
期　　日／

コ ー ス／ 県松本平広域公園内周回コース

　第一区　3.0ｋｍ

　第二区　2.0ｋｍ

　第三区　3.0ｋｍ

主　　催／ 中信地区陸上競技協会

主　　管／ 中信地区陸上競技協会

審 判 長／ 川上　修

記録主任／ 竹内　秀樹

総合の部 順位 № チーム名 地区名 記　録 備考

１位 2 すず竹RC 南信 24分49秒

２位 61 川中島A 北信 24分52秒

３位 1 駒ヶ根東A 南信 24分53秒

４位 58 富士見 南信 25分46秒

５位 10 信濃A 北信 25分50秒

６位 66 篠ノ井西A 北信 25分50秒

区間賞 区 № 氏   名　(学年) 地区名 チーム名 区間記録 備考

１区 2 関川 大悟(2) 南信 すず竹RC 9分02秒

２区 1 所河 北斗(2) 南信 駒ヶ根東A 6分15秒

３区 2 那須野 亨(2) 南信 すず竹RC 9分02秒

３区 61 松木 之衣(2) 北信 川中島A 9分02秒

中信の部 順位 № チーム名 記　録 備考

１位 4 明科 26分16秒

２位 9 鉢盛A 26分18秒

３位 7 梓川 26分24秒

４位 15 塩尻広陵A 26分41秒

５位 5 丘A 27分10秒

６位 44 附属松本A 27分18秒

区間賞 区 № 氏   名　(学年) 地区名 チーム名 区間記録 備考

１区 4 大月　海世(1) 中信 明科 9分21秒

２区 9 木村 幸太(2) 中信 鉢盛A 6分50秒

３区 63 塩原 潤(2) 中信 才教学園 9分15秒

気象状況／ 時刻 天候 気温℃ 風向 風速m/sec 湿度％
10:45 曇り 1.0 西 0.3 71
11:00 曇り 1.5 南 0.9 71

第３回中信地区中学新人駅伝大会兼長野県ジュニア新人駅伝大会

男子の部

平成24年2月11日(土)

記　　録　　集



上段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位）

記録

8.000 km

すず竹RC

1 2 すず竹RC 24分49秒 9'02 (1) 15'47 (2) 24'49 (1)

すず竹RC 9'02 (1) 6'45 (8) 9'02 (1)
川中島A

2 61 川中島A 24分52秒 9'22 (7) 15'50 (4) 24'52 (2)
川中島A 9'22 (7) 6'28 (3) 9'02 (1)
駒ヶ根東A

3 1 駒ヶ根東A 24分53秒 9'34 (14) 15'49 (3) 24'53 (3)
駒ヶ根東A 9'34 (14) 6'15 (1) 9'04 (3)
富士見

4 58 富士見 25分46秒 9'04 (3) 15'44 (1) 25'46 (4)
富士見 9'04 (3) 6'40 (5) 10'02 (23)
信濃A

5 10 信濃A 25分50秒 9'30 (10) 16'27 (11) 25'50 (5)
信濃A 9'30 (10) 6'57 (13) 9'23 (6)
篠ノ井西A

6 66 篠ノ井西A 25分50秒 9'37 (16) 16'20 (8) 25'50 (6)
篠ノ井西A 9'37 (16) 6'43 (7) 9'30 (9)
芦原A

7 11 芦原A 25分52秒 9'33 (13) 16'21 (10) 25'52 (7)
芦原A 9'33 (13) 6'48 (9) 9'31 (10)
飯田高陵A

8 16 飯田高陵A 25分56秒 9'03 (2) 16'02 (6) 25'56 (8)
飯田高陵A 9'03 (2) 6'59 (14) 9'54 (19)
明科

9 4 明科 26分16秒 9'21 (5) 16'47 (20) 26'16 (10)
明科 9'21 (5) 7'26 (34) 9'29 (7)
鉢盛A

10 9 鉢盛A 26分18秒 9'53 (23) 16'43 (16) 26'18 (11)
鉢盛A 9'53 (23) 6'50 (10) 9'35 (12)
梓川

