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県記録(KR)          47.46
県高校新(KR)        47.46
県中学新(KR)        48.17

[ 1組][ 1組][ 1組][ 1組] [ 2組][ 2組][ 2組][ 2組]
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 1   4 春富中  8161 田中 海羽(2)     52.58  1   3 飯田高   411 藤本 遥(1)     50.99 

ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ﾀﾅｶ ﾐｳ ｲｲﾀﾞｺｳ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ
 8169 埋橋 凜(2)   416 宮下 真弥(2)

ｳｽﾞﾊｼ  ﾘﾝ ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ
 8172 中村 映夢(2)   412 池野 佳帆(1)

ﾅｶﾑﾗ  ｴﾑ ｲｹﾉ ｶﾎ
 8173 濱田 みなと(2)   413 千葉 ほの香(2)

ﾊﾏﾀﾞ  ﾐﾅﾄ ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ
 2   5 豊丘中  8542 宮下 莉瑚(2)     55.65  2   2 緑ヶ丘中  8601 今村 実伶(2)     53.12 

ﾄﾖｵｶﾁｭｳ ﾐﾔｼﾀ ﾘｺ ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ｲﾏﾑﾗ ﾐﾚｲ
 8544 鍋島 楓(2)  8604 佐々木 幸雪(1)

ﾅﾍﾞｼﾏ ｶｴﾃﾞ ｻｻｷ ｺﾕｷ
 8541 山本 結萌(2)  8593 木下 茜莉(2)

ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾒ ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ
 8545 筒井 結貴(2)  8608 中山 愛梨(2)

ﾂﾂｲ ﾕｷ ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ
 3   7 箕輪中(A)  8015 山﨑 彩矢(1)     55.88  3   5 高森中  8386 松下 陽音(2)     53.18 

ﾐﾉﾜﾁｭｳA ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾔ ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙﾈ
 8018 唐澤 さくら(1)  8387 能登 愛琉(1)

ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ ﾉﾄ ｱｲﾙ
 8019 小日向 慧(1)  8385 吉澤 詩乃(2)

ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲ ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ
 8017 向山 飛鳥(1)  8384 山城 春菜(2)

ﾑｶｲﾔﾏ ｱｽｶ ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ
 4   6 駒ヶ根東中  8281 矢澤 華(2)   1,01.12   4 飯田風越高

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾔｻﾞﾜ ﾊﾅ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ 欠場
 8287 小林 美穂(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ
 8284 羽柴 あゆみ(1)

ﾊｼﾊﾞ ｱﾕﾐ
 8280 宮澤 日菜(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾅ
 5   3 箕輪中(B)  8024 小林 美咲(1)   1,01.27   6 松川高

ﾐﾉﾜﾁｭｳB ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ ﾏﾂｶﾜｺｳ 欠場
 8021 本多 杏海(1)

ﾎﾝﾀﾞ ｱﾐ
 8022 坂下 鈴華(1)

ｻｶｼﾀ ﾚｲｶ
 8026 柴 由衣(1)

ｼﾊﾞ ﾕｲ
  2 坂下高   283 小川 清愛(3)

ｻｶｼﾀｺｳ ｵｶﾞﾜ ｷﾖﾗ 失格
  551 竹内 美悠(1)

ﾀｹｳﾁ ﾐﾕｳ
  284 片田 留実名(2)

ｶﾀﾀﾞ ﾙﾐﾅ
  550 北野 愛(1)

ｷﾀﾉ ｱｲ

女子女子女子女子

4×100mR4×100mR4×100mR4×100mR

決勝決勝決勝決勝



   1 飯田高     50.99 藤本 遥(1) 宮下 真弥(2) 池野 佳帆(1) 千葉 ほの香(2)   2   1
   2 春富中     52.58 田中 海羽(2) 埋橋 凜(2) 中村 映夢(2) 濱田 みなと(2)   1   1
   3 緑ヶ丘中     53.12 今村 実伶(2) 佐々木 幸雪(1) 木下 茜莉(2) 中山 愛梨(2)   2   2
   4 高森中     53.18 松下 陽音(2) 能登 愛琉(1) 吉澤 詩乃(2) 山城 春菜(2)   2   3
   5 豊丘中     55.65 宮下 莉瑚(2) 鍋島 楓(2) 山本 結萌(2) 筒井 結貴(2)   1   2
   6 箕輪中(A)     55.88 山﨑 彩矢(1) 唐澤 さくら(1) 小日向 慧(1) 向山 飛鳥(1)   1   3
   7 駒ヶ根東中   1,01.12 矢澤 華(2) 小林 美穂(1) 羽柴 あゆみ(1) 宮澤 日菜(2)   1   4
   8 箕輪中(B)   1,01.27 小林 美咲(1) 本多 杏海(1) 坂下 鈴華(1) 柴 由衣(1)   1   5
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