
主催：茅野市陸上競技協会                                                        
共催：茅野市、茅野市教育委員会、信濃毎日新聞社、(一財)長野陸上競技協会          
　　　（特）茅野市体育協会 （特）富士見町体育協会 原村体育協会                  
後援：諏訪地方教育委員会連絡協議会、長野日報社、茅野市民新聞社                  

決勝記録一覧表
(NR:県新) 男  子 【競技場】203100  茅野市陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
08/11 男子 岩村田高(A)     2,00.25 信大(A)     2,00.76 佐久長聖高(B)    2,01.11 信大(B)     2,03.67 諏訪清陵高(A)    2,04.29 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野    2,05.51 創造学園高     2,06.75 飯田風越高     2,07.82

100m+200m+300m 桜井 滉治(2) 仁野 陽日(4) 丸山 佳太(2) 藤本 峻平(2) 小池 大勝(1) 板花 啓太 宮田 拓実(1) 竹折 優太(2)
柳澤 圭太(2) 大西 輝(4) 相米 健太(2) 川北 祐輔(1) 辛山 勇太(2) 中嶋 友也 細萱 元太(1) 熊谷 諒平(1)
藤牧 佑希(2) 久田 涼平(2) 茂木 康平(2) 松下 明広(2) 守住 望(1) 中畑 恭介 市川 亮(3) 原田 巧己(1)
池田 仁(2) 石原 昌(3) 荻原 京介(1) 米嶋 航一(2) 巻淵 優也(1) 本多 俊平 塚田 拓巳(3) 三石 竜哉(2)

08/11 信大     8,03.64 上伊那陸協     8,35.43 飯田風越高     8,53.90 長野市陸協     8,59.96 創造学園高     9,51.20
4x800m 藤本 峻平(2) NR 池上 幸助 中村 一貴(1) 太田 達也 市川 亮(3)

牛澤 成一(2) 北原 崇志 中島 瑶樹(1) 田中 章浩 細萱 元太(1)
白鳥 敦(3) 荻原 英雄 近藤 織部(2) 市川 武 宮田 拓実(1)
南部 恭佑(4) 樋口 正晃 松村 理久(2) 割田 雄磨 碓井 智也(3)

08/11 上伊那陸協    17,29.33 長野市陸協    18,20.90 小諸高    18,28.30 飯田風越高    18,40.32 諏訪清陵高(B)   19,16.60
4x1500m 北原 崇志 太田 達也 松下治正(3) 田畑 圭夫(2) 吉田 慎一郎(1)

池上 幸助 田中 章浩 小林雅史(2) 原島 怜也(2) 古井 智也(1)
荻原 英雄 市川 武 清水葉(1) 宮崎 仁(1) 小池 竜熙(1)
樋口 正晃 割田 雄磨 内川大樹(1) 安藤 有史(2) 帶川 恵輔(2)

08/11 中学男子 中野平中     2,10.40 松川JAC     2,13.31 長峰中(A)     2,14.43 丸子中(A)     2,15.07 清水中     2,15.22 篠ﾉ井西中(A)    2,15.47 駒ヶ根東中     2,16.12 上諏訪中(A)     2,17.11
小林 陽平(2) 西永 佳樹(2) 五味 拓実(3) 田中 逸樹(3) 池上 一希(3) 土屋 優輝(1) 福澤 亮汰(1) 松本 陸(1)
三井 絢斗(3) 近藤 惠哉(1) 佐々木 健(3) 依田 和馬(3) 百瀬 賢一(3) 伊東 嵩矢(1) 宮澤 崇(3) 中村 謙士(2)
松本 翼(3) 小池 貫太(2) 小平 祐貴(3) 坂田 涼輔(3) 井口 将理(3) 内堀 岳宏(2) 馬場 隆夫(3) 白井 裕介(2)
吉田 開恩(3) 近藤 雅哉(2) 伊藤 来夢(3) 西澤 昂樹(3) 岡田 大志(3) 下田 振全(2) 小池 直樹(2) 伊藤 駿(2)

08/11 篠ﾉ井西中     8,46.19 丸子中     9,05.90 駒ヶ根東中(A)    9,08.15 中野平中     9,16.71 箕輪中(A)     9,28.13 長峰中     9,32.46 梓川中     9,37.54 赤穂中(A)     9,38.25
4x800m 上條 陽平(2) 藤原 大地(3) 馬場 隆夫(3) 青木 祥平(2) 垣内 岳(3) 宮坂 翔太(3) 村瀬 勇哉(2) 唐澤 直人(2)

内田 裕二(2) 中村 怜輝(2) 宮脇 大輝(3) 関 隼希(3) 葉桐 文哉(3) 関 悠登(3) 片田 慎人(2) 曽根原 賢(2)
長原 治玄(2) 笹沢 健司(2) 滝澤 拓輝(2) 田中 永遠(2) 小平 汰一(3) 矢島 稜梧(3) 齊藤 龍志(1) 見並 龍佑(2)
笠原 渓介(3) 市川 楓(3) 宮澤 崇(3) 黒川 豪太(2) 丸田 健悟(3) 矢島 洸一(2) 山﨑 翔馬(2) 杉山 修己(2)

08/11 高森中    18,41.06 駒ヶ根東中(A)   18,41.91 箕輪中(A)    19,08.93 伊那東部中(A)   19,39.47 鉢盛中(B)    19,40.01 清水中    20,03.93 飯田高陵中    20,04.21 松川JAC(A)    20,19.26
4x1500m 岩﨑 一徹(3) 馬場 隆夫(3) 丸田 健悟(3) 橋爪 颯生(3) 木村 祐太(3) 百瀬 賢一(3) 佐々木 勇人(2) 家苗 薫(2)

小林 大亮(1) 宮脇 大輝(3) 垣内 岳(3) 平澤 宏二郎(3) 菅沼 直紘(1) 齊木 俊兵(2) 加藤 駿己(2) 松下 哲也(2)
宮内 斗輝(1) 滝澤 拓輝(2) 上原 雄大(3) 池上 芳樹(3) 海川 和哉(3) 中田 智貴(2) 高橋 健太(1) 大峽 和(1)
河合 蓮(3) 白川 大地(1) 葉桐 文哉(3) 北原 類(3) 中村 剛(1) 池上 一希(3) 小林 龍矢(1) 北原 和喜(3)

100m+200m+300m
+400m



予選 8月11日 10:20
決勝 8月11日 13:55

県新(NR)          1,56.70
県高新(KR)        1,58.50
大会新(GR)        1,56.70

[ 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   3 信大(A)   370 仁野 陽日(4)   2,04.97 q  1   6 佐久長聖高(B)   271 丸山 佳太(2)   2,01.48 q

