
大会コード　191700519

　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)茅野市スポーツ協会・(特)富士見町スポーツ協会・
原村スポーツ協会

　後　　　援： 諏訪地方市町村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
　日　　　時： 令和１年８月３日（土）
　会　　　場： 茅野市運動公園陸上競技場（競技場コード：173100）
　総　　　務： 田中　米人
　審　判　長： 小口　眞喜也
　記 録 主 任： 矢花　之宏

◆今大会で樹立された新記録

記録の種類 クラス 種目 ラウンド 記録 氏名（学年） 所属 従来の記録

大会新 中学女子 4×100m 決勝 49"85

関澤 きらり(2)
佐伯 風帆(2)

荻原 希乃愛(3)
大森 里香(3)

軽井沢A&AC 51"67

大会新 中学女子 4×100m 決勝 51"28

宮澤 けい(2)
佐野 涼楓(2)
山田 優芽(3)
鎮西 花(3)

赤穂中 51"67

大会新 中学女子 4×100m 決勝 51"32

宮下 莉瑚(3)
能登 愛琉(2)
吉澤 詩乃(3)
山城 春菜(3)

松川JAC(A) 51"67

大会新 中学女子 4×800m 決勝 9'55"26

佐藤 悠花(3)
筒井 心葉(3)
佐藤 綾花(3)
下嶋 優菜(2)

松川JAC(A) 10'00"20

◆グランドコンディション
時刻 天候 風向 風速（ｍ/ｓ） 気温(℃) 湿度(％)
9:10 晴れ 南西 0.1 31.0 61.0
10:00 晴れ 西 0.1 31.7 58.5
11:00 晴れ 北北東 0.8 32.7 56.5
12:00 曇り 南 0.5 32.4 57.5

※中学、一般の100m+200m+300m+400mは、気象状況の悪化により、中止となりました。

第３５回信州リレー競技大会
記 録 集



第３５回 信州リレー競技大会(19170519) 記録主任 矢花　之宏

主催：茅野市陸上競技協会 ﾄﾗｯｸ審判長 小口　真喜也
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
【開催日】 令和元年 ８月３日（土）

【主催団体】 茅野市陸上競技協会 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子 【競技場】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

 8/ 3 一般女子 伊那西高(A)    10:29.80 伊那西高(B)    10:34.78
4×800m 瀬戸 郁美(2) 木下 利奈(2)

熊崎 光芽(3) 笹尾 美宙(3)
溝口 莉緒(1) 飯島 莉紗(1)
中村 柚音(1) 平松 愛純(1)

 8/ 3 中学女子 軽井沢A&AC       49.85 赤穂中       51.28 松川JAC(A)       51.32 諏訪西中(A)       52.45 茅野東部中(A)       53.12 永明中(A)       54.01 箕輪中(A)       54.14 安曇野かけっこ(A)      54.27
4×100m 関澤 きらり(2) GR 宮澤 けい(2) GR 宮下 莉瑚(3) GR 安田 莉穂(3) 小倉 和香葉(1) 山田 聖来(1) 赤羽 七海(1) 松原 美夢(3)

佐伯 風帆(2) 佐野 涼楓(2) 能登 愛琉(2) 藤森 七海(3) 山本 香菜美(2) 岩下 夢菜(3) 向山 飛鳥(2) 山田 唯綺(3)
荻原 希乃愛(3) 山田 優芽(3) 吉澤 詩乃(3) 小松 美沙季(2) 丸茂 花愛(2) 成田 未桜(1) 小日向 慧(2) 神保 藍織(3)
大森 里香(3) 鎮西 花(3) 山城 春菜(3) 小口 葉奈(3) 伊藤 結衣(1) 小平 奏重(3) 今井 遥香(1) 丸山 夏希(3)

 8/ 3 三陽中     4:21.54 駒ヶ根東中     4:31.57 高社中     4:38.98 東御東部中     4:40.07 箕輪中(B)     4:54.58 箕輪中(A)     4:56.07 岡谷西部中     4:59.59
4×400m 渡辺 彩那(2) 矢澤 華(3) 綿貫 伶奈(1) 宮下 奏海(1) 三澤 由佳(1) 中林 杏樹(1) 倉坪 佑衣(2)

飯島 空(3) 宮澤 日菜(3) 山田 捺葵(2) 竹内 彩夏(2) 武村 美尋(1) 松見 すみれ(3) 加納 環(2)
佐野坂 ひかり(2) 滝沢 初寧(3) 小林 鈴々(2) 阿部 礼佳(3) 小松 礼佳(3) 三澤 咲貴(2) 花岡 澄珠(2)
峯岸 羽那(3) 戸枝 くるみ(2) 赤久保 はづき(3) 川上 野々花(2) 平松 佳恋(1) 柴 由衣(2) 宮澤 明日香(2)

