
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、特定非営利活動法人茅野市体育協会、
　　　特定非営利活動法人富士見町体育協会、原村体育協会
主管：諏訪陸上競技協会
期日：平成２９年８月６日（日）
場所：茅野市運動公園陸上競技場（競技場コード：173100）
審判長：田中　米人　　記録主任：小沢　哲彦

■この大会で樹立された記録
項目 クラス 種目 氏名 所属 記録 従来の記録
県新 一般女子 4x200m 河田 璃音(1) 市立長野高 1分41秒74 1分42秒87

県高校新 唐澤 花実(1) 1分43秒22
大会新 田村 純菜(1) 1分48秒60

永原 朱夏(2)
県新 一般男子 4ｘ800m 高橋 一輝(2) 長野高専 8分01秒37 8分03秒64

大会新 廣瀬 洸(3) 8分03秒64
小池 勇飛(5)
北原 廉(5)

大会新 中学男子 4ｘ100m 篠原 翼(3) 豊科北中(A) 45秒14 45秒31
丸山 拓海(3)
橋本 涼(3)

白澤 稜馬(3)
大会新 中学男子 100m+200m+ 三瓶 恒心(3) 櫻ヶ岡(A) 2分03秒66 2分05秒7

300m+400m 曽根 康太(2)
加藤 佑弥(3)
井上 広章(3)

大会新 中学男子 100m+200m+ 丸山 直樹(3) 豊科北中(A) 2分04秒20 2分05秒7
300m+400m 橋本 涼(3)

白澤 稜馬(3)
丸山 拓海(3)

県高校新 一般男子 100m+200m+ 宮下 翼(2) 市立長野高 1分56秒57 1分57秒78
大会新 300m+400m 小出 郁弥(3) 1分56秒7

児玉 悠作(2)
池田 翔紀(2)

■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 30.0 59.0 南南西 2.0
10:00 晴れ 30.5 56.0 北北西 0.6
11:00 晴れ 31.5 60.0 南南西 0.8
12:00 晴れ 33.0 50.0 北 1.6
13:00 晴れ 32.0 49.0 南東 0.5
14:00 晴れ
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決勝記録一覧表
(PR:県新) 女  子 【競技場】173100  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
08/06 女子 60_市立長野高    1,41.74

4x200m 河田 璃音(1) PR
唐澤 花実(1)
田村 純菜(1)
永原 朱夏(2)

08/06 61_市立長野高    2,21.69
100m+200m+300m 河田 璃音(1)

永原 朱夏(2)
田村 純菜(1)
唐澤 花実(1)

08/06 62_上田高    10,04.30
4x800m 日比 まひろ(2)

梅村 菜々子(2)
永渡 真悠子(1)
久保田 絢乃(1)

08/06 中学女子 28_軽井沢A&AC      52.19 85_赤穂中(A)      53.32 29_原中       53.82 95_辰野中(A)      53.89 134_豊科北中(A)      53.94 135_豊科北中(B)      54.30 72_諏訪西中(A)      54.44 105_長峰中(A)      54.75
4x100m 大森 里香(1) 氣賀澤 円香(2) 津金 璃子(3) 渡辺 梓沙(1) 後藤 玲名(3) 丸山 夏希(1) 安田 莉穂(1) 山田 美和(3)

土屋 ほのか(2) 田中 凜(2) 鎌倉 杏(3) 小澤 佑奈(2) 津幡 祐衣(3) 片桐 未音里(2) 藤森 七海(1) 小林 万莉(2)
市村 彩美(2) 飯島 莉紗(2) 小林 由依(3) 三枝 千夏(2) 瀧澤 美結(3) 秋山 七海(2) 竹松 優(2) 小林 千紘(2)
荻原 希乃愛(1) 中嶋 珠久(2) 堀内 沙紀(3) 塚間 友香(2) 木村 実夢(3) 坂口 輝(2) 原田 なな(2) 小松 美唯奈(1)

08/06 87_赤穂中(A)    2,32.81 69_諏訪西中(A)    2,33.39 117_飯綱中     2,37.28 97_辰野中(A)    2,37.91 133_豊科北中(B)    2,38.12 25_駒ヶ根東中(A    2,38.85 36_高社中     2,39.66 12_岡谷東部中    2,40.71
100m+200m+300m 氣賀澤 円香(2) 藤森 七海(1) 朝比奈 莉子(1) 三枝 千夏(2) 後藤 玲名(3) 宮澤 日菜(1) 竹内 海月(2) 中島 さや香(2)

田中 凜(2) 橋本 花甫(3) 荒井 美彩(2) 渡辺 梓沙(1) 片桐 未音里(2) 木下 弥采(2) 池田 あいむ(3) 江口 真尋(2)
飯島 莉紗(2) 伊藤 桃香(3) 髙野 夢羽(3) 小澤 佑奈(2) 堀金 真華(2) 中城 美佳(3) 佐藤 里桜(2) 春日 莉緒(1)
中嶋 珠久(2) 宮下 綺実(3) 髙野 美穂(3) 塚間 友香(2) 瀧澤 美結(3) 小林 香絵(3) 山田 葵香(3) 平澤 恋菜(2)

08/06 No.180_箕輪中    4,33.62 89_赤穂中     4,38.03 51_佐久浅間中    4,43.16 118_飯綱中     4,44.88 8_永明     4,45.67
4x400m 岡 瑞希(2) 逸持治 奏愛(2) 山田 千晶(2) 髙野 美穂(3) 五味 愛夏(2)