ｼﾝﾀﾞｲA ﾆﾉ ﾊﾙｶ ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳB ﾏﾙﾔﾏ ｹｲﾀ
  373 久田 涼平(2)   266 相米 健太(2)

ﾋｻﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ ｿｳﾏｲ ｹﾝﾀ
  369 石原 昌(3)   260 茂木 康平(2)

ｲｼﾊﾗ ﾏｻｼ ﾓﾃｷ ｺｳﾍｲ
  367 大西 輝(4)   273 荻原 京介(1)

ｵｵﾆｼ ｱｷﾗ ｵｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｽｹ
 2   2 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野     8 板花 啓太   2,06.74 q  2   2 岩村田高(A)   198 桜井 滉治(2)   2,02.37 q

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ ｲﾀﾊﾅ ｹｲﾀ ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳA ｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ
    9 中畑 恭介   194 池田 仁(2)

ﾅｶﾊﾀ ｷｮｳｽｹ ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾝ
   10 中嶋 友也   191 藤牧 佑希(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ
    7 本多 俊平   189 柳澤 圭太(2)

ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾀ
 3   8 創造学園高   450 宮田 拓実(1)   2,07.53 q  3   7 信大(B)   368 川北 祐輔(1)   2,02.86 q

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ ｼﾝﾀﾞｲB ｶﾜｷﾀ ﾕｳｽｹ
  449 細萱 元太(1)   365 東 征宏(2)

ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾋﾛ
  448 市川 亮(3)   361 米嶋 航一(2)

ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ ﾖﾈｼﾏ ｺｳｲﾁ
  444 塚田 拓巳(3)   371 松下 明広(2)

ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ ﾏﾂｼﾀ ｱｷﾋﾛ
 4   4 岩村田高(B)   197 山浦 貫人(1)   2,08.26  4   3 諏訪清陵高(A)   382 小池 大勝(1)   2,06.21 q

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳB ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳA ｺｲｹ ﾋﾛｶﾂ
  195 須藤 稜太(1)   380 辛山 勇太(2)

ｽﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ ｼﾝﾔﾏ ﾕｳﾀ
  188 柳澤  匠(1)   384 守住 望(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｸﾐ ﾓﾘｽﾞﾐ ﾉｿﾞﾐ
  192 町田 一生(1)   388 巻淵 優也(1)

ﾏﾁﾀﾞ ｶｽﾞｷ ﾏｷﾌﾞﾁ ﾕｳﾔ
 5   5 諏訪清陵高(B)   383 小口 直希(2)   2,08.52  5   5 飯田風越高   609 原田 巧己(1)   2,08.20 q

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳB ｵｸﾞﾁ ﾅｵｷ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ
  379 中村 龍士(1)   606 三石 竜哉(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ ﾐﾂｲｼ ﾘｭｳﾔ
  390 伊藤 和輝(1)   600 竹折 優太(2)

ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ ﾀｹｵﾘ ﾕｳﾀ
  381 小池 竜熙(1)   610 熊谷 諒平(1)

ｺｲｹ ﾀﾂｷ ｸﾏｶﾞｲ ﾘｮｳﾍｲ
 6   6 佐久長聖高(A)   262 北島 拓(2)   2,12.33  6   4 岩村田高(C)   199 佐藤 玲緒(1)   2,13.80 

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳA ｷﾀｼﾞﾏ ﾀｸ ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳC ｻﾄｳ ﾚｵ
  263 渡辺  大地(3)   190 富岡 平(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ ﾄﾐｵｶ ﾀｲﾗ
  264 田村   裕(3)   200 高橋 正行(2)

ﾀﾑﾗ ﾋﾛ ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ
  259 油井  良樹(3)   193 竹内 祥太郎(2)

ﾕｲ ﾖｼｷ ﾀｹｳﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ
  7 DreamAC

ﾄﾞﾘｰﾑｴｰｼｰ 欠場

男子

100m+200m+300m+400m

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 岩村田高(A)   198 桜井 滉治(2)   2,00.25 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳA ｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ
  189 柳澤 圭太(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾀ
  191 藤牧 佑希(2)

ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ
  194 池田 仁(2)

ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾝ
 2   5 信大(A)   370 仁野 陽日(4)   2,00.76 

ｼﾝﾀﾞｲA ﾆﾉ ﾊﾙｶ
  367 大西 輝(4)

ｵｵﾆｼ ｱｷﾗ
  373 久田 涼平(2)

ﾋｻﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ
  369 石原 昌(3)

ｲｼﾊﾗ ﾏｻｼ
 3   4 佐久長聖高(B)   271 丸山 佳太(2)   2,01.11 

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳB ﾏﾙﾔﾏ ｹｲﾀ
  266 相米 健太(2)

ｿｳﾏｲ ｹﾝﾀ
  260 茂木 康平(2)

ﾓﾃｷ ｺｳﾍｲ
  273 荻原 京介(1)

ｵｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｽｹ
 4   3 信大(B)   364 藤本 峻平(2)   2,03.67 

ｼﾝﾀﾞｲB ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭﾝﾍﾟｲ
  368 川北 祐輔(1)

ｶﾜｷﾀ ﾕｳｽｹ
  371 松下 明広(2)

ﾏﾂｼﾀ ｱｷﾋﾛ
  361 米嶋 航一(2)

ﾖﾈｼﾏ ｺｳｲﾁ
 5   7 諏訪清陵高(A)   382 小池 大勝(1)   2,04.29 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳA ｺｲｹ ﾋﾛｶﾂ
  380 辛山 勇太(2)

ｼﾝﾔﾏ ﾕｳﾀ
  384 守住 望(1)

ﾓﾘｽﾞﾐ ﾉｿﾞﾐ
  388 巻淵 優也(1)

ﾏｷﾌﾞﾁ ﾕｳﾔ
 6   8 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野     8 板花 啓太   2,05.51 

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ ｲﾀﾊﾅ ｹｲﾀ
   10 中嶋 友也

ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ
    9 中畑 恭介

ﾅｶﾊﾀ ｷｮｳｽｹ
    7 本多 俊平

ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ
 7   2 創造学園高   450 宮田 拓実(1)   2,06.75 

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ
  449 細萱 元太(1)

ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ
  448 市川 亮(3)

ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ
  444 塚田 拓巳(3)

ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ
 8   1 飯田風越高   600 竹折 優太(2)   2,07.82 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾀｹｵﾘ ﾕｳﾀ
  610 熊谷 諒平(1)

ｸﾏｶﾞｲ ﾘｮｳﾍｲ
  609 原田 巧己(1)

ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ
  606 三石 竜哉(2)

ﾐﾂｲｼ ﾘｭｳﾔ

男子

100m+200m+300m+400m
決勝



予選 8月11日  9:55
決勝 8月11日 14:05

県中新  (TR )     2,05.70
大会新  (GR )     2,05.70
県新    (NR )     1,56.70

[ 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   7 中野平中   458 小林 陽平(2)   2,12.41 q  1   7 松川JAC   310 西永 佳樹(2)   2,11.25 q