 8/ 3 松川JAC(A)     9:55.26 三陽中    10:26.05 駒ヶ根東中(A)    10:36.49 飯綱中    10:50.79 赤穂中    10:51.13 穂高西中    10:53.91 原中    11:02.06 松川JAC(B)    11:08.79
4×800m 佐藤 悠花(3) GR 田中 聖(2) 戸枝 くるみ(2) 中山 由梨(2) 出澤 幸芽 若林 さや華(3) 小嶋 楓來(3) 熊谷 綾乃(1)

筒井 心葉(3) 飯島 空(3) 唐澤 愛佳(2) 古越 佑奈(3) 田中 萌衣 古川 結萌(3) 川池 蒼(2) 圓谷 爽夏(3)
佐藤 綾花(3) 渡辺 彩那(2) 堀内 花恋(2) 井澤 心和(1) 小松 凛 大嶋 歩(3) 大内 あいら(2) 野口 莉奈(2)
下嶋 優菜(2) 峯岸 羽那(3) 滝沢 初寧(3) 本藤 万穗子(1) 森脇 光砂 田辺 明音(3) 小池 瑠美嶺(1) 羽生 彩七(2)



決勝 8月3日 11:30

長野県記録(KR)                9:37.84 長野吉田高                   長野吉田高       2012/02/25  
                                      （木田 真美子・村上 りさ子・池田 文美・牛越 あかね）
長野県高校記録(KR)            9:37.84 長野吉田                     長野吉田         2012/02/25  
                                      （木田 真美子・村上 りさ子・池田 文美・内山 成実）
大会記録：信州リレー(GR)      9:53.48 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   1 伊那西高(A)    39 瀬戸 郁美(2)  10:29.80 

ｾﾄ ｲｸﾐ
   42 熊崎 光芽(3)

ｸﾏｻﾞｷ ｺｳﾒ
   41 溝口 莉緒(1)

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｵ
   38 中村 柚音(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞﾈ
 2   2 伊那西高(B)    35 木下 利奈(2)  10:34.78 

ｷﾉｼﾀ ﾘﾅ
   40 笹尾 美宙(3)

ｻｻｵ ﾐｿﾗ
   37 飯島 莉紗(1)

ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ
   36 平松 愛純(1)

ﾋﾗﾏﾂ ｱｽﾐ

一般女子

4×800m

決勝



決勝 8月3日 10:10

長野県記録(KR)                  46.86                              市立長野高       2019/06/14  
                                      （綿貫 寧・唐澤 花実・田村 純菜・河田 璃音）
長野県中学記録(CR)              48.17 豊科北                       豊科北           2014/7/06   
                                      （湯本 珠実・臼井 美紅・齊藤 静花・木村 凌）
大会新：信州R中学(GR)           51.67 

[ 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 春富中(A)   257 伊藤 涼音(2)     57.11  1   5 軽井沢A&AC   618 関澤 きらり(2)     49.85 

ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 大会新
  240 片桐 愛香(2)   615 佐伯 風帆(2)

ｶﾀｷﾞﾘ ｱｲｶ ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ
  241 尾崎 せれの(2)   614 荻原 希乃愛(3)

ｵｻﾞｷ ｾﾚﾉ ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ
  247 中原 寧々(2)   613 大森 里香(3)

ﾅｶﾊﾗ ﾈﾈ ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ
 2   7 諏訪西中(B)   340 伊藤 穂香(1)     57.38  2   6 茅野東部中(A)   131 小倉 和香葉(1)     53.12 

ｲﾄｳ ﾎﾉｶ ｵｸﾞﾗ ﾜｶﾊﾞ
  322 小池 理紗子(3)   133 山本 香菜美(2)

ｺｲｹ ﾘｻｺ ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ
  318 北澤 遥香(2)   135 丸茂 花愛(2)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾊﾙｶ ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ
  327 小松 夢來(3)   136 伊藤 結衣(1)

ｺﾏﾂ ﾕﾗ ｲﾄｳ ﾕｲ
 3   1 永明中(B)    52 大久保 瑠依(1)     59.40  3   4 長峰中(A)   402 黒澤 美月(3)     56.14 