11 7 梓川 26分24秒 9'22 (6) 16'31 (13) 26'24 (12)
梓川 9'22 (6) 7'09 (18) 9'53 (17)
小諸ｼﾞｭﾆｱ駅伝ｸ

12 59 小諸ｼﾞｭﾆｱ駅伝ｸﾗﾌﾞ 26分31秒 9'31 (11) 15'57 (5) 26'31 (13)
小諸ｼﾞｭﾆｱ駅伝ｸ 9'31 (11) 6'26 (2) 10'34 (39)
芦原B

13 21 芦原B 26分32秒 10'04 (33) 16'46 (19) 26'32 (14)
芦原B 10'04 (33) 6'42 (6) 9'46 (13)
川中島B

14 75 川中島B 26分33秒 9'38 (18) 16'37 (14) 26'33 (15)
川中島B 9'38 (18) 6'59 (14) 9'56 (21)
塩尻広陵A

15 15 塩尻広陵A 26分41秒 9'27 (9) 16'45 (18) 26'41 (16)
塩尻広陵A 9'27 (9) 7'18 (27) 9'56 (21)
篠ノ井西B

16 83 篠ノ井西B 26分41秒 9'53 (24) 16'53 (21) 26'41 (17)
篠ノ井西B 9'53 (24) 7'00 (16) 9'48 (15)
信濃B

17 34 信濃B 26分48秒 9'44 (19) 16'54 (22) 26'48 (18)
信濃B 9'44 (19) 7'10 (20) 9'54 (19)
箕輪A

18 65 箕輪A 26分57秒 9'48 (21) 16'43 (16) 26'57 (19)
箕輪A 9'48 (21) 6'55 (12) 10'14 (27)
茅野東部

19 38 茅野東部 27分01秒 9'15 (4) 16'20 (8) 27'01 (20)
茅野東部 9'15 (4) 7'05 (17) 10'41 (46)
丘A

20 5 丘A 27分10秒 9'32 (12) 16'56 (23) 27'10 (21)
丘A 9'32 (12) 7'24 (32) 10'14 (27)
附属松本A

21 44 附属松本A 27分18秒 9'23 (8) 16'41 (15) 27'18 (22)
附属松本A 9'23 (8) 7'18 (27) 10'37 (42)
長野東部A

22 23 長野東部A 27分24秒 9'35 (15) 16'29 (12) 27'24 (23)
長野東部A 9'35 (15) 6'54 (11) 10'55 (58)
高森A

23 45 高森A 27分24秒 10'03 (32) 17'14 (27) 27'24 (24)
高森A 10'03 (32) 7'11 (22) 10'10 (25)
大町RC_B

24 72 大町RC_B 27分25秒 10'00 (31) 17'17 (28) 27'25 (25)
大町RC_B 10'00 (31) 7'17 (25) 10'08 (24)

2012/2/11(土)

第３回中信地区中学新人駅伝大会兼長野県ジュニア新人駅伝大会　男子成績一覧表
総合の部

※黄色セル修正・13位以下総合順位繰り下がります。

順 No 学　校　名

第１区 第２区 第３区

関川 大悟(2) 矢澤 雄太(2) 那須野 亨(2)

丸山 和輝(2) 小林 海仁(2) 松木 之衣(2)

3.0 km 2.0 km 3.0 km

スタート～第一中継 第一中継～第二中継 第二中継～フィニッシュ

木田 元春(1) 德竹 悠馬(1) 池田 正汰(2)

塚田 亮太(2) 中村 光希(2) 宮入 大輔(2)

萩原 拓海(2) 所河 北斗(2) 滝澤 代聖(2)

築館 陽介(2) 名取 燎太(2) 伊藤 大生(2)

大月　海世(1) 野口　翔平(1) 田中晴之輔(2)

三島 大成(2) 木村 幸太(2) 木村 祐太(1)