ﾅｶﾉﾀﾞｲﾗﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ ﾏﾂｶﾜｼﾞｬｯｸ ﾆｼﾅｶﾞ ﾖｼｷ
  459 三井 絢斗(3)   324 近藤 惠哉(1)

ﾐﾂｲ ｹﾝﾄ ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ
  457 松本 翼(3)   316 小池 貫太(2)

ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ ｺｲｹ ｶﾝﾀ
  461 吉田 開恩(3)   326 近藤 雅哉(2)

ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ
 2   6 駒ヶ根東中   208 福澤 亮汰(1)   2,14.78 q  2   5 篠ﾉ井西中(A)   281 土屋 優輝(1)   2,13.28 q

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳA ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ
  234 宮澤 崇(3)   298 伊東 嵩矢(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳ ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ
  214 馬場 隆夫(3)   278 内堀 岳宏(2)

ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶｵ ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ
  227 小池 直樹(2)   297 下田 振全(2)

ｺｲｹ ﾅｵｷ ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ
 3   2 篠ﾉ井西中(B)   284 渡利 悠生(2)   2,21.51  3   3 上諏訪中(A)   346 松本 陸(1)   2,20.17 q

ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳB ﾜﾀﾘ ﾕｳｷ ｶﾐｽﾜﾁｭｳA ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ
  276 鈴木 聡太(2)   340 中村 謙士(2)

ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ
  294 甲田 基也(2)   334 白井 裕介(2)

ｺｳﾀﾞ ﾓﾄﾔ ｼﾗｲ ﾕｳｽｹ
  277 南澤 海斗(2)   360 伊藤 駿(2)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｶｲﾄ ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ
 4   8 伊那東部中(B)    63 芹川 志出明(2)   2,32.31  4   6 赤穂中(B)   430 小澤 侑之輔(1)   2,23.66 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳB ｾﾘｶﾜ ｼﾃﾞｱｷ ｱｶﾎﾁｭｳB ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾉｽｹ
   35 中山 蓮(1)   432 酒井 和馬(1)

ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ
   70 伊藤 陸(1)   435 見並 龍佑(2)

ｲﾄｳ ﾘｸ ﾐﾅﾐ ﾘｭｳｽｹ
   29 唐木直也(2)   426 曽根原 賢(2)

ｶﾗｷ ﾅｵﾔ ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ
 5   5 塩尻広陵中(C)   107 長尾 和磨(2)   2,45.72  5   2 長峰中(D)   493 久保田 光胤(3)   2,25.47 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳC ﾅｶﾞｵ ｶｽﾞﾏ ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳD ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾂｸﾞ
  120 安田 壮太(1)   495 関 悠登(3)

ﾔｽﾀﾞ ｿｳﾀ ｾｷ ﾕｳﾄ
  102 堀田 雅司(1)   492 宮坂 翔太(3)

ﾎｯﾀ ﾏｻｼ ﾐﾔｻｶ ｼｮｳﾀ
   99 栁沼 祐希(2)   466 矢島 稜梧(3)

ﾔｷﾞﾇﾏ ﾕｳｷ ﾔｼﾞﾏ ﾘｮｳｺﾞ
 6   4 上諏訪中(C)   335 藤森 友士(1)   2,55.03  6   8 伊那東部中(A)    32 登内 啓一郎(2)   2,29.30 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳC ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｼ ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ﾄﾉｳﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ
  342 前田 陸(1)    34 中路 星耀(2)

ﾏｴﾀﾞ ﾘｸ ﾅｶｼﾞｾｲﾖｳ
  351 坂井 結音(2)    41 倉田 優希(1)

ｻｶｲ ﾕｲﾝ ｸﾗﾀ ﾕｳｷ
  348 小沢 直樹(1)    45 松崎 勇起(2)

ｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ
  3 芦原中  7   4 茅野東部中(B)   149 杉野 翔太(1)   3,03.23 

ｱｼﾊﾗﾁｭｳ 欠場 ﾁﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳB ｽｷﾞﾉ ｼｮｳﾀ
  161 伊東 悠磨(1)

ｲﾄｳ ﾕｳﾏ
  155 宮坂 夏輝(1)

ﾐﾔｻｶ ﾅﾂｷ
  143 藤澤 雄大(1)

ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾀﾞｲ

中学男子

100m+200m+300m+400m 

予選 通過基準  5組  0着 + 8 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   4 丸子中(A)   173 田中 逸樹(3)   2,18.40 q  1   2 清水中   412 池上 一希(3)   2,13.93 q

ﾏﾙｺﾁｭｳA ﾀﾅｶ ｲﾂｷ ｼﾐｽﾞﾁｭｳ ｲｹｶﾞﾐ ｶｽﾞｷ
  186 依田 和馬(3)   410 百瀬 賢一(3)

ﾖﾀﾞ ｶｽﾞﾏ ﾓﾓｾ ｹﾝｲﾁ
  181 坂田 涼輔(3)   415 井口 将理(3)

ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ
  177 西澤 昂樹(3)   414 岡田 大志(3)

ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳｷ ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼ
 2   7 塩尻広陵中(A)    98 髙山 稜太(1)   2,27.83  2   6 赤穂中(A)   421 中平 明辰(1)   2,22.68 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ﾀｶﾔﾏ ﾘｮｳﾀ ｱｶﾎﾁｭｳA ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｱｷﾖｼ
  118 熊谷 悟(2)   436 熊谷 康成(1)

ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｾｲ
  105 渡邊 琢磨(2)   417 北澤 以進(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ ｷﾀｻﾞﾜ ｲｼﾝ
  111 小林 隼(2)   419 唐澤 直人(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ
 3   6 上諏訪中(B)   356 宮澤 拓也(3)   2,34.04  3   3 長峰中(B)   489 五味 駿太(2)   2,31.33 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳB ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｸﾔ ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳB ｺﾞﾐ ｼｭﾝﾀ
  344 西澤 裕斗(1)   472 浅井 威風(2)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ ｱｻｲ ｲﾌﾞｷ
  352 後藤 勇人(3)   469 藤森 遥斗(2)

ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙﾄ
  349 児玉 拓矢(2)   490 血脇 悠斗(2)

ｺﾀﾞﾏ ﾀｸﾔ ﾁﾜｷ ﾕｳﾄ
 4   2 飯田高陵中(C)   569 朝倉 世蘭(1)   2,40.00  4   8 箕輪中   632 松田 直也(1)   2,36.25 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳC ｱｻｸﾗ ｾﾗﾝ ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ
  568 長瀬 和真(1)   623 福島 凛(1)

