
決勝 3月15日 12:45

[ 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 豊科北TFC  4677 大月 海世(3)   9:00.64  1  14 塩尻広陵中(B)  4855 熊谷 悟(2)   9:09.15 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾃｨｰｴﾌｼｰ ｵｵﾂｷ ｶｲｾｲ ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ
 4850 北嶋 竣(2)  4858 小林 隼(2)

ｷﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ
 4718 長﨑 祐介(3)  5052 松崎 咲人(1)

ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ ﾏﾂｻﾞｷ ｻｷﾄ
 4590 花形 駿介(3)  5244 市脇 拓海(3)

ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ ｲﾁﾜｷ ﾀｸﾐ
 2  10 大町高(B)  2060 因幡 将吾(1)   9:26.22  2   9 長野東部中(B)  6238 松山 周平(2)   9:17.09 

ｵｵﾏﾁｺｳ ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ﾏﾂﾔﾏ  ｼｭｳﾍｲ
 2057 松澤 直樹(2)  6236 小池  輝(2)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｷ ｺｲｹ    ﾋｶﾙ
 2062 田中 大聖(1)  6224 金児 和幸(2)

ﾀﾅｶ ﾀｲｾｲ ｶﾈｺ  ｶｽﾞﾕｷ
 2054 平田 元(2)  4445 小山 颯也(2)

ﾋﾗﾀ ﾊｼﾞﾒ ｺﾔﾏ  ｿｳﾔ
 3  16 櫻ヶ岡中(B)  4880 塚田 颯真(2)   9:48.66  3   5 長野東部中(A)  4446 倉嶋 優太(2)   9:35.03 

ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳ ﾂｶﾀﾞ ｿｳﾏ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ｸﾗｼﾏ  ﾕｳﾀ
 5027 山田 嵩大(1)  4444 小林 祐輝(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｳｷ
 4882 藤田 大輝(2)  6242 倉澤翔寿樹(1)

ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｷ ｸﾗｻﾜ  ｶｽﾞｷ
 4877 井上 正望(2)  4436 五十嵐珠己(2)

ｲﾉｳｴ ﾏｻﾐ ｲｶﾞﾗｼ ｼﾞｭｷ
 4   4 信明中(A)  5734 西村 陽杜(1)   9:56.23  4   6 清水中(A)  5058 中田 智貴(2)   9:37.70 

ｼﾝﾒｲﾁｭｳ ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ ｼﾐｽﾞﾁｭｳ ﾅｶﾀ  ﾄﾓﾀｶ
 5731 太田 隼弥(2)  6207 齊木 俊兵(2)

ｵｵﾀ ｼｭﾝﾔ ｻｲｷ  ｼｭﾝﾍﾟｲ
 5733 青沼 潮(2)  6192 原 佑輝(2)

ｱｵﾇﾏ ｳｼｵ ﾊﾗ  ﾕｳｷ
 5729 小倉 雄大(2)  6198 中嶋 謙(1)

ｵｸﾞﾗ ﾕｳﾀﾞｲ ﾅｶｼﾞﾏ  ﾕｽﾞﾙ
 5  17 豊科北中  4481 箭内 理一(1)  10:09.26  5  11 鉢盛中  4849 西澤 遼介(2)   9:42.98 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ﾔﾅｲ ﾘｲﾁ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ
 4482 坂槇 健汰(1)  4848 松永 蓮汰(2)

ｻｶﾏｷ ｹﾝﾀ ﾏﾂﾅｶﾞ ﾚﾝﾀ
 4851 坂本 大輔(2)  4844 上條 俊文(2)

ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｼﾌﾐ
 4480 福岡 歩武(1)  4845 奥垣内 崇史(2)

ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ
 6   9 長野東部中(E)  6245 中曽根朋弥(1)  10:11.91  6  16 篠ﾉ井西中(C)  6129 南澤 海斗(2)  10:00.29 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ﾅｶｿﾈ  ﾄﾓﾔ ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳ ﾐﾅﾐｻﾜ ｶｲﾄ
 6230 山岸 龍羽(1)  6130 鈴木 聡太(2)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳﾊ ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ
 6239 菅沼三南斗(1)  6124 渡利 雄太(2)

ｽｶﾞﾇﾏ  ﾐﾅﾄ ﾜﾀﾘ ﾕｳﾀ
 6218 伊藤  寛(1)  6121 仙田 勇人(1)

ｲﾄｳ  ﾋﾛｼ ｾﾝﾀﾞ ﾊﾔﾄ
 7   8 櫻ヶ岡中(A)  5028 早福 和馬(2)  10:14.99  7   4 木島平中  4390 川口 大輝(2)  10:08.71 

ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳ ｿｳﾌｸ ｶｽﾞﾏ ｷｼﾞﾏﾀﾞｲﾗﾁｭｳ ｶﾜｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ
 5029 松本 歩夢(1)  4382 本山 翔大(1)

ﾏﾂﾓﾄ ｱﾕﾑ ﾓﾄﾔﾏ ｼｮｳﾀﾞｲ
 5025 曽根 健太(1)  4383 山嵜 真和(1)

ｿﾈ ｹﾝﾀ ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻｶｽﾞ
 5030 関川 泉尊(1)  4379 室賀 駿一(1)

ｾｷｶﾞﾜ ﾓﾄﾀｶ ﾑﾛｶﾞ ｼｭﾝｲﾁ
 8  15 真田ｸﾗﾌﾞ(B)  4731 清水拓斗(2)  10:27.06  8  10 清水中(B)  6191 栗田 大地(1)  10:11.34 

ｻﾅﾀﾞｸﾗﾌﾞ ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾄ ｼﾐｽﾞﾁｭｳ ｸﾘﾀ  ﾀﾞｲﾁ
 5199 森村 一真(2)  6202 北野 玄仁(2)

ﾓﾘﾑﾗ ｶｽﾞﾏ ｷﾀﾉ ﾊﾙﾋﾄ
 6149 風間 龍也(2)  6197 西牧 廉(1)

ｶｻﾞﾏ ﾀﾂﾔ ﾆｼﾏｷ ﾚﾝ
 6150 柳沢 里槻(2)  6188 愛知 弘一朗(1)

ﾔﾏｷﾞｻﾜ ﾘﾂｷ ｱｲﾁ ｺｳｲﾁﾛｳ
 9   2 開成中  4250 髙根 開(2)  10:44.43  9   1 長野東部中(F)  6233 小宮山立樹(1)  10:20.53 

ｶｲｾｲﾁｭｳ ﾀｶﾈ ｶｲ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ｺﾐﾔﾏ   ﾘﾂｷ
 4252 竹井 温巧(2)  6228 高橋 勇輝(2)

ﾀｹｲ ﾏｻﾖｼ ﾀｶﾊｼ  ﾕｳｷ
 5297 藤澤 玲王(1)  4917 黒崎 秀樹(3)

ﾌｼﾞｻﾜ ﾚｵ ｸﾛｻｷ  ﾋﾃﾞｷ
 5295 小口 真毅(1)  4919 小平  仁(3)

ｵｸﾞﾁ ﾏｻｷ ｺﾀﾞｲﾗ   ｼﾞﾝ
10   7 真田ｸﾗﾌﾞ(A)  6153 眞田 稜生(6)  10:45.46 10   8 塩尻広陵中(C)  4974 長尾 飛呂(2)  10:28.94 

ｻﾅﾀﾞｸﾗﾌﾞ ｻﾅﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾅｶﾞｵ tﾛ
 6152 林 直樹(5)  4857 武居 昂輝(2)

ﾊﾔｼ ﾅｵｷ ﾀｹｲ ｺｳｷ
 6148 船山 颯太(6)  4973 藤井 大冶(2)

ﾌﾅﾔﾏ ｿｳﾀ ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲﾁ

男子

4×800m

決勝



 6146 清水 海地(6)  4975 栁沼 祐希(2)
ｼﾐｽﾞ ｶｲﾁ ﾔｷﾞﾇﾏ ﾕｳｷ

11  13 長野東部中(D)  6227 高橋 一夢(2)  11:17.98 11   3 附属松本中(B)  5232 天児 幹治(1)  10:35.81 
ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ﾀｶﾊｼ  ﾋﾄﾑ ｼﾝﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ ｱﾏｺ ｶﾝｼﾞ

 6251 藤森  健(1)  5226 渡邊 昭洋(2)
ﾌｼﾞﾓﾘ  ｹﾝ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ

 6256 櫻井  駿(1)  5238 和田 智哉(2)
ｻｸﾗｲ  ｼｭﾝ ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾔ

 6255 鈴木 友也(1)  5240 釼持 隼人(2)
ｽｽﾞｷ  ﾄﾓﾔ ｹﾝﾓﾁ ﾊﾔﾄ

12  11 諏訪FA  6163 大野 恒平(5)  11:29.78 12   7 長野東部中(C)  6229 山下 畔乃(2)  10:37.38 
ｽﾜFA ｵｵﾉ ｺｳﾍｲ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ﾔﾏｼﾀ  ﾊﾝﾀﾞｲ