中村 柚音(2) 氣賀澤 円香(2) 望月 咲侑(2) 西﨑 楓音(2) 竹内 里桜(2)
平松 愛純(2) 関 広菜(2) 市川 七海(2) 藤本 夏海(2) 飯島 彩香(2)
中林 樹里(2) 森脇 光砂(1) 小林 美菜子(2) 古越 佑奈(1) 古川 葵(2)

08/06 99_辰野中    10,41.85 No.181_箕輪中   10,47.63 37_高社中(A)   10,47.69 27_駒ヶ根東中   10,55.38 30_原中    11,00.78 52_三陽中(A)   11,09.82 38_高社中(B)   11,14.33 119_飯綱中    11,20.97
4x800m 瀬戸 郁美(3) 中林 樹里(2) 佐藤 里桜(2) 竹村 千咲己(2) 小嶋 楓來(1) 高野 真未 熊代 眞陽琉(1) 髙野 美穂(3)

宮本 珠里(2) 平松 愛純(2) 池田 あいむ(3) 小林 柚花(2) 小池 嶺花(2) 飯島 空 武田 実咲(3) 西﨑 楓音(2)
廣島 歩佳(2) 杉本 梨緒(3) 武田 ほたる(2) 滝澤 朱莉(3) 島﨑 かえで(2) 小林 蒼空 山田 愛夏(2) 藤本 夏海(2)
小澤 明日香(2) 岡 瑞希(2) 山田 葵香(3) 滝沢 初寧(1) 樋川 瑛(2) 山田 彩乃 山田 柚葵(1) 古越 佑奈(1)

08/06 ｵｰﾌﾟﾝ小学女 175_軽井沢A&AC      56.23 172_茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ      56.44 176_軽井沢A&AC(    1,03.16
4x100m 漆原 衣咲(6) 丸茂 花愛(6) 千葉 未来(4)

佐伯 風帆(6) 山本 香菜美(6) 中嶋 杏佳(4)
荻原 佳那(6) 田村 優衣(6) 並木 彩華(4)
中野 佐羽子(6) 箱田 真奈美(6) 大森 玲花(4)



決勝 8月6日 11:05

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 85_赤穂中(A)   233 氣賀澤 円香(2)     53.32  1   6 6_永明    32 岩下 夢菜(1)     55.96 

ｱｶﾎﾁｭｳA ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ ｴｲﾒｲ ｲﾜｼﾀ ﾕﾅ
  241 田中 凜(2)    18 清水 彩音(1)

ﾀﾅｶ ﾘﾝ ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾄ
  239 飯島 莉紗(2)    30 宮坂 茉津莉(1)

ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ ﾐﾔｻｶ ﾏﾂﾘ
  247 中嶋 珠久(2)    21 小平 奏重(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ
 2   4 86_赤穂中(B)   262 山田 優芽(1)     56.36  2   3 166_箕輪中(A)   439 北原 樹奈(2)     56.23 

ｱｶﾎﾁｭｳB ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ ﾐﾉﾜﾁｭｳA ｷﾀﾊﾗ ｼﾞｭﾅ
  245 鎮西 花(1)   497 井口 空亜(2)

ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ ｲｸﾞﾁ ｿｱ
  240 入谷 奏音(1)   472 戸田 美桜(2)

ｲﾘﾔ ｶﾉﾝ ﾄﾀﾞ ﾐｵ
  263 原田 栞里(1)   477 宮澤 遥(2)

ﾊﾗﾀﾞ ｼｵﾘ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙｶ
 3   5 11_岡谷東部中    43 石吾 桃香(2)     56.88  3   2 46_佐久浅間中(   156 佐藤 美和(1)     56.73 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｲｼｺﾞ ﾓﾓｶ ｻｸｱｻﾏﾁｭｳB ｻﾄｳ ﾐﾜ
   50 宮坂 詩(2)   148 竹内 ゆい(1)

ﾐﾔｻｶ ｳﾀ ﾀｹｳﾁ ﾕｲ
   42 川嶋 成美(2)   144 鈴木 天音(1)

ｶﾜｼﾏ ﾅﾙﾐ ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ
   45 小口 紗弥(2)   152 秋穂 真理(1)

ｵｸﾞﾁ ｻﾔ ｱｷﾎ ﾏﾘ
 4   8 24_駒ヶ根東中(    64 矢澤 華(1)     59.63  4   5 96_辰野中(B)   278 藤森 沙耶(1)     57.29 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳB ﾔｻﾞﾜ ﾊﾅ ﾀﾂﾉﾁｭｳB ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾔ
   89 宮澤 日菜(1)   285 上島 澪里(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾅ ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｵﾘ
   74 池上 絵笛(1)   291 舟橋 里紗(1)

ｲｹｶﾞﾐ ｴﾌｴ ﾌﾅﾊﾞｼ ﾘｻ
   66 北原 ほのか(2)   297 荻原 瞳(1)

ｷﾀﾊﾗ ﾎﾉｶ ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾄﾐ
 5   7 13_下諏訪中    56 岩田 和紗(1)   1,00.29  5   8 45_佐久浅間中(A  155 山田 千晶(2)     57.30 

ｼﾓｽﾜﾁｭｳ ｲﾜﾀ ｶｽﾞｻ ｻｸｱｻﾏﾁｭｳA ﾔﾏﾀﾞ ﾁｱｷ
   57 臼田 麻花(1)   146 望月 咲侑(2)

ｳｽﾀﾞ ｱｻｶ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｳ
   53 小野 綾音(1)   150 小林 美菜子(2)

