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長野県高校記録(KR)            3:46.50                              長野吉田         2013/08/03  
                                      （小山 綾菜・内山 成実・村上 りさ子・鈴木 千穂）
大会記録(GR)                  3:51.31                              佐久長聖         2021        
                                      （大鹿 愛和・市川 笑花・佐伯 風帆・渡邉 陽乃）

[ 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   5 東海大諏訪    40 濵田 みなと(3)   4:08.62 Q  1   4 松本国際  2497 伊藤 沙優香(3)   4:11.82 Q

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜ ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲ ｲﾄｳ ｻﾔｶ
   29 増沢 結(2)  2496 麻和 楓花(3)

ﾏｽｻﾞﾜ ﾕｲ ｱｻﾜ ﾌｳｶ
   26 福田 笑未(2)  1980 中谷 春香(2)

ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ ﾅｶﾔ ﾊﾙｶ
   39 松下 輝来(3)  1978 小松 理紗(2)

ﾏﾂｼﾀ ｷﾗ ｺﾏﾂ ﾘｻ
 2   8 松商学園  1921 星野 沙羅(2)   4:16.17 Q  2   8 飯田風越   455 岡村 瑚白(1)   4:19.86 Q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾎｼﾉ ｻﾗ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ｵｶﾑﾗ ｺﾊｸ
 1919 赤羽 椛(2)   461 實原 未奈(3)

ｱｶﾊﾈ ｶｴﾃﾞ ｼﾞﾂﾊﾗ ﾐﾅ
 1937 太田 さくら(3)   462 久保田 琴乃(3)

ｵｵﾀ ｻｸﾗ ｸﾎﾞﾀ ｺﾄﾉ
 1946 上條 愛美(3)   446 中島 志穂(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅﾐ ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾎ
 3   6 文化学園長野   984 駒木 希美(3)   4:17.13 Q  3   3 野沢北  1224 関口 蒔琉(2)   4:20.41 Q

ﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝﾅｶﾞﾉ ｺﾏｷ ﾉｿﾞﾐ ﾉｻﾞﾜｷﾀ ｾｷｸﾞﾁ ﾏｸﾙ
  983 西沢 萌栞(3)  1230 宮原 和音(3)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｴｶ ﾐﾔﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾈ
  993 笹川 涼香(2)  1239 川上 珠実(1)

ｻｻｶﾞﾜ ﾘｮｳｶ ｶﾜｶﾐ ﾀﾏﾐ
  985 小林 ほの花(3)  1235 井龍 翠(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ ｲﾘｭｳ ﾐﾄﾞﾘ
 4   7 上田染谷丘  1460 富山 萌衣(3)   4:23.73 q  4   5 伊那西   335 田中 海羽(3)   4:24.90 q

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ ｲﾅﾆｼ ﾀﾅｶ ﾐｳ
 1461 工藤 涼風(3)   330 滝沢 初寧(3)

ｸﾄﾞｳ ｽｽﾞｶ ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾂﾈ
 1470 田中 朱音(2)   336 山田 優芽(3)

ﾀﾅｶ ｱｶﾈ ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ
 1462 行田 優空(3)   328 森脇 光砂(3)

ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾕﾗ ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ
 5   3 長野西   802 春原 菜々子(2)   4:26.04  5   2 長野東   875 臼田 麻花(3)   4:26.17 

ﾅｶﾞﾉﾆｼ ｽﾉﾊﾗ ﾅﾅｺ ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼ ｳｽﾀﾞ ｱｻｶ
  801 岩下 優奈(2)   867 中村 文音(1)

ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾅ ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾈ
  803 篠田 奈生(2)   874 赤羽 真衣佳(3)

ｼﾉﾀﾞ ﾅｵ ｱｶﾊﾈ ﾏｲｶ
  800 太田 美緒(2)   885 牧内 大華(2)

ｵｵﾀ ﾐｵ ﾏｷｳﾁ ﾋﾛｶ
 6   4 松本美須々ヶ丘  1849 斉藤 凛咲(3)   4:28.89  6   6 長野吉田   751 植松 真利花(2)   4:28.40 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶ ｻｲﾄｳ ﾘｻ ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ｳｴﾏﾂ ﾏﾘｶ
 1852 五十嵐 千陽(2)   752 櫻井 菜央(2)

ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾊﾙ ｻｸﾗｲ ﾅｵ
 1850 国本 凜(2)   754 本道 維乃(2)

ｸﾆﾓﾄ ﾘﾝ ﾎﾝﾄﾞｳ ﾕｲﾉ
 1851 古谷 柚季(2)   753 中山 由梨(2)

ﾌﾙﾔ ﾕｽﾞｷ ﾅｶﾔﾏ ﾕﾘ
 7   2 諏訪二葉   112 山田 聖来(1)   4:54.45  7   7 大町岳陽  1699 田代 あい(2)   4:37.52 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳ ﾀｼﾛ ｱｲ
  115 原 千惺(1)  1695 花岡 和奏(2)

ﾊﾗ ﾁｻﾄ ﾊﾅｵｶ ﾜｶﾅ
  114 溝口 陽菜(1)  1697 葛原 亜希(2)

