
大会コード　22170519

　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： 長野日報社
　主　　　管： 諏訪陸上競技協会

　日　　　時： 令和４年８月６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： 葛城　光一
　記 録 主 任： 矢花　之宏

◆今大会で樹立された新記録
なし

◆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(％)
9:15 曇 0.0 25.3 71.0
10:00 曇 0.0 27.2 67.3

◆略号の説明
DNS：欠場　DNF：途中棄権　DQ：失格

第３７回信州リレー競技大会
記 録 集



第37回信州リレー競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 葛城　光一

主催：茅野市陸上競技協会 記録主任 矢花　之宏
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
【開催日】 令和4年8月6日（土）

【主催団体】 茅野市陸上競技協会 決勝記録一覧表
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/ 6 一般女子 松本国際高(A)     2:35.90 松本国際高(B)     2:48.35
100m+200m+300m+4

00m 岩間 穂乃香(1) 福浦 涼音(2)
木村 歩実(1) 一志 琉月(2)
降旗 菜央(1) 林 眞由莉(2)
西村 渉(1) 中谷 春香(2)

 8/ 6 中学女子 開成中(A)       53.32 長峰中(A)       54.31 永明中(A)       55.42 安曇野AC       56.84 諏訪西中(A)       57.40 梓川中       59.18 諏訪西中(B)       59.43 長峰中(B)       59.46
4×100m 宮入 心奈(3) 大久保 澪(2) 北原 美空(1) 木村 湊(3) 山田 夏実(1) 山下 夏乃(1) 飯田 結有(2) 山本 和花(2)

柴田 奈々(3) 赤羽 柚香(3) 前島 希光(1) 関野 由依(3) 河野 恭子(1) 山崎 美緒(1) 金子 涼羽(2) 上野 日菜乃(2)
堀内 杏菜(3) 宮武 なな香(3) 山田 怜来(2) 真野 結奈(3) 大島 帆花(1) 小松 千桜(2) 德武 煌(2) 勝野 光咲(2)
市川 凜子(2) 矢島 柚那(3) 寺島 清華(1) 藤倉 花音(3) 宮阪 みく(1) 細田 麻佑(1) 山田 聖奈(1) 伊藤 愛莉(1)

 8/ 6 堀金中(A)     2:30.55 堀金中(B)     2:43.59 安曇野AC     2:45.71
100m+200m+300m+4

00m 宮澤 咲歩(2) 丸山 真愛(3) 小林 杏由美(1)
指方 柚(3) 内田 凛音(1) 鳥羽 菜々子(2)
岩下 美波(3) 小平 百葉(1) 堀金 里菜(2)
中谷 凛(3) 村上 陽世莉(1) 小林 美悠(2)



決勝 8月6日  9:15

大会記録：信州リレー(GR)        49.85 
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）
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）

[ 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)  7852 大久保 澪(2)     54.31  1   4 開成中(A)  7111 宮入 心奈(3)     53.32 

ｵｵｸﾎﾞ ﾐｵ ﾐﾔｲﾘ ｺｺﾅ
 7840 赤羽 柚香(3)  7112 柴田 奈々(3)

ｱｶﾊﾈ ﾕｽﾞｶ ｼﾊﾞﾀ ﾅﾅ
 7849 宮武 なな香(3)  7113 堀内 杏菜(3)

ﾐﾔﾀｹ ﾅﾅｶ ﾎﾘｳﾁ ｱﾝﾅ
 7850 矢島 柚那(3)  7116 市川 凜子(2)

ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ ｲﾁｶﾜ ﾘｺ
 2   7 永明中(A)  7797 北原 美空(1)     55.42  2   5 安曇野AC  6649 木村 湊(3)     56.84 

ｷﾀﾊﾗ ﾐｸ ｷﾑﾗ ﾐﾅﾄ
 7795 前島 希光(1)  6960 関野 由依(3)

ﾏｴｼﾏ ﾉｿﾞﾐ ｾｷﾉ ﾕｲ
 7789 山田 怜来(2)  6648 真野 結奈(3)

ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾗ ﾏﾉ ﾕｲﾅ
 7794 寺島 清華(1)  6652 藤倉 花音(3)

ﾃﾗｼﾏ ｻﾔｶ ﾌｼﾞｸﾗ ｶﾉﾝ
 3   6 諏訪西中(A)  7745 山田 夏実(1)     57.40  3   7 梓川中  7378 山下 夏乃(1)     59.18 

ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂﾐ ﾔﾏｼﾀ ｶﾉ
 7746 河野 恭子(1)  7377 山崎 美緒(1)

ｺｳﾉ ｷｮｳｺ ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｵ
 7744 大島 帆花(1)  7362 小松 千桜(2)

ｵｵｼﾏ ﾎﾉｶ ｺﾏﾂ ﾁﾊﾙ
 7748 宮阪 みく(1)  7379 細田 麻佑(1)

ﾐﾔｻｶ ﾐｸ ﾎｿﾀﾞ ﾏﾕ
 4   5 長峰中(B)  7857 山本 和花(2)     59.46  4   6 諏訪西中(B)  7740 飯田 結有(2)     59.43 