ｵﾉ ｱﾔﾈ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅｺ
   55 吉田 渚(2)   154 市川 七海(2)

ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞｻ ｲﾁｶﾜ ﾅﾅﾐ
 6   3 107_長峰中(B)   319 黒澤 美月(1)   1,00.80  6   7 35_高社中(B)   119 山田 柚葵(1)   1,00.37 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳB ｸﾛｻﾜ ﾐﾂﾞｷ ｺｳｼｬﾁｭｳB ﾔﾏﾀﾞ ﾕｽﾞｷ
  324 奥原 緒美(1)   124 工藤 ゆらら(1)

ｵｸﾊﾗ ﾂｸﾞﾐ ｸﾄﾞｳ ﾕﾗﾗ
  312 小島 彩奈(1)   109 武田 あき(1)

ｺｼﾞﾏ ｱﾔﾅ ﾀｹﾀﾞ ｱｷ
  300 畠中 ひなの(1)   111 土屋 日実(1)

ﾊﾀﾅｶ ﾋﾅﾉ ﾂﾁﾔ ﾋﾐ
 7   2 167_箕輪中(B)   461 松見 すみれ(1)   1,03.48  7   4 73_諏訪西中(B)   213 小池 愛心(2)   1,00.74 

ﾐﾉﾜﾁｭｳB ﾏﾂﾐ ｽﾐﾚ ｽﾜﾆｼﾁｭｳB ｺｲｹ ﾏﾅﾐ
  444 日原 穂香(1)   224 関 結菜(2)

ﾋﾊﾗ ﾎﾉｶ ｾｷ ﾕｲﾅ
  464 小松 礼佳(1)   215 小松 夢來(1)

ｺﾏﾂ ｱﾔｶ ｺﾏﾂ ﾕﾗ
  496 井澤 夏帆(1)   212 小池 理紗子(1)

ｲｻﾜ ｶﾎ ｺｲｹ ﾘｻｺ

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   3 95_辰野中(A)   281 渡辺 梓沙(1)     53.89  1   7 28_軽井沢A&AC    93 大森 里香(1)     52.19 

ﾀﾂﾉﾁｭｳA ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽﾞｻ ｶﾙｲｻﾞﾜA&AC ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ
  288 小澤 佑奈(2)    92 土屋 ほのか(2)

ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾅ ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ
  292 三枝 千夏(2)    94 市村 彩美(2)

ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ
  282 塚間 友香(2)    96 荻原 希乃愛(1)

ﾂｶﾏ ﾕｶ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ
 2   8 105_長峰中(A)   316 山田 美和(3)     54.75  2   2 29_原中   101 津金 璃子(3)     53.82 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳA ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾜ ﾊﾗﾁｭｳ ﾂｶﾞﾈ ﾘｺ
  310 小林 万莉(2)   105 鎌倉 杏(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ ｱﾏｸﾗ ｱﾝｽﾞ
  311 小林 千紘(2)   102 小林 由依(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ
  314 小松 美唯奈(1)    97 堀内 沙紀(3)

ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ ﾎﾘｳﾁ ｻｷ
 3   2 23_駒ヶ根東中(A   88 戸枝 恵依(3)     54.99  3   5 134_豊科北中(A)  403 後藤 玲名(3)     53.94 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳA ﾄｴﾀﾞ ｹｲ ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳA ｺﾞﾄｳ ﾚﾅ
   86 小林 香絵(3)   394 津幡 祐衣(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ ﾂﾊﾞﾀ ﾕｲ
   70 中城 美佳(3)   396 瀧澤 美結(3)

ﾅｶｼﾞｮｳ ﾐｶ ﾀｷｻﾞﾜ ﾐﾕ
   65 木下 弥采(2)   389 木村 実夢(3)

ｷﾉｼﾀ ﾐｺﾄ ｷﾑﾗ ﾐﾕﾒ
 4   6 41_高森中   140 吉澤 詩乃(1)     55.85  4   6 135_豊科北中(B)  410 丸山 夏希(1)     54.30 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳB ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ
  137 山城 春菜(1)   392 片桐 未音里(2)

ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ ｶﾀｷﾞﾘ ﾐｵﾘ
  134 松下 陽音(1)   399 秋山 七海(2)

ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙﾈ ｱｷﾔﾏ ﾅﾅﾐ
  138 熊谷 千尋(2)   402 坂口 輝(2)

ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ ｻｶｸﾞﾁ ﾋｶﾘ
 5   4 116_飯綱中   361 荒井 美彩(2)     56.78  5   8 72_諏訪西中(A)   226 安田 莉穂(1)     54.44 

ｲｲﾂﾞﾅﾁｭｳ ｱﾗｲ ﾐｱﾔ ｽﾜﾆｼﾁｭｳA ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ
  348 髙野 夢羽(3)   208 藤森 七海(1)

ﾀｶﾉ ﾕﾒﾊ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ
  358 朝比奈 莉子(1)   210 竹松 優(2)

ｱｻﾋﾅ ﾘｺ ﾀｹﾏﾂ ﾕｳ
  351 龍野 瑞希(1)   219 原田 なな(2)

ﾀﾂﾉ ﾐｽﾞｷ ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅ
 6   7 126_穂高西(B)   385 佐々木 咲帆美(1)     57.76  6   4 63_上田第一   198 峯村 樹奈(1)     55.06 

ﾎﾀｶﾆｼB ｻｻｷ ｻﾎﾐ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｲﾁ ﾐﾈﾑﾗ ｼﾞｭﾅ
  378 竹村 はな(1)   197 髙尾 玲良(2)

