
大会コード 22170733 (未公認競技会)

： ２０２２年１０月２２日（土）
： 長野市営陸上競技場（競技場コード 172070）
： 一般財団法人長野陸上競技協会　長野県中学校体育連盟
： 一般財団法人長野陸上競技協会　長野県中学校体育連盟陸上競技専門部
： 梨子田 昌央
： 牛山 通高
： 瀧沢 佳生

■県中駅伝大会進出 上位3校
<東信>

小諸東 1:03:37.27 東御東部 41:01.45
東御東部 1:05:33.74 浅間 41:10.99
上田第五 1:08:53.31 上田第五 44:04.79

<北信>

飯山城南 1:00:18.77 飯山城南 36:08.83
山ﾉ内 1:00:41.42 川中島 36:21.45
川中島 1:00:55.07 高社 36:46.35

■グラウンドコンディション

曇り 南 1.1 12.3 70.0 曇り 北北東 1.5 13.0 62.0
曇り 北東 0.9 13.0 62.0 曇り 南東 0.7 14.5 58.0
曇り 　 0.0 13.0 60.0

■その他記号の説明
欠場 途中棄権

主 催

第33回長野県中学校駅伝競走大会
東北信地区予選会
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【東信】

順位 チーム名
上位5名の
記録合計

選手名 記録

1 東御東部 41:01.45
菊地 遥奈 (3) 7:09.21
菊原 千聖 (2) 8:03.73
小池 咲良 (2) 8:04.80
大久保 祐茉 (2) 8:48.79
小林 愛歩 (2) 8:54.92
中島 杏 (1) 9:29.73
安本 桃音 (2) 9:36.25
荻原 日向子 (2) 10:05.50

2 浅間 41:10.99
油井 ひなの (2) 7:19.92
熊谷 理来 (1) 8:14.42
栗林 耶結 (1) 8:21.60
森田 真央 (2) 8:29.78
齋藤 璃音 (2) 8:45.27
渡辺 夢彩 (2) 8:52.96
中島 優奈 (1) 9:12.93

3 上田第五 44:04.79
上野 里桜 (1) 8:10.78
久保田 那月 (1) 8:11.18
降幡 葵彩 (2) 9:05.93
坂口 優芽 (2) 9:06.42
田中 詩季 (2) 9:30.48
宮原 春乃 (1) 9:38.14
井出 奈那 (2) 10:19.74

4 軽井沢 44:54.16
荻原 ゆず (1) 7:26.95
塩野 芽梨 (1) 9:04.50
真山 世凪 (1) 9:04.63
春原 歩和 (1) 9:22.70
加藤 夕楓 (1) 9:55.38
原 楓 (2) 10:08.25

長野県中学校駅伝競走大会予選会 リザルト【女子】



【東信】

順位 チーム名
上位5名の
記録合計

選手名 記録

長野県中学校駅伝競走大会予選会 リザルト【女子】

5 丸子北 45:26.24
清野 ひより (2) 8:31.23
北澤 里帆 (2) 8:49.90
曽根原 璃子 (2) 9:14.08
勝野 葵 (2) 9:24.71
横田 希空 (2) 9:26.32
小山 恋以奈 (2) 9:36.03
長澤 果生 (1) 9:36.10
宮坂 晴海 (2) 10:53.30

6 小諸東 48:06.13
佐藤 千夏 (1) 9:06.60
饗場 羽南 (1) 9:28.41
小林 実央 (1) 9:37.26
西村 奏 (2) 9:56.21
佐藤 美優 (1) 9:57.65
田中 柚伎 (1) 10:47.47



【北信】

順位 チーム名
上位5名の
記録合計

選手名 記録

1 飯山城南 36:08.83
石川 優菜 (2) 7:05.60
山本 萌華 (3) 7:14.34
小島 ひより (3) 7:14.53
伊東 咲幸 (2) 7:15.90
篠原 春華 (3) 7:18.46
服部 心咲 (1) 7:51.07
佐藤 心梛 (3) 8:03.51
野嵜 愛 (3) 8:42.29

2 川中島 36:21.45
木田 愛梨 (3) 7:00.35
德永 ゆめ (3) 7:13.54
待井 未里 (1) 7:18.58
小林 千鶴 (3) 7:19.60
若林 咲和 (3) 7:29.38
田所 柚優 (3) 7:48.99
池田 有優 (1) 8:15.07

3 高社 36:46.35
山﨑 凜奏 (2) 7:04.45
綿貫 美咲 (1) 7:23.75
武田 実久 (3) 7:25.41
土屋 瑚乃 (2) 7:25.89
武田 琉愛 (1) 7:26.85
市川 結理 (2) 7:54.41
土屋 茉央 (2) 8:15.59
山本 亜妃 (3) 8:44.32

4 木島平 38:10.67
山田 桃子 (2) 7:11.02
和田 亜依 (2) 7:14.78
阿部 結奈 (2) 7:41.67
小野澤 二葉 (1) 7:55.69
竹内 美里 (2) 8:07.51
竹鄭 真緒 (1) 8:32.36

長野県中学校駅伝競走大会予選会 リザルト【女子】



【北信】

順位 チーム名
上位5名の
記録合計

選手名 記録

長野県中学校駅伝競走大会予選会 リザルト【女子】

5 柳町 38:12.30
宮下 未来 (3) 7:18.55
前島 澄宇 (2) 7:20.89
菅沼 優名 (2) 7:43.08
宮越 裕合花 (3) 7:48.21
森田 ゆい (2) 8:01.57

6 飯山城北 40:36.67
齊藤 里莉奈 (1) 7:20.23
小林 寧音 (3) 7:43.61
平野 帆乃佳 (1) 8:21.08
木内 絢花 (1) 8:27.59
江澤 沙羅 (2) 8:44.16
青木 倖乃 (1) 8:48.57
青木 倫乃 (1) 9:08.81
栗林 ののは (1) 9:11.58