ｵｵｸﾎﾞ ﾙｲ ｸﾛｻﾜ ﾐﾂﾞｷ
   43 栁澤 千夏(1)   400 小松 未唯奈(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁﾅﾂ ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ
   62 山﨑 星奈(1)   398 小島 彩奈(3)

ﾔﾏｻﾞｷ ｾｲﾅ ｺｼﾞﾏ ｱﾔﾅ
   60 小泉 結亜(1)   390 藤島 沙由希(3)

ｺｲｽﾞﾐ ﾕｱ ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ
 4   4 安曇野かけっこ   19 大越 ひなた(2)     59.48  4   2 安曇野かけっこ   33 丸山 藍(1)     56.32 

ｵｵｺｼ ﾋﾅﾀ ﾏﾙﾔﾏ ｱｲ
   12 平田 奈々星(2)    30 坂口 美樹(2)

ﾋﾗﾀ ﾅﾅｾ ｻｶｸﾞﾁ ﾐｷ
   15 冨山 楓佳(2)    32 宮川 真緒(2)

ﾄﾐﾔﾏ ﾌｳｶ ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏｵ
   27 山田 里美(2)     7 齊藤 和泉(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄﾐ ｻｲﾄｳ ｲｽﾞﾐ
 5   5 穂高西中(B)  6614 横山 木乃香(2)   1:00.39  5   3 高社中(A)   219 山田 柚葵(3)     57.31 

ﾖｺﾔﾏ ｺﾉｶ ﾔﾏﾀﾞ ﾕｽﾞｷ
  451 會田 優唯(1)   224 熊代 眞陽琉(3)

ｱｲﾀﾞ ﾕｲ ｸﾏｼﾛ ﾏﾋﾙ
  466 丸山 凜(1)   214 赤久保 はづき(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾝ ｱｶｸﾎﾞ ﾊﾂﾞｷ
  455 長﨑 乃野子(1)   223 工藤 ゆらら(3)

ﾅｶﾞｻｷ ﾉﾉｺ ｸﾄﾞｳ ﾕﾗﾗ
 6   6 駒ヶ根東中   168 羽柴 あゆみ(2)   1:01.16  6   7 茅野東部中(B)   126 前澤 ほのみ     57.58 

ﾊｼﾊﾞ ｱﾕﾐ ﾏｴｻﾞﾜ ﾎﾉﾐ
  173 片桐 茉穂(1)   121 野村 夏月(3)

ｶﾀｷﾞﾘ ﾏﾎ ﾉﾑﾗ ｶﾂﾞｷ
  197 下平 明音(1)   134 原 千惺(1)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱｶﾈ ﾊﾗ ﾁｻﾄ
  189 小林 美穂(2)   122 田村 優衣(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ ﾀﾑﾗ ﾕｲ
 7   8 箕輪中(C)   516 高橋 希(1)   1:01.83  7   8 高社中(B)   207 武田 怜子(2)     57.92 

ﾀｶﾊｼ ﾉｿﾞﾐ ﾀｹﾀﾞ ﾚｲｺ
  485 中川 綾乃(1)   212 土屋 羽奏(1)

ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾉ ﾂﾁﾔ ﾜｶﾅ
  521 蟹澤 亜季(1)   217 小森 玲那(1)

ｶﾆｻﾜ ｱｷ ｺﾓﾘ ﾚﾅ
  494 松澤 憂菜(1)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕﾅ
    2 茅野北部中(A)      

DNS

中学女子

4×100m

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   2 諏訪西中(A)   341 安田 莉穂(3)     52.45  1   7 永明中(A)    63 山田 聖来(1)     54.01 

ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ
  319 藤森 七海(3)    70 岩下 夢菜(3)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ ｲﾜｼﾀ ﾕﾅ
  328 小松 美沙季(2)    55 成田 未桜(1)

ｺﾏﾂ ﾐｻｷ ﾅﾘﾀ ﾐｵ
  329 小口 葉奈(3)    57 小平 奏重(3)

ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ
 2   3 箕輪中(A)   490 赤羽 七海(1)     54.14  2   6 穂高西中(A)   461 森田ｸﾗｳﾃﾞｨｱ(3)     55.43 

ｱｶﾊﾈ ﾅﾅﾐ ﾓﾘﾀ ｸﾗｳﾃﾞｨｱ
  517 向山 飛鳥(2)   462 上条 咲都(2)

ﾑｶｲﾔﾏ ｱｽｶ ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾄ
  499 小日向 慧(2)   457 竹村 愛衣(2)

ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲ ﾀｹﾑﾗ ﾒｲ
  515 今井 遥香(1)   460 石橋 琳花(3)