 6156 吉岡 伶(4)  6247 田中 俊貴(2)
ﾖｼｵｶ ﾚｲ ﾀﾅｶ   ﾄｼｷ

 6155 笠原 武流(5)  6240 清水 翔太(1)
ｶｻﾊﾗ ﾀｹﾙ ｼﾐｽﾞ  ｼｮｳﾀ

 6158 児玉 光輝(5)  6248 渡辺 和基(1)
ｺﾀﾞﾏ ｺｳｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｶｽﾞｷ

13   1 軽井沢A&AC  6070 一場 稜(6)  11:41.23 13  12 塩尻広陵中(D)  4856 渡邊 琢磨(2)  10:37.89 
ｶﾙｲｻﾞﾜA&AC ｲﾁﾊﾞ ﾘｮｳ ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ

 6079 並木 陸(4)  5054 山本 将裕(1)
ﾅﾐｷ ﾘｸ ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ

 6080 片桐 岳(5)  5051 矢ヶ崎 至門(1)
ｶﾀｷﾞﾘ ｶﾞｸ ﾔｶﾞｻｷ ｼﾓﾝ

 6079 並木 陸(4)  5050 長尾 和磨(1)
ﾅﾐｷ ﾘｸ ﾅｶﾞｵ ｶｽﾞﾏ

14  14 明科かけっこｸﾗ  6293 松原 功我(6)  12:12.31 14  15 附属松本中(C)  6268 田中 駿祐(1)  10:47.86 
ｱｶｼﾅｶｹｯｺｸﾗﾌﾞ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｶﾞ ｼﾝﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ

 6297 田代 渉悟(6)  5227 横前 洸佑(1)
ﾀｼﾛ ｼｮｳｺﾞ ﾖｺﾏｴ ｺｳｽｹ

 6288 鎌倉 優輝(5)  5230 樋口 晃太(1)
ｶﾏｸﾗ ﾕｳｷ ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾀ

 6290 宮澤 大翔(6)  5281 花岡 拓登(1)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ ﾊﾅｵｶ ﾀｸﾄ

  5 明科かけっこ  6281 松原 功我(6) 15  17 丘中(A)  6031 山本 雄大(2)  11:00.97 
ｱｶｼﾅｶｹｯｺ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｶﾞ 欠場 ｵｶﾁｭｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ

 6285 田代 渉悟(6)  6030 山崎 千宏(1)
ﾀｼﾛ ｼｮｳｺﾞ ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾋﾛ

 6277 鎌倉 優輝(5)  6033 松田 竣太(1)
ｶﾏｸﾗ ﾕｳｷ ﾏﾂﾀﾞ ｼｭﾝﾀ

 6279 宮澤 凛(6)  6035 上條 怜(1)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘﾝ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾚｲ

  6 赤穂中(B) 16  13 上諏訪中  4186 児玉 拓矢(2)  11:04.43 
ｱｶﾎﾁｭｳ 欠場 ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ｺﾀﾞﾏ ﾀｸﾔ

 4464 赤羽 龍希(1)
ｱｶﾊﾈ ﾘｭｳｷ

 4466 西澤 裕斗(1)
ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ

 4954 坂井 結音(2)
ｻｶｲ ﾕｲﾝ

 12 赤穂中(A)   2 駒ヶ根東中(C)
ｱｶﾎﾁｭｳ 欠場 ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ 欠場



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1  15 木曽青峰高  1939 奥谷 瑞貴(1)   8:21.82 

ｷｿｾｲﾎｳ ｵｸﾀﾆ ﾐｽﾞｷ 県中学新
 1967 和田 孝太(2)

ﾜﾀﾞ ｺｳﾀ
 1961 古谷 樹仁(3)

ﾌﾙﾀﾆ ﾐｷﾋﾄ
 1964 中島 大智(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ
 2  10 松本深志高  2257 山下 紘永(1)   8:34.84 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼｺｳ ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ
 2259 中山 航大(1)

ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ
 2248 渡辺 優樹(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ
 2246 小口 智大(2)

ｵｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ
 3   8 塩尻広陵中(A)  4976 下村 勇喜(3)   8:39.26 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｼﾓﾑﾗ ﾕｳｷ
 4621 細野 拓歩(3)

ﾎｿﾉ ﾀｸﾎ
 4625 太田 裕真(3)

ｵｵﾀ ﾕｳﾏ
 4619 折橋 翔太(3)

ｵﾘﾊｼ ｼｮｳﾀ
 4   7 松本県ヶ丘高  2302 牛山 颯太(2)   8:41.30 

ｱﾏﾂﾓﾄｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ｳｼﾔﾏ ｿｳﾀ
 2300 村瀬 崚(2)