7 野沢温泉 41:22.66
川村 美沙都 (2) 7:57.43
富井 和歩子 (2) 8:09.47
富井 美森 (2) 8:11.18
河野 若穂 (2) 8:17.64
荻原 咲良 (1) 8:46.94
池田 夏 (2) 8:58.49

8 三陽 41:46.70
和田 葵衣 (2) 7:13.54
祢津 美成 (2) 7:49.69
三井 結友 (3) 8:03.87
若林 由夏 (1) 8:34.43
長田 彩七 (2) 10:05.17



【北信】

順位 チーム名
上位5名の
記録合計

選手名 記録

長野県中学校駅伝競走大会予選会 リザルト【女子】

9 小布施 42:07.83
宮野 日鞠 (2) 8:11.69
降旗 華菜 (1) 8:11.72
島田 明依 (2) 8:18.70
成田 彩華 (1) 8:23.77
滝口 和奏 (1) 9:01.95
町田 凜 (1) 9:05.60
桐原 穂乃華 (2) 9:30.97

10 長野東部 42:37.21
松下 ひとみ (2) 8:04.32
加藤 美空 (2) 8:32.94
德竹 佑香 (2) 8:33.32
関 咲良 (2) 8:38.20
久保 杏果 (2) 8:48.43
小川 朱里 (2) 9:00.68
戸谷 心咲 (2) 9:33.62

11 中野平 42:51.96
清水 結衣 (2) 8:08.02
藤島 琉悧 (2) 8:29.38
鈴木 明依 (1) 8:29.81
竹内 るい (2) 8:46.66
阿藤 もも (1) 8:58.09
池田 未海 (1) 9:13.09
片山 奏子 (1) 9:22.58

12 櫻ヶ岡 44:20.20
高瀬 陽 (2) 8:34.37
宮本 怜奈 (1) 8:46.59
中島 愛翔 (1) 8:54.14
松本 結愛 (2) 9:00.93
松田 あいか (2) 9:04.17
川野 桜 (1) 9:20.78
倉石 ひまり (1) 9:21.42
原 和香奈 (2) 9:22.96



【北信】

順位 チーム名
上位5名の
記録合計

選手名 記録

長野県中学校駅伝競走大会予選会 リザルト【女子】

13 篠ﾉ井西 49:37.45
長谷川 緒美 (1) 8:52.01
中村 彩乃 (1) 8:57.18
野沢 真央 (2) 9:26.87
青木 愛唯菜 (1) 10:05.47
山岸 莉央 (1) 12:15.92

信大附属長野
相場 奈央 (1) 7:06.53
宮下 紫乃 (3) 7:27.62
小林 愛歩 (2) 9:33.29
関 心音 (2) 9:39.40

長野日大
安藤 みゆ (1) 8:07.04
村田 心紬 (2) 8:19.58
古田 佳蓮 (3) 8:56.41
森川 侑季 (3) 8:57.15



女子東信 ２０００ｍ タイムレース(3) 10月22日  9:10

長野県中学生記録　(JR) 6分13秒04 和田 有菜(川中島) 2014

タイムレース 全3組
  1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  11   11
菊地 遥奈 (3)
ｷｸﾁ ﾊﾙﾅ

