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長野県高校記録(KR)              46.86                              市立長野         2019/06/14  
                                      （綿貫 寧・唐澤 花実・田村 純菜・河田 璃音）
大会記録(GR)                    47.55                              市立長野         2019        
                                      （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   6 市立長野   925 中村 夏鈴(1)     49.32 Q  1   9 長野日大   952 丸山 姫來(1)     50.60 Q

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ﾏﾙﾔﾏ ｷﾗ
  913 宮原 凛成(3)   956 金子 亜瑠(1)

ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ ｶﾈｺ ｱﾙ
  914 牧内 愛実(3)   962 長谷部 千恵(1)

ﾏｷｳﾁ ｱﾐ ﾊｾﾍﾞ ﾁｴ
  918 宮澤 けい(2)   951 山岸 音葉(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ ﾔﾏｷﾞｼ ｵﾄﾊ
 2   8 伊那北   284 逸見 加奈子(2)     50.37 Q  2   2 松本国際  1976 原 美月(3)     51.17 Q

ｲﾅｷﾀ ﾍﾝﾐ ｶﾅｺ ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲ ﾊﾗ ﾐﾂﾞｷ
  280 髙橋 つきみ(2)  2497 伊藤 沙優香(3)

ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ ｲﾄｳ ｻﾔｶ
  271 石﨑 智紗(2)  2496 麻和 楓花(3)

ｲｼｻﾞｷ ﾁｻ ｱｻﾜ ﾌｳｶ
  290 野村 優香(3)  1978 小松 理紗(2)

ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ ｺﾏﾂ ﾘｻ
 3   9 上田  1425 津田 燈(1)     52.94 Q  3   3 飯田   420 今村 一葉(3)     52.05 Q

ｳｴﾀﾞ ﾂﾀﾞ ｱｶﾘ ｲｲﾀﾞ ｲﾏﾑﾗ ｶｽﾞﾊ
 1415 宮下 留花(3)   415 能登 愛琉(2)

ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ ﾉﾄ ｱｲﾙ
 1412 有賀 明子(3)   416 前里 咲耀(2)

ｱﾙｶﾞ ｱｷｺ ﾏｴｻﾞﾄｻﾖ
 1422 小林 響(2)   419 今村 実伶(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｵﾄ ｲﾏﾑﾗ ﾐﾚｲ
 4   4 諏訪二葉   112 山田 聖来(1)     53.57  4   7 飯田風越   447 中村 千果(2)     52.44 q

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ
  107 箱田 真奈美(2)   462 久保田 琴乃(3)

ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ ｸﾎﾞﾀ ｺﾄﾉ
  108 上村 文寧(2)   446 中島 志穂(2)

ｶﾐﾑﾗ ｱﾔﾈ ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾎ
  114 溝口 陽菜(1)   461 實原 未奈(3)

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ ｼﾞﾂﾊﾗ ﾐﾅ
 5   2 飯山   589 富井 詩子(2)     53.67  5   4 上田染谷丘  1460 富山 萌衣(3)     52.75 q

ｲｲﾔﾏ ﾄﾐｲ ｳﾀｺ ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ
  604 佐藤 彩波(3)  1462 行田 優空(3)

ｻﾄｳ ｻﾅ ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾕﾗ
  602 飯島 空(3)  1464 平林 紘果(3)

ｲｲｼﾞﾏ ｿﾗ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｶ
  590 加藤 夏海(2)  1470 田中 朱音(2)

ｶﾄｳ ﾅﾂﾐ ﾀﾅｶ ｱｶﾈ
 6   7 松本美須々ヶ丘  1849 斉藤 凛咲(3)     54.28  6   6 松商学園  1927 柳澤 優来(1)     54.73 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶ ｻｲﾄｳ ﾘｻ ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾗ
 1850 国本 凜(2)  1928 村松 美穂(1)

ｸﾆﾓﾄ ﾘﾝ ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾎ
 1852 五十嵐 千陽(2)  1925 藤倉 苺花(1)

ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾊﾙ ﾌｼﾞｸﾗ ｲﾁｶ
 1851 古谷 柚季(2)  1923 大井 日陽(1)

ﾌﾙﾔ ﾕｽﾞｷ ｵｵｲ ﾋﾅﾀ
 7   3 松本県ヶ丘  1827 神保 藍織(3)     54.36  7   8 岩村田  1274 山下 唯華(2)     55.25 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ｼﾞﾝﾎﾞｳ ｲｵﾘ ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ﾔﾏｼﾀ ﾕｲｶ
 1830 塩原 そよ香(2)  1275 村山 苺香(2)

ｼｵﾊﾗ ｿﾖｶ ﾑﾗﾔﾏ ﾏｲｶ
 1802 千野 さくら(1)  1270 及川 葉月(3)

ﾁﾉ ｻｸﾗ ｵｲｶﾜ ﾊﾂﾞｷ
 1801 牧田 紗和(1)  1277 鈴木 花梨(1)

ﾏｷﾀ ｻﾜ ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ
 8   5 上田千曲  1499 善治 奈々(3)     56.37     5 長野吉田   755 渡邊 絢(1)      

ｳｴﾀﾞﾁｸﾏ ｾﾞﾝｼﾞ ﾅﾅ ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ DQ
 1490 細田 怜奈(3)   752 櫻井 菜央(2) R1(2-3)

ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ ｻｸﾗｲ ﾅｵ
 1497 松木 紗良(2)   751 植松 真利花(2)

ﾏﾂｷ ｻﾗ ｳｴﾏﾂ ﾏﾘｶ
 1486 徳竹 華歩(1)   754 本道 維乃(2)

ﾄｸﾀｹ ｶﾎ ﾎﾝﾄﾞｳ ﾕｲﾉ

女子

4×100m

予選 通過基準  4組  3着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 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 東海大諏訪    37 小松 未唯奈(3)     49.23 Q  1   2 佐久長聖  1303 荻原 希乃愛(3)     48.18 Q

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜ ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ ｻｸﾁｮｳｾｲ ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ
   26 福田 笑未(2)  2263 鈴木 天音(3)

ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ
   40 濵田 みなと(3)  1301 大森 里香(3)

ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ
   38 小口 葉奈(3)  1300 佐伯 風帆(2)

ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ
 2   8 長野商   845 小林 ゆずな(1)     51.47 Q  2   8 諏訪清陵  2055 河西 真依(2)     49.37 Q

ﾅｶﾞﾉｼｮｳｷﾞｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞﾅ ｽﾜｾｲﾘｮｳ ｶｻｲ ﾏｲ
  834 柳澤 亜美(3)  2053 春日 莉緒(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾐ ｶｽｶﾞ ﾘｵ
  840 松本 菜那(2)  2051 中村 空夏(3)

ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅ ﾅｶﾑﾗ ｿﾅ
  833 山口 凜音(3)  2050 藤森 七海(3)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵﾝ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ
 3   9 松本深志  1776 上野 夏澄(3)     52.61 Q  3   6 長野西   800 太田 美緒(2)     51.66 Q

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ｳｴﾉ ｶｽﾐ ﾅｶﾞﾉﾆｼ ｵｵﾀ ﾐｵ
 1778 五十嵐 歩佳(3)   802 春原 菜々子(2)

ｲｶﾞﾗｼ ｱﾕｶ ｽﾉﾊﾗ ﾅﾅｺ
 1785 中村 芽衣(2)   801 岩下 優奈(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾅ
 1784 宍戸 美希(2)   792 矢島 冴子(3)

ｼｼﾄﾞ ﾐｷ ﾔｼﾏ ｻｴｺ
 4   3 野沢北  1239 川上 珠実(1)     52.76 q  4   3 文化学園長野   999 和田 未羽(1)     52.64 q

ﾉｻﾞﾜｷﾀ ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉ ﾜﾀﾞ ﾐﾊﾈ
 1237 松橋 弥玖(1)   983 西沢 萌栞(3)

ﾏﾂﾊｼ ﾐｸ ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｴｶ
 1224 関口 蒔琉(2)   984 駒木 希美(3)

ｾｷｸﾞﾁ ﾏｸﾙ ｺﾏｷ ﾉｿﾞﾐ
 1229 磯部 遥歌(3)   993 笹川 涼香(2)

ｲｿﾍﾞ ﾊﾙｶ ｻｻｶﾞﾜ ﾘｮｳｶ
 5   6 下諏訪向陽   119 相馬 里瑠(2)     54.19  5   4 豊科  1993 丸山 藍(1)     53.62 

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳ ｿｳﾏ ﾘﾙ ﾄﾖｼﾅ ﾏﾙﾔﾏ ｱｲ
  118 小平 奏重(3)  1991 上条 咲都(2)

ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾄ
  116 ﾗｺﾏｲｿｿ 莉南(1)  2010 竹上 心菜(3)

ﾗｺﾏｲｿｿ ﾘﾅ ﾀｹｶﾞﾐ ｺｺﾅ
  117 小池 理紗子(3)  1992 小林 悠(2)

ｺｲｹ ﾘｻｺ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ
 6   4 長野清泉  1024 原山 実莉(3)     54.69  6   5 伊那西   336 山田 優芽(3)     55.40 

ﾅｶﾞﾉｾｲｾﾝ ﾊﾗﾔﾏ ﾐﾉﾘ ｲﾅﾆｼ ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ
 1028 篠原 あかり(2)   338 伊藤 希美(1)

ｼﾉﾊﾗ ｱｶﾘ ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ
 1027 西沢 真由(2)   335 田中 海羽(3)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾕ ﾀﾅｶ ﾐｳ
 1025 北村 優芽(3)   337 小林 美穂(2)

ｷﾀﾑﾗ ﾕﾒ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ
 7   5 大町岳陽  1698 北原 侑奈(2)     54.76     7 松本蟻ヶ崎      

ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳ ｷﾀﾊﾗ ﾕｳﾅ ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ DNS
 1697 葛原 亜希(2)

ｸｽﾞﾊﾗ ｱｷ
 1700 海川 怜(1)

ｳﾐｶﾜ ﾚｲ
 1699 田代 あい(2)

ﾀｼﾛ ｱｲ
 8   7 野沢南  1259 土屋 凜奈(2)     56.21 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐ ﾂﾁﾔ ﾘﾝﾅ
 1249 菅沼 花菜(3)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ
 1250 中島 優菜(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾅ
 1258 中澤 雪乃(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ

女子

4×100m


