
第３１回  信州リレー競技大会 

公 式 記 録 

（競技会コード：15200519） 

 

 

 主 催：長野陸上競技協会  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  

       （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 

 主 管：諏訪陸上競技協会 

 期 日：平成２７年 ８月９日（日）  

会 場：茅野市運動公園陸上競技場（競技場コード：203100） 

審判長：小口 眞喜也  記録主任：中島 公徳 

 

 

■この大会で樹立された記録 

項目 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ チーム名 オーダー(学年) 所属 記録 従来の記録 

大会新 中学女子 

4×400mR 

決勝 鉢盛中 上條 のあ(3) 

高安 結衣(3) 

蛭田 杏(3) 

中村 朱里(3) 

鉢盛中 4分14秒70 4分19秒18 

大会新 中学男子 

4×100mR 

決勝 茅野北部中Ａ 阿部 勇希(2) 

原田 恒太朗(2) 

宮坂 空(3) 

門脇 大(3) 

茅野北部中 45秒31 45秒64 

県中新 

大会新 

中学女子 

100m+200m 

+300m+400m 

決勝 豊科北中 下里 あかり(3) 

深澤 由惟(3) 

齊藤 雅(3) 

小林 叶音(3) 

豊科北中 2分23秒55 ※県中学記録 

2分26秒64 

※大会記録 

2分26秒96 

 

■グランドコンディション 

時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速 

9:00 晴れ 28.0 55.0 北 2.2 

10:00 晴れ 30.0 47.0 南南西 1.7 

11:00 晴れ 30.8 47.0 南南西 2.1 

12:00 晴れ 30.5 47.0 西 0.2 

13:00 晴れ 31.3 45.0 東北東 1.0 

14:00 晴れ 31.4 39.0 東南東 1.6 

15:00 晴れ 31.0 39.0 西南西 1.6 

 



第31回信州リレー競技大会                                                        
主催：長野陸上競技協会 茅野市陸上競技協会                                       
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決勝記録一覧表
(GR:大会新  ) 男  子 【競技場】203100  茅野市総合運動公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 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
08/09 男子 EASTERS     2,05.25 上田西高     2,07.14 岡谷南高     2,07.44 岩村田高A     2,07.62 塩尻志学館     2,08.08 屋代高     2,13.01 岩村田高B     2,22.10 岡谷工高     2,22.19

100m+200m+300m 松下 秀喜 内村 海斗(1) 藤森 暖生(1) 山口 智也(2) 渡邊 琢磨(1) 松本 篤弥(1) 青山 夏樹(2) 志村 尚士(1)
古河原 達哉 増田 凌(2) 熊倉 直人(2) 高見沢 草太(2) 福嶋 竜星(1) 酒井 一真(1) 小野 勝汰(1) 水上 健介(1)
白鳥 敦 宮澤 俊太(1) 藤森 優輝(3) 神田 優人(2) 中村  智(1) 吉本 蒼太朗(1) 田中 太玖斗(1) 後藤 勇人(2)
北原 崇志 松本 光平(2) 宮森 蒼太(3) 佐塚 一馬(2) 木村 幸太(2) 坂本 敦士(1) 由井 渓友(1) 大滝 一輝(1)

08/09 EASTERS     8,22.70 上田西高A     8,38.54 上田高     8,41.86 塩尻志学館     8,49.65 上田西高B     9,17.31 屋代高     9,27.70
4x800m 古河原 達哉 児玉 天晴(2) 小平 悟志(2) 木村 幸太(2) 北島 翔吾(2) 吉本 蒼太朗(1)

蟹澤 恭吾 甘利 大祐(1) 内田 知樹(2) 小林  隼(1) 笹澤 健司(1) 酒井 一真(1)
白鳥 敦 掛川 萌也(2) 竹鼻 将生(2) 渡部 翔太(1) 山上 淳(2) 松本 篤弥(1)
北原 崇志 長谷川 潤(1) 笠原 渓介(2) 中島 志伸(1) 油井 宏喜(1) 坂本 敦士(1)

08/09 上田西高A    17,26.70 上田西高B    18,22.37 諏訪清陵高    18,48.67 塩尻志学館    18,53.68
4x1500m 長谷川 潤(1) 掛川 萌也(2) 血脇 悠斗(1) 赤堀  歩(2)

甘利 大祐(1) 北島 翔吾(2) 中村 駿吾(1) 木村 祐太(2)
笹澤 健司(1) 山上 淳(2) 原 賢人(1) 百瀬 賢一(2)
児玉 天晴(2) 油井 宏喜(1) 關 凱人(1) 宮阪 絋平(2)

08/09 中学男子 茅野北部中A       45.31 野沢中A       46.50 箕輪中A       48.48 駒ヶ根東中A       48.49 浅間中A       48.93 栄中A       49.53 箕輪中B       49.71 野沢中B       49.91
4x100m 阿部 勇希(2) GR 西澤 雅志(3) 上野 俊瑛(2) 伊藤 晴也(2) 飯塚 亮介(2) 桑原 二千夏(3) 西山 星輝(2) 新海 悠貴(3)