長　野・東御東部  7:09.21

  2  12   12
油井 ひなの (2)
ﾕｲ ﾋﾅﾉ

長　野・浅間  7:19.92

  3  13   13
荻原 ゆず (1)
ｵｷﾞﾜﾗ ﾕｽﾞ

長　野・軽井沢  7:26.95

  4  17   17
菊原 千聖 (2)
ｷｸﾊﾗ ﾁｻﾄ

長　野・東御東部  8:03.73

  5  15   15
小池 咲良 (2)
ｺｲｹ ｻｸﾗ

長　野・東御東部  8:04.80

  6  18   18
熊谷 理来 (1)
ｸﾏｶﾞｲ ﾘｺ

長　野・浅間  8:14.42

  7   7    7
栗林 耶結 (1)
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾔﾕ

長　野・浅間  8:21.60

  8   4    4
森田 真央 (2)
ﾓﾘﾀ ﾏｵ

長　野・浅間  8:29.78

  9   9    9
清野 ひより (2)
ｷﾖﾉ ﾋﾖﾘ

長　野・丸子北  8:31.23

 10  14   14
齋藤 璃音 (2)
ｻｲﾄｳ ﾘｵ

長　野・浅間  8:45.27

 11   5    5
北澤 里帆 (2)
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾎ

長　野・丸子北  8:49.90

 12  16   16
渡辺 夢彩 (2)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｱ

長　野・浅間  8:52.96

 13   2    2
小林 愛歩 (2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾎ

長　野・東御東部  8:54.92

 14   1    1
中島 優奈 (1)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾅ

長　野・浅間  9:12.93

 15   6    6
安本 桃音 (2)
ﾔｽﾓﾄ ﾓﾓﾈ

長　野・東御東部  9:36.25

  3    3
中山 里恋 (2)
ﾅｶﾔﾏ ﾘｺ

長　野・上田第四 DNS

  8    8
七尾 結心 (2)
ﾅﾅｵ ﾕﾉ

長　野・上田第四 DNS

 10   10
田畑 香奈 (2)
ﾀﾊﾞﾀ ｶﾅ

長　野・上田第四 DNS

  2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  11   11
上野 里桜 (1)
ｳｴﾉ ﾘｵ

長　野・上田第五  8:10.78

  2  14   14
久保田 那月 (1)
ｸﾎﾞﾀ ﾅﾂｷ

長　野・上田第五  8:11.18

  3  13   13
大久保 祐茉 (2)
ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾏ

長　野・東御東部  8:48.79

  4  16   16
塩野 芽梨 (1)
ｼｵﾉ ﾒﾘ

長　野・軽井沢  9:04.50

  5   6    6
真山 世凪 (1)
ｻﾉﾔﾏ ｾﾅ

長　野・軽井沢  9:04.63

  6  17   17
降幡 葵彩 (2)
ﾌﾙﾊﾀ ｱｵｲ

長　野・上田第五  9:05.93

  7   4    4
坂口 優芽 (2)
ｻｶｸﾞﾁ ﾕﾒ

長　野・上田第五  9:06.42

  8   7    7
佐藤 千夏 (1)
ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ

長　野・小諸東  9:06.60

  9   1    1
曽根原 璃子 (2)
ｿﾈﾊﾗ ﾘｺ

長　野・丸子北  9:14.08

 10   5    5
勝野 葵 (2)
ｶﾂﾉ ｱｵｲ

長　野・丸子北  9:24.71

 11   3    3
横田 希空 (2)
ﾖｺﾀ ﾉｱ

長　野・丸子北  9:26.32

 12  15   15
中島 杏 (1)
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾝ

長　野・東御東部  9:29.73

 13  10   10
荻原 日向子 (2)
ｵｷﾞﾜﾗ ﾋﾅｺ

長　野・東御東部 10:05.50

 14   9    9
井出 奈那 (2)
ｲﾃﾞ ﾅﾅ

長　野・上田第五 10:19.74

  2    2
宮阪 莉奈 (1)
ﾐﾔｻｶ ﾘﾅ

長　野・上田第四 DNS

  8    8
長岡 沙樹 (1)
ﾅｶﾞｵｶ ｻｷ

長　野・軽井沢 DNS

 12   12
隠岐 あいる (1)
ｵｷ ｱｲﾙ

長　野・上田第四 DNS

  3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   9    9
春原 歩和 (1)
ﾊﾙﾊﾗ ｱﾕﾅ

長　野・軽井沢  9:22.70

  2  12   12
饗場 羽南 (1)
ｱｲﾊﾞ ﾊﾅ

長　野・小諸東  9:28.41

  3  16   16
田中 詩季 (2)
ﾀﾅｶ ｼｷ

長　野・上田第五  9:30.48

  4  15   15
小山 恋以奈 (2)
ｺﾔﾏ ﾚｲﾅ

長　野・丸子北  9:36.03

  5  17   17
長澤 果生 (1)
ﾅｶﾞｻﾜ ｶｵ

長　野・丸子北  9:36.10

  6   4    4
小林 実央 (1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｵ

長　野・小諸東  9:37.26

  7   1    1
宮原 春乃 (1)
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾊﾙﾉ

長　野・上田第五  9:38.14

  8   7    7
加藤 夕楓 (1)
ｶﾄｳ ﾕｳｶ

長　野・軽井沢  9:55.38

  9  14   14
西村 奏 (2)
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅﾃﾞ

長　野・小諸東  9:56.21

 10  10   10
佐藤 美優 (1)
ｻﾄｳ ﾐﾕ

長　野・小諸東  9:57.65

 11  13   13
原 楓 (2)
ﾊﾗ ｶｴﾃﾞ

長　野・軽井沢 10:08.25

 12   2    2
田中 柚伎 (1)
ﾀﾅｶ ﾕｽﾞｷ

長　野・小諸東 10:47.47

 13   3    3
宮坂 晴海 (2)
ﾐﾔｻｶ ﾊﾙﾐ

長　野・丸子北 10:53.30

  5    5
永井 夕鈴 (1)
ﾅｶﾞｲ ﾕｽﾞ

長　野・上田第五 DNS

  6    6
渡邉 真緒 (1)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ

長　野・小諸東 DNS

  8    8
山田 梨乃 (2)
ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾉ

長　野・小諸東 DNS

 11   11
水上 楓香 (1)
ﾐｽﾞｶﾐ ﾌｳｶ

長　野・軽井沢 DNS

凡例（DNS:欠    場）



女子東信 ２０００ｍ タイムレース(3) 10月22日  9:10

長野県中学生記録　(JR) 6分13秒04 和田 有菜(川中島) 2014

タイムレース総合
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  11   11
菊地 遥奈 (3)
ｷｸﾁ ﾊﾙﾅ