ﾑﾗｾ ﾘｮｳ
 2305 辻野 智樹(2)

ﾂｼﾞﾉ ﾄﾓｷ
 2303 百瀬 弦(2)

ﾓﾓｾ ｹﾞﾝ
 5  12 篠ﾉ井高  1382 田中 康貴(2)   8:50.42 

ｼﾉﾉｲｺｳ ﾀﾅｶ ｺｳｷ
 1373 草野 晃平(2)

ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ
 1378 若月 寛人(2)

ﾜｶﾂｷ ﾋﾛﾄ
 1376 矢嶋 一樹(2)

ﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ
 6   2 大町高(A)  2052 佐藤 公則(2)   8:57.00 

ｵｵﾏﾁｺｳ ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ
 2053 勝野 涼大(2)

ｶﾂﾉ ﾘｮｳﾀ
 2055 宮坂 僚(2)

ﾐﾔｻｶ ﾘｮｳ
 2051 松井 一陽(2)

ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ
 7  13 野沢南高  1565 甘利 優太(2)   8:59.78 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ｱﾏﾘ ﾕｳﾀ
 1555 利根川 大貴(2)

ﾄﾈｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ
 1558 岩松 裕矢(1)

ｲﾜﾏﾂ ﾕｳﾔ
 1557 小林 将大(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ
 8  16 屋代高  1459 武井 和樹(2)   9:01.59 

ﾔｼﾛｺｳ ﾀｹｲ ｶｽﾞｷ
 1452 山田 貴大(1)

ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ
 1440 氷室 南斗(3)

ﾋﾑﾛ ﾐﾅﾄ
 1460 中村 文弥(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ
 9   6 篠ﾉ井西中(A)  6122 長原 治玄(2)   9:06.41 

ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳ ﾅｶﾞﾊﾗ ｼﾞｹﾞﾝ
 6119 上條 陽平(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾖｳﾍｲ
 6127 内田 裕二(2)

ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｼﾞ
 6114 甲田 基也(2)

ｺｳﾀﾞ ﾓﾄﾔ
10  11 長野工業高  1157 平林 圭太(2)   9:08.98 

ﾅｶﾞﾉｺｳｷﾞｮｳｺｳ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ
 1163 荒井 雅也(1)

ｱﾗｲ ﾏｻﾔ
 1165 小ﾏﾂ 郁也(1)

ｺﾏﾂ ﾌﾐﾔﾏﾂ
 1164 北風 直起(1)

ｷﾀｶｾﾞ ﾅｵｷ
11  17 ﾄﾖﾀ自動車  6010 吉村 拓也   9:11.58 

ﾄﾖﾀｼﾞﾄﾞｳｼｬ ﾖｼﾑﾗ ﾀｸﾔ

男子

4×800m



愛  知  6013 堂野 博樹
ﾄﾞｳﾉ ﾋﾛｷ

 6009 加藤 聡
ｶﾄｳ ｻﾄｼ

 6014 尾崎 雄大
ｵｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ

12   1 駒ヶ根東中(A)  4840 小池 直樹(2)   9:29.31 
ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｺｲｹ ﾅｵｷ

 5455 馬場 隆夫(3)
ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶｵ

 6066 白川 大地(1)
ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ

 6057 伊藤 士恩(1)
ｲﾄｳ ｼｵﾝ

13  14 篠ﾉ井西中(B)  6112 下田 振全(2)   9:42.32 
ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳ ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ

 6125 土屋 優輝(1)
ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ

 6111 伊東 嵩矢(1)
ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ

 6128 内堀 岳宏(2)
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ

14   9 軽井沢中   316 井出 直哉(1)   9:50.75 
ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳ ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ

  310 下谷 承太郎(2)
ｼﾓﾔ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ

  319 出光 立樹(2)
ｲﾃﾞﾐﾂ ﾘｭｳｷ

  307 児玉 天晴(3)
ｺﾀﾞﾏ ﾃﾝｾｲ

15   4 附属松本中(A)  5237 兼子 峻(2)   9:54.62 
ｼﾝﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ ｶﾈｺ ｼｭﾝ

 4404 下條 源太郎(2)
ｼﾓｼﾞｮｳｹﾞﾝﾀﾛｳ

 5233 折井 秀太朗(2)
ｵﾘｲ ｼｭｳﾀﾛｳ

 5234 横山 裕(2)
ﾖｺﾔﾏ ﾕｳ

16   3 駒ヶ根東中(B)  1813 竹村 郁輝(2)  10:18.07 
ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾀｹﾑﾗ ﾌﾐｷ