ﾀｹﾑﾗ ﾊﾅ ﾀｶｵ ﾚｲﾗ
  373 藤原 穗花(1)   200 中嶋 朱夏(1)

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾎﾉｶ ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭｶ
  386 佐々木 希帆望(1)   201 滝澤 遥香(2)

ｻｻｷ ｷﾎﾐ ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾙｶ
 7   5 125_穂高西(A)   383 森田 クラウディア     58.36  7   3 34_高社中(A)   122 佐藤 里桜(2)     55.09 

ﾎﾀｶﾆｼA ﾓﾘﾀ ｸﾗｳﾃﾞｨｱ ｺｳｼｬﾁｭｳA ｻﾄｳ ﾘｵ
  382 石橋 琳花(1)   113 池田 あいむ(3)

ｲｼﾊﾞｼ ﾘﾝｶ ｲｹﾀﾞ ｱｲﾑ
  370 二村 海咲(2)   117 若林 瑞季(3)

ﾆﾑﾗ ﾐｻｷ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ
  368 白沢 莉子(2)   112 竹内 海月(2)

ｼﾗｻﾜ ﾘｺ ﾀｹｳﾁ ﾐﾂｷ

   1 28_軽井沢A&AC     52.19 大森 里香(1) 土屋 ほのか(2) 市村 彩美(2) 荻原 希乃愛(1)   4   1
   2 85_赤穂中(A)     53.32 氣賀澤 円香(2) 田中 凜(2) 飯島 莉紗(2) 中嶋 珠久(2)   1   1
   3 29_原中     53.82 津金 璃子(3) 鎌倉 杏(3) 小林 由依(3) 堀内 沙紀(3)   4   2
   4 95_辰野中(A)     53.89 渡辺 梓沙(1) 小澤 佑奈(2) 三枝 千夏(2) 塚間 友香(2)   3   1
   5 134_豊科北中(A)     53.94 後藤 玲名(3) 津幡 祐衣(3) 瀧澤 美結(3) 木村 実夢(3)   4   3
   6 135_豊科北中(B)     54.30 丸山 夏希(1) 片桐 未音里(2) 秋山 七海(2) 坂口 輝(2)   4   4
   7 72_諏訪西中(A)     54.44 安田 莉穂(1) 藤森 七海(1) 竹松 優(2) 原田 なな(2)   4   5
   8 105_長峰中(A)     54.75 山田 美和(3) 小林 万莉(2) 小林 千紘(2) 小松 美唯奈(1)   3   2
   9 23_駒ヶ根東中(A)     54.99 戸枝 恵依(3) 小林 香絵(3) 中城 美佳(3) 木下 弥采(2)   3   3
  10 63_上田第一     55.06 峯村 樹奈(1) 髙尾 玲良(2) 中嶋 朱夏(1) 滝澤 遥香(2)   4   6
  11 34_高社中(A)     55.09 佐藤 里桜(2) 池田 あいむ(3) 若林 瑞季(3) 竹内 海月(2)   4   7
  12 41_高森中     55.85 吉澤 詩乃(1) 山城 春菜(1) 松下 陽音(1) 熊谷 千尋(2)   3   4
  13 6_永明     55.96 岩下 夢菜(1) 清水 彩音(1) 宮坂 茉津莉(1) 小平 奏重(1)   2   1
  14 166_箕輪中(A)     56.23 北原 樹奈(2) 井口 空亜(2) 戸田 美桜(2) 宮澤 遥(2)   2   2
  15 86_赤穂中(B)     56.36 山田 優芽(1) 鎮西 花(1) 入谷 奏音(1) 原田 栞里(1)   1   2
  16 46_佐久浅間中(B)     56.73 佐藤 美和(1) 竹内 ゆい(1) 鈴木 天音(1) 秋穂 真理(1)   2   3
  17 116_飯綱中     56.78 荒井 美彩(2) 髙野 夢羽(3) 朝比奈 莉子(1) 龍野 瑞希(1)   3   5

中学女子

順位 所属名 都道府県 記録

4x100m

中学女子

4x100m
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



  18 11_岡谷東部中     56.88 石吾 桃香(2) 宮坂 詩(2) 川嶋 成美(2) 小口 紗弥(2)   1   3
  19 96_辰野中(B)     57.29 藤森 沙耶(1) 上島 澪里(1) 舟橋 里紗(1) 荻原 瞳(1)   2   4
  20 45_佐久浅間中(A)     57.30 山田 千晶(2) 望月 咲侑(2) 小林 美菜子(2) 市川 七海(2)   2   5
  21 126_穂高西(B)     57.76 佐々木 咲帆美( 竹村 はな(1) 藤原 穗花(1) 佐々木 希帆望(   3   6
  22 125_穂高西(A)     58.36 森田 クラウディ石橋 琳花(1) 二村 海咲(2) 白沢 莉子(2)   3   7
  23 24_駒ヶ根東中(B)     59.63 矢澤 華(1) 宮澤 日菜(1) 池上 絵笛(1) 北原 ほのか(2)   1   4
  24 13_下諏訪中   1,00.29 岩田 和紗(1) 臼田 麻花(1) 小野 綾音(1) 吉田 渚(2)   1   5
  25 35_高社中(B)   1,00.37 山田 柚葵(1) 工藤 ゆらら(1) 武田 あき(1) 土屋 日実(1)   2   6
  26 73_諏訪西中(B)   1,00.74 小池 愛心(2) 関 結菜(2) 小松 夢來(1) 小池 理紗子(1)   2   7
  27 107_長峰中(B)   1,00.80 黒澤 美月(1) 奥原 緒美(1) 小島 彩奈(1) 畠中 ひなの(1)   1   6
  28 167_箕輪中(B)   1,03.48 松見 すみれ(1) 日原 穂香(1) 小松 礼佳(1) 井澤 夏帆(1)   1   7