原田 恒太朗(2) 磯部 吉延(3) 登内 和也(2) 福澤 亮汰(3) 篠澤 蒼平(2) 山田 匡馬(3) 神谷 宗尭(1) 堀込 碧(2)
宮坂 空(3) 中島 理久(3) 浦野 快生(1) 林 雅斗(1) 塚田 陽樹(2) 髙橋 優太(3) 唐澤 秀作(2) 坪井 康生(1)
門脇 大(3) 工藤 利季(2) 荻原 凌我(2) 庄田 裕樹(3) 篠澤 啓輔(2) 油科 恭祐(2) 仲村渠 海都(2) 山口 大貴(1)

08/09 豊科北中     2,08.17 野沢中A     2,09.35 茅野北部中A     2,10.03 箕輪中A     2,15.86 赤穂中A     2,17.49 鉢盛中     2,18.40 塩尻広陵中B     2,19.83 長野東部中A     2,20.84
100m+200m+300m 白澤 稜馬(1) 西澤 雅志(3) 阿部 勇希(2) 上野 俊瑛(2) 宮下 日向(1) 有村 尋仁(1) 太田 佳輝(1) 丸山 静也(2)

篠原 翔(2) 中島 理久(3) 原田 恒太朗(2) 荻原 凌我(2) 関 雄飛(2) 青柳 大夢(2) 堀田 雅司(3) 岩瀬 巧巳(2)
寺島 希羽(2) 磯部 吉延(3) 小松 翔(3) 浦野 快生(1) 熊谷 康成(3) 中村 太郎(2) 横矢 明大(2) 高津 直紀(2)
福岡 歩武(3) 堀込 碧(2) 宮坂 空(3) 登内 和也(2) 酒井 和馬(3) 粟津原 奨太(2) 松崎 咲人(3) 畔上 亮哉(2)

08/09 塩尻広陵中     9,04.35 戸倉上山田中A    9,22.14 赤穂中B     9,28.42 長野東部中A     9,32.91 長峰中     9,46.25 豊科北中     9,53.44 駒ヶ根東中    10,01.25 赤穂中A    10,05.61
4x800m 堀田 雅司(3) 高橋 響希(2) 宮下 日向(1) 田中 亮丞(2) 黒澤 友哉(2) 坂槇 健汰(3) 島 謙介(1) 伊藤 大志(1)

横矢 明大(2) 塚田 亮介(2) 熊谷 康成(3) 小林 寛太(2) 小松 祥也(3) 松原 功我(2) 宮下 泰智(1) 金田 隼輔(2)
松崎 咲人(3) 寺澤ｱﾝﾄﾞﾘｭｰﾏｺﾄ(3) 椎名 一郎(1) 片桐 悠人(1) 水野 雄斗(3) 望月 脩真(1) 北原 大幹(2) 鎮西 翔(1)
松本 直大(2) 内堀 太一(3) 酒井 和馬(3) 丸山 竜矢(3) 篠原 琉佑(2) 倉科 拓実(1) 池田 陽彦(2) 鈴木 駿平(1)

08/09 鉢盛中A    18,08.39 駒ヶ根東中A    18,25.66 戸倉上山田中A   18,57.84 伊那東部中A    19,10.85 箕輪中A    19,21.09 長野東部中A    19,41.39 野沢中A    19,49.64 箕輪中B    19,50.62
4x1500m 菅沼 直紘(3) 宮脇 祐歩(2) 内堀 太一(3) 原 大貴(2) 南郷 隼人(3) 片桐 悠人(1) 鷹野 光佑(3) 井内 一朗(2)

中村 剛(3) 野村 比呂(3) 塚田 亮介(2) 小池 彪(3) 岡 亮輔(3) 田中 亮丞(2) 木次 航太(3) 久保田 祐梨(2)
上田 桂悟(3) 小林 豪(3) 高橋 響希(2) 大杉 啓(3) 志賀 太樹(3) 小林 寛太(2) 荻原 拓海(2) 柴 尚玖(2)
三島 颯太(3) 白川 大地(3) 寺澤ｱﾝﾄﾞﾘｭｰﾏｺﾄ(3) 春日 雄大郎(2) 鈴木 勇人(3) 丸山 竜矢(3) 築山 祐太(3) 中谷 楓(2)



決勝 8月9日 11:40

県新    (PR )       40.82
県中学新(JR )       43.99
大会新  (GR )       45.64

[ 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 箕輪中A  8015 上野 俊瑛(2)     48.48  1   8 茅野北部中A  7835 阿部 勇希(2)     45.31 

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ｳｴﾉ ｼｭﾝｴｲ ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 大会新
 8030 登内 和也(2)  7833 原田 恒太朗(2)

ﾄﾉｳﾁ ｶｽﾞﾔ ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ
 7997 浦野 快生(1)  7819 宮坂 空(3)

ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ ﾐﾔｻｶ ｿﾗ
 8016 荻原 凌我(2)  7821 門脇 大(3)

ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ ｶﾄﾞﾜｷ ﾋﾛ
 2   2 箕輪中B  8032 西山 星輝(2)     49.71  2   4 駒ヶ根東中A  8261 伊藤 晴也(2)     48.49 

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳｷ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼ ｲﾄｳ ﾊﾙﾔ
 7996 神谷 宗尭(1)  8256 福澤 亮汰(3)