長　野・東御東部  7:09.21

  2  12   12
油井 ひなの (2)
ﾕｲ ﾋﾅﾉ

長　野・浅間  7:19.92

  3  13   13
荻原 ゆず (1)
ｵｷﾞﾜﾗ ﾕｽﾞ

長　野・軽井沢  7:26.95

  4  17   17
菊原 千聖 (2)
ｷｸﾊﾗ ﾁｻﾄ

長　野・東御東部  8:03.73

  5  15   15
小池 咲良 (2)
ｺｲｹ ｻｸﾗ

長　野・東御東部  8:04.80

  6  11   11
上野 里桜 (1)
ｳｴﾉ ﾘｵ

長　野・上田第五  8:10.78

  7  14   14
久保田 那月 (1)
ｸﾎﾞﾀ ﾅﾂｷ

長　野・上田第五  8:11.18

  8  18   18
熊谷 理来 (1)
ｸﾏｶﾞｲ ﾘｺ

長　野・浅間  8:14.42

  9   7    7
栗林 耶結 (1)
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾔﾕ

長　野・浅間  8:21.60

 10   4    4
森田 真央 (2)
ﾓﾘﾀ ﾏｵ

長　野・浅間  8:29.78

 11   9    9
清野 ひより (2)
ｷﾖﾉ ﾋﾖﾘ

長　野・丸子北  8:31.23

 12  14   14
齋藤 璃音 (2)
ｻｲﾄｳ ﾘｵ

長　野・浅間  8:45.27

 13  13   13
大久保 祐茉 (2)
ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾏ

長　野・東御東部  8:48.79

 14   5    5
北澤 里帆 (2)
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾎ

長　野・丸子北  8:49.90

 15  16   16
渡辺 夢彩 (2)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｱ

長　野・浅間  8:52.96

 16   2    2
小林 愛歩 (2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾎ

長　野・東御東部  8:54.92

 17  16   16
塩野 芽梨 (1)
ｼｵﾉ ﾒﾘ

長　野・軽井沢  9:04.50

 18   6    6
真山 世凪 (1)
ｻﾉﾔﾏ ｾﾅ

長　野・軽井沢  9:04.63

 19  17   17
降幡 葵彩 (2)
ﾌﾙﾊﾀ ｱｵｲ

長　野・上田第五  9:05.93

 20   4    4
坂口 優芽 (2)
ｻｶｸﾞﾁ ﾕﾒ

長　野・上田第五  9:06.42

 21   7    7
佐藤 千夏 (1)
ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ

長　野・小諸東  9:06.60

 22   1    1
中島 優奈 (1)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾅ

長　野・浅間  9:12.93

 23   1    1
曽根原 璃子 (2)
ｿﾈﾊﾗ ﾘｺ

長　野・丸子北  9:14.08

 24   9    9
春原 歩和 (1)
ﾊﾙﾊﾗ ｱﾕﾅ

長　野・軽井沢  9:22.70

 25   5    5
勝野 葵 (2)
ｶﾂﾉ ｱｵｲ

長　野・丸子北  9:24.71

 26   3    3
横田 希空 (2)
ﾖｺﾀ ﾉｱ

長　野・丸子北  9:26.32

 27  12   12
饗場 羽南 (1)
ｱｲﾊﾞ ﾊﾅ

長　野・小諸東  9:28.41

 28  15   15
中島 杏 (1)
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾝ

長　野・東御東部  9:29.73

 29  16   16
田中 詩季 (2)
ﾀﾅｶ ｼｷ

長　野・上田第五  9:30.48

 30  15   15
小山 恋以奈 (2)
ｺﾔﾏ ﾚｲﾅ

長　野・丸子北  9:36.03

 31  17   17
長澤 果生 (1)
ﾅｶﾞｻﾜ ｶｵ

長　野・丸子北  9:36.10

 32   6    6
安本 桃音 (2)
ﾔｽﾓﾄ ﾓﾓﾈ

長　野・東御東部  9:36.25

 33   4    4
小林 実央 (1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｵ

長　野・小諸東  9:37.26

 34   1    1
宮原 春乃 (1)
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾊﾙﾉ

長　野・上田第五  9:38.14

 35   7    7
加藤 夕楓 (1)
ｶﾄｳ ﾕｳｶ

長　野・軽井沢  9:55.38

 36  14   14
西村 奏 (2)
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅﾃﾞ

長　野・小諸東  9:56.21

 37  10   10
佐藤 美優 (1)
ｻﾄｳ ﾐﾕ

長　野・小諸東  9:57.65

 38  10   10
荻原 日向子 (2)
ｵｷﾞﾜﾗ ﾋﾅｺ

長　野・東御東部 10:05.50

 39  13   13
原 楓 (2)
ﾊﾗ ｶｴﾃﾞ

長　野・軽井沢 10:08.25

 40   9    9
井出 奈那 (2)
ｲﾃﾞ ﾅﾅ

長　野・上田第五 10:19.74

 41   2    2
田中 柚伎 (1)
ﾀﾅｶ ﾕｽﾞｷ

長　野・小諸東 10:47.47

 42   3    3
宮坂 晴海 (2)
ﾐﾔｻｶ ﾊﾙﾐ

長　野・丸子北 10:53.30
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タイムレース 全5組
  1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  16   16
木田 愛梨 (3)
ｷﾀﾞ ｱｲﾘ

長　野・川中島  7:00.35

  2  15   15
山﨑 凜奏 (2)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾐｶ

長　野・高社  7:04.45

  3   1    1
石川 優菜 (2)
ｲｼｶﾜ ﾕｳﾅ

長　野・飯山城南  7:05.60

  4  13   13
相場 奈央 (1)
ｱｲﾊﾞ ﾅｵ

長　野・信大附属長野  7:06.53

  5   2    2
山田 桃子 (2)
ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｺ

長　野・木島平  7:11.02

  6  14   14
德永 ゆめ (3)
ﾄｸﾅｶﾞ ﾕﾒ

長　野・川中島  7:13.54

  7  19   19
和田 葵衣 (2)
ﾜﾀﾞ ｱｵｲ

長　野・三陽  7:13.54

  8   9    9
山本 萌華 (3)
ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ

長　野・飯山城南  7:14.34

  9   5    5
小島 ひより (3)
ｺｼﾞﾏ ﾋﾖﾘ

長　野・飯山城南  7:14.53

 10  21   21
和田 亜依 (2)
ﾜﾀﾞ ｱｲ

長　野・木島平  7:14.78

 11   3    3
伊東 咲幸 (2)
ｲﾄｳ ｻﾕｷ

長　野・飯山城南  7:15.90

 12   7    7
篠原 春華 (3)
ｼﾉﾊﾗ ﾊﾙｶ

長　野・飯山城南  7:18.46

 13  22   22
待井 未里 (1)
ﾏﾁｲ ﾐｻﾄ

長　野・川中島  7:18.58

 14  18   18
小林 千鶴 (3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾂﾞﾙ

長　野・川中島  7:19.60

 15   4    4
土屋 瑚乃 (2)
ﾂﾁﾔ ｺｲﾉ

長　野・高社  7:25.89

 16  17   17
宮下 紫乃 (3)
ﾐﾔｼﾀ ｼﾉ

長　野・信大附属長野  7:27.62

 17  12   12
若林 咲和 (3)
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾜ

長　野・川中島  7:29.38

 18  10   10
阿部 結奈 (2)
ｱﾍﾞ ﾕｲﾅ

長　野・木島平  7:41.67

 19  20   20
田所 柚優 (3)
ﾀｼｮ ﾕｽﾞﾕ

長　野・川中島  7:48.99

 20   6    6
三井 結友 (3)
ﾐﾂｲ ﾕｳ

長　野・三陽  8:03.87

 21   8    8
池田 有優 (1)
ｲｹﾀﾞ ｱﾕ

長　野・川中島  8:15.07

 22  11   11
野嵜 愛 (3)
ﾉｻﾞｷ ｱｲ

長　野・飯山城南  8:42.29

  2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  21   21
宮下 未来 (3)
ﾐﾔｼﾀ ﾐｸﾙ