ｲﾏｲ ﾊﾙｶ ｲｼﾊﾞｼ ﾘﾝｶ
 3   7 安曇野かけっこ   24 松原 美夢(3)     54.27  3   3 飯綱中  5201 渋澤 心花(2)     56.57 

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾑ ｼﾌﾞｻﾜ ｺｺﾊ
   28 山田 唯綺(3)  5202 仲俣 柚希(2)

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ ﾅｶﾏﾀ ﾕｽﾞｷ
   22 神保 藍織(3)  5209 和田 未羽(1)

ｼﾞﾝﾎﾞｳ ｲｵﾘ ﾜﾀﾞ ﾐﾊﾈ
   34 丸山 夏希(3)  5207 渡邊 絢(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ
 4   4 長峰中(B)   389 箱田 真奈美(2)     55.20  4   5 春富中(B)   243 畠山あゆみ(1)     57.73 

ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾕﾐ
  388 畔上 陽菜(2)   253 山崎 愛菜(1)

ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾊﾙﾅ ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲﾅ
  399 小池 明日美(2)   254 加藤 凪紗(1)

ｺｲｹ ｱｽﾐ ｶﾄｳ ﾅｷﾞｻ
  397 小林 心渚(2)   244 田中 結羽(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾅ ﾀﾅｶ ﾕｳ
 5   5 富士見中(A)   426 和田 咲菜(1)     57.31  5   4 富士見中(B)   445 細川 美詩(2)     59.56 

ﾜﾀﾞ ｻｷﾅ ﾎｿｶﾜ ﾐｳﾀ
  441 小池 萌恵(1)   442 小池 心都(1)

ｺｲｹ ﾓｴ ｺｲｹ ｺﾄ
  439 小林 みさと(2)   425 櫻本 芽衣(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻﾄ ｻｸﾗﾓﾄ ﾒｲ
  448 越川 えり(3)   434 前島 梨那(2)

ｺｼｶﾜ ｴﾘ ﾏｴｼﾏ ﾘﾅ
 6   6 塩尻広陵中(A)    82 塩川 翔子(1)     59.69  6   2 松川JAC(B)   281 熊谷 綾乃(1)   1:00.39 

ｼｵ ｶﾜ ｼｮｳｺ ｸﾏｶﾞｲ ｱﾔﾉ
   80 阪 千都(1)   270 中村 千果(2)

ｻｶ ﾁﾋﾛ ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ
   74 林 れいな(1)   283 宮下 心優(1)

ﾊﾔｼ ﾚｲﾅ ﾐﾔｼﾀ ﾐﾕ
   81 丸山 七夢(1)   285 梶間 理預(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅﾐ ｶｼﾞﾏ ﾘﾖ
 7   8 岡谷西部中(A)   108 花岡 澄珠(2)   1:00.28  7   8 岡谷西部中(B)   106 岸本 珠吏(1)   1:05.03 

ﾊﾅｵｶ ｽｽﾞ ｷｼﾓﾄ ｼｭﾘ
  109 加納 環(2)    95 濵 さくら(1)

ｶﾉｳ ﾀﾏｷ ﾊﾏ ｻｸﾗ
   97 倉坪 佑衣(2)   110 岡田 なみき(1)

ｸﾗﾂﾎﾞ ﾕｲ ｵｶﾀﾞ ﾅﾐｷ
   98 川倉 薫子(2)   103 黒瀬 ひまり(1)

ｶﾜｸﾗ ｶｵﾙｺ ｸﾛｾ ﾋﾏﾘ

中学女子

4×100m



[ 5組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 赤穂中   368 宮澤 けい(2)     51.28 

ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ 大会新
  367 佐野 涼楓(2)

ｻﾉ ｽｽﾞｶ
  366 山田 優芽(3)

ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ
  361 鎮西 花(3)

ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ
 2   2 松川JAC(A)   282 宮下 莉瑚(3)     51.32 

ﾐﾔｼﾀ ﾘｺ 大会新
  268 能登 愛琉(2)

ﾉﾄ ｱｲﾙ
  284 吉澤 詩乃(3)

ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ
  276 山城 春菜(3)

ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ
 3   3 安曇野かけっこ   11 木村 歩実(1)     54.58 

ｷﾑﾗ ｱﾕﾐ
   26 篠原 あかり(2)

ｼﾉﾊﾗ ｱｶﾘ
   16 藤倉 苺花(1)

ﾌｼﾞｸﾗ ｲﾁｶ
   25 小穴 都聖(2)

