾘ ｵｵﾀ ｻﾄｴ
 4001 内田 真愛(2)  4784 鹿崎 さくら(1)

ｳﾁﾀﾞ ﾏｱｲ ｼｶｻﾞｷ ｻｸﾗ
 4998 内山 璃沙(2)  5378 樋口 莉緒花(2)

ｳﾁﾔﾏ ﾘｻ ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ
10  15 信明中(B)  5734 白倉 季緒  11:42.56 10   1 豊科北TFC  5141 吉江 美季(3)  12:06.36 

ｼﾝﾈｲﾒｲﾁｭｳ(B) ｼﾗｸﾗ ﾘｵ ﾄﾖｼﾅｷﾀﾃｨｰｴﾌｼｰ ﾖｼｴ ﾐｷ
 5748 高橋 加奈  5206 鳥羽 美宇(3)

ﾀｶﾊｼｶﾅ ﾄﾊﾞ ﾐｳ
 5742 谷口 真生  5207 児玉 奈美(3)

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｵ ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ

女子

4×800m

決勝



 5739 市橋 史佳  5144 西澤 羽純(3)
ｲﾁﾊｼ ﾌﾐｶ ﾆｼｻﾞﾜ ﾊｽﾐ

11   3 丘中(A)  6034 松田 千奈(1)  11:53.24 11  11 木島平中  4395 土屋 香菜子(2)  12:11.46 
ｵｶﾁｭｳ ﾏﾂﾀﾞ ｾﾅ ｷｼﾞﾏﾀﾞｲﾗﾁｭｳ ﾂﾁﾔ ｶﾅｺ

 6028 宮坂 梨乃(1)  4394 丸山 沙知(2)
ﾐﾔｻｶ ﾘﾉ ﾏﾙﾔﾏ ｻﾁ

 6038 矢野倉 優美(1)  4376 小林 貫奈(1)
ﾔﾉｸﾗ ﾕﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾅ

 6027 奥原 希乃香(2)  4377 本山 桜和(1)
ｵｸﾊﾗ ﾉﾉｶ ﾓﾄﾔﾏ ｻﾜ

12   4 下諏訪町体協  6023 藤森 恵弥子(5)  11:56.26 12  14 開成中(B)  4904 高木 美沙(1)  12:14.89 
ｼﾓｽﾜﾏﾁﾀｲｷｮｳ ﾌｼﾞﾓﾘ ｴﾐｺ ｶｲｾｲﾁｭｳ ﾀｶｷ ﾐｻ

 6022 小口 紗弥(4)  4046 逢澤 歩里(1)
ｵｸﾞﾁ ｻﾔ ｱｲｻﾞﾜ ｱﾕﾘ

 6021 佐藤 希美(4)  4655 宮澤 実侑紀(2)
ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾕｷ

 6020 臼田 麻花(3)  4048 中村 渚(1)
ｳｽﾀﾞ ｱｻｶ ﾅｶﾑﾗ ﾅｷﾞｻ

13   1 長野東部中(D)  6223 宮川 紗衣(1)  12:19.95 13  12 附属松本中(B)  6267 相馬 佳菜子(1)  12:15.84 
ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ﾐﾔｶﾞﾜ  ｻｴ ｼﾝﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ ｿｳﾏ ｶﾅｺ

 6244 池田 彩香(1)  4002 繁田 奈々世(1)
ｲｹﾀﾞ  ｱﾔｶ ｼｹﾞﾀ ﾅﾅｾ

 6220 横山 紗耶(1)  6266 西山 ?未(1)
ﾖｺﾔﾏ  ｻﾔ ﾆｼﾔﾏ ﾕﾐ

 6246 中島 伸子(1)  4993 寺島 千加(1)
ﾅｶｼﾞﾏ  ﾉﾌﾞｺ ﾃﾗｼﾏ ﾁｶ

  6 諏訪FA   2 赤穂中(B)
ｽﾜFA 欠場 ｱｶﾎﾁｭｳ 欠場

 12 赤穂中(C)   7 諏訪南中
ｱｶﾎﾁｭｳ 欠場 ｽﾜﾐﾅﾐﾁｭｳ 欠場



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 鉢盛中(A)  4795 高安 結衣(1)  10:06.80 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ﾀｶﾔｽ ﾕｲ
 5365 村上 明日香(2)

ﾑﾗｶﾐ ｱｽｶ
 4796 蛭田 杏(1)

ﾋﾙﾀ ｱﾝ
 4794 中村 朱里(1)

ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ
 2   7 駒ヶ根東中(B)  6058 下島 梨紗(1)  10:47.31 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｼﾓｼﾞﾏ ﾘｻ
 5347 下平 美悠(2)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾐﾕ
 1836 小出 千夏(1)

ｺｲﾃﾞ ﾁﾅﾂ
 5350 湯澤 和(2)

ﾕｻﾞﾜ ﾅｺﾞﾐ
 3  13 信明中(A)  5745 古畑 茉緒(1)  11:14.35 

ｼﾝﾒｲﾁｭｳ ﾌﾙﾊﾀ ﾏｵ
 5728 青木 七海(2)

ｱｵｷ ﾅﾅﾐ
 5746 赤澤 亜実(1)

ｱｶｻﾞﾜ ｱﾐ
 5729 小澤 由衣(2)

ｵｻﾞﾜ ﾕｲ
 4  11 戸倉上山田中  4905 青木 希実(1)  11:16.31 

ﾄｸﾞﾗｶﾐﾔﾏﾀﾞﾁｭｳ ｱｵｷ ﾉｿﾞﾐ
 4906 中村 彩月(1)

ﾅｶﾑﾗ ｻﾂｷ
 4907 山口 紗季(1)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｷ
 4619 西野入 萌利(2)

ﾆｼﾉｲﾘ ﾓｴﾘ
 5   1 豊科北中(C)  5370 中澤 紫音(2)  11:26.44 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ﾅｶｻﾞﾜ ｼｵﾝ
 4789 上野 あずみ(1)

ｳｴﾉ ｱｽﾞﾐ
 5371 中澤 夢乃(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾕﾒﾉ
 4790 渡邊 沙紀(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷ
 6   5 軽井沢A&AC  6069 依田 仁美(6)  12:06.03 

ｶﾙｲｻﾞﾜA&AC ﾖﾀﾞ ﾋﾄﾐ
 6075 森川 日菜歩(5)

ﾓﾘｶﾜ ﾋﾅﾎ
 6071 宇都宮 悠奈(6)

ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ
 6074 市村 彩美(4)

ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ
 7   3 長野東部中(C)  6253 武田奈々美(2)  12:14.34 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ﾀｹﾀﾞ  ﾅﾅﾐ
 4768 倉石ほのか(2)

ｸﾗｲｼ  ﾎﾉｶ
 6221 関澤 みゆ(2)

ｾｷｻﾞﾜ  ﾐﾕ
 6243 大井まどか(2)

ｵｵｲ  ﾏﾄﾞｶ
 8  14 松島中(B)  5821 三沢 彩奈(1)  12:15.20 

ﾏﾂｼﾏﾁｭｳ ﾐｻﾜ ｱﾔﾅ
 5840 村山 美紅(1)

ﾑﾗﾔﾏ ﾐｸ
 5836 稲持 叶衣(1)

ｲﾅﾓﾁ ｶﾅｴ
 5836 河野 莉奈(1)

ｺｳﾉ ﾘﾅ
 9  12 清水中(B)  6189 井上 碧(2)  12:50.49 

ｼﾐｽﾞﾁｭｳ ｲﾉｳｴ ｱｵｲ
 6201 福島 瑠菜(1)

ﾌｸｼﾏ ﾙﾅ
 6200 飯森 麻友(1)

ｲｲﾓﾘ ﾏｳ
 6205 鈴木 愛海(1)

ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾐ
  2 赤穂中(A)

ｱｶﾎﾁｭｳ 欠場

  4 大町高
ｵｵﾏﾁｺｳ 欠場

女子

4×800m



  6 上諏訪中
ｶﾐｽﾜﾁｭｳ 欠場

  9 附属松本中(C)
ｼﾝﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ 欠場

 10 明科かけっこｸﾗ  6292 松原 月歌(5)
ｱｶｼﾅｶｹｯｺｸﾗﾌﾞ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾂｷｶ 欠場