長　野・柳町  7:18.55

  2  20   20
齊藤 里莉奈 (1)
ｻｲﾄｳ ﾘﾘﾅ

長　野・飯山城北  7:20.23

  3  19   19
前島 澄宇 (2)
ﾏｴｼﾞﾏ ｽｳ

長　野・柳町  7:20.89

  4  13   13
綿貫 美咲 (1)
ﾜﾀﾇｷ ﾐｻｷ

長　野・高社  7:23.75

  5  16   16
武田 実久 (3)
ﾀｹﾀﾞ ﾐｸ

長　野・高社  7:25.41

  6  18   18
武田 琉愛 (1)
ﾀｹﾀﾞ ﾙﾅ

長　野・高社  7:26.85

  7   9    9
宮越 裕合花 (3)
ﾐﾔｺｼ ﾕﾘｶ

長　野・柳町  7:48.21

  8   4    4
祢津 美成 (2)
ﾈﾂ ﾐﾅﾘ

長　野・三陽  7:49.69

  9   2    2
服部 心咲 (1)
ﾊｯﾄﾘ ﾐｻｷ

長　野・飯山城南  7:51.07

 10  22   22
小野澤 二葉 (1)
ｵﾉｻﾞﾜ ﾌﾀﾊﾞ

長　野・木島平  7:55.69

 11   1    1
川村 美沙都 (2)
ｶﾜﾑﾗ ﾐｻﾄ

長　野・野沢温泉  7:57.43

 12  10   10
松下 ひとみ (2)
ﾏﾂｼﾀ ﾋﾄﾐ

長　野・長野東部  8:04.32

 13  14   14
竹内 美里 (2)
ﾀｹｳﾁ ﾐｻﾄ

長　野・木島平  8:07.51

 14   3    3
富井 和歩子 (2)
ﾄﾐｲ ﾜﾎｺ

長　野・野沢温泉  8:09.47

 15  11   11
富井 美森 (2)
ﾄﾐｲ ﾐﾓﾘ

長　野・野沢温泉  8:11.18

 16  15   15
宮野 日鞠 (2)
ﾐﾔﾉ ﾋﾏﾘ

長　野・小布施  8:11.69

 17  12   12
降旗 華菜 (1)
ﾌﾘﾊﾀ ｶﾅ

長　野・小布施  8:11.72

 18  17   17
島田 明依 (2)
ｼﾏﾀﾞﾒｲ

長　野・小布施  8:18.70

 19   6    6
竹鄭 真緒 (1)
ﾀｹﾍﾞ ﾏｵ

長　野・木島平  8:32.36

 20   5    5
加藤 美空 (2)
ｶﾄｳ ﾐｸ

長　野・長野東部  8:32.94

 21   7    7
池田 夏 (2)
ｲｹﾀﾞ ﾅﾂ

長　野・野沢温泉  8:58.49

 22   8    8
長田 彩七 (2)
ｵｻﾀﾞ ｱﾔﾅ

長　野・三陽 10:05.17

  3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   1    1
菅沼 優名 (2)
ｽｶﾞﾇﾏ ﾕｳﾅ

長　野・柳町  7:43.08

  2  15   15
小林 寧音 (3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾈｵﾝ

長　野・飯山城北  7:43.61

  3  16   16
市川 結理 (2)
ｲﾁｶﾜ ﾕﾘ

長　野・高社  7:54.41

  4  21   21
森田 ゆい (2)
ﾓﾘﾀ ﾕｲ

長　野・柳町  8:01.57

  5  14   14
清水 結衣 (2)
ｼﾐｽﾞ ﾕｲ

長　野・中野平  8:08.02

  6   6    6
土屋 茉央 (2)
ﾂﾁﾔ ﾏｵ

長　野・高社  8:15.59

  7  19   19
河野 若穂 (2)
ｺｳﾉ ﾜｶﾎ

長　野・野沢温泉  8:17.64

  8  17   17
鈴木 明依 (1)
ｽｽﾞｷ ﾒｲ

長　野・中野平  8:29.81

  9   2    2
德竹 佑香 (2)
ﾄｸﾀｹ ﾊﾙｶ

長　野・長野東部  8:33.32

 10  13   13
若林 由夏 (1)
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｶ

長　野・三陽  8:34.43

 11   7    7
関 咲良 (2)
ｾｷ ｻｸﾗ

長　野・長野東部  8:38.20

 12   5    5
竹内 るい (2)
ﾀｹｳﾁ ﾙｲ

長　野・中野平  8:46.66

 13   3    3
荻原 咲良 (1)
ｵｷﾞﾜﾗ ｻﾗ

長　野・野沢温泉  8:46.94

 14   4    4
久保 杏果 (2)
ｸﾎﾞ ｷｮｳｶ

長　野・長野東部  8:48.43

 15  22   22
小川 朱里 (2)
ｵｶﾞﾜ ｱｶﾘ

長　野・長野東部  9:00.68

 16  10   10
町田 凜 (1)
ﾏﾁﾀﾞﾘﾝ

長　野・小布施  9:05.60

 17   9    9
戸谷 心咲 (2)
ﾄﾔ ﾐｻｷ

長　野・長野東部  9:33.62

 18  18   18
関 心音 (2)
ｾｷ ｺｺﾈ

長　野・信大附属長野  9:39.40

  8    8
柴 心優 (3)
ｼﾊﾞ ﾐﾕｳ

長　野・市立長野 DNS

 11   11
石田 結香 (3)
ｲｼﾀﾞ ﾕｶ

長　野・市立長野 DNS

 12   12
宮ケ丁 葵 (3)
ﾐﾔｶﾞﾁｮｳ ｱｵｲ

長　野・信大附属長野 DNS

 20   20
鈴木 凛 (2)
ｽｽﾞｷ ﾘﾝ

長　野・長野東部 DNS

  4組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  17   17
佐藤 心梛 (3)
ｻﾄｳ ｺｺﾅ