清水葉(2) 酒井康年(2) 中山峻弥(2)

吉川 健成(2) 平栗 広大(2) 矢島 佳樹(1)

掛川萌也(1) 内川大樹(2) 花里 翼(1)

北島 翔吾(1) 若林 歩武(1) 村上 領(1)

野瀬 雅史(2) 草間 祐輝(2) 斉藤 駿太(2)

永井 慎也(2) 岩松 敬賀(2) 小山 稔生(1)

竹内 佑介(2) 竹内 啓真(2) 竹内 悠太朗(2)

日野 志朗(2) 浦野 亜嵐(2) 佐藤 開都(1)

太田 裕真(1) 大野 結雅(2) 折橋 翔太(1)

南澤 裕馬(2) 山本 孝明(2) 宮澤 広知(2)

相馬 崇史(1) 白石 大地(1) 菅 真志(1)

小平 仁(1) 丸山 智輝(1) 山岸 忠相(1)

関 颯人(2) 中村 智哉(2) 武田 康太郎(2)

山本 侑矢(2) 飯塚 駿作(2) 万城目ｶﾙﾛｽ譲(1)

熊谷 駿(2) 大場 悠暉(2) 木村 優也(2)

林 亮輔(1) 唐沢 亮太(1) 高橋 龍矢(1)
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記録

8.000 km

順 No 学　校　名

第１区 第２区 第３区

3.0 km 2.0 km 3.0 km

スタート～第一中継 第一中継～第二中継 第二中継～フィニッシュ

岡谷東部A
25 28 岡谷東部A 27分34秒 9'38 (17) 16'59 (24) 27'34 (26)

岡谷東部A 9'38 (17) 7'21 (30) 10'35 (41)
豊科北A

26 8 豊科北A 27分37秒 10'17 (35) 17'27 (30) 27'37 (27)
豊科北A 10'17 (35) 7'10 (20) 10'10 (25)
大町RC_A

27 6 大町RC_A 27分41秒 9'54 (25) 17'07 (25) 27'41 (28)
大町RC_A 9'54 (25) 7'13 (23) 10'34 (39)
飯田高陵B

28 54 飯田高陵B 27分42秒 9'59 (30) 17'27 (30) 27'42 (29)
飯田高陵B 9'59 (30) 7'28 (35) 10'15 (29)
上諏訪A

29 29 上諏訪A 27分42秒 10'04 (34) 17'49 (36) 27'42 (30)
上諏訪A 10'04 (34) 7'45 (51) 9'53 (17)
才教学園

30 63 才教学園 27分46秒 10'35 (48) 18'31 (55) 27'46 (31)
才教学園 10'35 (48) 7'56 (57) 9'15 (4)
長野東部B

31 30 長野東部B 27分47秒 9'52 (22) 17'09 (26) 27'47 (32)
長野東部B 9'52 (22) 7'17 (25) 10'38 (45)
広陵クラブA

32 62 広陵クラブA 27分58秒 10'21 (38) 17'42 (34) 27'58 (33)
広陵クラブA 10'21 (38) 7'21 (30) 10'16 (30)
鎌田A

33 32 鎌田A 28分10秒 9'56 (27) 17'33 (32) 28'10 (34)
鎌田A 9'56 (27) 7'37 (42) 10'37 (42)
高瀬A

34 17 高瀬A 28分16秒 9'57 (28) 17'26 (29) 28'16 (35)
高瀬A 9'57 (28) 7'29 (38) 10'50 (52)
岡谷北部A

35 60 岡谷北部A 28分17秒 10'51 (62) 18'00 (39) 28'17 (36)
岡谷北部A 10'51 (62) 7'09 (18) 10'17 (31)
辰野

36 19 辰野 28分17秒 10'28 (42) 18'27 (52) 28'17 (37)
辰野 10'28 (42) 7'59 (60) 9'50 (16)
堀金

37 56 堀金 28分19秒 10'29 (44) 18'58 (64) 28'19 (38)
堀金 10'29 (44) 8'29 (81) 9'21 (5)
伊那東部B