 6062 小林 豪(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ

 6063 庄田 裕樹(1)
ｼｮｳﾀﾞ ﾕｳｷ

 6059 下平 勇希(1)
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ

  5 諏訪南中
ｽﾜﾐﾅﾐﾁｭｳ 欠場



   1 木曽青峰高   8:21.82 奥谷 瑞貴(1) 和田 孝太(2) 古谷 樹仁(3) 中島 大智(2)   3   1
   2 松本深志高   8:34.84 山下 紘永(1) 中山 航大(1) 渡辺 優樹(2) 小口 智大(2)   3   2
   3 塩尻広陵中(A)   8:39.26 県中学新 下村 勇喜(3) 細野 拓歩(3) 太田 裕真(3) 折橋 翔太(3)   3   3
   4 松本県ヶ丘高   8:41.30 牛山 颯太(2) 村瀬 崚(2) 辻野 智樹(2) 百瀬 弦(2)   3   4
   5 篠ﾉ井高   8:50.42 田中 康貴(2) 草野 晃平(2) 若月 寛人(2) 矢嶋 一樹(2)   3   5
   6 大町高(A)   8:57.00 佐藤 公則(2) 勝野 涼大(2) 宮坂 僚(2) 松井 一陽(2)   3   6
   7 野沢南高   8:59.78 甘利 優太(2) 利根川 大貴(2) 岩松 裕矢(1) 小林 将大(1)   3   7
   8 豊科北TFC   9:00.64 大月 海世(3) 北嶋 竣(2) 長﨑 祐介(3) 花形 駿介(3)   1   1
   9 屋代高   9:01.59 武井 和樹(2) 山田 貴大(1) 氷室 南斗(3) 中村 文弥(2)   3   8
  10 篠ﾉ井西中(A)   9:06.41 長原 治玄(2) 上條 陽平(2) 内田 裕二(2) 甲田 基也(2)   3   9
  11 長野工業高   9:08.98 平林 圭太(2) 荒井 雅也(1) 小ﾏﾂ 郁也(1) 北風 直起(1)   3  10
  12 塩尻広陵中(B)   9:09.15 熊谷 悟(2) 小林 隼(2) 松崎 咲人(1) 市脇 拓海(3)   2   1
  13 ﾄﾖﾀ自動車 愛  知   9:11.58 吉村 拓也 堂野 博樹 加藤 聡 尾崎 雄大   3  11
  14 長野東部中(B)   9:17.09 松山 周平(2) 小池  輝(2) 金児 和幸(2) 小山 颯也(2)   2   2
  15 大町高(B)   9:26.22 因幡 将吾(1) 松澤 直樹(2) 田中 大聖(1) 平田 元(2)   1   2
  16 駒ヶ根東中(A)   9:29.31 小池 直樹(2) 馬場 隆夫(3) 白川 大地(1) 伊藤 士恩(1)   3  12
  17 長野東部中(A)   9:35.03 倉嶋 優太(2) 小林 祐輝(2) 倉澤翔寿樹(1) 五十嵐珠己(2)   2   3
  18 清水中(A)   9:37.70 中田 智貴(2) 齊木 俊兵(2) 原 佑輝(2) 中嶋 謙(1)   2   4
  19 篠ﾉ井西中(B)   9:42.32 下田 振全(2) 土屋 優輝(1) 伊東 嵩矢(1) 内堀 岳宏(2)   3  13
  20 鉢盛中   9:42.98 西澤 遼介(2) 松永 蓮汰(2) 上條 俊文(2) 奥垣内 崇史(2)   2   5
  21 櫻ヶ岡中(B)   9:48.66 塚田 颯真(2) 山田 嵩大(1) 藤田 大輝(2) 井上 正望(2)   1   3
  22 軽井沢中   9:50.75 井出 直哉(1) 下谷 承太郎(2) 出光 立樹(2) 児玉 天晴(3)   3  14
  23 附属松本中(A)   9:54.62 兼子 峻(2) 下條 源太郎(2) 折井 秀太朗(2) 横山 裕(2)   3  15
  24 信明中(A)   9:56.23 西村 陽杜(1) 太田 隼弥(2) 青沼 潮(2) 小倉 雄大(2)   1   4
  25 篠ﾉ井西中(C)  10:00.29 南澤 海斗(2) 鈴木 聡太(2) 渡利 雄太(2) 仙田 勇人(1)   2   6
  26 木島平中  10:08.71 川口 大輝(2) 本山 翔大(1) 山嵜 真和(1) 室賀 駿一(1)   2   7
  27 豊科北中  10:09.26 箭内 理一(1) 坂槇 健汰(1) 坂本 大輔(2) 福岡 歩武(1)   1   5
  28 清水中(B)  10:11.34 栗田 大地(1) 北野 玄仁(2) 西牧 廉(1) 愛知 弘一朗(1)   2   8
  29 長野東部中(E)  10:11.91 中曽根朋弥(1) 山岸 龍羽(1) 菅沼三南斗(1) 伊藤  寛(1)   1   6
  30 櫻ヶ岡中(A)  10:14.99 早福 和馬(2) 松本 歩夢(1) 曽根 健太(1) 関川 泉尊(1)   1   7
  31 駒ヶ根東中(B)  10:18.07 竹村 郁輝(2) 小林 豪(1) 庄田 裕樹(1) 下平 勇希(1)   3  16
  32 長野東部中(F)  10:20.53 小宮山立樹(1) 高橋 勇輝(2) 黒崎 秀樹(3) 小平  仁(3)   2   9
  33 真田ｸﾗﾌﾞ(B)  10:27.06 清水拓斗(2) 森村 一真(2) 風間 龍也(2) 柳沢 里槻(2)   1   8
  34 塩尻広陵中(C)  10:28.94 長尾 飛呂(2) 武居 昂輝(2) 藤井 大冶(2) 栁沼 祐希(2)   2  10
  35 附属松本中(B)  10:35.81 天児 幹治(1) 渡邊 昭洋(2) 和田 智哉(2) 釼持 隼人(2)   2  11
  36 長野東部中(C)  10:37.38 山下 畔乃(2) 田中 俊貴(2) 清水 翔太(1) 渡辺 和基(1)   2  12
  37 塩尻広陵中(D)  10:37.89 渡邊 琢磨(2) 山本 将裕(1) 矢ヶ崎 至門(1) 長尾 和磨(1)   2  13
  38 開成中  10:44.43 髙根 開(2) 竹井 温巧(2) 藤澤 玲王(1) 小口 真毅(1)   1   9
  39 真田ｸﾗﾌﾞ(A)  10:45.46 眞田 稜生(6) 林 直樹(5) 船山 颯太(6) 清水 海地(6)   1  10
  40 附属松本中(C)  10:47.86 田中 駿祐(1) 横前 洸佑(1) 樋口 晃太(1) 花岡 拓登(1)   2  14
  41 丘中(A)  11:00.97 山本 雄大(2) 山崎 千宏(1) 松田 竣太(1) 上條 怜(1)   2  15
  42 上諏訪中  11:04.43 児玉 拓矢(2) 赤羽 龍希(1) 西澤 裕斗(1) 坂井 結音(2)   2  16
  43 長野東部中(D)  11:17.98 高橋 一夢(2) 藤森  健(1) 櫻井  駿(1) 鈴木 友也(1)   1  11
  44 諏訪FA  11:29.78 大野 恒平(5) 吉岡 伶(4) 笠原 武流(5) 児玉 光輝(5)   1  12
  45 軽井沢A&AC  11:41.23 一場 稜(6) 並木 陸(4) 片桐 岳(5) 並木 陸(4)   1  13
  46 明科かけっこｸﾗﾌﾞ  12:12.31 松原 功我(6) 田代 渉悟(6) 鎌倉 優輝(5) 宮澤 大翔(6)   1  14