決勝 8月6日 12:30

県新    (PR )     2,16.97
県中学新(JR )     2,23.34
大会新  (GR )     2,23.34

[ 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   2 127_穂高西   368 白沢 莉子(2)   2,46.32  1   4 36_高社中   112 竹内 海月(2)   2,39.66 

ﾎﾀｶﾆｼ ｼﾗｻﾜ ﾘｺ ｺｳｼｬﾁｭｳ ﾀｹｳﾁ ﾐﾂｷ
  369 梅沢 めぐみ(2)   113 池田 あいむ(3)

ｳﾒｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ ｲｹﾀﾞ ｱｲﾑ
  370 二村 海咲(2)   122 佐藤 里桜(2)

ﾆﾑﾗ ﾐｻｷ ｻﾄｳ ﾘｵ
  364 矢口 萌叶(2)   120 山田 葵香(3)

ﾔｸﾞﾁ ﾓｶ ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｶ
 2   4 168_箕輪中(A)   439 北原 樹奈(2)   2,47.06  2   7 132_豊科北中(A)  399 秋山 七海(2)   2,42.50 

ﾐﾉﾜﾁｭｳA ｷﾀﾊﾗ ｼﾞｭﾅ ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳA ｱｷﾔﾏ ﾅﾅﾐ
  497 井口 空亜(2)   402 坂口 輝(2)

ｲｸﾞﾁ ｿｱ ｻｶｸﾞﾁ ﾋｶﾘ
  472 戸田 美桜(2)   394 津幡 祐衣(3)

ﾄﾀﾞ ﾐｵ ﾂﾊﾞﾀ ﾕｲ
  477 宮澤 遥(2)   389 木村 実夢(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙｶ ｷﾑﾗ ﾐﾕﾒ
 3   8 14_下諏訪中    53 小野 綾音(1)   2,47.21  3   6 140_堀金中   420 前田 百葉(1)   2,42.67 

ｼﾓｽﾜﾁｭｳ ｵﾉ ｱﾔﾈ ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ﾏｴﾀﾞ ﾓﾓﾊ
   52 中村 友理子(2)   431 丸山 結愛(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘｺ ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲﾅ
   54 小池 由華(2)   425 松本 恵実(1)

ｺｲｹ ﾕｲｶ ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐ
   57 臼田 麻花(1)   416 福田 莉子(3)

ｳｽﾀﾞ ｱｻｶ ﾌｸﾀﾞ ﾘｺ
 4   7 7_永明    26 佐伯 明莉(3)   2,47.95  4   8 70_諏訪西中(B)   213 小池 愛心(2)   2,46.15 

ｴｲﾒｲ ｻｴｷ ｱｶﾘ ｽﾜﾆｼﾁｭｳB ｺｲｹ ﾏﾅﾐ
   25 山田 茉優(3)   224 関 結菜(2)

ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ ｾｷ ﾕｲﾅ
   33 下向 華歩(1)   219 原田 なな(2)

ｼﾓﾑｶｲ ｶﾎ ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅ
   12 飯島 菜津美(3)   210 竹松 優(2)

ｲｲｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ ﾀｹﾏﾂ ﾕｳ
 5   5 53_三陽中(A)   171 小林 蒼空   2,49.37  5   3 49_佐久浅間中(A  154 市川 七海(2)   2,51.04 

ｻﾝﾖｳﾁｭｳA ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ ｻｸｱｻﾏﾁｭｳA ｲﾁｶﾜ ﾅﾅﾐ
  165 飯島 空   156 佐藤 美和(1)

ｲｲｼﾞﾏ ｿﾗ ｻﾄｳ ﾐﾜ
  174 山田 彩乃   152 秋穂 真理(1)

ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾉ ｱｷﾎ ﾏﾘ
  175 高野 真未   160 近藤 桜(1)

ﾀｶﾉ ﾏﾐ ｺﾝﾄﾞｳ ｻｸﾗ
 6   6 26_駒ヶ根東中(    68 馬場 成美(1)   2,53.92  6   5 106_長峰中(B)   304 藤森 あんり(2)   2,52.95 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳB ﾊﾞﾊﾞ ﾅﾙﾐ ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳB ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾝﾘ
   64 矢澤 華(1)   302 藤島 沙由希(1)

ﾔｻﾞﾜ ﾊﾅ ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ
   77 滝沢 初寧(1)   306 大和 野乃香(1)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾂﾈ ｵｵﾜ ﾉﾉｶ
   72 竹村 千咲己(2)   307 大田 樹璃(1)

ﾀｹﾑﾗ ﾁｻｷ ｵｵﾀ ｼﾞｭﾘ
 7   3 169_箕輪中(B)   496 井澤 夏帆(1)   3,06.19 

ﾐﾉﾜﾁｭｳB ｲｻﾜ ｶﾎ
  444 日原 穂香(1)

ﾋﾊﾗ ﾎﾉｶ
  464 小松 礼佳(1)

ｺﾏﾂ ｱﾔｶ
  461 松見 すみれ(1)