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ ｸｽﾞﾊﾗ ｱｷ
  113 田村 凜(1)  1698 北原 侑奈(2)

ﾀﾑﾗ ﾘﾝ ｷﾀﾊﾗ ﾕｳﾅ

女子

4×400m

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 佐久長聖  2266 大鹿 愛和(3)   4:00.98 Q  1   7 市立長野   919 佐野 涼楓(2)   4:10.44 Q

ｻｸﾁｮｳｾｲ ｵｵｼｶ ﾏﾅ ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ ｻﾉ ｽｽﾞｶ
 1306 市川 笑花(3)   921 渡辺 彩那(2)

ｲﾁｶﾜ ｴﾐｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ
 1302 橋本 春花(2)   920 斉藤 彩乃(2)

ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ ｻｲﾄｳ ｱﾔﾉ
 1305 渡邉 陽乃(3)   914 牧内 愛実(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾉ ﾏｷｳﾁ ｱﾐ
 2   7 諏訪清陵  2053 春日 莉緒(3)   4:12.57 Q  2   6 伊那北   280 髙橋 つきみ(2)   4:13.28 Q

ｽﾜｾｲﾘｮｳ ｶｽｶﾞ ﾘｵ ｲﾅｷﾀ ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ
 2054 五味 桜花(2)   295 真柴 萌菜(3)

ｺﾞﾐ ｵｳｶ ﾏｼﾊﾞ ﾓｴﾅ
 2051 中村 空夏(3)   271 石﨑 智紗(2)

ﾅｶﾑﾗ ｿﾅ ｲｼｻﾞｷ ﾁｻ
   76 小倉 和香葉(1)   290 野村 優香(3)

ｵｸﾞﾗ ﾜｶﾊﾞ ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ
 3   8 長野商   840 松本 菜那(2)   4:14.43 Q  3   2 豊科  2009 尾関 紗佳(3)   4:19.82 Q

ﾅｶﾞﾉｼｮｳｷﾞｮｳ ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅ ﾄﾖｼﾅ ｵｾﾞｷ ｻﾔｶ
  834 柳澤 亜美(3)  1991 上条 咲都(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾐ ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾄ
  832 青木 沙絵(3)  1992 小林 悠(2)

ｱｵｷ ｻｴ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ
  833 山口 凜音(3)  2010 竹上 心菜(3)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵﾝ ﾀｹｶﾞﾐ ｺｺﾅ
 4   3 松本県ヶ丘  1827 神保 藍織(3)   4:18.86 q  4   8 岩村田  1270 及川 葉月(3)   4:32.73 

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 ｵｲｶﾜ ﾊﾂﾞｷ
 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
 1803 青木 真江(1)  1274 山下 唯華(2)

ｱｵｷ ﾏｴ ﾔﾏｼﾀ ﾕｲｶ
 1828 辻 芽衣(2)  1277 鈴木 花梨(1)

ﾂｼﾞ ﾒｲ ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ
 5   4 伊那弥生ヶ丘   313 原田 妃菜(2)   4:23.96 q  5   3 岡谷南   167 堀内 遥加(1)   4:35.02 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶ ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ ｵｶﾔﾐﾅﾐ ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙｶ
  308 守屋 有彩(3)   176 安田 莉穂(3)

ﾓﾘﾔ ｱﾘｻ ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ
  314 六波羅 琉菜(2)   181 畔上 陽菜(2)

ﾛｸﾊﾗ ﾙﾅ ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾊﾙﾅ
  310 唐澤 愛佳(2)   169 尾戸 美柚(1)

ｶﾗｻﾜ ｱｲｶ ｵﾄ ﾐﾕｳ
 6   5 飯山   604 佐藤 彩波(3)   4:28.59  6   5 上田  1412 有賀 明子(3)   4:35.76 

ｲｲﾔﾏ ｻﾄｳ ｻﾅ ｳｴﾀﾞ ｱﾙｶﾞ ｱｷｺ
  602 飯島 空(3)  1425 津田 燈(1)

ｲｲｼﾞﾏ ｿﾗ ﾂﾀﾞ ｱｶﾘ
  589 富井 詩子(2)  1411 下島 佳純(3)

ﾄﾐｲ ｳﾀｺ ｼﾓｼﾞﾏ ｶｽﾐ
  588 山﨑 吏桜(2)  1413 玉井 南帆(3)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ ﾀﾏｲ ﾐﾅﾎ
 7   6 野沢南  1258 中澤 雪乃(2)   4:38.36  7   4 須坂創成   705 矢島 由唯(2)   4:39.36 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐ ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾉ ｽｻﾞｶｿｳｾｲ ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ
 1250 中島 優菜(3)   686 根岸 侑愛(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾅ ﾈｷﾞｼ ﾕﾒ
 1259 土屋 凜奈(2)   683 川口 葵(1)

ﾂﾁﾔ ﾘﾝﾅ ｶﾜｸﾞﾁ ｱｵｲ
 1249 菅沼 花菜(3)   681 上野 華王(1)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ ｳｴﾉ ﾊｵ

女子

4×400m