ﾅｶﾞｾ ｶｽﾞﾏ ﾌｸｼﾏ ﾘﾝ
  566 土屋 洸太(2)   622 矢島 竜成(1)

ﾂﾁﾔ ｺｳﾀ ﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｾｲ
  567 田口 時生(1)   638 今井 春(1)

ﾀｸﾞﾁ ﾄｷｵ ｲﾏｲ ｼｭﾝ
 5   3 長峰中(C)   486 今井 大輔(1)   2,55.00  5   4 丸子中(B)   182 戸松 悠斗(1)   2,37.21 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳC ｲﾏｲ ﾀﾞｲｽｹ ﾏﾙｺﾁｭｳB ﾄﾏﾂ ﾕｳﾄ
  478 松本 萌甫(1)   178 春原 冴紀(1)

ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴﾄｼ ｽﾉﾊﾗ ｻｴｷ
  482 小沢 拓也(1)   183 吉村 龍成(1)

ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾔ ﾖｼﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ
  483 小松 祥也(1)   185 井田 幸稀(1)

ｺﾏﾂ ｼｮｳﾔ ｲﾀﾞ ｺｳｷ
  5 高森中  6   7 永明中    85 本澤 悟(1)   2,46.82 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ 欠場 ｴｲﾒｲﾁｭｳ ﾎﾝｻﾞﾜ ｻﾄﾙ
   80 両角 涼芽(1)

ﾓﾛｽﾞﾐ ﾘｮｳｶﾞ
   97 安蒜 和樹(2)

ｱﾝﾋﾞﾙ ｶｽﾞｷ
   81 両角 伊吹(2)

ﾓﾛｽﾞﾐ ｲﾌﾞｷ
  8 岡谷東部中   5 飯田高陵中(A)

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ 欠場 ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳA 欠場

中学男子

100m+200m+300m+400m 



[ 5組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 長峰中(A)   488 五味 拓実(3)   2,15.18 q

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳA ｺﾞﾐ ﾀｸﾐ
  485 佐々木 健(3)

ｻｻｷ ｹﾝ
  480 小平 祐貴(3)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ
  497 伊藤 来夢(3)

ｲﾄｳ ﾗｲﾑ
 2   3 飯田高陵中(B)   565 藤井 隆聖(1)   2,21.29 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳB ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ
  576 清水 俊弥(2)

ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾔ
  596 井原 彪(2)

ｲﾊﾗ ﾋｮｳ
  564 北原 昂希(2)

ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ
 3   8 下諏訪中   131 中村 宙(2)   2,27.83 

ｼﾓｽﾜ ﾅｶﾑﾗ ｿﾗ
  134 水上 健介(2)

ﾐｽﾞｶﾐ ｹﾝｽｹ
  133 大滝 一輝(2)

ｵｵﾀｷ ｶｽﾞｷ
  130 中谷 雄飛(2)

ﾅｶﾔ ﾕｳﾋ
 4   4 塩尻広陵中(B)   114 黒木 彪(2)   2,33.49 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳB ｸﾛｷ ﾋｮｳ
   98 髙山 稜太(1)

ﾀｶﾔﾏ ﾘｮｳﾀ
  110 松崎 咲人(1)

ﾏﾂｻﾞｷ ｻｷﾄ
  101 矢ヶ崎 至門(1)

ﾔｶﾞｻｷ ｼﾓﾝ
 5   7 茅野東部中(A)   145 田中 龍宗(1)   2,34.53 

ﾁﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ﾀﾅｶ ﾘｮｳｼｭｳ
  152 小池 隆也(1)

ｺｲｹ ﾀｶﾔ
  144 土屋 哲平(1)

ﾂﾁﾔ ﾃｯﾍﾟｲ
  142 望月 怜音(1)

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚｵﾝ
 6   2 飯綱中   542 澁谷 颯汰(3)   2,34.72 

ｲｲﾂﾞﾅﾁｭｳ ｼﾌﾞﾔ ｿｳﾀ
  548 池田 翔紀(1)

ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｷ
  546 東條 晃太(2)

ﾄｳｼﾞｮｳ ｺｳﾀ
  543 龍野 京太(2)

ﾀﾂﾉ ｹｲﾀ
 7   6 丸子中(C)   184 下村 迅人(1)   2,44.10 

ﾏﾙｺﾁｭｳC ｼﾓﾑﾗ ﾊﾔﾄ
  175 滝沢 歩夢(1)

ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾕﾑ
  180 笹沢 健司(2)

ｻｻｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ
  174 中村 怜輝(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾚｷ

中学男子

100m+200m+300m+400m 



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 中野平中   458 小林 陽平(2)   2,10.40 

ﾅｶﾉﾀﾞｲﾗﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ
  459 三井 絢斗(3)

ﾐﾂｲ ｹﾝﾄ
  457 松本 翼(3)

ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ
  461 吉田 開恩(3)

ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ
 2   4 松川JAC   310 西永 佳樹(2)   2,13.31 

ﾏﾂｶﾜｼﾞｬｯｸ ﾆｼﾅｶﾞ ﾖｼｷ
  324 近藤 惠哉(1)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ
  316 小池 貫太(2)

ｺｲｹ ｶﾝﾀ
  326 近藤 雅哉(2)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ
 3   8 長峰中(A)   488 五味 拓実(3)   2,14.43 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳA ｺﾞﾐ ﾀｸﾐ
  485 佐々木 健(3)

ｻｻｷ ｹﾝ
  480 小平 祐貴(3)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ
  497 伊藤 来夢(3)

ｲﾄｳ ﾗｲﾑ
 4   1 丸子中(A)   173 田中 逸樹(3)   2,15.07 

ﾏﾙｺﾁｭｳA ﾀﾅｶ ｲﾂｷ
  186 依田 和馬(3)

ﾖﾀﾞ ｶｽﾞﾏ
  181 坂田 涼輔(3)

ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ
  177 西澤 昂樹(3)

ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳｷ
 5   6 清水中   412 池上 一希(3)   2,15.22 

ｼﾐｽﾞﾁｭｳ ｲｹｶﾞﾐ ｶｽﾞｷ
  410 百瀬 賢一(3)

ﾓﾓｾ ｹﾝｲﾁ
  415 井口 将理(3)

ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ
  414 岡田 大志(3)

ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼ
 6   3 篠ﾉ井西中(A)   281 土屋 優輝(1)   2,15.47 

ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳA ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ
  298 伊東 嵩矢(1)

ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ
  278 内堀 岳宏(2)

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ
  297 下田 振全(2)

ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ
 7   7 駒ヶ根東中   208 福澤 亮汰(1)   2,16.12 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ
  234 宮澤 崇(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳ
  214 馬場 隆夫(3)

ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶｵ
  227 小池 直樹(2)

ｺｲｹ ﾅｵｷ
 8   2 上諏訪中(A)   346 松本 陸(1)   2,17.11 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳA ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ
  340 中村 謙士(2)

ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ
  334 白井 裕介(2)

ｼﾗｲ ﾕｳｽｹ
  360 伊藤 駿(2)

ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ

100m+200m+300m+400m 
決勝

中学男子



決勝 8月11日 13:35

県新(NR)          8,04.00
県高新(KR)        8,08.34
大会新(GR)        8,08.34

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 信大   364 藤本 峻平(2)   8,03.64 

ｼﾝﾀﾞｲ ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭﾝﾍﾟｲ 県新
  372 牛澤 成一(2)

ｳｼｻﾞﾜ ｾｲｲﾁ
  362 白鳥 敦(3)

ｼﾛﾄﾘ ｱﾂｼ
  363 南部 恭佑(4)

ﾅﾝﾌﾞ ｷｮｳｽｹ
 2   4 上伊那陸協   332 池上 幸助   8,35.43 

ｶﾐｲﾅﾘｸｷｮｳ ｲｹｶﾞﾐ ｺｳｽｹ
  330 北原 崇志

ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ
  333 荻原 英雄

ｵｷﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｵ
  331 樋口 正晃

ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ
 3   3 飯田風越高   599 中村 一貴(1)   8,53.90 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ
  598 中島 瑶樹(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｷ
  611 近藤 織部(2)

ｺﾝﾄﾞｳ ｵﾘﾍﾞ
  604 松村 理久(2)

ﾏﾂﾑﾗ ﾘｸ
 4   7 長野市陸協   506 太田 達也   8,59.96 

ﾅｶﾞﾉｼﾘｸｷｮｳ ｵｵﾀ ﾀﾂﾔ
  504 田中 章浩

ﾀﾅｶ ｱｷﾋﾛ
  507 市川 武

ｲﾁｶﾜ ﾀｹｼ
  508 割田 雄磨

ﾜﾘﾀ ﾕｳﾏ
 5   6 創造学園高   448 市川 亮(3)   9,51.20 

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ
  449 細萱 元太(1)

ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ
  450 宮田 拓実(1)

ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ
  451 碓井 智也(3)

ｳｽｲ ﾄﾓﾔ
  5 佐久長聖高

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ 欠場

男子

4x800m

決勝



決勝 8月11日 13:05

県中新  (TR )     8,45.88
大会新  (GR )     8,45.55
県新    (NR )     8,04.00

[ 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   9 篠ﾉ井西中   289 上條 陽平(2)   8,46.19  1   7 丸子中   171 藤原 大地(3)   9,05.90 

ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾖｳﾍｲ ﾏﾙｺﾁｭｳ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲﾁ
  279 内田 裕二(2)   174 中村 怜輝(2)

ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｼﾞ ﾅｶﾑﾗ ﾚｷ
  285 長原 治玄(2)   180 笹沢 健司(2)

ﾅｶﾞﾊﾗ ｼﾞｹﾞﾝ ｻｻｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ
  296 笠原 渓介(3)   179 市川 楓(3)

ｶｻﾊﾗ ｹｲｽｹ ｲﾁｶﾜ ｶｴﾃﾞ
 2   8 中野平中   456 青木 祥平(2)   9,16.71  2  10 駒ヶ根東中(A)   214 馬場 隆夫(3)   9,08.15 

ﾅｶﾉﾀﾞｲﾗﾁｭｳ ｱｵｷ ｼｮｳﾍｲ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳA ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶｵ
  462 関 隼希(3)   235 宮脇 大輝(3)

ｾｷ ﾄｼｷ ﾐﾔﾜｷ ﾋﾛｷ
  454 田中 永遠(2)   222 滝澤 拓輝(2)

ﾀﾅｶ ﾄﾜ ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛｷ
  460 黒川 豪太(2)   234 宮澤 崇(3)

ｸﾛｶﾜ ｺﾞｳﾀ ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳ
 3   2 長峰中   492 宮坂 翔太(3)   9,32.46  3   6 箕輪中(A)   647 垣内 岳(3)   9,28.13 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ﾐﾔｻｶ ｼｮｳﾀ ﾐﾉﾜﾁｭｳA ｶｷｳﾁ ｶﾞｸ
  495 関 悠登(3)   620 葉桐 文哉(3)

ｾｷ ﾕｳﾄ ﾊｷﾞﾘ ﾌﾐﾔ
  466 矢島 稜梧(3)   633 小平 汰一(3)

ﾔｼﾞﾏ ﾘｮｳｺﾞ ｺﾀﾞｲﾗ ﾀｲﾁ
  465 矢島 洸一(2)   646 丸田 健悟(3)

ﾔｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ ﾏﾙﾀ ｹﾝｺﾞ
 4   4 梓川中    17 村瀬 勇哉(2)   9,37.54  4   2 鉢盛中(B)   534 三島 颯太(1)   9,44.84 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜ ﾑﾗｾ ﾕｳﾔ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳB ﾐｼﾏ ｿｳﾀ
   16 片田 慎人(2)   527 菅沼 直紘(1)

ｶﾀﾀﾞ ﾏｺﾄ ｽｶﾞﾇﾏ ﾅｵﾋﾛ
   15 齊藤 龍志(1)   539 海川 和哉(3)

ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ ｳﾐｶﾜ ｶｽﾞﾔ
   19 山﨑 翔馬(2)   515 木村 祐太(3)

ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾏ ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ
 5   5 赤穂中(A)   419 唐澤 直人(2)   9,38.25  5   5 清水中   410 百瀬 賢一(3)   9,57.06 

ｱｶﾎﾁｭｳA ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ ｼﾐｽﾞﾁｭｳ ﾓﾓｾ ｹﾝｲﾁ
  426 曽根原 賢(2)   409 齊木 俊兵(2)

ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ ｻｲｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ
  435 見並 龍佑(2)   411 中田 智貴(2)

ﾐﾅﾐ ﾘｭｳｽｹ ﾅｶﾀ  ﾄﾓﾀｶ
  427 杉山 修己(2)   412 池上 一希(3)

ｽｷﾞﾔﾏ ｵｻﾐ ｲｹｶﾞﾐ ｶｽﾞｷ
 6   6 駒ヶ根東中   227 小池 直樹(2)   9,39.93  6   8 飯綱中   543 龍野 京太(2)  10,50.27 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｺｲｹ ﾅｵｷ ｲｲﾂﾞﾅﾁｭｳ ﾀﾂﾉ ｹｲﾀ
  221 竹村 郁輝(2)   554 渋沢 郁未(1)

ﾀｹﾑﾗ ﾌﾐｷ ｼﾌﾞｻﾜ ｲｸﾐ
  210 白川 大地(1)   553 小林 壮大(2)

ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾋﾛ
  220 竹村 吉晃(3)   545 畑中 拓実(2)