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4

4×800m
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

男子



決勝 3月15日  9:35

[ 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   8 篠ﾉ井高  1386 古畑 央也(1)  18:50.48  1   1 松本深志高  2259 中山 航大(1)  17:49.92 

ｼﾉﾉｲｺｳ ﾌﾙﾊﾀ ﾅｶﾔ ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼｺｳ ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ
 1376 矢嶋 一樹(2)  2244 植木 康平(2)

ﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ ｳｴｷ ｺｳﾍｲ
 1382 田中 康貴(2)  2246 小口 智大(2)

ﾀﾅｶ ｺｳｷ ｵｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ
 1373 草野 晃平(2)  2248 渡辺 優樹(2)

ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ
 2   7 下諏訪町体協  5130 中谷 雄飛(2)  19:00.72  2   6 塩尻広陵中(A)  4621 細野 拓歩(3)  18:10.85 

ｼﾓｽﾜﾏﾁﾀｲｷｮｳ ﾅｶﾔ ﾕｳﾋ ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾎｿﾉ ﾀｸﾎ
 5225 松木 悠司(1)  4976 下村 勇喜(3)

ﾏﾂｷ ﾁｶｼ ｼﾓﾑﾗ ﾕｳｷ
 4210 大滝 一輝(2)  4619 折橋 翔太(3)