38 24 伊那東部B 28分22秒 10'25 (39) 17'53 (37) 28'22 (39)
伊那東部B 10'25 (39) 7'28 (35) 10'29 (36)
信明A

39 33 信明A 28分28秒 10'27 (41) 17'41 (33) 28'28 (40)
信明A 10'27 (41) 7'14 (24) 10'47 (51)
高森B

40 85 高森B 28分33秒 10'19 (37) 17'56 (38) 28'33 (41)
高森B 10'19 (37) 7'37 (42) 10'37 (42)
菅野

41 14 菅野 28分38秒 10'42 (54) 19'09 (67) 28'38 (42)
菅野 10'42 (54) 8'27 (80) 9'29 (7)
穂高東

42 36 穂高東 28分40秒 10'36 (49) 18'07 (42) 28'40 (43)
穂高東 10'36 (49) 7'31 (40) 10'33 (38)
永明A

43 49 永明A 28分44秒 10'30 (45) 18'15 (43) 28'44 (44)
永明A 10'30 (45) 7'45 (51) 10'29 (36)
附属長野A

44 68 附属長野A 28分44秒 10'54 (65) 19'10 (68) 28'44 (45)
附属長野A 10'54 (65) 8'16 (74) 9'34 (11)
鎌田B

45 51 鎌田B 28分47秒 10'41 (53) 18'20 (47) 28'47 (46)
鎌田B 10'41 (53) 7'39 (44) 10'27 (35)
塩尻市陸上教室

46 37 塩尻市陸上教室 28分55秒 10'45 (58) 18'29 (54) 28'55 (47)
塩尻市陸上教室 10'45 (58) 7'44 (50) 10'26 (34)
丘B

47 69 丘B 28分59秒 10'34 (46) 18'02 (40) 28'59 (48)
丘B 10'34 (46) 7'28 (35) 10'57 (59)
広陵クラブB

48 77 広陵クラブB 29分02秒 10'26 (40) 18'05 (41) 29'02 (49)
広陵クラブB 10'26 (40) 7'39 (44) 10'57 (59)
北安松川B

49 47 北安松川B 29分02秒 10'35 (47) 18'17 (45) 29'02 (50)
北安松川B 10'35 (47) 7'42 (48) 10'45 (50)
旭町A

50 41 旭町A 29分11秒 9'56 (26) 18'19 (46) 29'11 (52)
旭町A 9'56 (26) 8'23 (79) 10'52 (54)

渡邉 高史(2) 阿部 佳介(2) 赤羽 弘政(2)

深澤 亨太(2) 藤原 利章(2) 塩田 雅人(2)

雨宮 諒河(2) 後藤 勇人(2) 河西 一星(2)

成田 元俊(1) 増澤 直彦(1) 塩原 潤(2)

栗林 辰紀(2) 佐藤 大起(2) 斎藤 颯(2)

中村 一貴(2) 岩崎 宙正(2) 桑原 勇人(2)

三沢 進祐(2) 阿部 和裕(2) 渋谷 涼太(1)

細井 理央(2) 浅原 郁輝(2) 川島 恵一(2)

後藤 大聖(2) 茂野 祥太(2) 藤澤 将大(2)

野口 佐介(2) 中野 隼杜(2) 清水 柾企(2)

黒岩慶太 (1) 吉田 快(1) 高井悠登(1)

平澤 宏二郎(1) 橋爪 颯生(1) 池上 芳樹(1)

今井 裕也(1) 塚原 京一(1) 米山 幸伸(1)

吉田 慎一郎(2) 山崎 翔(2) 近藤 隆博(2)

丸山 優太(1) 岡田 絃希(1) 伊藤 武玄(2)

等々力伸彦(2) 伊東 健(2) 髙坂 柊斗(2)

手塚 大喜(1) 小松  太一(1) 飯干  聖也(1)

河合 蓮(1) 宮島 泰雅(1) 岩﨑 一徹(1)