ﾔﾏﾓﾄ ﾜｶ ｲｲﾀﾞ ﾕｳ
 7861 上野 日菜乃(2)  7741 金子 涼羽(2)

ｳｴﾉ ﾋﾅﾉ ｶﾈｺ ｽｽﾞﾊ
 7853 勝野 光咲(2)  7743 德武 煌(2)

ｶﾂﾉ ﾐｻｷ ﾄｸﾀｹ ｷﾗ
 7860 伊藤 愛莉(1)  7747 山田 聖奈(1)

ｲﾄｳ ｱｲﾘ ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾅ
    4 開成中(B)          3 長峰中(C)      

DNS DNS

   1 開成中(A)     53.32 宮入 心奈(3) 柴田 奈々(3) 堀内 杏菜(3) 市川 凜子(2)   2   1
   2 長峰中(A)     54.31 大久保 澪(2) 赤羽 柚香(3) 宮武 なな香(3)矢島 柚那(3)   1   1
   3 永明中(A)     55.42 北原 美空(1) 前島 希光(1) 山田 怜来(2) 寺島 清華(1)   1   2
   4 安曇野AC     56.84 木村 湊(3) 関野 由依(3) 真野 結奈(3) 藤倉 花音(3)   2   2
   5 諏訪西中(A)     57.40 山田 夏実(1) 河野 恭子(1) 大島 帆花(1) 宮阪 みく(1)   1   3
   6 梓川中     59.18 山下 夏乃(1) 山崎 美緒(1) 小松 千桜(2) 細田 麻佑(1)   2   3
   7 諏訪西中(B)     59.43 飯田 結有(2) 金子 涼羽(2) 德武 煌(2) 山田 聖奈(1)   2   4
   8 長峰中(B)     59.46 山本 和花(2) 上野 日菜乃(2)勝野 光咲(2) 伊藤 愛莉(1)   1   4
    開成中(B)          DNS   1    
    長峰中(C)          DNS   2    

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

中学女子

4×100m

決勝

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録



決勝 8月6日  9:55

大会記録：信州リレー(GR)      2:23.34 
                                      
長野県中学記録(CR)            2:23.34 赤穂                         赤穂             2016/08/07  
                                      （唐澤 純夏・中嶋 杏彩・唐澤 花実・小原 茉莉）
長野県記録(KR)                2:16.97 長野吉田高                   長野吉田高       2013        
                                      （黒岩 夏都妃・鈴木 千穂・小山 綾菜・内山 成実）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 堀金中(A)  6672 宮澤 咲歩(2)   2:30.55 

ﾐﾔｻﾞﾜ ｻﾎ
 8759 指方 柚(3)

ｻｼｶﾀ ﾕｽﾞ
 8758 岩下 美波(3)

ｲﾜｼﾀ ﾐﾅﾐ
 8756 中谷 凛(3)

ﾅｶﾔ ﾘﾝ
 2   3 堀金中(B)  8757 丸山 真愛(3)   2:43.59 

ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾅ
 6675 内田 凛音(1)

ｳﾁﾀﾞ ﾘﾝ
 6677 小平 百葉(1)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾓﾓﾊ
 6674 村上 陽世莉(1)

ﾑﾗｶﾐ ﾋﾖﾘ
 3   4 安曇野AC  6662 小林 杏由美(1)   2:45.71 

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ
 6660 鳥羽 菜々子(2)

ﾄﾊﾞ ﾅﾅｺ
 6655 堀金 里菜(2)

ﾎﾘｶﾞﾈ ﾘﾅ
 6630 小林 美悠(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｳ

決勝 8月6日 10:15

大会記録：信州リレー(GR)      2:16.97                              長野吉田高       2013        
                                      （黒岩・鈴木・小山・内山）
長野県高校記録(KR)            2:16.97                              長野吉田高       2013/08/11  
                                      （黒岩 夏都妃・鈴木 千穂・小山 綾菜・内山 成実）
長野県記録(KR)                2:16.97                              長野吉田高       2013/08/11  
                                      （黒岩 夏都妃・鈴木 千穂・小山 綾菜・内山 成実）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 松本国際高(A)  1985 岩間 穂乃香(1)   2:35.90 

ｲﾜﾏ ﾎﾉｶ
 1989 木村 歩実(1)

ｷﾑﾗ ｱﾕﾐ
 1986 降旗 菜央(1)

ﾌﾘﾊﾀ ﾅｵ
 1988 西村 渉(1)

ﾆｼﾑﾗ ｱﾕﾐ
 2   4 松本国際高(B)  1983 福浦 涼音(2)   2:48.35 

ﾌｸｳﾗ ｽｽﾞﾈ
 1977 一志 琉月(2)

ｲｯｼ ﾙﾅ
 1981 林 眞由莉(2)

ﾊﾔｼ ﾏﾕﾘ
 1980 中谷 春香(2)

ﾅｶﾔ ﾊﾙｶ

決勝

中学女子

100m+200m+300m+400m

決勝

一般女子

100m+200m+300m+400m
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