ｵｱﾅ ﾐﾏｻ
 4   7 塩尻広陵中(B)    76 村上 明(3)     55.79 

ﾑﾗｶﾐ ｱｶﾘ
   79 小口 瑞生(3)

ｵｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ
   77 西牧 望来(3)

ﾆｼﾏｷ ﾐｸﾙ
   78 上條 莉央(3)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾘｵ
 5   4 清陵附属中   355 今井 優香(1)     56.92 

ｲﾏｲ ﾕｳｶ
  354 小松 志緒(2)

ｺﾏﾂ ｼｵ
  351 上久保 花怜(2)

ｶﾐｸﾎﾞ ｶﾚﾝ
  357 五味 桜花(2)

ｺﾞﾐ ｵｳｶ
 6   6 箕輪中(B)   497 小林 美咲(2)     57.52 

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ
  500 小池 那奈(1)

ｺｲｹ ﾅﾅ
  470 堀内 遥加(1)

ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙｶ
  483 中谷 美玖(2)

ﾅｶﾔ ﾐｸ
 7   8 茅野北部中(B)   154 山下 心花(1)     58.29 

ﾔﾏｼﾀ ﾐﾊﾅ
  612 細田 成美(1)

ﾎｿﾀﾞ ﾅﾙﾐ
  161 吉田 晶(1)

ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾗ
  140 中井 綺香(1)

ﾅｶｲ ｱﾔｶ

中学女子

4×100m



   1 軽井沢A&AC     49.85大会新 関澤 きらり(2)佐伯 風帆(2) 荻原 希乃愛(3)大森 里香(3)   2   1
   2 赤穂中     51.28大会新 宮澤 けい(2) 佐野 涼楓(2) 山田 優芽(3) 鎮西 花(3)   5   1
   3 松川JAC(A)     51.32大会新 宮下 莉瑚(3) 能登 愛琉(2) 吉澤 詩乃(3) 山城 春菜(3)   5   2
   4 諏訪西中(A)     52.45 安田 莉穂(3) 藤森 七海(3) 小松 美沙季(2)小口 葉奈(3)   3   1
   5 茅野東部中(A)     53.12 小倉 和香葉(1)山本 香菜美(2)丸茂 花愛(2) 伊藤 結衣(1)   2   2
   6 永明中(A)     54.01 山田 聖来(1) 岩下 夢菜(3) 成田 未桜(1) 小平 奏重(3)   4   1
   7 箕輪中(A)     54.14 赤羽 七海(1) 向山 飛鳥(2) 小日向 慧(2) 今井 遥香(1)   3   2
   8 安曇野かけっこ(A     54.27 松原 美夢(3) 山田 唯綺(3) 神保 藍織(3) 丸山 夏希(3)   3   3
   9 安曇野かけっこ(C     54.58 木村 歩実(1) 篠原 あかり(2)藤倉 苺花(1) 小穴 都聖(2)   5   3
  10 長峰中(B)     55.20 箱田 真奈美(2)畔上 陽菜(2) 小池 明日美(2)小林 心渚(2)   3   4
  11 穂高西中(A)     55.43 森田ｸﾗｳﾃﾞｨｱ(3)上条 咲都(2) 竹村 愛衣(2) 石橋 琳花(3)   4   2
  12 塩尻広陵中(B)     55.79 村上 明(3) 小口 瑞生(3) 西牧 望来(3) 上條 莉央(3)   5   4
  13 長峰中(A)     56.14 黒澤 美月(3) 小松 未唯奈(3)小島 彩奈(3) 藤島 沙由希(3)  2   3
  14 安曇野かけっこ(     56.32 丸山 藍(1) 坂口 美樹(2) 宮川 真緒(2) 齊藤 和泉(2)   2   4
  15 飯綱中     56.57 渋澤 心花(2) 仲俣 柚希(2) 和田 未羽(1) 渡邊 絢(1)   4   3
  16 清陵附属中     56.92 今井 優香(1) 小松 志緒(2) 上久保 花怜(2)五味 桜花(2)   5   5
  17 春富中(A)     57.11 伊藤 涼音(2) 片桐 愛香(2) 尾崎 せれの(2)中原 寧々(2)   1   1
  18 高社中(A)     57.31 山田 柚葵(3) 熊代 眞陽琉(3)赤久保 はづき(工藤 ゆらら(3)  2   5
  18 富士見中(A)     57.31 和田 咲菜(1) 小池 萌恵(1) 小林 みさと(2)越川 えり(3)   3   5
  20 諏訪西中(B)     57.38 伊藤 穂香(1) 小池 理紗子(3)北澤 遥香(2) 小松 夢來(3)   1   2
  21 箕輪中(B)     57.52 小林 美咲(2) 小池 那奈(1) 堀内 遥加(1) 中谷 美玖(2)   5   6
  22 茅野東部中(B)     57.58 前澤 ほのみ 野村 夏月(3) 原 千惺(1) 田村 優衣(2)   2   6
  23 春富中(B)     57.73 畠山あゆみ(1) 山崎 愛菜(1) 加藤 凪紗(1) 田中 結羽(1)   4   4
  24 高社中(B)     57.92 武田 怜子(2) 土屋 羽奏(1) 小森 玲那(1)   2   7
  25 茅野北部中(B)     58.29 山下 心花(1) 細田 成美(1) 吉田 晶(1) 中井 綺香(1)   5   7
  26 永明中(B)     59.40 大久保 瑠依(1)栁澤 千夏(1) 山﨑 星奈(1) 小泉 結亜(1)   1   3
  27 安曇野かけっこ(     59.48 大越 ひなた(2)平田 奈々星(2)冨山 楓佳(2) 山田 里美(2)   1   4
  28 富士見中(B)     59.56 細川 美詩(2) 小池 心都(1) 櫻本 芽衣(1) 前島 梨那(2)   4   5
  29 塩尻広陵中(A)     59.69 塩川 翔子(1) 阪 千都(1) 林 れいな(1) 丸山 七夢(1)   3   6
  30 岡谷西部中(A)   1:00.28 花岡 澄珠(2) 加納 環(2) 倉坪 佑衣(2) 川倉 薫子(2)   3   7
  31 穂高西中(B)   1:00.39 横山 木乃香(2)會田 優唯(1) 丸山 凜(1) 長﨑 乃野子(1)  1   5
  31 松川JAC(B)   1:00.39 熊谷 綾乃(1) 中村 千果(2) 宮下 心優(1) 梶間 理預(2)   4   6
  33 駒ヶ根東中   1:01.16 羽柴 あゆみ(2)片桐 茉穂(1) 下平 明音(1) 小林 美穂(2)   1   6
  34 箕輪中(C)   1:01.83 高橋 希(1) 中川 綾乃(1) 蟹澤 亜季(1) 松澤 憂菜(1)   1   7
  35 岡谷西部中(B)   1:05.03 岸本 珠吏(1) 濵 さくら(1) 岡田 なみき(1)黒瀬 ひまり(1)  4   7
    茅野北部中(A)          DNS   1    