ｵｵﾀｷ ｶｽﾞｷ ｵﾘﾊｼ ｼｮｳﾀ
 4313 水上 健介(2)  5244 市脇 拓海(3)

ﾐｽﾞｶﾐ ｹﾝｽｹ ｲﾁﾜｷ ﾀｸﾐ
 3   6 塩尻広陵中(B)  4858 小林 隼(2)  19:19.68  3   5 大町高  2056 細井 奨太(2)  18:39.04 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ ｵｵﾏﾁｺｳ ﾎｿｲ ｼｮｳﾀ
 4625 太田 裕真(3)  2059 薛 玄太郎(1)

ｵｵﾀ ﾕｳﾏ ｾﾂ ｹﾞﾝﾀﾛｳ
 5052 松崎 咲人(1)  2062 古畑 朋也(1)

ﾏﾂｻﾞｷ ｻｷﾄ ﾌﾙﾊﾀ ﾄﾓﾔ
 4855 熊谷 悟(2)  2058 大和田 雅人(1)

ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ ｵｵﾜﾀﾞ ﾏｻﾄ
 4  10 櫻ヶ岡中(A)  5030 関川 泉尊(1)  19:24.16  4   7 駒ヶ根東中(A)  5455 馬場 隆夫(3)  18:58.69 

ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳ ｾｷｶﾞﾜ ﾓﾄﾀｶ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶｵ
 4875 内山 力哉(2)  6066 白川 大地(1)

ｳﾁﾔﾏ ﾘｷﾔ ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ
 4882 藤田 大輝(2)  4840 小池 直樹(2)

ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｷ ｺｲｹ ﾅｵｷ
 4877 井上 正望(2)  6057 伊藤 士恩(1)

ｲﾉｳｴ ﾏｻﾐ ｲﾄｳ ｼｵﾝ
 5   5 鉢盛中  4486 菅沼 直紘(1)  19:28.64  5   8 長野東部中(A)  4444 小林 祐輝(2)  19:06.80 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｽｶﾞﾇﾏ ﾅｵﾋﾛ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｳｷ
 4485 三島 颯太(1)  4919 小平  仁(3)

ﾐｼﾏ ｿｳﾀ ｺﾀﾞｲﾗ   ｼﾞﾝ
 4483 上田 桂悟(1)  6228 高橋 勇輝(2)

ｳｴﾀﾞ ｹｲｺﾞ ﾀｶﾊｼ  ﾕｳｷ
 4484 中村 剛(1)  4436 五十嵐珠己(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ ｲｶﾞﾗｼ ｼﾞｭｷ
 6   3 長野東部中(B)  6222 丸山 竜矢(1)  20:04.65  6   2 ﾄﾖﾀ自動車  6014 尾崎 雄大  19:58.96 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ﾏﾙﾔﾏ  ﾀﾂﾔ ﾄﾖﾀｼﾞﾄﾞｳｼｬ ｵｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ
 4446 倉嶋 優太(2) 愛  知  6009 加藤 聡

ｸﾗｼﾏ  ﾕｳﾀ ｶﾄｳ ｻﾄｼ
 4445 小山 颯也(2)  6013 堂野 博樹

ｺﾔﾏ  ｿｳﾔ ﾄﾞｳﾉ ﾋﾛｷ
 6225 駒村 壮眞(2)  6010 吉村 拓也

ｺﾏﾑﾗ  ｿｳﾏ ﾖｼﾑﾗ ﾀｸﾔ
 7   1 長野東部中(C)  6247 田中 俊貴(2)  20:17.93  7   3 駒ヶ根東中(B)  1813 竹村 郁輝(2)  20:47.84 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ﾀﾅｶ   ﾄｼｷ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾀｹﾑﾗ ﾌﾐｷ
 6229 山下 畔乃(2)  6062 小林 豪(1)

ﾔﾏｼﾀ  ﾊﾝﾀﾞｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ
 6236 小池  輝(2)  6063 庄田 裕樹(1)

ｺｲｹ    ﾋｶﾙ ｼｮｳﾀﾞ ﾕｳｷ
 6252 飯野 圭太(2)  6059 下平 勇希(1)

ｲｲﾉ    ｹｲﾀ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ
 8   4 塩尻広陵中(C)  4857 武居 昂輝(2)  21:19.49   4 戸倉上山田中  5117 寺澤ｱﾝﾄﾞﾘｭｳﾏｺﾄ(1)