ﾏﾂﾐ ｽﾐﾚ

中学女子

100m+200m+300m+400m 

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   3 87_赤穂中(A)   233 氣賀澤 円香(2)   2,32.81  1   7 69_諏訪西中(A)   208 藤森 七海(1)   2,33.39 

ｱｶﾎﾁｭｳA ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ ｽﾜﾆｼﾁｭｳA ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ
  241 田中 凜(2)   220 橋本 花甫(3)

ﾀﾅｶ ﾘﾝ ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ
  239 飯島 莉紗(2)   225 伊藤 桃香(3)

ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ ｲﾄｳ ﾓﾓｶ
  247 中嶋 珠久(2)   223 宮下 綺実(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ
 2   8 133_豊科北中(B)  403 後藤 玲名(3)   2,38.12  2   3 117_飯綱中   358 朝比奈 莉子(1)   2,37.28 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳB ｺﾞﾄｳ ﾚﾅ ｲｲﾂﾞﾅﾁｭｳ ｱｻﾋﾅ ﾘｺ
  392 片桐 未音里(2)   361 荒井 美彩(2)

ｶﾀｷﾞﾘ ﾐｵﾘ ｱﾗｲ ﾐｱﾔ
  390 堀金 真華(2)   348 髙野 夢羽(3)

ﾎﾘｶﾞﾈ ﾏﾅｶ ﾀｶﾉ ﾕﾒﾊ
  396 瀧澤 美結(3)   349 髙野 美穂(3)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾐﾕ ﾀｶﾉ ﾐﾎ
 3   6 25_駒ヶ根東中(A   89 宮澤 日菜(1)   2,38.85  3   4 97_辰野中(A)   292 三枝 千夏(2)   2,37.91 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳA ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾅ ﾀﾂﾉﾁｭｳA ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ
   65 木下 弥采(2)   281 渡辺 梓沙(1)

ｷﾉｼﾀ ﾐｺﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽﾞｻ
   70 中城 美佳(3)   288 小澤 佑奈(2)

ﾅｶｼﾞｮｳ ﾐｶ ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾅ
   86 小林 香絵(3)   282 塚間 友香(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ ﾂｶﾏ ﾕｶ
 4   4 50_佐久浅間中(   146 望月 咲侑(2)   2,50.77  4   5 12_岡谷東部中    40 中島 さや香(2)   2,40.71 

ｻｸｱｻﾏﾁｭｳB ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｳ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾔｶ
  144 鈴木 天音(1)    48 江口 真尋(2)

ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ ｴｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ
  148 竹内 ゆい(1)    46 春日 莉緒(1)

ﾀｹｳﾁ ﾕｲ ｶｽｶﾞ ﾘｵ
  161 磯部 遥歌(1)    39 平澤 恋菜(2)

ｲｿﾍﾞ ﾊﾙｶ ﾋﾗｻﾜ ｺｺﾅ
 5   7 71_諏訪西中(C)   212 小池 理紗子(1)   2,51.19  5   8 104_長峰中(A)   311 小林 千紘(2)   2,48.60 

ｽﾜﾆｼﾁｭｳC ｺｲｹ ﾘｻｺ ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳA ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ
  216 小口 葉奈(1)   310 小林 万莉(2)

ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ
  226 安田 莉穂(1)   318 黒澤 萌(2)

ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ ｸﾛｻﾜ ﾓｴ
  215 小松 夢來(1)   298 北原 結和(2)

ｺﾏﾂ ﾕﾗ ｷﾀﾊﾗ ﾕｳﾅ
 6   5 88_赤穂中(B)   245 鎮西 花(1)   2,54.25  6   6 98_辰野中(B)   290 小松 茉央(2)   3,00.62 

ｱｶﾎﾁｭｳB ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ ﾀﾂﾉﾁｭｳB ｺﾏﾂ ﾏｵ
  240 入谷 奏音(1)   286 松下 茉鈴(2)

ｲﾘﾔ ｶﾉﾝ ﾏﾂｼﾀ ﾏﾘﾝ
  259 春日 葉(1)   287 小澤 来空(1)

ｶｽｶﾞ ﾐﾄﾞﾘ ｵｻﾞﾜ ﾗｲｱ
  262 山田 優芽(1)   276 北原 知佳(1)

ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ ｷﾀﾊﾗ ﾄﾓｶ

中学女子

100m+200m+300m+400m 



   1 87_赤穂中(A)   2,32.81 氣賀澤 円香(2) 田中 凜(2) 飯島 莉紗(2) 中嶋 珠久(2)   3   1
   2 69_諏訪西中(A)   2,33.39 藤森 七海(1) 橋本 花甫(3) 伊藤 桃香(3) 宮下 綺実(3)   4   1
   3 117_飯綱中   2,37.28 朝比奈 莉子(1) 荒井 美彩(2) 髙野 夢羽(3) 髙野 美穂(3)   4   2
   4 97_辰野中(A)   2,37.91 三枝 千夏(2) 渡辺 梓沙(1) 小澤 佑奈(2) 塚間 友香(2)   4   3
   5 133_豊科北中(B)   2,38.12 後藤 玲名(3) 片桐 未音里(2) 堀金 真華(2) 瀧澤 美結(3)   3   2
   6 25_駒ヶ根東中(A)   2,38.85 宮澤 日菜(1) 木下 弥采(2) 中城 美佳(3) 小林 香絵(3)   3   3
   7 36_高社中   2,39.66 竹内 海月(2) 池田 あいむ(3) 佐藤 里桜(2) 山田 葵香(3)   2   1
   8 12_岡谷東部中   2,40.71 中島 さや香(2) 江口 真尋(2) 春日 莉緒(1) 平澤 恋菜(2)   4   4
   9 132_豊科北中(A)   2,42.50 秋山 七海(2) 坂口 輝(2) 津幡 祐衣(3) 木村 実夢(3)   2   2
  10 140_堀金中   2,42.67 前田 百葉(1) 丸山 結愛(2) 松本 恵実(1) 福田 莉子(3)   2   3
  11 70_諏訪西中(B)   2,46.15 小池 愛心(2) 関 結菜(2) 原田 なな(2) 竹松 優(2)   2   4
  12 127_穂高西   2,46.32 白沢 莉子(2) 梅沢 めぐみ(2) 二村 海咲(2) 矢口 萌叶(2)   1   1
  13 168_箕輪中(A)   2,47.06 北原 樹奈(2) 井口 空亜(2) 戸田 美桜(2) 宮澤 遥(2)   1   2
  14 14_下諏訪中   2,47.21 小野 綾音(1) 中村 友理子(2) 小池 由華(2) 臼田 麻花(1)   1   3
  15 7_永明   2,47.95 佐伯 明莉(3) 山田 茉優(3) 下向 華歩(1) 飯島 菜津美(3)   1   4
  16 104_長峰中(A)   2,48.60 小林 千紘(2) 小林 万莉(2) 黒澤 萌(2) 北原 結和(2)   4   5
  17 53_三陽中(A)   2,49.37 小林 蒼空 飯島 空 山田 彩乃 高野 真未   1   5
  18 50_佐久浅間中(B)   2,50.77 望月 咲侑(2) 鈴木 天音(1) 竹内 ゆい(1) 磯部 遥歌(1)   3   4
  19 49_佐久浅間中(A)   2,51.04 市川 七海(2) 佐藤 美和(1) 秋穂 真理(1) 近藤 桜(1)   2   5
  20 71_諏訪西中(C)   2,51.19 小池 理紗子(1) 小口 葉奈(1) 安田 莉穂(1) 小松 夢來(1)   3   5
  21 106_長峰中(B)   2,52.95 藤森 あんり(2) 藤島 沙由希(1) 大和 野乃香(1) 大田 樹璃(1)   2   6
  22 26_駒ヶ根東中(B)   2,53.92 馬場 成美(1) 矢澤 華(1) 滝沢 初寧(1) 竹村 千咲己(2)   1   6
  23 88_赤穂中(B)   2,54.25 鎮西 花(1) 入谷 奏音(1) 春日 葉(1) 山田 優芽(1)   3   6
  24 98_辰野中(B)   3,00.62 小松 茉央(2) 松下 茉鈴(2) 小澤 来空(1) 北原 知佳(1)   4   6
  25 169_箕輪中(B)   3,06.19 井澤 夏帆(1) 日原 穂香(1) 小松 礼佳(1) 松見 すみれ(1)   1   7

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

100m+200m+300m+400m 
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録

中学女子



決勝 8月6日 12:30

県新    (PR )     2,16.97
県高校新(HR)      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   2 61_市立長野高   191 河田 璃音(1)   2,21.69 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ
  192 永原 朱夏(2)

ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ
  182 田村 純菜(1)

ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ
  181 唐澤 花実(1)

ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ

女子

100m+200m+300m+400m 

決勝



決勝 8月6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 60_市立長野高   191 河田 璃音(1)   1,41.74 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ｶﾜﾀﾞ ﾘｵ 県新
  181 唐澤 花実(1)

ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ
  182 田村 純菜(1)

ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ
  192 永原 朱夏(2)

ﾅｶﾞﾊﾗ ｱﾔｶ

決勝 8月6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   7 No.180_箕輪中   548 岡 瑞希(2)   4,33.62 

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ｵｶ ﾐｽﾞｷ
  545 中村 柚音(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞﾈ
  546 平松 愛純(2)

ﾋﾗﾏﾂ ｱｽﾐ
  547 中林 樹里(2)

ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾘ
 2   3 89_赤穂中   269 逸持治 奏愛(2)   4,38.03 

ｱｶﾎﾁｭｳ ｲﾂｼﾞ ｶﾅｴ
  233 氣賀澤 円香(2)

ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ
  267 関 広菜(2)

ｾｷ ﾋﾛﾅ
  255 森脇 光砂(1)

ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ
 3   5 51_佐久浅間中   155 山田 千晶(2)   4,43.16 

ｻｸｱｻﾏﾁｭｳ ﾔﾏﾀﾞ ﾁｱｷ
  146 望月 咲侑(2)

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｳ
  154 市川 七海(2)

ｲﾁｶﾜ ﾅﾅﾐ
  150 小林 美菜子(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅｺ
 4   6 118_飯綱中   349 髙野 美穂(3)   4,44.88 

ｲｲﾂﾞﾅﾁｭｳ ﾀｶﾉ ﾐﾎ
  359 西﨑 楓音(2)

ﾆｼｻﾞｷ ﾌｳﾈ
  352 藤本 夏海(2)

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅﾂﾐ
  362 古越 佑奈(1)

ﾌﾙｺｼ ﾕｳﾅ
 5   4 8_永明    28 五味 愛夏(2)   4,45.67 

ｴｲﾒｲ ｺﾞﾐ ﾏﾅｶ
   15 竹内 里桜(2)

ﾀｹｳﾁ ﾘｵ
   13 飯島 彩香(2)

ｲｲｼﾞﾏ ｱﾔｶ
   29 古川 葵(2)