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 組順位 所属名 都道府県 記録 備考

中学女子

4×100m
タイムレース



決勝 8月3日  9:10

長野県中学記録(CR)            4:07.96 鉢盛                         鉢盛             2014/04/27  
                                      （上條 のあ・中村 朱里・安田 三奈美・高安 結衣）
大会新：信州R中学(GR)         4:19.18 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 三陽中   231 渡辺 彩那(2)   4:21.54 

ﾜﾀﾅﾍﾞｱﾔﾅ
  230 飯島 空(3)

ｲｲｼﾞﾏ ｿﾗ
  234 佐野坂 ひかり(2)

ｻﾉｻｶ ﾋｶﾘ
  229 峯岸 羽那(3)

ﾐﾈｷﾞｼ ﾊﾅ
 2   3 駒ヶ根東中   169 矢澤 華(3)   4:31.57 

ﾔｻﾞﾜ ﾊﾅ
  194 宮澤 日菜(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾅ
  180 滝沢 初寧(3)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾂﾈ
  193 戸枝 くるみ(2)

ﾄｴﾀﾞ ｸﾙﾐ
 3   6 高社中   206 綿貫 伶奈(1)   4:38.98 

ﾜﾀﾇｷ ﾚｲﾅ
  220 山田 捺葵(2)

ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ
  216 小林 鈴々(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞ
  214 赤久保 はづき(3)

ｱｶｸﾎﾞ ﾊﾂﾞｷ
 4   7 東御東部中   413 宮下 奏海(1)   4:40.07 

ﾐﾔｼﾀ ｶﾅﾐ
  409 竹内 彩夏(2)

ﾀｹｳﾁ ｱﾔｶ
  414 阿部 礼佳(3)

ｱﾍﾞ ｱﾔｶ
  410 川上 野々花(2)

ｶﾜｶﾐ ﾉﾉｶ
 5   8 箕輪中(B)   508 三澤 由佳(1)   4:54.58 

ﾐｻﾜ ﾕｳｶ
  472 武村 美尋(1)

ﾀｹﾑﾗ ﾐﾋﾛ
  502 小松 礼佳(3)