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾀｹｲ ｺｳｷ ﾄｸﾞﾗｶﾐﾔﾏﾀﾞﾁｭｳ ﾃﾗｻﾜｱﾝﾄﾞﾘｭｳﾏｺﾄ 欠場
 4974 長尾 飛呂(2)  5118 丸山 海斗(1)

ﾅｶﾞｵ tﾛ ﾏﾙﾔﾏ ｶｲﾄ
 4478 堀田 雅司(1)  5116 内堀 太一(1)

ﾎｯﾀ ﾏｻｼ ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｲﾁ
 5051 矢ヶ崎 至門(1)  5115 宮原 直輝(1)

ﾔｶﾞｻｷ ｼﾓﾝ ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾅｵｷ
 9   2 櫻ヶ岡中(B)  5024 秋山 航(1)  21:30.93   9 駒ヶ根東中(C)

ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳ ｱｷﾔﾏ ﾜﾀﾙ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ 欠場
 4880 塚田 颯真(2)

ﾂｶﾀﾞ ｿｳﾏ
 4876 宮坂 啓佑(2)

ﾐﾔｻｶ ｹｲｽｹ
 5028 早福 和馬(2)

ｿｳﾌｸ ｶｽﾞﾏ
10   9 辰野中  4264 中谷 翔希(2)  21:37.94 

ﾀﾂﾉﾁｭｳ ﾅｶﾔ ｼｮｳｷ
 5310 赤羽 仁志(1)

ｱｶﾊﾈ ﾋﾄｼ
 6216 北林 拓真(1)

ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ
 4265 荒井 優佑(2)

ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ

男子

4×1500m4×1500m

決勝決勝決勝



   1 松本深志高  17:49.92 中山 航大(1) 植木 康平(2) 小口 智大(2) 渡辺 優樹(2)   2   1
   2 塩尻広陵中(A)  18:10.85 細野 拓歩(3) 下村 勇喜(3) 折橋 翔太(3) 市脇 拓海(3)   2   2
   3 大町高  18:39.04 細井 奨太(2) 薛 玄太郎(1) 古畑 朋也(1) 大和田 雅人(1)   2   3
   4 篠ﾉ井高  18:50.48 古畑 央也(1) 矢嶋 一樹(2) 田中 康貴(2) 草野 晃平(2)   1   1
   5 駒ヶ根東中(A)  18:58.69 馬場 隆夫(3) 白川 大地(1) 小池 直樹(2) 伊藤 士恩(1)   2   4
   6 下諏訪町体協  19:00.72 中谷 雄飛(2) 松木 悠司(1) 大滝 一輝(2) 水上 健介(2)   1   2
   7 長野東部中(A)  19:06.80 小林 祐輝(2) 小平  仁(3) 高橋 勇輝(2) 五十嵐珠己(2)   2   5
   8 塩尻広陵中(B)  19:19.68 小林 隼(2) 太田 裕真(3) 松崎 咲人(1) 熊谷 悟(2)   1   3
   9 櫻ヶ岡中(A)  19:24.16 関川 泉尊(1) 内山 力哉(2) 藤田 大輝(2) 井上 正望(2)   1   4
  10 鉢盛中  19:28.64 菅沼 直紘(1) 三島 颯太(1) 上田 桂悟(1) 中村 剛(1)   1   5
  11 ﾄﾖﾀ自動車 愛  知  19:58.96 尾崎 雄大 加藤 聡 堂野 博樹 吉村 拓也   2   6
  12 長野東部中(B)  20:04.65 丸山 竜矢(1) 倉嶋 優太(2) 小山 颯也(2) 駒村 壮眞(2)   1   6
  13 長野東部中(C)  20:17.93 田中 俊貴(2) 山下 畔乃(2) 小池  輝(2) 飯野 圭太(2)   1   7
  14 駒ヶ根東中(B)  20:47.84 竹村 郁輝(2) 小林 豪(1) 庄田 裕樹(1) 下平 勇希(1)   2   7
  15 塩尻広陵中(C)  21:19.49 武居 昂輝(2) 長尾 飛呂(2) 堀田 雅司(1) 矢ヶ崎 至門(1)   1   8
  16 櫻ヶ岡中(B)  21:30.93 秋山 航(1) 塚田 颯真(2) 宮坂 啓佑(2) 早福 和馬(2)   1   9
  17 辰野中  21:37.94 中谷 翔希(2) 赤羽 仁志(1) 北林 拓真(1) 荒井 優佑(2)   1  10

組組 順位順位ｵｰﾀﾞｰ2ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4ｵｰﾀﾞｰ4記録記録 備考備考 ｵｰﾀﾞｰ1ｵｰﾀﾞｰ1順位順位 所属名所属名 都道府県都道府県
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