長　野・飯山城南  8:03.51

  2   6    6
村田 心紬 (2)
ﾑﾗﾀ ﾐﾕｳ

長　野・長野日大  8:19.58

  3   2    2
平野 帆乃佳 (1)
ﾋﾗﾉ ﾎﾉｶ

長　野・飯山城北  8:21.08

  4  10   10
成田 彩華 (1)
ﾅﾘﾀｲﾛﾊ

長　野・小布施  8:23.77

  5  13   13
木内 絢花 (1)
ｷｳﾁ ｱﾔｶ

長　野・飯山城北  8:27.59

  6  14   14
藤島 琉悧 (2)
ﾌｼﾞｼﾏ ﾙﾘ

長　野・中野平  8:29.38

  7  18   18
高瀬 陽 (2)
ﾀｶｾ ﾊﾙ

長　野・櫻ヶ岡  8:34.37

  8  15   15
山本 亜妃 (3)
ﾔﾏﾓﾄ ｱｷ

長　野・高社  8:44.32

  9  11   11
宮本 怜奈 (1)
ﾐﾔﾓﾄ ﾚｲﾅ

長　野・櫻ヶ岡  8:46.59

 10  20   20
長谷川 緒美 (1)
ﾊｾｶﾞﾜ ﾂｸﾞﾐ

長　野・篠ﾉ井西  8:52.01

 11   9    9
古田 佳蓮 (3)
ﾌﾙﾀ ｶﾚﾝ

長　野・長野日大  8:56.41

 12  19   19
阿藤 もも (1)
ｱﾄｳ ﾓﾓ

長　野・中野平  8:58.09

 13   5    5
松本 結愛 (2)
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｱ

長　野・櫻ヶ岡  9:00.93

 14   7    7
滝口 和奏 (1)
ﾀｷｸﾞﾁ ﾜｶﾅ

長　野・小布施  9:01.95

 15   3    3
松田 あいか (2)
ﾏﾂﾀﾞ ｱｲｶ

長　野・櫻ヶ岡  9:04.17

 16  16   16
池田 未海 (1)
ｲｹﾀﾞ ﾐｳﾅ

長　野・中野平  9:13.09

 17   1    1
原 和香奈 (2)
ﾊﾗ ﾜｶﾅ

長　野・櫻ヶ岡  9:22.96

 18   4    4
野沢 真央 (2)
ﾉｻﾞﾜ ﾏｵ

長　野・篠ﾉ井西  9:26.87

 19   8    8
小林 愛歩 (2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ

長　野・信大附属長野  9:33.29

 12   12
掛川 あかり (3)
ｶｹｶﾞﾜ ｱｶﾘ

長　野・市立長野 DNS

 21   21
佐藤 愛莉 (2)
ｻﾄｳ ｱｲﾘ

長　野・中野平 DNS

 22   22
橋詰 結月 (2)
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕﾂﾞｷ

長　野・篠ﾉ井西 DNS

凡例（DNS:欠    場）
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  5組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  17   17
安藤 みゆ (1)
ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾕ

長　野・長野日大  8:07.04

  2   6    6
江澤 沙羅 (2)
ｴｻﾞﾜ ｻﾗ

長　野・飯山城北  8:44.16

  3   8    8
青木 倖乃 (1)
ｱｵｷ ｺﾉ

長　野・飯山城北  8:48.57

  4   4    4
中島 愛翔 (1)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾒｲｶ

長　野・櫻ヶ岡  8:54.14

  5  15   15
森川 侑希 (3)
ﾓﾘｶﾜ ﾕｷ

長　野・長野日大  8:57.15

  6  18   18
中村 彩乃 (1)
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾉ

長　野・篠ﾉ井西  8:57.18

  7  16   16
青木 倫乃 (1)
ｱｵｷ ﾘﾉ

長　野・飯山城北  9:08.81

  8  19   19
栗林 ののは (1)
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾉﾉﾊ

長　野・飯山城北  9:11.58

  9  14   14
川野 桜 (1)
ｶﾜﾉ ｻｸﾗ

長　野・櫻ヶ岡  9:20.78

 10  12   12
倉石 ひまり (1)
ｸﾗｲｼ ﾋﾏﾘ

長　野・櫻ヶ岡  9:21.42

 11   2    2
片山 奏子 (1)
ｶﾀﾔﾏ ｶﾅｺ

長　野・中野平  9:22.58

 12   5    5
桐原 穂乃華 (2)
ｷﾘﾊﾗ ﾎﾉｶ

長　野・小布施  9:30.97

 13  20   20
青木 愛唯菜 (1)
ｱｵｷ ﾒｲﾅ

長　野・篠ﾉ井西 10:05.47

 14  10   10
山岸 莉央 (1)
ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｵ

長　野・篠ﾉ井西 12:15.92

  1    1
赤沢 心真 (1)
ｱｶｻﾞﾜ ｺｺﾐ

長　野・篠ﾉ井西 DNS

  3    3
土屋 彩希 (2)
ﾂﾁﾔ ｻｷ

長　野・市立長野 DNS

  7    7
広瀬 葉菜 (1)
ﾋﾛｾ ﾊﾅ

長　野・市立長野 DNS

  9    9
大和 もも (1)
ﾔﾏﾄ ﾓﾓ

長　野・市立長野 DNS

 11   11
鎌田 梨央 (1)
ｶﾏﾀ ﾘｵ

長　野・長野日大 DNS

 13   13
鈴木 優莉佳 (1)
ｽｽﾞｷ ﾕﾘｶ

長　野・市立長野 DNS

 21   21
新井 愛里奈 (1)
ｱﾗｲ ﾏﾘﾅ

長　野・長野日大 DNS

凡例（DNS:欠    場）



女子北信 ２０００ｍ タイムレース(5) 10月22日  9:00

長野県中学生記録　(JR) 6分13秒04 和田 有菜(川中島) 2014

タイムレース総合
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  16   16
木田 愛梨 (3)
ｷﾀﾞ ｱｲﾘ