佐藤 高史(1) 小川 拓久己(1) 森下 健太朗(1)

竹内 健吾(1) 中村 昭太(1) 猪熊 敦志(2)

備前 宥雅(1) 細田 歩(1) 伊藤 大起(1)

小林 翔(2) 轟 和樹(2) 松本 郁也(2)

蜜澤 岳(2) 古畑 智也(2) 一瀬 拓郎(2)

丸山 達大(2) 金田 健二(1) 富田 直樹(2)

宮阪 紘平(1) 藤井 裕大(1) 小松 晃人(1)

西牧 勇希(2) 藤本 翔伍(2) 春日 遼平(2)
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記録

8.000 km

順 No 学　校　名

第１区 第２区 第３区

3.0 km 2.0 km 3.0 km

スタート～第一中継 第一中継～第二中継 第二中継～フィニッシュ

清水A
51 64 清水A 29分13秒 11'01 (68) 18'51 (59) 29'13 (53)

清水A 11'01 (68) 7'50 (54) 10'22 (32)
長峰B

52 86 長峰B 29分13秒 10'18 (36) 18'20 (47) 29'13 (54)
長峰B 10'18 (36) 8'02 (63) 10'53 (55)
川中島JRC_A

53 43 川中島JRC_A 29分15秒 10'44 (57) 18'24 (50) 29'15 (55)
川中島JRC_A 10'44 (57) 7'40 (46) 10'51 (53)
箕輪B

54 82 箕輪B 29分28秒 10'43 (55) 18'26 (51) 29'28 (56)
箕輪B 10'43 (55) 7'43 (49) 11'02 (62)
附属松本B

55 55 附属松本B 29分40秒 10'48 (60) 18'47 (56) 29'40 (57)
附属松本B 10'48 (60) 7'59 (60) 10'53 (55)
伊那東部A

56 22 伊那東部A 29分51秒 11'15 (74) 19'26 (73) 29'51 (58)
伊那東部A 11'15 (74) 8'11 (71) 10'25 (33)
附属松本C

57 93 附属松本C 29分53秒 10'54 (64) 18'59 (66) 29'53 (59)
附属松本C 10'54 (64) 8'05 (65) 10'54 (57)
鉢盛B

58 26 鉢盛B 29分55秒 10'44 (56) 18'54 (62) 29'55 (60)
鉢盛B 10'44 (56) 8'10 (70) 11'01 (61)
旭町B

59 78 旭町B 29分59秒 10'55 (66) 18'51 (59) 29'59 (61)
旭町B 10'55 (66) 7'56 (57) 11'08 (66)
塩尻

60 40 塩尻 30分16秒 10'52 (63) 18'16 (44) 30'16 (63)
塩尻 10'52 (63) 7'24 (32) 12'00 (84)
高瀬B

61 27 高瀬B 30分16秒 10'46 (59) 19'34 (76) 30'16 (64)
高瀬B 10'46 (59) 8'48 (87) 10'42 (47)
清水B

62 80 清水B 30分18秒 10'39 (51) 18'50 (57) 30'18 (65)
清水B 10'39 (51) 8'11 (71) 11'28 (74)
川中島JRC_B

63 76 川中島JRC_B 30分21秒 10'38 (50) 18'53 (61) 30'21 (66)
川中島JRC_B 10'38 (50) 8'15 (73) 11'28 (74)
岡谷東部B

64 74 岡谷東部B 30分32秒 11'52 (83) 19'21 (70) 30'32 (67)
岡谷東部B 11'52 (83) 7'29 (38) 11'11 (69)
開成B

65 48 開成B 30分40秒 11'55 (85) 19'27 (74) 30'40 (69)
開成B 11'55 (85) 7'32 (41) 11'13 (71)
塩尻広陵B

66 71 塩尻広陵B 30分43秒 11'43 (80) 19'40 (77) 30'43 (70)
塩尻広陵B 11'43 (80) 7'57 (59) 11'03 (63)
附属長野B