 6287 安永 友麻(6)
ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳﾏ

 6294 上條 舞(5)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏｲ

 6298 二村 海咲(4)
ﾆﾑﾗ ﾐｻｷ



   1 鉢盛中(A)  10:06.80 高安 結衣(1) 村上 明日香(2) 蛭田 杏(1) 中村 朱里(1)   3   1
   2 駒ヶ根東中(A)  10:11.73 所河 二千花(2) 小出 裕香(2) 春日 桃桜(2) 長見 京華(1)   2   1
   3 鉢盛中(B)  10:43.53 山田 里花(2) 上條 のあ(1) 安田 三奈美(2) 田近 亜紀(1)   1   1
   4 駒ヶ根東中(B)  10:47.31 下島 梨紗(1) 下平 美悠(2) 小出 千夏(1) 湯澤 和(2)   3   2
   5 駒ヶ根東中(C)  10:54.03 宮下 喜久美(1) 菅沼 萌香(1) 北原 すず那(2) 中村 花鈴(2)   1   2
   6 坂城中  11:00.66 鈴木 賀子(1) 酒井 菜々美(1) 柳澤 優菜(1) 大塚 咲季(1)   1   3
   7 長野東部中(A)  11:06.50 鈴木 実奈(2) 島田 弥玲(1) 山本 美吹(1) 山崎  夏穂(2)   1   4
   8 信明中(A)  11:14.35 古畑 茉緒(1) 青木 七海(2) 赤澤 亜実(1) 小澤 由衣(2)   3   3
   9 豊科北中(A)  11:15.27 臼井 美紅(2) 木村 凌(2) 齊藤 静花(2) 中井 遥菜(2)   1   5
  10 明科かけっこ  11:16.13 松原 月歌(5) 安永 友麻(6) 上條 舞(5) 二村 海咲(4)   2   2
  11 戸倉上山田中  11:16.31 青木 希実(1) 中村 彩月(1) 山口 紗季(1) 西野入 萌利(2)   3   4
  12 篠ﾉ井西中  11:18.32 酒井 彩花(2) 斉藤 あやみ(1) 山田 千翔(1) 山岸 思実(2)   2   3
  13 開成中(A)  11:21.31 宍戸 優希(1) 秋元 栞南(1) 宮林 悠莉(2) 原 薫子(1)   1   6
  14 清水中(A)  11:25.09 和田 真歩(2) 茅野 晶(2) 的場 優衣(2) 小祝 あおは(2)   1   7
  15 豊科北中(C)  11:26.44 中澤 紫音(2) 上野 あずみ(1) 中澤 夢乃(2) 渡邊 沙紀(1)   3   5
  16 鉢盛中(C)  11:30.41 清沢 果穂(1) 御子柴 優花(2) 川井 海帆(2) 久保田 樺乃(2)   2   4
  17 豊科北中(B)  11:30.62 小林 叶音(1) 丸山 優佳(2) 深澤 由惟(1) 山本 佳奈(2)   2   5
  18 裾花中  11:31.68 松本 亜美(1) 市川 のぞみ(1) 加藤 詩萌(2) 南澤 泉希(2)   1   8
  19 松島中(A)  11:33.25 富山 めぐみ(2) 関﨑 椎菜(2) 松山 由里香(2) 手塚 友貴乃(2)   2   6
  20 辰野中  11:35.10 柘植 菜々子(1) 小平 紗矢香(2) 今井 希生(1) 村上 紗世(2)   2   7
  21 附属松本中(A)  11:37.44 青木 弥佳(2) 本山 穂(2) 内田 真愛(2) 内山 璃沙(2)   1   9
  22 長野東部中(B)  11:40.90 西原 椿葉(1) 土屋 友佳(2) 小林 珠菜(2) 小松 紗菜(2)   2   8
  23 信明中(B)  11:42.56 白倉 季緒 高橋 加奈 谷口 真生 市橋 史佳   1  10
  24 塩尻広陵中  11:43.31 小林 若菜(1) 太田 聡恵(1) 鹿崎 さくら(1) 樋口 莉緒花(2)   2   9
  25 丘中(A)  11:53.24 松田 千奈(1) 宮坂 梨乃(1) 矢野倉 優美(1) 奥原 希乃香(2)   1  11
  26 下諏訪町体協  11:56.26 藤森 恵弥子(5) 小口 紗弥(4) 佐藤 希美(4) 臼田 麻花(3)   1  12
  27 軽井沢A&AC  12:06.03 依田 仁美(6) 森川 日菜歩(5) 宇都宮 悠奈(6) 市村 彩美(4)   3   6
  28 豊科北TFC  12:06.36 吉江 美季(3) 鳥羽 美宇(3) 児玉 奈美(3) 西澤 羽純(3)   2  10
  29 木島平中  12:11.46 土屋 香菜子(2) 丸山 沙知(2) 小林 貫奈(1) 本山 桜和(1)   2  11
  30 長野東部中(C)  12:14.34 武田奈々美(2) 倉石ほのか(2) 関澤 みゆ(2) 大井まどか(2)   3   7
  31 開成中(B)  12:14.89 高木 美沙(1) 逢澤 歩里(1) 宮澤 実侑紀(2) 中村 渚(1)   2  12
  32 松島中(B)  12:15.20 三沢 彩奈(1) 村山 美紅(1) 稲持 叶衣(1) 河野 莉奈(1)   3   8
  33 附属松本中(B)  12:15.84 相馬 佳菜子(1) 繁田 奈々世(1) 西山 ?未(1) 寺島 千加(1)   2  13
  34 長野東部中(D)  12:19.95 宮川 紗衣(1) 池田 彩香(1) 横山 紗耶(1) 中島 伸子(1)   1  13
  35 清水中(B)  12:50.49 井上 碧(2) 福島 瑠菜(1) 飯森 麻友(1) 鈴木 愛海(1)   3   9
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長野県記録(KR)               19:45.43 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 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 長野東高(A)   881 中村 智美(1)  19:14.64 

ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼｺｳ ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ 県新
  878 塩崎 葵(1) 県高校新

ｼｵｻﾞｷ ｱｵｲ
  876 久保田 里菜(1)

ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ
  872 玉城 かんな(2)

ﾀﾏｷ ｶﾝﾅ
 2   2 長野東高(B)   870 川上 綾香(2)  19:56.62 

ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼｺｳ ｶﾜｶﾐ ｱﾔｶ 県高校新
  873 弓田 玲(2)

ﾕﾐﾀ ﾚｲ
  877 小林 希良莉(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾘ
  880 高木 実穂(1)

ﾀｶｷﾞ ﾐﾎ
 3   3 駒ヶ根東中(A)  5348 所河 二千花(2)  20:28.19 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｼｮｶﾞﾜ ﾆﾁｶ
 5351 小出 裕香(2)

ｺｲﾃﾞ ﾋﾛｶ
 5345 春日 桃桜(2)

ｶｽｶﾞ ﾓﾓｵ
 6065 長見 京華(1)

ｵｻﾐ ｷｮｳｶ
 4   5 戸倉上山田中  4349 竹内 優花(3)  20:44.95 

ﾄｸﾞﾗｶﾐﾔﾏﾀﾞﾁｭｳ ﾀｹｳﾁ ﾕｳｶ
 5314 中村 鈴(2)

ﾅｶﾑﾗ ｽｽﾞ
 5315 真柳 日南(2)

ﾏﾔﾅｷﾞ ﾋﾅ
 5313 千野 恵実(3)

ﾁﾉ ﾒｸﾞﾐ
 5   9 駒ヶ根東中(B)  6058 下島 梨紗(1)  22:02.64 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｼﾓｼﾞﾏ ﾘｻ
 5347 下平 美悠(2)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾐﾕ
 1836 小出 千夏(1)

ｺｲﾃﾞ ﾁﾅﾂ
 5350 湯澤 和(2)

ﾕｻﾞﾜ ﾅｺﾞﾐ
 6   7 駒ヶ根東中(C)  6060 宮下 喜久美(1)  22:42.66 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾐﾔｼﾀ ｷｸﾐ
 6064 菅沼 萌香(1)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｴｶ
 5346 北原 すず那(2)

ｷﾀﾊﾗ ｽｽﾞﾅ
 5353 中村 花鈴(2)

ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ
 7   8 長野東部中(A)  6254 鈴木 実奈(2)  22:52.71 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ｽｽﾞｷ   ﾐﾅ
 6249 土屋 友佳(2)

ﾂﾁﾔ  ﾄﾓｶ
 6250 島田 弥玲(1)

ｼﾏﾀﾞ  ﾐﾚｲ
 4763 山崎  夏穂(2)

ﾔﾏｻﾞｷ  ｶﾎ
 8   4 塩尻広陵中  4865 小林 若菜(1)  23:59.16 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ
 4864 太田 聡恵(1)

ｵｵﾀ ｻﾄｴ
 5378 樋口 莉緒花(2)

ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ
 5463 後藤 彩衣(2)

ｺﾞﾄｳ ｻｴ
 9   1 中野平中  4526 今井 愛実(2)  25:03.70 

ﾅｶﾉﾀﾞｲﾗﾁｭｳ ｲﾏｲ ﾏﾅﾐ
 4627 酒井 千穂(2)

ｻｶｲ ﾁﾂﾞﾙ
 4525 三井 美空(2)

ﾐﾂｲ ﾐｿﾗ
 4523 白鳥 花純(2)

ｼﾗﾄﾘ ｶｽﾐ

女子

4×1500m4×1500m
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