長　野・川中島  7:00.35

  2  15   15
山﨑 凜奏 (2)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾐｶ

長　野・高社  7:04.45

  3   1    1
石川 優菜 (2)
ｲｼｶﾜ ﾕｳﾅ

長　野・飯山城南  7:05.60

  4  13   13
相場 奈央 (1)
ｱｲﾊﾞ ﾅｵ

長　野・信大附属長野  7:06.53

  5   2    2
山田 桃子 (2)
ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｺ

長　野・木島平  7:11.02

  6  14   14
德永 ゆめ (3)
ﾄｸﾅｶﾞ ﾕﾒ

長　野・川中島  7:13.54

  7  19   19
和田 葵衣 (2)
ﾜﾀﾞ ｱｵｲ

長　野・三陽  7:13.54

  8   9    9
山本 萌華 (3)
ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ

長　野・飯山城南  7:14.34

  9   5    5
小島 ひより (3)
ｺｼﾞﾏ ﾋﾖﾘ

長　野・飯山城南  7:14.53

 10  21   21
和田 亜依 (2)
ﾜﾀﾞ ｱｲ

長　野・木島平  7:14.78

 11   3    3
伊東 咲幸 (2)
ｲﾄｳ ｻﾕｷ

長　野・飯山城南  7:15.90

 12   7    7
篠原 春華 (3)
ｼﾉﾊﾗ ﾊﾙｶ

長　野・飯山城南  7:18.46

 13  21   21
宮下 未来 (3)
ﾐﾔｼﾀ ﾐｸﾙ

長　野・柳町  7:18.55

 14  22   22
待井 未里 (1)
ﾏﾁｲ ﾐｻﾄ

長　野・川中島  7:18.58

 15  18   18
小林 千鶴 (3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾂﾞﾙ

長　野・川中島  7:19.60

 16  20   20
齊藤 里莉奈 (1)
ｻｲﾄｳ ﾘﾘﾅ

長　野・飯山城北  7:20.23

 17  19   19
前島 澄宇 (2)
ﾏｴｼﾞﾏ ｽｳ

長　野・柳町  7:20.89

 18  13   13
綿貫 美咲 (1)
ﾜﾀﾇｷ ﾐｻｷ

長　野・高社  7:23.75

 19  16   16
武田 実久 (3)
ﾀｹﾀﾞ ﾐｸ

長　野・高社  7:25.41

 20   4    4
土屋 瑚乃 (2)
ﾂﾁﾔ ｺｲﾉ

長　野・高社  7:25.89

 21  18   18
武田 琉愛 (1)
ﾀｹﾀﾞ ﾙﾅ

長　野・高社  7:26.85

 22  17   17
宮下 紫乃 (3)
ﾐﾔｼﾀ ｼﾉ

長　野・信大附属長野  7:27.62

 23  12   12
若林 咲和 (3)
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾜ

長　野・川中島  7:29.38

 24  10   10
阿部 結奈 (2)
ｱﾍﾞ ﾕｲﾅ

長　野・木島平  7:41.67

 25   1    1
菅沼 優名 (2)
ｽｶﾞﾇﾏ ﾕｳﾅ

長　野・柳町  7:43.08

 26  15   15
小林 寧音 (3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾈｵﾝ

長　野・飯山城北  7:43.61

 27   9    9
宮越 裕合花 (3)
ﾐﾔｺｼ ﾕﾘｶ

長　野・柳町  7:48.21

 28  20   20
田所 柚優 (3)
ﾀｼｮ ﾕｽﾞﾕ

長　野・川中島  7:48.99

 29   4    4
祢津 美成 (2)
ﾈﾂ ﾐﾅﾘ

長　野・三陽  7:49.69

 30   2    2
服部 心咲 (1)
ﾊｯﾄﾘ ﾐｻｷ

長　野・飯山城南  7:51.07

 31  16   16
市川 結理 (2)
ｲﾁｶﾜ ﾕﾘ

長　野・高社  7:54.41

 32  22   22
小野澤 二葉 (1)
ｵﾉｻﾞﾜ ﾌﾀﾊﾞ

長　野・木島平  7:55.69

 33   1    1
川村 美沙都 (2)
ｶﾜﾑﾗ ﾐｻﾄ

長　野・野沢温泉  7:57.43

 34  21   21
森田 ゆい (2)
ﾓﾘﾀ ﾕｲ

長　野・柳町  8:01.57

 35  17   17
佐藤 心梛 (3)
ｻﾄｳ ｺｺﾅ

長　野・飯山城南  8:03.51

 36   6    6
三井 結友 (3)
ﾐﾂｲ ﾕｳ

長　野・三陽  8:03.87

 37  10   10
松下 ひとみ (2)
ﾏﾂｼﾀ ﾋﾄﾐ

長　野・長野東部  8:04.32

 38  17   17
安藤 みゆ (1)
ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾕ

長　野・長野日大  8:07.04

 39  14   14
竹内 美里 (2)
ﾀｹｳﾁ ﾐｻﾄ

長　野・木島平  8:07.51

 40  14   14
清水 結衣 (2)
ｼﾐｽﾞ ﾕｲ

長　野・中野平  8:08.02

 41   3    3
富井 和歩子 (2)
ﾄﾐｲ ﾜﾎｺ

長　野・野沢温泉  8:09.47

 42  11   11
富井 美森 (2)
ﾄﾐｲ ﾐﾓﾘ

長　野・野沢温泉  8:11.18

 43  15   15
宮野 日鞠 (2)
ﾐﾔﾉ ﾋﾏﾘ

長　野・小布施  8:11.69

 44  12   12
降旗 華菜 (1)
ﾌﾘﾊﾀ ｶﾅ

長　野・小布施  8:11.72

 45   8    8
池田 有優 (1)
ｲｹﾀﾞ ｱﾕ

長　野・川中島  8:15.07

 46   6    6
土屋 茉央 (2)
ﾂﾁﾔ ﾏｵ

長　野・高社  8:15.59

 47  19   19
河野 若穂 (2)
ｺｳﾉ ﾜｶﾎ

長　野・野沢温泉  8:17.64

 48  17   17
島田 明依 (2)
ｼﾏﾀﾞﾒｲ

長　野・小布施  8:18.70

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 49   6    6
村田 心紬 (2)
ﾑﾗﾀ ﾐﾕｳ