ｺﾏﾂ ｱﾔｶ
  471 平松 佳恋(1)

ﾋﾗﾏﾂ ｶﾚﾝ
 6   5 箕輪中(A)   481 中林 杏樹(1)   4:56.07 

ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ
  496 松見 すみれ(3)

ﾏﾂﾐ ｽﾐﾚ
  509 三澤 咲貴(2)

ﾐｻﾜ ｻｷ
  503 柴 由衣(2)

ｼﾊﾞ ﾕｲ
 7   4 岡谷西部中    97 倉坪 佑衣(2)   4:59.59 

ｸﾗﾂﾎﾞ ﾕｲ
  109 加納 環(2)

ｶﾉｳ ﾀﾏｷ
  108 花岡 澄珠(2)

ﾊﾅｵｶ ｽｽﾞ
  104 宮澤 明日香(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｽｶ

中学女子

4×400m

決勝



決勝 8月3日 11:00

長野県中学記録(CR)            9:48.98 山辺                         山辺             2006/02/25  
                                      （鳥羽・上條・上原・牛越）
大会新：信州R中学(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   8 三陽中   232 田中 聖(2)  10:26.05  1   4 松川JAC(A)   277 佐藤 悠花(3)   9:55.26 

ﾀﾅｶ ﾋｼﾞﾘ ｻﾄｳ ﾕｳｶ 大会新
  230 飯島 空(3)   269 筒井 心葉(3)

ｲｲｼﾞﾏ ｿﾗ ﾂﾂｲ ｺｺﾊ
  231 渡辺 彩那(2)   278 佐藤 綾花(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞｱﾔﾅ ｻﾄｳ ｱﾔｶ
  229 峯岸 羽那(3)   286 下嶋 優菜(2)

ﾐﾈｷﾞｼ ﾊﾅ ｼﾓｼﾞﾏ ﾕｳﾅ
 2   7 飯綱中  5203 中山 由梨(2)  10:50.79  2   1 駒ヶ根東中(A)   193 戸枝 くるみ(2)  10:36.49 

ﾅｶﾔﾏ ﾕﾘ ﾄｴﾀﾞ ｸﾙﾐ
 5197 古越 佑奈(3)   176 唐澤 愛佳(2)

ﾌﾙｺｼ ﾕｳﾅ ｶﾗｻﾜ ｱｲｶ
 5208 井澤 心和(1)   171 堀内 花恋(2)

ｲｻﾞﾜ ｺﾖﾘ ﾎﾘｳﾁ ｶﾚﾝ
 5206 本藤 万穗子(1)   180 滝沢 初寧(3)

ﾎﾝﾄﾞｳ ﾏﾎｺ ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾂﾈ
 3   3 松川JAC(B)   281 熊谷 綾乃(1)  11:08.79  3   3 赤穂中   365 出澤 幸芽  10:51.13 

ｸﾏｶﾞｲ ｱﾔﾉ ﾃﾞｻﾞﾜ ｺｳﾒ
  263 圓谷 爽夏(3)   360 田中 萌衣

ﾂﾌﾞﾗﾔ ｻﾔｶ ﾀﾅｶ ﾒｲ
  264 野口 莉奈(2)   364 小松 凛

ﾉｸﾞﾁ ﾘﾅ ｺﾏﾂ ﾘﾝ
  288 羽生 彩七(2)   363 森脇 光砂

ﾊﾆｭｳ ｱﾔﾅ ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ
 4   6 富士見中   448 越川 えり(3)  11:11.15  4   5 穂高西中   464 若林 さや華(3)  10:53.91 

ｺｼｶﾜ ｴﾘ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ
  439 小林 みさと(2)   465 古川 結萌(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻﾄ ﾌﾙｶﾜ ﾕﾒ
  426 和田 咲菜(1)   459 大嶋 歩(3)

ﾜﾀﾞ ｻｷﾅ ｵｵｼﾏ ｱﾕﾐ
  445 細川 美詩(2)   454 田辺 明音(3)

ﾎｿｶﾜ ﾐｳﾀ ﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾈ
 5   1 東御東部中   409 竹内 彩夏(2)  11:23.91  5   2 原中   203 小嶋 楓來(3)  11:02.06 

ﾀｹｳﾁ ｱﾔｶ ｺｼﾞﾏ ｶｴﾗ
  408 柳田 緋奈(1)   202 川池 蒼(2)

ﾔﾅｲﾀﾞ ﾋﾅ ｶﾜｲｹ ｿｳ
  413 宮下 奏海(1)   201 大内 あいら(2)