67 84 附属長野B 30分46秒 11'48 (82) 20'04 (82) 30'46 (71)
附属長野B 11'48 (82) 8'16 (74) 10'42 (47)
丸ﾉ内

68 50 丸ﾉ内 30分46秒 11'16 (75) 19'21 (70) 30'46 (72)
丸ﾉ内 11'16 (75) 8'05 (65) 11'25 (73)
永明B

69 79 永明B 30分57秒 10'51 (61) 18'55 (63) 30'57 (74)
永明B 10'51 (61) 8'04 (64) 12'02 (85)
開成A

70 39 開成A 31分01秒 11'18 (76) 18'58 (64) 31'01 (75)
開成A 11'18 (76) 7'40 (46) 12'03 (86)
松島A

71 12 松島A 31分02秒 11'41 (79) 19'48 (79) 31'02 (76)
松島A 11'41 (79) 8'07 (68) 11'14 (72)
信明B

72 70 信明B 31分04秒 11'14 (73) 19'31 (75) 31'04 (77)
信明B 11'14 (73) 8'17 (78) 11'33 (80)
松島B

73 42 松島B 31分14秒 11'30 (77) 20'11 (86) 31'14 (78)
松島B 11'30 (77) 8'41 (86) 11'03 (63)
塩尻西部

74 57 塩尻西部 31分22秒 11'05 (70) 19'53 (80) 31'22 (79)
塩尻西部 11'05 (70) 8'48 (87) 11'29 (77)
諏訪西

75 67 諏訪西 31分28秒 11'47 (81) 19'55 (81) 31'28 (80)
諏訪西 11'47 (81) 8'08 (69) 11'33 (80)
筑摩野B

76 52 筑摩野B 31分39秒 12'03 (87) 20'08 (84) 31'39 (81)
筑摩野B 12'03 (87) 8'05 (65) 11'31 (78)

小林 大輝(1) 佐々木 道誉(1) 小林 泰輔(1)

丸田 健悟(1) 葉桐 文哉(1) 垣内 岳(1)

池上 一希(1) 杉本 大志(2) 窪田 悠人(1)

伊藤 来夢(1) 関 悠登(1) 五味 拓実(1)

中島 光一郎(2) 柳澤 道徳(2) 中村 隆一朗(2)

久保田 正吾(2) 藤井 天良(2) 海川 和哉(1)

関野 諒輔(2) 千村 剛芳(1) 青木 慧(2)

坂下 裕紀(1) 渋谷 凌(1) 北原 類(1)

大澤 代征(1) 小林 遼(1) 瀧澤 大吾(1)

百瀬 賢一(1) 丸山 真昂(1) 丸山 祥吾(1)

中田 佑希(1) 横澤 陸王(1) 浅原 颯(1)

下川 貞人(2) 矢ヶ崎祐介(2) 藤森 俊平(2)

奥原 洸亘(1) 大澤 宗晃(1) 倉科 郁実(2)

横矢 宇博 (1) 山本 民雄(1) 羽毛田 拓海(1)

山岡 龍平(1) 武 智也(1) 山口 航矢(2)

山中 智貴(1) 荻原 勇吹(1) 守住 望(2)

吉田 渓悟(1) 栗林 光(2) 立石 瑞生(1)

武居 博貴(1) 平林 浩貴(1) 上水 大知(1)

山﨑 直弥(2) 森住 慎治(2) 小泉 朋大(2)

西牧樹生(2) 河西勇介(2) 小池篤哉(2)

小竹 脩斗(2) 木下 祐太郎(2) 高山 剛志(2)

鷲澤 拓海(1) 長野 翔(1) 中村 伊吹(1)

三沢 航輝(2) 手塚 諒牙(2) 岡里 征哉(2)

小松  和弥(1) 山下  公大(1) 鈴木 敦也(2)

藤森 敦也(1) 藤森 優輝(1) 後藤 佑基(2)

下形 嵩哉(1) 桃井 廣太郎(1) 荒田 智也(1)
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記録