長　野・長野日大  8:19.58

 50   2    2
平野 帆乃佳 (1)
ﾋﾗﾉ ﾎﾉｶ

長　野・飯山城北  8:21.08

 51  10   10
成田 彩華 (1)
ﾅﾘﾀｲﾛﾊ

長　野・小布施  8:23.77

 52  13   13
木内 絢花 (1)
ｷｳﾁ ｱﾔｶ

長　野・飯山城北  8:27.59

 53  14   14
藤島 琉悧 (2)
ﾌｼﾞｼﾏ ﾙﾘ

長　野・中野平  8:29.38

 54  17   17
鈴木 明依 (1)
ｽｽﾞｷ ﾒｲ

長　野・中野平  8:29.81

 55   6    6
竹鄭 真緒 (1)
ﾀｹﾍﾞ ﾏｵ

長　野・木島平  8:32.36

 56   5    5
加藤 美空 (2)
ｶﾄｳ ﾐｸ

長　野・長野東部  8:32.94

 57   2    2
德竹 佑香 (2)
ﾄｸﾀｹ ﾊﾙｶ

長　野・長野東部  8:33.32

 58  18   18
高瀬 陽 (2)
ﾀｶｾ ﾊﾙ

長　野・櫻ヶ岡  8:34.37

 59  13   13
若林 由夏 (1)
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｶ

長　野・三陽  8:34.43

 60   7    7
関 咲良 (2)
ｾｷ ｻｸﾗ

長　野・長野東部  8:38.20

 61  11   11
野嵜 愛 (3)
ﾉｻﾞｷ ｱｲ

長　野・飯山城南  8:42.29

 62   6    6
江澤 沙羅 (2)
ｴｻﾞﾜ ｻﾗ

長　野・飯山城北  8:44.16

 63  15   15
山本 亜妃 (3)
ﾔﾏﾓﾄ ｱｷ

長　野・高社  8:44.32

 64  11   11
宮本 怜奈 (1)
ﾐﾔﾓﾄ ﾚｲﾅ

長　野・櫻ヶ岡  8:46.59

 65   5    5
竹内 るい (2)
ﾀｹｳﾁ ﾙｲ

長　野・中野平  8:46.66

 66   3    3
荻原 咲良 (1)
ｵｷﾞﾜﾗ ｻﾗ

長　野・野沢温泉  8:46.94

 67   4    4
久保 杏果 (2)
ｸﾎﾞ ｷｮｳｶ

長　野・長野東部  8:48.43

 68   8    8
青木 倖乃 (1)
ｱｵｷ ｺﾉ

長　野・飯山城北  8:48.57

 69  20   20
長谷川 緒美 (1)
ﾊｾｶﾞﾜ ﾂｸﾞﾐ

長　野・篠ﾉ井西  8:52.01

 70   4    4
中島 愛翔 (1)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾒｲｶ

長　野・櫻ヶ岡  8:54.14

 71   9    9
古田 佳蓮 (3)
ﾌﾙﾀ ｶﾚﾝ

長　野・長野日大  8:56.41

 72  15   15
森川 侑希 (3)
ﾓﾘｶﾜ ﾕｷ

長　野・長野日大  8:57.15

 73  18   18
中村 彩乃 (1)
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾉ

長　野・篠ﾉ井西  8:57.18

 74  19   19
阿藤 もも (1)
ｱﾄｳ ﾓﾓ

長　野・中野平  8:58.09

 75   7    7
池田 夏 (2)
ｲｹﾀﾞ ﾅﾂ

長　野・野沢温泉  8:58.49

 76  22   22
小川 朱里 (2)
ｵｶﾞﾜ ｱｶﾘ

長　野・長野東部  9:00.68

 77   5    5
松本 結愛 (2)
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｱ

長　野・櫻ヶ岡  9:00.93

 78   7    7
滝口 和奏 (1)
ﾀｷｸﾞﾁ ﾜｶﾅ

長　野・小布施  9:01.95

 79   3    3
松田 あいか (2)
ﾏﾂﾀﾞ ｱｲｶ

長　野・櫻ヶ岡  9:04.17

 80  10   10
町田 凜 (1)
ﾏﾁﾀﾞﾘﾝ

長　野・小布施  9:05.60

 81  16   16
青木 倫乃 (1)
ｱｵｷ ﾘﾉ

長　野・飯山城北  9:08.81

 82  19   19
栗林 ののは (1)
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾉﾉﾊ

長　野・飯山城北  9:11.58

 83  16   16
池田 未海 (1)
ｲｹﾀﾞ ﾐｳﾅ

長　野・中野平  9:13.09

 84  14   14
川野 桜 (1)
ｶﾜﾉ ｻｸﾗ

長　野・櫻ヶ岡  9:20.78

 85  12   12
倉石 ひまり (1)
ｸﾗｲｼ ﾋﾏﾘ

長　野・櫻ヶ岡  9:21.42

 86   2    2
片山 奏子 (1)
ｶﾀﾔﾏ ｶﾅｺ

長　野・中野平  9:22.58

 87   1    1
原 和香奈 (2)
ﾊﾗ ﾜｶﾅ

長　野・櫻ヶ岡  9:22.96

 88   4    4
野沢 真央 (2)
ﾉｻﾞﾜ ﾏｵ

長　野・篠ﾉ井西  9:26.87

 89   5    5
桐原 穂乃華 (2)
ｷﾘﾊﾗ ﾎﾉｶ

長　野・小布施  9:30.97

 90   8    8
小林 愛歩 (2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ

長　野・信大附属長野  9:33.29

 91   9    9
戸谷 心咲 (2)
ﾄﾔ ﾐｻｷ

長　野・長野東部  9:33.62

 92  18   18
関 心音 (2)
ｾｷ ｺｺﾈ

長　野・信大附属長野  9:39.40

 93   8    8
長田 彩七 (2)
ｵｻﾀﾞ ｱﾔﾅ

長　野・三陽 10:05.17

 94  20   20
青木 愛唯菜 (1)
ｱｵｷ ﾒｲﾅ

長　野・篠ﾉ井西 10:05.47

 95  10   10
山岸 莉央 (1)
ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｵ

長　野・篠ﾉ井西 12:15.92
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