ｶﾐﾔ ﾋﾛﾄ ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ
 8017 唐澤 秀作(2)  8273 林 雅斗(1)

ｶﾗｻﾜ ｼｭｳｻｸ ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ
 8029 仲村渠 海都(2)  8254 庄田 裕樹(3)

ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ｶｲﾄ ｼｮｳﾀﾞ ﾕｳｷ
 3   4 箕輪中C  7992 浦野 亜武(1)     51.92  3   3 栄中B  5285 藤木 智広(1)     53.01 

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ｳﾗﾉ ｱﾑ ｻｶｴﾁｭｳ ﾌｼﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ
 8018 原 竜己(2)  5275 藤木 文弥(2)

ﾊﾗ ﾘｭｳｷ ﾌｼﾞｷ ﾌﾐﾔ
 8031 丸山 怜治(2)  5286 藤木 真魅(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾚｲｼﾞ ﾌｼﾞｷ ﾏｻﾐ
 8025 向山 星来(2)  5274 中澤 惇哉(2)

ﾑｶｲﾔﾏ ｾｲﾗｲ ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ
 4   3 信濃中  5235 柳澤 啓斗(3)     53.69  4   7 鉢盛中  7437 山本 海斗(1)     54.77 

ｼﾅﾉﾁｭｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾄ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾄ
 5229 原山 翔(1)  7439 齊藤 奏人(1)

ﾊﾗﾔﾏ ｼｮｳ ｻｲﾄｳ ｶﾅﾄ
 5247 原山 泰成(2)  7438 有村 尋仁(1)

ﾊﾗﾔﾏ ﾀｲｾｲ ｱﾘﾑﾗ ﾋﾛﾄ
 5234 竹田 昌史(3)  7440 吉田 譲(1)

ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｼ ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｮｳ
 5   7 赤穂中B  8244 吉川 晴元(1)     54.18  5   2 飯綱中  5205 角田 啓太(1)     57.10 

ｱｶﾎﾁｭｳ ｷｯｶﾜ ﾊﾙﾓﾄ ｲｲﾂﾞﾅﾁｭｳ ｶﾄﾞﾀ ｹｲﾀ
 8235 飯島 悠斗(1)  5204 上田 平(1)

ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾄ
 8241 山田 海斗(1)  5203 ﾋｭｰｽﾞ玲(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ ﾋｭｰｽﾞ ﾚｲ
 8240 鎌倉 柚大(1)  5201 北村 朋也(2)

ｶﾏｸﾗ ﾕｳﾀ ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓﾔ
 6   6 赤穂中A  8238 松井 秀真(1)     54.55  6   6 永明中B  9019 小松 琉聖(2)     57.69 

ｱｶﾎﾁｭｳ ﾏﾂｲ ｼｭｳﾏ ｴｲﾒｲﾁｭｳ ｺﾏﾂ ﾘｭｳｾｲ
 8245 佐野 修一郎(1)  9021 町田 恭佑(2)

ｻﾉ ｼｭｳｲﾁﾛｳ ﾏﾁﾀﾞ ｷｮｳｽｹ
 8239 澤口 乃惟(1)  9022 田村 紘一(1)

ｻﾜｸﾞﾁ ﾉｲ ﾀﾑﾗ ｺｳｲﾁ
 8237 新谷 佳汰(1)  9020 竹村 直紀(2)

ｼﾝﾔ ｹｲﾀ ﾀｹﾑﾗ ﾅｵｷ
 7   5 茅野北部中B  7836 小松 隼(2)     54.93   5 長野東部中C

ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ 欠場
 7812 川口 祥延(1)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ
 7824 小口 巧(3)

ｵｸﾞﾁ ﾀｸ
 7820 小林 城(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｮｳ

中学男子

4x100m              

決勝



[ 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   3 栄中A  5264 桑原 二千夏(3)     49.53  1   5 野沢中A  4080 西澤 雅志(3)     46.50 

ｻｶｴﾁｭｳ ｸﾜﾊﾗ ﾆﾁｶ ﾉｻﾞﾜﾁｭｳ ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ
 5272 山田 匡馬(3)  4079 磯部 吉延(3)

ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳﾏ ｲｿﾍﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ
 5268 髙橋 優太(3)  4081 中島 理久(3)

ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｸ
 5279 油科 恭祐(2)  4090 工藤 利季(2)

ﾕｼﾅ ｷｮｳｽｹ ｸﾄﾞｳ ﾄｼｷ
 2   2 豊科北中  6632 篠原 翼(1)     51.42  2   4 浅間中A  4139 飯塚 亮介(2)     48.93 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ｼﾉﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ ｱｻﾏﾁｭｳ ｲｲﾂﾞｶ ﾘｮｳｽｹ
 6638 丸山 拓海(1)  4142 篠澤 蒼平(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ
 6634 橋本 涼(1)  4146 塚田 陽樹(2)

ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙｷ
 6639 丸山 直樹(1)  4143 篠澤 啓輔(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵｷ ｻｻｻﾞﾜ ｹｲｽｹ
 3   4 永明中A  9013 笠原 智哉(2)     52.05  3   7 野沢中B  4078 新海 悠貴(3)     49.91 