ﾌﾙｶﾜ ｱｵｲ

4x400m

決勝

女子

4x200m

決勝

中学女子



決勝 8月6日 11:45

県新(PR)          9,37.84
県中学新(JR)      9,48.98
大会新(GR)       10,00.20

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   9 99_辰野中   284 瀬戸 郁美(3)  10,41.85 

ﾀﾂﾉﾁｭｳ ｾﾄ ｲｸﾐ
  295 宮本 珠里(2)

ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾘ
  273 廣島 歩佳(2)

ﾋﾛｼﾏ ﾎﾉｶ
  289 小澤 明日香(2)

ｵｻﾞﾜ ｱｽｶ
 2  11 No.181_箕輪中   552 中林 樹里(2)  10,47.63 

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾘ
  551 平松 愛純(2)

ﾋﾗﾏﾂ ｱｽﾐ
  554 杉本 梨緒(3)

ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｵ
  553 岡 瑞希(2)

ｵｶ ﾐｽﾞｷ
 3   4 37_高社中(A)   122 佐藤 里桜(2)  10,47.69 

ｺｳｼｬﾁｭｳA ｻﾄｳ ﾘｵ
  113 池田 あいむ(3)

ｲｹﾀﾞ ｱｲﾑ
  108 武田 ほたる(2)

ﾀｹﾀﾞ ﾎﾀﾙ
  120 山田 葵香(3)

ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｶ
 4   1 27_駒ヶ根東中    72 竹村 千咲己(2)  10,55.38 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾀｹﾑﾗ ﾁｻｷ
   85 小林 柚花(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞｶ
   75 滝澤 朱莉(3)

ﾀｷｻﾞﾜ ｱｶﾘ
   77 滝沢 初寧(1)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾂﾈ
 5  10 30_原中   103 小嶋 楓來(1)  11,00.78 

ﾊﾗﾁｭｳ ｺｼﾞﾏ ｶｴﾗ
  104 小池 嶺花(2)

ｺｲｹ ﾚｲｶ
  100 島﨑 かえで(2)

ｼﾏｻﾞｷ ｶｴﾃﾞ
   98 樋川 瑛(2)

ﾋｶﾜ ｱｷﾗ
 6   5 52_三陽中(A)   175 高野 真未  11,09.82 

ｻﾝﾖｳﾁｭｳA ﾀｶﾉ ﾏﾐ
  165 飯島 空

ｲｲｼﾞﾏ ｿﾗ
  171 小林 蒼空

ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ
  174 山田 彩乃

ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾉ
 7   8 38_高社中(B)   125 熊代 眞陽琉(1)  11,14.33 

ｺｳｼｬﾁｭｳB ｸﾏｼﾛ ﾏﾋﾙ
  107 武田 実咲(3)

ﾀｸﾀﾞ ﾐｻｷ
  121 山田 愛夏(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｱｲｶ
  119 山田 柚葵(1)

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｽﾞｷ
 8   2 119_飯綱中   349 髙野 美穂(3)  11,20.97 

ｲｲﾂﾞﾅﾁｭｳ ﾀｶﾉ ﾐﾎ
  359 西﨑 楓音(2)

ﾆｼｻﾞｷ ﾌｳﾈ
  352 藤本 夏海(2)

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅﾂﾐ
  362 古越 佑奈(1)

ﾌﾙｺｼ ﾕｳﾅ
 9  12 No.182_穂高西(A  558 田辺 明音(1)  11,24.76 

ﾎﾀｶﾆｼA ﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾈ
  559 若林 さや華(1)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ
  557 古川 結萌(1)

ﾌﾙｶﾜ ﾕﾒ
  556 大嶋 歩(1)

ｵｵｼﾏ ｱﾕﾐ
  3 42_高森中

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ 欠場

中学女子

4x800m

決勝



  6 141_堀金中
ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ 欠場

  7 90_赤穂中
ｱｶﾎﾁｭｳ 欠場

決勝 8月6日 11:45

県新(PR)          9,37.84

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1  13 62_上田高   194 日比 まひろ(2)  10,04.30 

ｳｴﾀﾞｺｳ ﾋﾋﾞ ﾏﾋﾛ
  193 梅村 菜々子(2)

ｳﾒﾑﾗ ﾅﾅｺ
  196 永渡 真悠子(1)

ﾅｶﾞﾜﾀﾘ ﾏﾕｺ
  195 久保田 絢乃(1)

ｸﾎﾞﾀ ｱﾔﾉ

4x800m

決勝

女子



決勝 8月6日 10:55

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 175_軽井沢A&AC   521 漆原 衣咲(6)     56.23 

ｶﾙｲｻﾞﾜA&ACA ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ
  519 佐伯 風帆(6)

ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ
  520 荻原 佳那(6)

ｵｷﾞﾜﾗ ｶﾅ
  522 中野 佐羽子(6)

ﾅｶﾉ ｻﾜｺ
 2   4 172_茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ  507 丸茂 花愛(6)     56.44 

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ
  508 山本 香菜美(6)

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ
  509 田村 優衣(6)

ﾀﾑﾗ ﾕｲ
  510 箱田 真奈美(6)

ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ
 3   3 176_軽井沢A&AC   527 千葉 未来(4)   1,03.16 

ｶﾙｲｻﾞﾜA&ACB ﾁﾊﾞ ﾐｸ
  524 中嶋 杏佳(4)

ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ
  525 並木 彩華(4)

ﾅﾐｷ ｱﾔｶ
  526 大森 玲花(4)

ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ

ｵｰﾌﾟﾝ小学女子 

4x100m              

決勝
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