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大会記録(GR)                    48.49                              東海大諏訪高     2017        
                                      （小林・臼井・今井・菅沼）

[ 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   4 伊那西   336 山田 優芽(2)     52.14  1   5 箕輪中  8001 赤羽 七海(3)     52.75 

ｲﾅﾆｼ ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ ﾐﾉﾜﾁｭｳ ｱｶﾊﾈ ﾅﾅﾐ
  334 埋橋 凜(2)  8005 大坪 千紗(2)

ｳｽﾞﾊｼ ﾘﾝ ｵｵﾂﾎﾞ ﾁｻ
  335 田中 海羽(2)  7992 堀内 遥加(3)

ﾀﾅｶ ﾐｳ ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙｶ
  332 飯島 莉紗(3)  8000 今井 遥香(3)

ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ ｲﾏｲ ﾊﾙｶ
 2   3 辰野高   198 三枝 千夏(3)     53.04  2   4 飯田高   417 湯澤 帆花(1)     54.33 

ﾀﾂﾉｺｳ ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ ｲｲﾀﾞｺｳ ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ
  196 有賀 雪乃(3)   415 能登 愛琉(1)

ｱﾙｶﾞ ﾕｷﾉ ﾉﾄ ｱｲﾙ
  200 唐澤 ここな(1)   416 前里 咲耀(1)

ｶﾗｻﾜ ｺｺﾅ ﾏｴｻﾞﾄｻﾖ
  197 中林 樹里(3)   419 今村 実伶(2)

ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾘ ｲﾏﾑﾗ ﾐﾚｲ
 3   5 緑ヶ丘中  8930 秋田 千尋(1)     55.14  3   2 高森中  8396 柳 美紀(2)     54.86 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ｱｷﾀ ﾁﾋﾛ ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ﾔﾅｷﾞ ﾐﾉﾘ
 8618 木下 瑠菜(2)  8400 熊谷 綾乃(3)

ｷﾉｼﾀ ﾙﾅ ｸﾏｶﾞｲ ｱﾔﾉ
 8619 小林 まな(2)  8401 北原 怜奈(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ ｷﾀﾊﾗ ﾚﾅ
 8931 櫻井 音寧(1)  8395 小平 一葉(2)

ｻｸﾗｲ ﾈﾈ ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾊ
 4   6 駒ヶ根東中  8262 中野 ことは(2)     56.03  4   3 弥生ヶ丘   313 原田 妃菜(1)     55.75 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼ ﾅｶﾉ ｺﾄﾊ ﾔﾖｲｶﾞｵｶ ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ
 8257 藤井 珠代(2)   311 橋爪 万智(1)

ﾌｼﾞｲ ﾀﾏﾖ ﾊｼﾂﾞﾒ ﾏﾁ
 8260 久保田 紀嘉   314 六波羅 琉菜(1)

ｸﾎﾞﾀ ﾉﾘｶ ﾛｸﾊﾗ ﾙﾅ
 8258 丸山 日彩(2)   312 城倉 風花(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾋｲﾛ ｼﾞｮｳｸﾗ ﾌｳｶ
 5   2 辰野中  7959 小木曽 史香(2)     58.14  5   7 伊那中  8071 溝口 陽菜(3)     57.78 

ﾀﾂﾉﾁｭｳ ｵｷﾞｿ ﾌﾐｶ ｲﾅﾁｭｳ ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ
 7963 杉本 碧羽(2)  8073 馬場 美伶(2)

ｽｷﾞﾓﾄ ｱｵﾊﾞ ﾊﾞﾊﾞ ﾐﾚｲ
 7960 五味 乙葉(2)  8070 小林 ほの穂(3)

ｺﾞﾐ ｵﾄﾊ ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉﾎ
 7953 田島 未優(2)  8072 斉藤 あんの(3)

ﾀｼﾞﾏ ﾐﾕｳ ｻｲﾄｳ ｱﾝﾉ
    7 宮田中          6 下諏訪向陽高      

ﾐﾔﾀﾞﾁｭｳ DNS ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ DNS

女子

4×100m

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 飯田風越高   447 中村 千果(1)     53.47 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ
  462 久保田 琴乃(2)

ｸﾎﾞﾀ ｺﾄﾉ
  446 中島 志穂(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾎ
  461 實原 美奈(2)

ｼﾞﾂﾊﾗ ﾐﾅ
 2   4 伊那東部中  8102 福澤 さくら(3)     54.10 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾌｸｻﾞﾜ ｻｸﾗ
 8114 掛川 風保(3)

ｶｹｶﾞﾜ ｶﾎ
 8105 三澤 琴(3)

ﾐｻﾜ ｺﾄ
 8106 大和田 明日風(3)

ｵｵﾜﾀﾞ ｱｽｶ
 3   6 春富中  8180 織井 瑞希(1)     56.89 

ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ｵﾘｲ ﾐｽﾞｷ
 8176 池田 よつば(1)

ｲｹﾀﾞ ﾖﾂﾊﾞ
 8185 市川 冴姫(2)

ｲﾁｶﾜ ｻｷ
 8179 篭田 心優(1)

ｶｺﾞﾀ ｺｺﾛ
 4   2 中川中  8324 中川 花音(3)     58.59 

ﾅｶｶﾞﾜﾁｭｳ ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾉﾝ
 8321 小杉 心愛(3)

ｺｽｷﾞ ｺｺｱ
 8323 原田 千聖(3)

ﾊﾗﾀﾞ ﾁｻﾄ
 8325 長瀬 友菜(3)

ﾅｶﾞｾ ﾕｳﾅ
 5   7 飯田高陵中  8434 湯田 うらら(2)   1:02.09 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾕﾀﾞ ｳﾗﾗ
 8446 塩澤 みのり(1)

ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ
 8413 羽生 紗彩(2)

ﾊﾆｭｳ ｻｱﾔ
 8445 加藤 妃心(1)

ｶﾄｳ ﾋﾅ
    5 東海大諏訪      

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜ DNS

女子

4×100m