ｴｲﾒｲﾁｭｳ ｶｻﾊﾗ ﾄﾓﾔ ﾉｻﾞﾜﾁｭｳ ｼﾝｶﾞｲ ﾊﾙｷ
 9014 三石 剛(2)  4088 堀込 碧(2)

ﾐﾂｲｼ ｺﾞｳ ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ
 9016 青木 悠(2)  4093 坪井 康生(1)

ｱｵｷ ﾕｳ ﾂﾎﾞｲ ｺｳｾｲ
 9017 大淵 翔也(2)  4095 山口 大貴(1)

ｵｵﾌﾞﾁ ｼｮｳﾔ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ
 4   7 浅間中B  4151 浅沼 都夫(1)     52.17  4   2 塩尻広陵中  6485 中根 颯亮(2)     51.60 

ｱｻﾏﾁｭｳ ｱｻﾇﾏ ｸﾆｵ ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ
 4154 原 惇也(1)  6484 山本ｼﾞｮﾝｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ(2)

ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｮﾝ ｶﾞﾌﾞﾘｴ
 4141 神津 宏尚(2)  6487 金森 大晴(2)

ｺｳﾂﾞ ﾋﾛﾀｶ ｶﾅﾓﾘ ﾀｲｾｲ
 4148 松﨑 悠弥(2)  6490 松本 直大(2)

ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾔ ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ
 5   5 長野東部中B  5473 吉田 純(1)     53.08  5   6 長野東部中A  5506 丸山 静也(2)     52.00 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾏﾙﾔﾏ ｼｽﾞﾔ
 5472 丸山 達己(1)  5500 岩瀬 巧巳(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂｷ ｲﾜｾ ﾀｸﾐ
 5519 髙山 知宏(1)  5503 高津 直紀(2)

ﾀｶﾔﾏ ﾁﾋﾛ ﾀｶﾂ ﾅｵｷ
 5514 小池 亜留斗(1)  5498 畔上 亮哉(2)

ｺｲｹ ｱﾙﾄ ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾘｮｳﾔ
 6   6 駒ヶ根東中B  8274 深谷 朝海(1)     53.32  6   3 辰野中  7974 大森 琉司(2)     52.49 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼ ﾌｶﾔ ｻﾐ ﾀﾂﾉﾁｭｳ ｵｵﾓﾘ ﾘｭｳｼﾞ
 8271 滝澤 海(1)  7978 小澤 将大(2)

ﾀｷｻﾞﾜ ｳﾐ ｵｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ
 8272 竹村 晃多(1)  7976 吉江 光司(2)

ﾀｹﾑﾗ ｺｳﾀ ﾖｼｴ ｺｳｼﾞ
 8250 小澤 拓哉(1)  7973 佐藤 真治(2)

ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾔ ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ

中学男子

4x100m              



   1 茅野北部中A     45.31 大会新 阿部 勇希(2) 原田 恒太朗(2) 宮坂 空(3) 門脇 大(3)   2   1
   2 野沢中A     46.50 西澤 雅志(3) 磯部 吉延(3) 中島 理久(3) 工藤 利季(2)   4   1
   3 箕輪中A     48.48 上野 俊瑛(2) 登内 和也(2) 浦野 快生(1) 荻原 凌我(2)   1   1
   4 駒ヶ根東中A     48.49 伊藤 晴也(2) 福澤 亮汰(3) 林 雅斗(1) 庄田 裕樹(3)   2   2
   5 浅間中A     48.93 飯塚 亮介(2) 篠澤 蒼平(2) 塚田 陽樹(2) 篠澤 啓輔(2)   4   2
   6 栄中A     49.53 桑原 二千夏(3) 山田 匡馬(3) 髙橋 優太(3) 油科 恭祐(2)   3   1
   7 箕輪中B     49.71 西山 星輝(2) 神谷 宗尭(1) 唐澤 秀作(2) 仲村渠 海都(2)   1   2
   8 野沢中B     49.91 新海 悠貴(3) 堀込 碧(2) 坪井 康生(1) 山口 大貴(1)   4   3
   9 豊科北中     51.42 篠原 翼(1) 丸山 拓海(1) 橋本 涼(1) 丸山 直樹(1)   3   2
  10 塩尻広陵中     51.60 中根 颯亮(2) 山本ｼﾞｮﾝｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ金森 大晴(2) 松本 直大(2)   4   4
  11 箕輪中C     51.92 浦野 亜武(1) 原 竜己(2) 丸山 怜治(2) 向山 星来(2)   1   3
  12 長野東部中A     52.00 丸山 静也(2) 岩瀬 巧巳(2) 高津 直紀(2) 畔上 亮哉(2)   4   5
  13 永明中A     52.05 笠原 智哉(2) 三石 剛(2) 青木 悠(2) 大淵 翔也(2)   3   3
  14 浅間中B     52.17 浅沼 都夫(1) 原 惇也(1) 神津 宏尚(2) 松﨑 悠弥(2)   3   4
  15 辰野中     52.49 大森 琉司(2) 小澤 将大(2) 吉江 光司(2) 佐藤 真治(2)   4   6
  16 栄中B     53.01 藤木 智広(1) 藤木 文弥(2) 藤木 真魅(1) 中澤 惇哉(2)   2   3
  17 長野東部中B     53.08 吉田 純(1) 丸山 達己(1) 髙山 知宏(1) 小池 亜留斗(1)   3   5
  18 駒ヶ根東中B     53.32 深谷 朝海(1) 滝澤 海(1) 竹村 晃多(1) 小澤 拓哉(1)   3   6
  19 信濃中     53.69 柳澤 啓斗(3) 原山 翔(1) 原山 泰成(2) 竹田 昌史(3)   1   4
  20 赤穂中B     54.18 吉川 晴元(1) 飯島 悠斗(1) 山田 海斗(1) 鎌倉 柚大(1)   1   5
  21 赤穂中A     54.55 松井 秀真(1) 佐野 修一郎(1) 澤口 乃惟(1) 新谷 佳汰(1)   1   6
  22 鉢盛中     54.77 山本 海斗(1) 齊藤 奏人(1) 有村 尋仁(1) 吉田 譲(1)   2   4
  23 茅野北部中B     54.93 小松 隼(2) 川口 祥延(1) 小口 巧(3) 小林 城(3)   1   7
  24 飯綱中     57.10 角田 啓太(1) 上田 平(1) ﾋｭｰｽﾞ玲(2) 北村 朋也(2)   2   5
  25 永明中B     57.69 小松 琉聖(2) 町田 恭佑(2) 田村 紘一(1) 竹村 直紀(2)   2   6