8.000 km

順 No 学　校　名

第１区 第２区 第３区

3.0 km 2.0 km 3.0 km

スタート～第一中継 第一中継～第二中継 第二中継～フィニッシュ

旭町C
77 88 旭町C 31分40秒 11'38 (78) 20'08 (84) 31'40 (82)

旭町C 11'38 (78) 8'30 (82) 11'32 (79)
上諏訪B

78 20 上諏訪B 31分43秒 12'01 (86) 20'36 (87) 31'43 (83)
上諏訪B 12'01 (86) 8'35 (84) 11'07 (65)
鎌田C

79 91 鎌田C 31分46秒 11'05 (71) 20'06 (83) 31'46 (84)
鎌田C 11'05 (71) 9'01 (89) 11'40 (82)
開成C

80 92 開成C 31分57秒 11'53 (84) 19'42 (78) 31'57 (85)
開成C 11'53 (84) 7'49 (53) 12'15 (87)
松島C

81 53 松島C 32分50秒 12'36 (88) 21'10 (88) 32'50 (86)
松島C 12'36 (88) 8'34 (83) 11'40 (82)
豊科北C

82 90 豊科北C 32分55秒 13'29 (89) 21'45 (89) 32'55 (87)
豊科北C 13'29 (89) 8'16 (74) 11'10 (67)
塩尻広陵C

83 87 塩尻広陵C 35分26秒 13'35 (90) 22'50 (90) 35'26 (88)
塩尻広陵C 13'35 (90) 9'15 (90) 12'36 (88)
駒ヶ根東B

OPN 13 駒ヶ根東B 26分04秒 9'45 (20) 16'17 (7) 26'04 (9)
駒ヶ根東B 9'45 (20) 6'32 (4) 9'47 (14)
豊科北B

OPN 46 豊科北B 29分10秒 10'29 (43) 18'28 (53) 29'10 (51)
豊科北B 10'29 (43) 7'59 (60) 10'42 (47)
長峰A

OPN 35 長峰A 30分01秒 10'57 (67) 18'50 (57) 30'01 (62)
長峰A 10'57 (67) 7'53 (56) 11'11 (69)
清水C

OPN 89 清水C 30分35秒 11'09 (72) 19'25 (72) 30'35 (68)
清水C 11'09 (72) 8'16 (74) 11'10 (67)
筑摩野A

OPN 31 筑摩野A 30分48秒 10'40 (52) 19'20 (69) 30'48 (73)
筑摩野A 10'40 (52) 8'40 (85) 11'28 (74)
北安松川A

OPN 18 北安松川A 9'58 (29) 17'48 (35)
北安松川A 9'58 (29) 7'50 (54)
岡谷北部B

DS 73 岡谷北部B 11'03 (69) 18'21 (49)
岡谷北部B 11'03 (69) 7'18 (27) DS

木船 宗一(1) 小松 亮介(1) 高橋 悠吏(1)

伊藤 佑樹(2) 坂田 悠綺(2) 千見寺 恵汰(2)

一之瀬 向稀(1) 中島 嘉活(1) 熊谷 拓真(1)

望月 章史(1) 髙木 涼太(2) 飯島 拓海(1)

降旗 駿(2) 酒井 優希(2) 丸山 浩成(1)

谷口 由和(1) 前田 祐介(1) 鹿田 透生(1)

花形 駿介(1) 細萱 元太(2) 山下 紘永(2)

滝沢 聖成(2) 平出 翔大(2) 宮坂 翔太(1)

吉野 涼(1) 渡辺 慎也(1) 高山 聖人(1)

馬場 隆夫(1) 福沢 弘樹(2) 竹村 吉晃(1)

真島 雅季(1) 清水 岳博(1)

北村 駿弥(1) 辛山 圭太(1) 小池 勇也(1)

井口 将理(2) 土橋 一範(1) 平林 風雅(1)

寺島 滉己 (2) 竹内 康平(2) 大野 智裕(2)
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