ﾀｹﾑﾗ ﾖｼｱｷ ﾊﾀﾅｶ ﾀｸﾐ
 7   1 鉢盛中(A)   525 西澤 遼介(2)   9,49.82  7   3 塩尻広陵中(A)   105 渡邊 琢磨(2)  10,50.73 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳA ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ
  528 上條 俊文(2)   115 高山 聖人(3)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｼﾌﾐ ﾀｶﾔﾏ ﾏｻﾄ
  531 松永 蓮汰(2)   114 黒木 彪(2)

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾚﾝﾀ ｸﾛｷ ﾋｮｳ
  540 奥垣内 崇史(2)   110 松崎 咲人(1)

ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ ﾏﾂｻﾞｷ ｻｷﾄ
 8   7 飯田高陵中   585 後沢 大地(2)  10,00.57  8   4 駒ヶ根東中(C)   203 野村 比呂(1)  10,54.50 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｺﾞｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳC ﾉﾑﾗ ﾋﾛ
  559 木下 翼(3)   244 伊藤 士恩(1)

ｷﾉｼﾀ ﾂﾅｻ ｲﾄｳ ｼｵﾝ
  557 矢嶋 泰毅(1)   226 小林 豪(1)

ﾔｼﾞﾏ ﾀｲｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ
  587 岩崎 元太(2)   224 庄田 裕樹(1)

ｲﾜｻｷ ｹﾞﾝﾀ ｼｮｳﾀﾞ ﾕｳｷ
 9  10 箕輪中(B)   618 渕井 大樹(2)  10,10.43  9   9 赤穂中(B)   421 中平 明辰(1)  10,57.85 

ﾐﾉﾜﾁｭｳB ﾌﾁｲ ﾀﾞｲｷ ｱｶﾎﾁｭｳB ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｱｷﾖｼ
  619 鈴木 勇人(1)   432 酒井 和馬(1)

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ
  625 南郷 隼人(1)   436 熊谷 康成(1)

ﾅﾝｺﾞｳ ﾊﾔﾄ ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｾｲ
  637 佐藤 開都(3)   430 小澤 侑之輔(1)

ｻﾄｳ ｶｲﾄ ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾉｽｹ
10   3 塩尻広陵中(B)   103 武居 昂輝(2)  11,38.71 10   1 永明中    90 竹村 啓哉(1)  12,48.93 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳB ﾀｹｲ ｺｳｷ ｴｲﾒｲﾁｭｳ ﾀｹﾑﾗ ｹｲﾔ
  102 堀田 雅司(1)    87 尾台 裕季(1)

ﾎｯﾀ ﾏｻｼ ｵﾀﾞｲ ﾕｳｷ
   98 髙山 稜太(1)    82 矢野 峻太郎(1)

ﾀｶﾔﾏ ﾘｮｳﾀ ﾔﾉ ｼｭﾝﾀﾛｳ
  120 安田 壮太(1)    89 中村 源士(1)

ﾔｽﾀﾞ ｿｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝｼﾞ

中学男子

4x800m              

決勝



   1 篠ﾉ井西中   8,46.19 上條 陽平(2) 内田 裕二(2) 長原 治玄(2) 笠原 渓介(3)   1   1
   2 丸子中   9,05.90 藤原 大地(3) 中村 怜輝(2) 笹沢 健司(2) 市川 楓(3)   2   1
   3 駒ヶ根東中(A)   9,08.15 馬場 隆夫(3) 宮脇 大輝(3) 滝澤 拓輝(2) 宮澤 崇(3)   2   2
   4 中野平中   9,16.71 青木 祥平(2) 関 隼希(3) 田中 永遠(2) 黒川 豪太(2)   1   2
   5 箕輪中(A)   9,28.13 垣内 岳(3) 葉桐 文哉(3) 小平 汰一(3) 丸田 健悟(3)   2   3
   6 長峰中   9,32.46 宮坂 翔太(3) 関 悠登(3) 矢島 稜梧(3) 矢島 洸一(2)   1   3
   7 梓川中   9,37.54 村瀬 勇哉(2) 片田 慎人(2) 齊藤 龍志(1) 山﨑 翔馬(2)   1   4
   8 赤穂中(A)   9,38.25 唐澤 直人(2) 曽根原 賢(2) 見並 龍佑(2) 杉山 修己(2)   1   5
   9 駒ヶ根東中   9,39.93 小池 直樹(2) 竹村 郁輝(2) 白川 大地(1) 竹村 吉晃(3)   1   6
  10 鉢盛中(B)   9,44.84 三島 颯太(1) 菅沼 直紘(1) 海川 和哉(3) 木村 祐太(3)   2   4
  11 鉢盛中(A)   9,49.82 西澤 遼介(2) 上條 俊文(2) 松永 蓮汰(2) 奥垣内 崇史(2)   1   7
  12 清水中   9,57.06 百瀬 賢一(3) 齊木 俊兵(2) 中田 智貴(2) 池上 一希(3)   2   5
  13 飯田高陵中  10,00.57 後沢 大地(2) 木下 翼(3) 矢嶋 泰毅(1) 岩崎 元太(2)   1   8
  14 箕輪中(B)  10,10.43 渕井 大樹(2) 鈴木 勇人(1) 南郷 隼人(1) 佐藤 開都(3)   1   9
  15 飯綱中  10,50.27 龍野 京太(2) 渋沢 郁未(1) 小林 壮大(2) 畑中 拓実(2)   2   6
  16 塩尻広陵中(A)  10,50.73 渡邊 琢磨(2) 高山 聖人(3) 黒木 彪(2) 松崎 咲人(1)   2   7
  17 駒ヶ根東中(C)  10,54.50 野村 比呂(1) 伊藤 士恩(1) 小林 豪(1) 庄田 裕樹(1)   2   8
  18 赤穂中(B)  10,57.85 中平 明辰(1) 酒井 和馬(1) 熊谷 康成(1) 小澤 侑之輔(1)   2   9
  19 塩尻広陵中(B)  11,38.71 武居 昂輝(2) 堀田 雅司(1) 髙山 稜太(1) 安田 壮太(1)   1  10
  20 永明中  12,48.93 竹村 啓哉(1) 尾台 裕季(1) 矢野 峻太郎(1) 中村 源士(1)   2  10

備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2

中学男子

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

4x800m              
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録



決勝 8月11日 12:05

県新(NR)         16,28.15
県高新(KR)       16,28.15
大会新(GR)       16,50.90

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 上伊那陸協   330 北原 崇志  17,29.33 

ｶﾐｲﾅﾘｸｷｮｳ ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ
  332 池上 幸助

ｲｹｶﾞﾐ ｺｳｽｹ
  333 荻原 英雄

ｵｷﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｵ
  331 樋口 正晃

ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ
 2   4 長野市陸協   506 太田 達也  18,20.90 