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4

4x100m              
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

中学男子



決勝 8月9日 15:15

県新    (PR )     1,56.70
大会新  (GR )     1,56.70
県高校新(HR )     1,58.50

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 EASTERS  9004 松下 秀喜   2,05.25 

ｲｰｽﾀｰｽﾞ ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｷ
 9002 古河原 達哉

ｺｶﾞﾊﾗ ﾀﾂﾔ
 9005 白鳥 敦

ｼﾛﾄﾘ ｱﾂｼ
 9006 北原 崇志

ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ
 2   6 上田西高  1915 内村 海斗(1)   2,07.14 

ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ｳﾁﾑﾗ  ｶｲﾄ
 1909 増田 凌(2)

ﾏｽﾀﾞ  ﾘｮｳ
 1910 宮澤 俊太(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ  ｼｭﾝﾀ
 1908 松本 光平(2)

ﾏﾂﾓﾄ  ｺｳﾍｲ
 3   8 岡谷南高  9999 藤森 暖生(1)   2,07.44 

ｵｶﾔﾐﾅﾐｺｳ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙｷ
  225 熊倉 直人(2)

ｸﾏｸﾗ ﾅｵﾄ
  222 藤森 優輝(3)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｷ
  220 宮森 蒼太(3)

ﾐﾔﾓﾘ ｿｳﾀ
 4   1 岩村田高A  1590 山口 智也(2)   2,07.62 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ
 1593 高見沢 草太(2)

ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ
 1589 神田 優人(2)

ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ
 1592 佐塚 一馬(2)

ｻﾂｶ ｶｽﾞﾏ
 5   7 塩尻志学館  1993 渡邊 琢磨(1)   2,08.08 

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ
 1994 福嶋 竜星(1)

ﾌｸｼﾏ ﾘｭｳｾｲ
 1999 中村  智(1)

ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ
 1986 木村 幸太(2)

ｷﾑﾗ ｺｳﾀ
 6   3 屋代高  1440 松本 篤弥(1)   2,13.01 

ﾔｼﾛｺｳ ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂﾔ
 1438 酒井 一真(1)

ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ
 1444 吉本 蒼太朗(1)

ﾖｼﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ
 1437 坂本 敦士(1)

ｻｶﾓﾄ ｱﾂｼ
 7   4 岩村田高B  1591 青山 夏樹(2)   2,22.10 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ｱｵﾔﾏ ﾅﾂｷ
 1597 小野 勝汰(1)

ｵﾉ ｼｮｳﾀ
 1596 田中 太玖斗(1)

ﾀﾅｶ ﾀｸﾄ
 1595 由井 渓友(1)

ﾕｲ ｹｲﾕｳ
 8   2 岡谷工高   255 志村 尚士(1)   2,22.19 

ｵｶﾔｺｳｺｳ ｼﾑﾗ  ﾋｻｼ
  254 水上 健介(1)

ﾐｽﾞｶﾐ  ｹﾝｽｹ
  251 後藤 勇人(2)

ｺﾞﾄｳ  ﾊﾔﾄ
  253 大滝 一輝(1)

ｵｵﾀｷ  ｶｽﾞｷ

男子

100m+200m+300m+400m 

決勝



決勝 8月9日 14:40

県新    (PR )     1,56.70
県中学新(JR )     2,02.93
大会新  (GR )     2,05.70

[ 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   6 赤穂中A  8231 宮下 日向(1)   2,17.49  1   7 茅野北部中A  7835 阿部 勇希(2)   2,10.03 

ｱｶﾎﾁｭｳ ﾐﾔｼﾀ ﾋｭｳｶﾞ ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ｱﾍﾞ ﾕｳｷ
 8232 関 雄飛(2)  7833 原田 恒太朗(2)

ｾｷ ﾕｳﾋ ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ
 8227 熊谷 康成(3)  7825 小松 翔(3)

ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｾｲ ｺﾏﾂ ｶｹﾙ
 8228 酒井 和馬(3)  7819 宮坂 空(3)

ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ ﾐﾔｻｶ ｿﾗ
 2   4 長峰中  7859 小林 尚矢(2)   2,23.11  2   3 箕輪中A  8015 上野 俊瑛(2)   2,15.86 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ ﾐﾉﾜﾁｭｳ ｳｴﾉ ｼｭﾝｴｲ
 7855 地濃 郁人(2)  8016 荻原 凌我(2)

ﾁﾉｳ ｲｸﾄ ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ
 7854 篠原 琉佑(2)  7997 浦野 快生(1)

ｼﾉﾊﾗ ﾘｭｳｽｹ ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ
 7856 立石 幸祐(2)  8030 登内 和也(2)

ﾀﾃｲｼ ｺｳｽｹ ﾄﾉｳﾁ ｶｽﾞﾔ
 3   3 浅間中B  4144 関口 謙太(2)   2,23.86  3   6 箕輪中B  8032 西山 星輝(2)   2,23.74 

ｱｻﾏﾁｭｳ ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝﾀ ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳｷ
 4151 浅沼 都夫(1)  7996 神谷 宗尭(1)

ｱｻﾇﾏ ｸﾆｵ ｶﾐﾔ ﾋﾛﾄ
 4148 松﨑 悠弥(2)  8029 仲村渠 海都(2)

ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾔ ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ｶｲﾄ
 4139 飯塚 亮介(2)  8017 唐澤 秀作(2)

ｲｲﾂﾞｶ ﾘｮｳｽｹ ｶﾗｻﾜ ｼｭｳｻｸ
 4   7 赤穂中B  8238 松井 秀真(1)   2,27.63  4   5 長野東部B  5473 吉田 純(1)   2,30.22 

ｱｶﾎﾁｭｳ ﾏﾂｲ ｼｭｳﾏ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝ
 8241 山田 海斗(1)  5472 丸山 達己(1)

ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂｷ
 8235 飯島 悠斗(1)  5514 小池 亜留斗(1)

ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾄ ｺｲｹ ｱﾙﾄ
 8246 椎名 一郎(1)  5519 髙山 知宏(1)

ｼｲﾅ ｲﾁﾛｳ ﾀｶﾔﾏ ﾁﾋﾛ
 5   5 箕輪中C  7992 浦野 亜武(1)   2,34.64  5   2 茅野北部中B  7820 小林 城(3)   2,32.48 

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ｳﾗﾉ ｱﾑ ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｮｳ
 8031 丸山 怜治(2)  7824 小口 巧(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾚｲｼﾞ ｵｸﾞﾁ ﾀｸ
 8025 向山 星来(2)  7836 小松 隼(2)

ﾑｶｲﾔﾏ ｾｲﾗｲ ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ
 8018 原 竜己(2)  7832 嶋本 和磨(2)

ﾊﾗ ﾘｭｳｷ ｼﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾏ
 6   2 長峰中(B)  7862 北原 航生(1)   2,43.62  6   4 飯綱中  5206 藤井 勇気(1)   2,40.33 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳB ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ ｲｲﾂﾞﾅﾁｭｳ ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ
 7865 伊藤 浩樹(1)  5205 角田 啓太(1)

ｲﾄｳ ﾋﾛｷ ｶﾄﾞﾀ ｹｲﾀ
 7864 小山 宗一朗(1)  5203 ﾋｭｰｽﾞ玲(2)

ｺﾔﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾋｭｰｽﾞ ﾚｲ
 7853 田中 耀介(2)  5201 北村 朋也(2)

ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓﾔ
  8 長野東部中C

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ 欠場

中学男子

100m+200m+300m+400  

決勝



[ 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 塩尻広陵中B  6492 太田 佳輝(1)   2,19.83  1   4 豊科北中  6637 白澤 稜馬(1)   2,08.17 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｵｵﾀ ﾖｼｷ ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ
 6470 堀田 雅司(3)  6651 篠原 翔(2)

ﾎｯﾀ ﾏｻｼ ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ
 6491 横矢 明大(2)  6652 寺島 希羽(2)

ﾖｺﾔ ｱｷﾋﾛ ﾃﾗｼﾏ ｷｮｳ
 6474 松崎 咲人(3)  6641 福岡 歩武(3)

ﾏﾂｻﾞｷ ｻｷﾄ ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ
 2   2 長野東部中A  5506 丸山 静也(2)   2,20.84  2   5 野沢中A  4080 西澤 雅志(3)   2,09.35 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾏﾙﾔﾏ ｼｽﾞﾔ ﾉｻﾞﾜﾁｭｳ ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ
 5500 岩瀬 巧巳(2)  4081 中島 理久(3)

ｲﾜｾ ﾀｸﾐ ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｸ
 5503 高津 直紀(2)  4079 磯部 吉延(3)

ﾀｶﾂ ﾅｵｷ ｲｿﾍﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ
 5498 畔上 亮哉(2)  4088 堀込 碧(2)

ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾘｮｳﾔ ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ
 3   6 浅間中A  4145 田澤 友希(2)   2,22.55  3   7 鉢盛中  7438 有村 尋仁(1)   2,18.40 

