
期　　日／

コ ー ス／ 県松本平広域公園内周回コース

主　　催／ 中信地区陸上競技協会 協賛／　(有)タケシゲ

主　　管／ 中信地区陸上競技協会

総　　務／ 青山　陸生

審 判 長／ 小幡　泰俊 記録主任／ 瀧沢　佳生

総合の部 順位 № チーム名 地区名 記　録 備考

１位 9 川中島A 北信 25分49秒

２位 50 松川ＪＡＣA 南信 25分55秒

３位 14 駒ヶ根東A 南信 26分01秒

４位 6 岡谷市陸上教室A 南信 26分36秒

５位 51 松川ＪＡＣB 南信 26分41秒

６位 37 菅野A 中信 26分45秒

区間賞 区 № 氏   名　(学年) 地区名 チーム名 区間記録 備考

１区 11 村岡 美玖(2) 中信 波田A 10分27秒

２区 9 北沢 凜夏(2) 北信 川中島A 7分14秒

３区 14 滝沢 初寧(2) 南信 駒ヶ根東A 7分16秒

中信の部 順位 № チーム名 記　録 備考

１位 37 菅野A 26分45秒

２位 65 鎌田A 27分33秒

３位 44 三郷A 27分53秒

４位 20 堀金A 27分54秒

５位 19 開成A 27分57秒

６位 57 筑摩野A 27分57秒

区間賞 区 № 氏   名　(学年) チーム名 区間記録 備考

１区 11 村岡 美玖(2) 波田A 10分27秒

２区 37 滝沢 萌湖(1) 菅野A 7分27秒

３区 65 増沢 陽葉里(2) 鎌田A 7分52秒

57 岩﨑 那歩(1) 筑摩野A 7分52秒

気象状況／ 時刻 天候 気温℃ 風向 風速m/sec 湿度％
9:50 晴れ 7.0 南南東 1.1 49.0

10:00 晴れ 8.5 南西 2.0 51.0

第２区 2.05km

第３区 2.05km

第10回中信地区中学新人駅伝競走大会

女子の部

記　　録　　集
2019年2月23日(土)

第１区 3.05km



上段：通算記録（順位）

新＝新記録 下段：区間記録（順位）

記録

7.15 km

川中島A

1 9 川中島A 25分49秒 10'56 (6) 18'10 (1) 25'49 (1)

川中島A 10'56 (6) 7'14 (1) 7'39 (4)

松川ＪＡＣA
2 50 松川ＪＡＣA 25分55秒 10'30 (3) 18'21 (2) 25'55 (2)

松川ＪＡＣA 10'30 (3) 7'51 (9) 7'34 (3)
駒ヶ根東A

3 14 駒ヶ根東A 26分01秒 10'54 (5) 18'45 (4) 26'01 (3)
駒ヶ根東A 10'54 (5) 7'51 (9) 7'16 (1)
岡谷市陸上教室A

4 6 岡谷市陸上教室A 26分36秒 10'29 (2) 18'42 (3) 26'36 (4)
岡谷市陸上教室A 10'29 (2) 8'13 (23) 7'54 (7)
松川ＪＡＣB

5 51 松川ＪＡＣB 26分41秒 10'52 (4) 19'16 (8) 26'41 (5)
松川ＪＡＣB 10'52 (4) 8'24 (32) 7'25 (2)
菅野A

6 37 菅野A 26分45秒 11'22 (10) 18'49 (5) 26'45 (6)
菅野A 11'22 (10) 7'27 (3) 7'56 (9)
真田クラブA

7 7 真田クラブA 26分55秒 11'12 (8) 18'52 (6) 26'55 (7)
真田クラブA 11'12 (8) 7'40 (5) 8'03 (12)
富士見A

8 4 富士見A 27分26秒 11'42 (18) 19'22 (10) 27'26 (8)
富士見A 11'42 (18) 7'40 (5) 8'04 (13)
三陽A

9 13 三陽A 27分27秒 11'34 (15) 19'17 (9) 27'27 (9)
三陽A 11'34 (15) 7'43 (7) 8'10 (16)
鎌田A

10 65 鎌田A 27分33秒 11'57 (23) 19'41 (12) 27'33 (10)
鎌田A 11'57 (23) 7'44 (8) 7'52 (5)
三郷A

11 44 三郷A 27分53秒 12'09 (29) 19'41 (13) 27'53 (11)
三郷A 12'09 (29) 7'32 (4) 8'12 (17)
堀金A