ﾅｶﾞﾉｼﾘｸｷｮｳ ｵｵﾀ ﾀﾂﾔ
  504 田中 章浩

ﾀﾅｶ ｱｷﾋﾛ
  507 市川 武

ｲﾁｶﾜ ﾀｹｼ
  508 割田 雄磨

ﾜﾘﾀ ﾕｳﾏ
 3   6 小諸高   301 松下治正(3)  18,28.30 

ｺﾓﾛｺｳ ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙﾏｻ
  302 小林雅史(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｼ
  300 清水葉(1)

ｼﾐｽﾞ ﾖｳ
  299 内川大樹(1)

ｳﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ
 4   3 飯田風越高   597 田畑 圭夫(2)  18,40.32 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾀﾊﾞﾀ ﾖｼｵ
  608 原島 怜也(2)

ﾊﾗｼﾏ ﾚｲﾔ
  612 宮崎 仁(1)

ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾞﾝ
  617 安藤 有史(2)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼ
 5   5 諏訪清陵高(B)   387 吉田 慎一郎(1)  19,16.60 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳB ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ
  385 古井 智也(1)

ﾌﾙｲ ﾄﾓﾔ
  381 小池 竜熙(1)

ｺｲｹ ﾀﾂｷ
  374 帶川 恵輔(2)

ｵﾋﾞｶﾜ ｹｲｽｹ
  1 諏訪清陵高(A)   387 吉田 慎一郎(1)

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳA ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 欠場
  385 古井 智也(1)

ﾌﾙｲ ﾄﾓﾔ
  381 小池 竜熙(1)

ｺｲｹ ﾀﾂｷ
  374 帶川 恵輔(2)

ｵﾋﾞｶﾜ ｹｲｽｹ

男子

4x1500m

決勝



決勝 8月11日 11:05

県中新  (TR )    17,37.14
大会新  (GR )    17,51.87
県新    (NR )    16,28.15

[ 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   1 箕輪中(A)   646 丸田 健悟(3)  19,08.93  1   5 高森中   257 岩﨑 一徹(3)  18,41.06 

ﾐﾉﾜﾁｭｳA ﾏﾙﾀ ｹﾝｺﾞ ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ｲﾜｻｷ ｲｯﾃﾂ
  647 垣内 岳(3)   252 小林 大亮(1)

ｶｷｳﾁ ｶﾞｸ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ
  630 上原 雄大(3)   256 宮内 斗輝(1)

ｳｴﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ ﾐﾔｳﾁ ﾄｷ
  620 葉桐 文哉(3)   258 河合 蓮(3)

ﾊｷﾞﾘ ﾌﾐﾔ ｶﾜｲ ﾚﾝ
 2  11 伊那東部中(A)    64 橋爪 颯生(3)  19,39.47  2   9 駒ヶ根東中(A)   214 馬場 隆夫(3)  18,41.91 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ﾊｼﾂﾞﾒ ｻﾂｷ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳA ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶｵ
   27 平澤 宏二郎(3)   235 宮脇 大輝(3)

ﾋﾗｻﾜｺｳｼﾞﾛｳ ﾐﾔﾜｷ ﾋﾛｷ
   39 池上 芳樹(3)   222 滝澤 拓輝(2)

ｲｹｶﾞﾐ ﾖｼｷ ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛｷ
   24 北原 類(3)   210 白川 大地(1)

ｷﾀﾊﾗ ﾙｲ ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ
 3   8 駒ヶ根東中(B)   221 竹村 郁輝(2)  20,26.73  3   2 鉢盛中(B)   515 木村 祐太(3)  19,40.01 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳB ﾀｹﾑﾗ ﾌﾐｷ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳB ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ
  203 野村 比呂(1)   527 菅沼 直紘(1)

ﾉﾑﾗ ﾋﾛ ｽｶﾞﾇﾏ ﾅｵﾋﾛ
  220 竹村 吉晃(3)   539 海川 和哉(3)

ﾀｹﾑﾗ ﾖｼｱｷ ｳﾐｶﾜ ｶｽﾞﾔ
  244 伊藤 士恩(1)   520 中村 剛(1)

ｲﾄｳ ｼｵﾝ ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ
 4  10 長峰中   490 血脇 悠斗(2)  20,29.75  4   7 清水中   410 百瀬 賢一(3)  20,03.93 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ﾁﾜｷ ﾕｳﾄ ｼﾐｽﾞﾁｭｳ ﾓﾓｾ ｹﾝｲﾁ
  488 五味 拓実(3)   409 齊木 俊兵(2)

ｺﾞﾐ ﾀｸﾐ ｻｲｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ
  474 水野 雄斗(1)   411 中田 智貴(2)

ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾄ ﾅｶﾀ  ﾄﾓﾀｶ
  465 矢島 洸一(2)   412 池上 一希(3)

ﾔｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ ｲｹｶﾞﾐ ｶｽﾞｷ
 5   6 下諏訪中   130 中谷 雄飛(2)  20,32.33  5   4 飯田高陵中   582 佐々木 勇人(2)  20,04.21 

ｼﾓｽﾜ ﾅｶﾔ ﾕｳﾋ ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｻｻｷ ﾊﾔﾄ
  133 大滝 一輝(2)   591 加藤 駿己(2)

ｵｵﾀｷ ｶｽﾞｷ ｶﾄｳ ｼｭﾝｷ
  134 水上 健介(2)   584 高橋 健太(1)

ﾐｽﾞｶﾐ ｹﾝｽｹ ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ
  131 中村 宙(2)   579 小林 龍矢(1)

ﾅｶﾑﾗ ｿﾗ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾔ
 6   7 鉢盛中(A)   518 土屋 勇太(2)  20,53.36  6   1 松川JAC(A)   329 家苗 薫(2)  20,19.26 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳA ﾂﾁﾔ ﾕｳﾀ ﾏﾂｶﾜｼﾞｬｯｸA ｶﾅｴ ｶｵﾙ
  528 上條 俊文(2)   315 松下 哲也(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｼﾌﾐ ﾏﾂｼﾀ ﾃﾂﾔ
  540 奥垣内 崇史(2)   308 大峽 和(1)

ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ
  525 西澤 遼介(2)   304 北原 和喜(3)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ ｷﾀﾊﾗ ｶｽﾞｷ
 7   5 菅野中   393 百瀬 真悟(2)  20,55.31  7  11 伊那東部中(B)    51 渋谷 凌(3)  20,28.90 

ｽｶﾞﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳ ﾓﾓｾ ｼﾝｺﾞ ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳB ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳ
  408 伊藤 周也(2)    59 坂下 裕紀(3)

ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ ｻｶｼﾀﾕｳｷ
  407 伊藤留希亜(2)    40 大杉 啓(1)