ﾐﾔｼﾀ ｶﾅﾐ ｵｵｳﾁ ｱｲﾗ
  410 川上 野々花(2)   204 小池 瑠美嶺(1)

ｶﾜｶﾐ ﾉﾉｶ ｺｲｹ ﾙﾐﾈ
 6   2 駒ヶ根東中(B)   196 宮下 琴羽(1)  11:40.38  6   7 塩尻広陵中    77 西牧 望来(3)  11:20.31 

ﾐﾔｼﾀ ｺﾄﾊ ﾆｼﾏｷ ﾐｸﾙ
  190 小林 ここね(1)    75 渡部 光稀(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾈ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂｷ
  197 下平 明音(1)    76 村上 明(3)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱｶﾈ ﾑﾗｶﾐ ｱｶﾘ
  182 善積 結花(1)    80 阪 千都(1)

ﾖｼﾂﾞﾐ ﾕｳｶ ｻｶ ﾁﾋﾛ
 7   5 箕輪中(B)   472 武村 美尋(1)  11:46.50  7   6 清陵附属中   357 五味 桜花(2)  13:09.33 

ﾀｹﾑﾗ ﾐﾋﾛ ｺﾞﾐ ｵｳｶ
  471 平松 佳恋(1)   356 高林 あんり(3)

ﾋﾗﾏﾂ ｶﾚﾝ ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾘ
  502 小松 礼佳(3)   358 宮澤 ありさ(3)

ｺﾏﾂ ｱﾔｶ ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ
  509 三澤 咲貴(2)   347 土橋 茉奈(1)

ﾐｻﾜ ｻｷ ﾂﾁﾊｼ ﾏﾅ
 8   4 箕輪中(A)   496 松見 すみれ(3)  11:47.61 

ﾏﾂﾐ ｽﾐﾚ
  481 中林 杏樹(1)

ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ
  508 三澤 由佳(1)

ﾐｻﾜ ﾕｳｶ
  503 柴 由衣(2)

ｼﾊﾞ ﾕｲ

中学女子

4×800m

決勝



   1 松川JAC(A)   9:55.26大会新 佐藤 悠花(3) 筒井 心葉(3) 佐藤 綾花(3) 下嶋 優菜(2)   2   1
   2 三陽中  10:26.05 田中 聖(2) 飯島 空(3) 渡辺 彩那(2) 峯岸 羽那(3)   1   1
   3 駒ヶ根東中(A)  10:36.49 戸枝 くるみ(2)唐澤 愛佳(2) 堀内 花恋(2) 滝沢 初寧(3)   2   2
   4 飯綱中  10:50.79 中山 由梨(2) 古越 佑奈(3) 井澤 心和(1) 本藤 万穗子(1)  1   2
   5 赤穂中  10:51.13 出澤 幸芽 田中 萌衣 小松 凛 森脇 光砂   2   3
   6 穂高西中  10:53.91 若林 さや華(3)古川 結萌(3) 大嶋 歩(3) 田辺 明音(3)   2   4
   7 原中  11:02.06 小嶋 楓來(3) 川池 蒼(2) 大内 あいら(2)小池 瑠美嶺(1)  2   5
   8 松川JAC(B)  11:08.79 熊谷 綾乃(1) 圓谷 爽夏(3) 野口 莉奈(2) 羽生 彩七(2)   1   3
   9 富士見中  11:11.15 越川 えり(3) 小林 みさと(2)和田 咲菜(1) 細川 美詩(2)   1   4
  10 塩尻広陵中  11:20.31 西牧 望来(3) 渡部 光稀(2) 村上 明(3) 阪 千都(1)   2   6
  11 東御東部中  11:23.91 竹内 彩夏(2) 柳田 緋奈(1) 宮下 奏海(1) 川上 野々花(2)  1   5
  12 駒ヶ根東中(B)  11:40.38 宮下 琴羽(1) 小林 ここね(1)下平 明音(1) 善積 結花(1)   1   6
  13 箕輪中(B)  11:46.50 武村 美尋(1) 平松 佳恋(1) 小松 礼佳(3) 三澤 咲貴(2)   1   7
  14 箕輪中(A)  11:47.61 松見 すみれ(3)中林 杏樹(1) 三澤 由佳(1) 柴 由衣(2)   1   8
  15 清陵附属中  13:09.33 五味 桜花(2) 高林 あんり(3)宮澤 ありさ(3)土橋 茉奈(1)   2   7

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録

中学女子

4×800m

組 順位備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4
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