12 20 堀金A 27分54秒 11'34 (14) 19'52 (18) 27'54 (12)
堀金A 11'34 (14) 8'18 (30) 8'02 (11)
開成A

13 19 開成A 27分57秒 11'46 (19) 19'42 (15) 27'57 (13)
開成A 11'46 (19) 7'56 (13) 8'15 (21)
筑摩野A

14 57 筑摩野A 27分57秒 11'58 (25) 20'05 (23) 27'57 (14)
筑摩野A 11'58 (25) 8'07 (19) 7'52 (5)
塩尻広陵A

15 15 塩尻広陵A 28分02秒 11'50 (21) 19'50 (17) 28'02 (15)
塩尻広陵A 11'50 (21) 8'00 (15) 8'12 (17)
赤穂A

16 5 赤穂A 28分08秒 12'36 (40) 19'56 (19) 28'08 (16)
赤穂A 12'36 (40) 7'20 (2) 8'12 (17)
安曇野かけっこクラブA

17 53 安曇野かけっこクラブA 28分09秒 11'20 (9) 19'34 (11) 28'09 (17)
安曇野かけっこクラブA 11'20 (9) 8'14 (26) 8'35 (38)
清水A

18 33 清水A 28分11秒 11'37 (16) 20'05 (22) 28'11 (18)
清水A 11'37 (16) 8'28 (37) 8'06 (14)
穂高西A

19 16 穂高西A 28分12秒 11'59 (26) 20'12 (26) 28'12 (19)
穂高西A 11'59 (26) 8'13 (23) 8'00 (10)
戸倉上山田A

20 69 戸倉上山田A 28分18秒 11'37 (17) 19'42 (14) 28'18 (20)
戸倉上山田A 11'37 (17) 8'05 (17) 8'36 (39)
波田A

21 11 波田A 28分30秒 10'27 (1) 18'58 (7) 28'30 (21)
波田A 10'27 (1) 8'31 (39) 9'32 (61)
宮田A

22 52 宮田A 28分38秒 11'50 (20) 20'17 (28) 28'38 (22)
宮田A 11'50 (20) 8'27 (34) 8'21 (28)
須坂RCA

23 21 須坂RCA 28分47秒 12'08 (28) 20'15 (27) 28'47 (23)
須坂RCA 12'08 (28) 8'07 (19) 8'32 (35)
高綱B

24 56 高綱B 28分49秒 12'26 (33) 20'35 (30) 28'49 (24)
高綱B 12'26 (33) 8'09 (21) 8'14 (20)
岡谷東部A

25 8 岡谷東部A 28分51秒 11'31 (13) 20'06 (24) 28'51 (25)
岡谷東部A 11'31 (13) 8'35 (41) 8'45 (48)
女鳥羽A

26 36 女鳥羽A 28分57秒 11'30 (12) 20'34 (29) 28'57 (26)
女鳥羽A 11'30 (12) 9'04 (56) 8'23 (29)

2019/2/23(土)

第10回中信地区中学新人駅伝大会　女子成績一覧表
総合の部

順 No 学　校　名

第１区 第２区 第３区

3.05 km 2.05 km 2.05 km

スタート～第一中継 第一中継～第二中継 第二中継～フィニッシュ

仁科 玲美(2) 北沢 凜夏(2) 高山 史歩(2)

筒井 心葉(2) 圓谷 爽夏(2) 佐藤 綾花(2)

戸枝 くるみ(1) 唐澤 愛佳(1) 滝沢 初寧(2)

名和 夏乃子(1) 岡本 千織(1) 蔭山 羽音(1)

佐藤 悠花(2) 羽生 彩七(2) 下嶋 優菜(1)

吉﨑 紗衣(1) 滝沢 萌湖(1) 林 愛音(1)

橋詰 史歩(1) 鈴木 菜生(2) 髙橋 愛恵(1)

越川 えり(2) 小林 みさと(1) 櫻本 千夏(1)

峯岸 羽那(2) 田中 聖(1) 飯島 空(2)

原田 真知(2) 横山 結菜(1) 増沢 陽葉里(2)

唐澤 萌香(1) 辻 芽衣(1) 松澤 優衣(2)

嶺山 和佳(2) 五十嵐 千陽(1) 福田 笑未(1)

上村 梨緒(2) 百瀬 愛華(1) 麻和 楓花(2)

中川 凜音(1) 山田 うらら(2) 岩﨑 那歩(1)