ｱｻﾏﾁｭｳ ﾀｻﾞﾜ ﾕｳｷ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｱﾘﾑﾗ ﾋﾛﾄ
 4154 原 惇也(1)  7433 青柳 大夢(2)

ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ ｱｵﾔｷﾞ ﾀﾞｲﾑ
 4141 神津 宏尚(2)  7431 中村 太郎(2)

ｺｳﾂﾞ ﾋﾛﾀｶ ﾅｶﾑﾗ ﾀﾛｳ
 4146 塚田 陽樹(2)  7434 粟津原 奨太(2)

ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙｷ ｱﾜﾂﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ
 4   3 野沢中C  4091 飯島 大陽(1)   2,25.25  4   6 塩尻広陵中A  6484 山本ｼﾞｮﾝｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ(2)  2,22.27 

ﾉｻﾞﾜﾁｭｳ ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｮﾝ ｶﾞﾌﾞﾘｴ
 4095 山口 大貴(1)  6487 金森 大晴(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ ｶﾅﾓﾘ ﾀｲｾｲ
 4085 荻原 拓海(2)  6485 中根 颯亮(2)

ｵｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾐ ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ
 4076 鷹野 光佑(3)  6490 松本 直大(2)

ﾀｶﾉ ｺｳｽｹ ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ
  5 駒ヶ根東中B  5   3 野沢中B  4078 新海 悠貴(3)   2,23.52 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼ 欠場 ﾉｻﾞﾜﾁｭｳ ｼﾝｶﾞｲ ﾊﾙｷ
 4087 藤巻 昌也(2)

ﾌｼﾞﾏｷ ﾏｻﾔ
 4090 工藤 利季(2)

ｸﾄﾞｳ ﾄｼｷ
 4083 築山 祐太(3)

ﾂｷﾔﾏ ﾕｳﾀ
  7 野沢中D  6   2 駒ヶ根東中A  8261 伊藤 晴也(2)   2,34.96 

ﾉｻﾞﾜﾁｭｳ 欠場 ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼ ｲﾄｳ ﾊﾙﾔ
 8265 樋屋 啓太(2)

ﾋｵｸ ｹｲﾀ
 8263 林 尋武(2)

ﾊﾔｼ ﾋﾛﾑ
 8262 井ノ口 天優(2)

ｲﾉｸﾁ ﾃﾝﾕｳ

   1 豊科北中   2,08.17 白澤 稜馬(1) 篠原 翔(2) 寺島 希羽(2) 福岡 歩武(3)   4   1
   2 野沢中A   2,09.35 西澤 雅志(3) 中島 理久(3) 磯部 吉延(3) 堀込 碧(2)   4   2
   3 茅野北部中A   2,10.03 阿部 勇希(2) 原田 恒太朗(2) 小松 翔(3) 宮坂 空(3)   2   1
   4 箕輪中A   2,15.86 上野 俊瑛(2) 荻原 凌我(2) 浦野 快生(1) 登内 和也(2)   2   2
   5 赤穂中A   2,17.49 宮下 日向(1) 関 雄飛(2) 熊谷 康成(3) 酒井 和馬(3)   1   1
   6 鉢盛中   2,18.40 有村 尋仁(1) 青柳 大夢(2) 中村 太郎(2) 粟津原 奨太(2)   4   3
   7 塩尻広陵中B   2,19.83 太田 佳輝(1) 堀田 雅司(3) 横矢 明大(2) 松崎 咲人(3)   3   1
   8 長野東部中A   2,20.84 丸山 静也(2) 岩瀬 巧巳(2) 高津 直紀(2) 畔上 亮哉(2)   3   2
   9 塩尻広陵中A   2,22.27 山本ｼﾞｮﾝｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ金森 大晴(2) 中根 颯亮(2) 松本 直大(2)   4   4
  10 浅間中A   2,22.55 田澤 友希(2) 原 惇也(1) 神津 宏尚(2) 塚田 陽樹(2)   3   3
  11 長峰中   2,23.11 小林 尚矢(2) 地濃 郁人(2) 篠原 琉佑(2) 立石 幸祐(2)   1   2
  12 野沢中B   2,23.52 新海 悠貴(3) 藤巻 昌也(2) 工藤 利季(2) 築山 祐太(3)   4   5
  13 箕輪中B   2,23.74 西山 星輝(2) 神谷 宗尭(1) 仲村渠 海都(2) 唐澤 秀作(2)   2   3
  14 浅間中B   2,23.86 関口 謙太(2) 浅沼 都夫(1) 松﨑 悠弥(2) 飯塚 亮介(2)   1   3
  15 野沢中C   2,25.25 飯島 大陽(1) 山口 大貴(1) 荻原 拓海(2) 鷹野 光佑(3)   3   4
  16 赤穂中B   2,27.63 松井 秀真(1) 山田 海斗(1) 飯島 悠斗(1) 椎名 一郎(1)   1   4
  17 長野東部B   2,30.22 吉田 純(1) 丸山 達己(1) 小池 亜留斗(1) 髙山 知宏(1)   2   4
  18 茅野北部中B   2,32.48 小林 城(3) 小口 巧(3) 小松 隼(2) 嶋本 和磨(2)   2   5
  19 箕輪中C   2,34.64 浦野 亜武(1) 丸山 怜治(2) 向山 星来(2) 原 竜己(2)   1   5
  20 駒ヶ根東中A   2,34.96 伊藤 晴也(2) 樋屋 啓太(2) 林 尋武(2) 井ノ口 天優(2)   4   6
  21 飯綱中   2,40.33 藤井 勇気(1) 角田 啓太(1) ﾋｭｰｽﾞ玲(2) 北村 朋也(2)   2   6
  22 長峰中(B)   2,43.62 北原 航生(1) 伊藤 浩樹(1) 小山 宗一朗(1) 田中 耀介(2)   1   6