ｲﾄｳ ﾙｷｱ ｵｵｽｷﾞ ﾋﾛﾑ
  404 丸山 優太(3)    46 小池 彪(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ ｺｲｹ ｱｷﾗ
 8   2 茅野東部中   160 伊藤 輝(1)  21,12.57  8  10 箕輪中(B)   634 春日 聖悟(3)  20,41.64 

ﾁﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｲﾄｳ ﾋｶﾙ ﾐﾉﾜﾁｭｳB ｶｽｶﾞ ｾｲｺﾞ
  138 關 凱人(2)   642 宮澤 慶丞(2)

ｾｷ ｶｲﾄ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾖｼﾂｸﾞ
  154 牛山 英駿(2)   625 南郷 隼人(1)

ｳｼﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ ﾅﾝｺﾞｳ ﾊﾔﾄ
  148 清水 冬威(1)   624 風間 央都(2)

ｼﾐｽﾞ ﾄｳｲ ｶｻﾞﾏ ﾋﾛﾄ
 9  12 塩尻広陵中   103 武居 昂輝(2)  21,17.36  9   8 飯綱中   545 畑中 拓実(2)  20,56.73 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾀｹｲ ｺｳｷ ｲｲﾂﾞﾅﾁｭｳ ﾊﾀﾅｶ ﾀｸﾐ
   99 栁沼 祐希(2)   550 西﨑 啓吾朗(1)

ﾔｷﾞﾇﾏ ﾕｳｷ ﾆｼｻﾞｷ ｹｲｺﾞﾛｳ
  118 熊谷 悟(2)   554 渋沢 郁未(1)

ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ ｼﾌﾞｻﾜ ｲｸﾐ
  111 小林 隼(2)   552 小林 怜生(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵ
10   4 松川JAC(B)   309 石井 慎也(1)  22,24.50 10   3 駒ヶ根東中(C)   226 小林 豪(1)  21,57.85 

ﾏﾂｶﾜｼﾞｬｯｸB ｲｼｲ ｼﾝﾔ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳC ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ
  314 松山 准也(1)   240 下平 勇希(1)

ﾏﾂﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ
  305 米山 諒(1)   208 福澤 亮汰(1)

ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ
  328 久保田 隼仁(1)   224 庄田 裕樹(1)

ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ ｼｮｳﾀﾞ ﾕｳｷ
11   3 伊那東部中(C)    28 唐澤 卓郎(2)  22,26.92 11   6 篠ﾉ井西中   287 仙田 勇人(1)  22,47.84 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳC ｶﾗｻﾜ ﾀｸﾛｳ ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳ ｾﾝﾀﾞ ﾊﾔﾄ
   30 唐木浩一(2)   284 渡利 悠生(2)

ｶﾗｷ ｺｳｲﾁ ﾜﾀﾘ ﾕｳｷ
   65 橋爪 竜生(1)   292 阪上 史也(1)

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀﾂｷ ｻｶｳｴ ﾌﾐﾔ
   31 登内 惇(2)   294 甲田 基也(2)

ﾄﾉｳﾁ ｼﾞｭﾝ ｺｳﾀﾞ ﾓﾄﾔ
  9 永明中

ｴｲﾒｲﾁｭｳ 欠場
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   1 高森中  18,41.06 岩﨑 一徹(3) 小林 大亮(1) 宮内 斗輝(1) 河合 蓮(3)   2   1
   2 駒ヶ根東中(A)  18,41.91 馬場 隆夫(3) 宮脇 大輝(3) 滝澤 拓輝(2) 白川 大地(1)   2   2
   3 箕輪中(A)  19,08.93 丸田 健悟(3) 垣内 岳(3) 上原 雄大(3) 葉桐 文哉(3)   1   1
   4 伊那東部中(A)  19,39.47 橋爪 颯生(3) 平澤 宏二郎(3)池上 芳樹(3) 北原 類(3)   1   2
   5 鉢盛中(B)  19,40.01 木村 祐太(3) 菅沼 直紘(1) 海川 和哉(3) 中村 剛(1)   2   3
   6 清水中  20,03.93 百瀬 賢一(3) 齊木 俊兵(2) 中田 智貴(2) 池上 一希(3)   2   4
   7 飯田高陵中  20,04.21 佐々木 勇人(2)加藤 駿己(2) 高橋 健太(1) 小林 龍矢(1)   2   5
   8 松川JAC(A)  20,19.26 家苗 薫(2) 松下 哲也(2) 大峽 和(1) 北原 和喜(3)   2   6
   9 駒ヶ根東中(B)  20,26.73 竹村 郁輝(2) 野村 比呂(1) 竹村 吉晃(3) 伊藤 士恩(1)   1   3
  10 伊那東部中(B)  20,28.90 渋谷 凌(3) 坂下 裕紀(3) 大杉 啓(1) 小池 彪(1)   2   7
  11 長峰中  20,29.75 血脇 悠斗(2) 五味 拓実(3) 水野 雄斗(1) 矢島 洸一(2)   1   4
  12 下諏訪中  20,32.33 中谷 雄飛(2) 大滝 一輝(2) 水上 健介(2) 中村 宙(2)   1   5
  13 箕輪中(B)  20,41.64 春日 聖悟(3) 宮澤 慶丞(2) 南郷 隼人(1) 風間 央都(2)   2   8
  14 鉢盛中(A)  20,53.36 土屋 勇太(2) 上條 俊文(2) 奥垣内 崇史(2)西澤 遼介(2)   1   6
  15 菅野中  20,55.31 百瀬 真悟(2) 伊藤 周也(2) 伊藤留希亜(2) 丸山 優太(3)   1   7
  16 飯綱中  20,56.73 畑中 拓実(2) 西﨑 啓吾朗(1)渋沢 郁未(1) 小林 怜生(1)   2   9
  17 茅野東部中  21,12.57 伊藤 輝(1) 關 凱人(2) 牛山 英駿(2) 清水 冬威(1)   1   8
  18 塩尻広陵中  21,17.36 武居 昂輝(2) 栁沼 祐希(2) 熊谷 悟(2) 小林 隼(2)   1   9
  19 駒ヶ根東中(C)  21,57.85 小林 豪(1) 下平 勇希(1) 福澤 亮汰(1) 庄田 裕樹(1)   2  10
  20 松川JAC(B)  22,24.50 石井 慎也(1) 松山 准也(1) 米山 諒(1) 久保田 隼仁(1)   1  10
  21 伊那東部中(C)  22,26.92 唐澤 卓郎(2) 唐木浩一(2) 橋爪 竜生(1) 登内 惇(2)   1  11
  22 篠ﾉ井西中  22,47.84 仙田 勇人(1) 渡利 悠生(2) 阪上 史也(1) 甲田 基也(2)   2  11

ｵｰﾀﾞｰ4
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