真田 こころ(2) 赤羽 陽々姫(1) 西牧 望来(2)

小松 凜(1) 森脇 光砂(2) 佐野 涼風(1)

山田 唯綺(2) 齋藤 和泉(1) 神保 藍織(2)

村松 日菜(2) 埋橋 茉子(2) 柳澤 陽菜(1)

大嶋 歩(2) 田辺 明音(2) 古川 結萌(2)

桑原 実世(1) 小河原 望(1) 斉藤 彩乃(1)

村岡 美玖(2) 中村 紗生(2) 吉沢 桃佳(2)

松田 楓(2) 田中 美結(1) 丸茂 愛莉(2)

長井 彩華(1) 小林 昊叶(1)  田中 仁珠(2)

中村 結彩(1) 神澤 莉恩(1) 谷口 彩葉(1)

増沢 結(1) 宮澤 心音(1) 花岡 涼子(1)

赤羽 真衣佳(2) 角崎 美沙都(1) 尾関 紗佳(2)
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記録

7.15 km

順 No 学　校　名

第１区 第２区 第３区

3.05 km 2.05 km 2.05 km

スタート～第一中継 第一中継～第二中継 第二中継～フィニッシュ

上田第四A
27 70 上田第四A 28分58秒 12'33 (35) 20'49 (34) 28'58 (27)

上田第四A 12'33 (35) 8'16 (28) 8'09 (15)
茅野東部A

28 47 茅野東部A 29分01秒 11'23 (11) 19'58 (21) 29'01 (28)
茅野東部A 11'23 (11) 8'35 (41) 9'03 (52)
豊丘A

29 48 豊丘A 29分03秒 12'03 (27) 19'57 (20) 29'03 (29)
豊丘A 12'03 (27) 7'54 (12) 9'06 (53)
信明A

30 27 信明A 29分06秒 12'24 (32) 20'51 (35) 29'06 (30)
信明A 12'24 (32) 8'27 (34) 8'15 (21)
山辺A

31 10 山辺A 29分09秒 12'30 (34) 20'46 (33) 29'09 (31)
山辺A 12'30 (34) 8'16 (28) 8'23 (29)
永明A

32 18 永明A 29分12秒 13'14 (58) 21'17 (46) 29'12 (32)
永明A 13'14 (58) 8'03 (16) 7'55 (8)
広徳A

33 66 広徳A 29分13秒 12'44 (45) 20'37 (31) 29'13 (33)
広徳A 12'44 (45) 7'53 (11) 8'36 (39)
Team 箕輪A

34 2 Team 箕輪A 29分16秒 12'45 (46) 20'59 (39) 29'16 (34)
Team 箕輪A 12'45 (46) 8'14 (26) 8'17 (26)
高社A

35 24 高社A 29分19秒 12'44 (44) 21'03 (41) 29'19 (35)
高社A 12'44 (44) 8'19 (31) 8'16 (24)
鉢盛A

36 12 鉢盛A 29分24秒 12'43 (42) 20'56 (36) 29'24 (36)
鉢盛A 12'43 (42) 8'13 (23) 8'28 (32)
川中島B

37 3 川中島B 29分25秒 11'57 (24) 20'08 (25) 29'25 (37)
川中島B 11'57 (24) 8'11 (22) 9'17 (56)
高綱A

38 25 高綱A 29分28秒 12'33 (37) 20'58 (37) 29'28 (38)
高綱A 12'33 (37) 8'25 (33) 8'30 (33)
穂高西B

39 17 穂高西B 29分29秒 12'47 (47) 21'14 (45) 29'29 (39)
穂高西B 12'47 (47) 8'27 (34) 8'15 (21)
信大附属松本A

40 31 信大附属松本A 29分30秒 12'43 (43) 21'11 (43) 29'30 (40)
信大附属松本A 12'43 (43) 8'28 (37) 8'19 (27)
穂高東A

41 62 穂高東A 29分40秒 12'48 (48) 20'45 (32) 29'40 (41)
穂高東A 12'48 (48) 7'57 (14) 8'55 (50)
三陽B

42 68 三陽B 29分45秒 12'56 (51) 21'02 (40) 29'45 (42)
三陽B 12'56 (51) 8'06 (18) 8'43 (46)
堀金B

43 35 堀金B 29分50秒 12'34 (38) 21'23 (47) 29'50 (43)
堀金B 12'34 (38) 8'49 (48) 8'27 (31)
上田第四B

44 71 上田第四B 29分59秒 12'33 (36) 21'43 (49) 29'59 (44)
上田第四B 12'33 (36) 9'10 (59) 8'16 (24)
信大附属松本B

45 42 信大附属松本B 30分07秒 13'00 (54) 21'36 (48) 30'07 (45)
信大附属松本B 13'00 (54) 8'36 (43) 8'31 (34)
塩尻広陵B

46 28 塩尻広陵B 30分07秒 12'15 (31) 21'10 (42) 30'07 (46)
塩尻広陵B 12'15 (31) 8'55 (52) 8'57 (51)
山辺B

47 39 山辺B 30分23秒 12'41 (41) 21'44 (50) 30'23 (47)
山辺B 12'41 (41) 9'03 (55) 8'39 (43)
更北A

48 67 更北A 30分25秒 11'55 (22) 21'12 (44) 30'25 (48)
更北A 11'55 (22) 9'17 (60) 9'13 (55)
梓川A

49 30 梓川A 30分27秒 13'16 (59) 21'49 (51) 30'27 (49)
梓川A 13'16 (59) 8'33 (40) 8'38 (41)
開成B

50 29 開成B 30分34秒 12'58 (53) 21'56 (53) 30'34 (50)
開成B 12'58 (53) 8'58 (53) 8'38 (41)
旭町A

51 45 旭町A 30分35秒 12'11 (30) 20'59 (38) 30'35 (51)
旭町A 12'11 (30) 8'48 (46) 9'36 (63)
三郷B

52 43 三郷B 30分48秒 13'09 (55) 22'03 (55) 30'48 (52)
三郷B 13'09 (55) 8'54 (51) 8'45 (48)
Team 箕輪B

53 23 Team 箕輪B 31分01秒 13'34 (65) 22'18 (59) 31'01 (53)
Team 箕輪B 13'34 (65) 8'44 (45) 8'43 (46)
高社B

54 40 高社B 31分08秒 13'13 (57) 22'02 (54) 31'08 (54)
高社B 13'13 (57) 8'49 (48) 9'06 (53)
穂高東B

55 63 穂高東B 31分13秒 12'57 (52) 22'40 (63) 31'13 (55)
穂高東B 12'57 (52) 9'43 (66) 8'33 (36)

矢嶋 佑希(1) 高橋 璃奈(2) 玉井 南帆(2)

篠原 さら(2) 山本 香菜美(1) 田村 優衣(1)

田島 さくら(1) 山本 結萌(2) 宮下 莉瑚(2)

森 咲彩(2) 城 ひかり(2) 濱 陽菜乃(2)

林 眞由莉(1) 木村 心海(2) 中林 咲月(2)

小池 依真(1) 下向 華歩(2) 小平 奏重(2)

宮沢 沙耶乃(1) 丸山 亜鐘(1) 塩野 果椋(2)

小松 礼佳(2) 柴 由衣(1) 松見 すみれ(2)

山田 捺葵(1) 武田 怜子(1) 小林 鈴々(1)

川口 茜(1) 上條 愛美(2) 中村 万智(2)

田中 碧(1) 牛山 絢心(1) 渡辺 穂菜美(1)

赤羽 椛(1) 小林 穂香(1) 赤羽 陽美(1)

若林 さや華(2) 渡部 遥香(1) 佐々木 希帆望(2)

萩原 楓(2) 木村 友香(2) 田中 優杏菜(2)

竹川 希実(1) 伊藤 沙優香(2) 白澤 瑚々那(2)

伊藤 呼春(2) 渡辺 彩那(1) 佐野坂 ひかり(1)

杉本 梨紗(1) 松本 恵実(2) 前田 百葉(2)

村上 葉南(1) 加藤 瑠千亜(2) 岩﨑 杏菜(2)

永田 紗菜(1) 赤沼 智笑(1) 田中 千晴(2)

小山 日向(2) 村上 明(1) 渡部 光稀(2)

遠藤 咲耶(1) 谷川 慧佳(2) 二木 瑠心(1)

宮島 永真(2) 畑山 菜々子(1) 山﨑 七海(1)

竹上 心菜(2) 榑沼 香乃花(2) 塚田 詩音(1)

吉岡 茉央(1) 百瀬 倫子(1) 中川 采羽(2)

東 咲良(2) 中田 陽菜(2) 塩澤 瑠美奈(2)

石曽根 成那(1) 等々力 芽依(2) 深尾 美希(1)

三澤 咲貴(1) 唐澤 さくら(1) 鈴木 そら(1)

武田 あき(2) 熊代 眞陽琉(2) 工藤 ゆらら(2)

神田 新菜(1) 都筑 ひなの(1) 竹川 明希(1)
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記録

7.15 km

順 No 学　校　名

第１区 第２区 第３区

3.05 km 2.05 km 2.05 km

スタート～第一中継 第一中継～第二中継 第二中継～フィニッシュ

北安松川A
56 32 北安松川A 31分16秒 13'41 (66) 22'34 (61) 31'16 (56)

北安松川A 13'41 (66) 8'53 (50) 8'42 (45)
信大附属長野A

57 38 信大附属長野A 31分33秒 12'54 (50) 22'16 (58) 31'33 (58)
信大附属長野A 12'54 (50) 9'22 (63) 9'17 (56)
安曇野かけっこクラブC

58 54 安曇野かけっこクラブC 31分53秒 13'19 (62) 22'07 (56) 31'53 (59)
安曇野かけっこクラブC 13'19 (62) 8'48 (46) 9'46 (65)
山辺C

59 61 山辺C 31分58秒 13'31 (64) 22'35 (62) 31'58 (60)
山辺C 13'31 (64) 9'04 (56) 9'23 (59)
鉢盛B

60 22 鉢盛B 31分59秒 13'17 (60) 23'18 (65) 31'59 (61)
鉢盛B 13'17 (60) 10'01 (68) 8'41 (44)
北安松川B

61 64 北安松川B 32分10秒 13'18 (61) 23'37 (66) 32'10 (62)
北安松川B 13'18 (61) 10'19 (70) 8'33 (36)
白馬A

62 34 白馬A 32分11秒 13'11 (56) 22'16 (57) 32'11 (63)
白馬A 13'11 (56) 9'05 (58) 9'55 (66)
白馬B

63 58 白馬B 32分22秒 13'30 (63) 23'03 (64) 32'22 (64)
白馬B 13'30 (63) 9'33 (65) 9'19 (58)
丘A

64 55 丘A 33分27秒 13'48 (67) 23'58 (70) 33'27 (65)
丘A 13'48 (67) 10'10 (69) 9'29 (60)
堀金C

65 60 堀金C 33分29秒 14'28 (70) 23'46 (68) 33'29 (66)
堀金C 14'28 (70) 9'18 (61) 9'43 (64)
白馬C

66 59 白馬C 34分12秒 12'35 (39) 22'22 (60) 34'12 (67)
白馬C 12'35 (39) 9'47 (67) 11'50 (67)
豊丘B

67 49 豊丘B 37分11秒 14'25 (69) 23'46 (69) 37'11 (68)
豊丘B 14'25 (69) 9'21 (62) 13'25 (68)
諏訪西A

46 諏訪西A DQ 12'52 (49) 21'51 (52) 31'24 (57)
諏訪西A ※1区-2区 手前で受渡 12'52 (49) 8'59 (54) 9'33 (62)
春富A

1 春富A DNF 11'08 (7) 19'47 (16)
春富A 11'08 (7) 8'39 (44)
安曇野かけっこクラブB

41 安曇野かけっこクラブB DNF 14'17 (68) 23'46 (67)
安曇野かけっこクラブB 14'17 (68) 9'29 (64)

白澤 真帆(2) 田代 あい(1) 湯口 朝香(2)

中澤 凛(1) 小松 美沙季(1) 北澤 遥香(1)

中島 愛優(2) 渡邊  花(2) 松本 直央(2)

篠原 あかり(1) 松原 美夢(2) 平田 奈々星(1)

百瀬 未来(1) 長畦 杏樹(1) 倉科 瑠奈(2)

山口 果凛(1) 川上 穂南(1) 荒木 ななせ(1)

松沢 歩奈(2) 樋井 萌菜美(1) 関谷 千里(1)

花岡 和奏(1) 竹田 遥香(1) 山岸 未希(1)

北林 芽依(1) 佐藤 舞 (1) 八田 小春(1)

池田 小葉瑠(1) 原 美月(2) 加藤 愛(1)

石井 玲夢(1) 米倉 紗優月(1) 柴野 亜紗実(1)

瀬島 さやか(1) ｼｪﾌﾗｰ ｾﾘｰﾅ小雪(1) 奥野 結愛(1)

鍋島 楓(2) 筒井 結貴(2) 田中 蘭(2)

真柴 萌菜(2) 坂本 なお(2)

宮川 真緒(1) 坂口 美樹(1)
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