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4

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

中学男子

100m+200m+300m+400  



決勝 8月9日 13:20

県新    (PR )     8,03.64
大会新  (GR )     8,03.64
県高校新(HR )     8,03.34

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 EASTERS  9002 古河原 達哉   8,22.70 

ｲｰｽﾀｰｽﾞ ｺｶﾞﾊﾗ ﾀﾂﾔ
 9000 蟹澤 恭吾

ｶﾆｻﾜ ｷｮｳｺﾞ
 9005 白鳥 敦

ｼﾛﾄﾘ ｱﾂｼ
 9006 北原 崇志

ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ
 2   5 上田西高A  2786 児玉 天晴(2)   8,38.54 

ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ｺﾀﾞﾏ ﾃﾝｾｲ
 1906 甘利 大祐(1)

ｱﾏﾘ  ﾀﾞｲｽｹ
 2788 掛川 萌也(2)

ｶｹｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ
 1911 長谷川 潤(1)

ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ
 3   7 上田高  1766 小平 悟志(2)   8,41.86 

ｳｴﾀﾞｺｳ ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾄｼ
 1780 内田 知樹(2)

ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓｷ
 1779 竹鼻 将生(2)

ﾀｹﾊﾅ ﾏｻｷ
 1778 笠原 渓介(2)

ｶｻﾊﾗ ｹｲｽｹ
 4   2 塩尻志学館  1986 木村 幸太(2)   8,49.65 

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ ｷﾑﾗ ｺｳﾀ
 1990 小林  隼(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ
 1997 渡部 翔太(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ
 2000 中島 志伸(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾉﾌﾞ
 5   6 上田西高B  2787 北島 翔吾(2)   9,17.31 

ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ｷﾀｼﾞﾏ  ｼｮｳｺﾞ
 1907 笹澤 健司(1)

ｻｻｻﾞﾜ  ｹﾝｼﾞ
 2789 山上 淳(2)

ﾔﾏｶﾞﾐ  ｼﾞｭﾝ
 2790 油井 宏喜(1)

ﾕｲ  ｺｳｷ
 6   3 屋代高  1444 吉本 蒼太朗(1)   9,27.70 

ﾔｼﾛｺｳ ﾖｼﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ
 1438 酒井 一真(1)

ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ
 1440 松本 篤弥(1)

ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂﾔ
 1437 坂本 敦士(1)

ｻｶﾓﾄ ｱﾂｼ

男子

4x800m              

決勝



決勝 8月9日 12:40

県新    (PR )     8,03.64
県中学新(JR )     8,39.26
大会新  (GR )     8,45.55

[ 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 赤穂中B  8231 宮下 日向(1)   9,28.42  1   6 塩尻広陵中  6470 堀田 雅司(3)   9,04.35 

ｱｶﾎﾁｭｳ ﾐﾔｼﾀ ﾋｭｳｶﾞ ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾎｯﾀ ﾏｻｼ
 8227 熊谷 康成(3)  6491 横矢 明大(2)

ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｾｲ ﾖｺﾔ ｱｷﾋﾛ
 8246 椎名 一郎(1)  6474 松崎 咲人(3)

ｼｲﾅ ｲﾁﾛｳ ﾏﾂｻﾞｷ ｻｷﾄ
 8228 酒井 和馬(3)  6490 松本 直大(2)

ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ
 2   2 駒ヶ根東中  8251 島 謙介(1)  10,01.25  2   5 戸倉上山田中A  4760 高橋 響希(2)   9,22.14 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼ ｼﾏ ｹﾝｽｹ ﾄｸﾞﾗｶﾐﾔﾏﾀﾞﾁｭｳ ﾀｶﾊｼ ﾋﾋﾞｷ
 8279 宮下 泰智(1)  4761 塚田 亮介(2)

ﾐﾔｼﾀ ﾔｽﾄﾓ ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ
 8267 北原 大幹(2)  4754 寺澤ｱﾝﾄﾞﾘｭｰﾏｺﾄ(3)

ｷﾀﾊﾗ ﾀﾞｲｷ ﾃﾗｻﾜ ｱﾝﾄﾞﾁｭｳﾏｺﾄ
 8260 池田 陽彦(2)  4753 内堀 太一(3)

ｲｹﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｲﾁ
 3   8 赤穂中A  8242 伊藤 大志(1)  10,05.61  3   3 長野東部中A  5505 田中 亮丞(2)   9,32.91 

ｱｶﾎﾁｭｳ ｲﾄｳ ﾀｲｼ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ
 8233 金田 隼輔(2)  5502 小林 寛太(2)

ｶﾅﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ
 8236 鎮西 翔(1)  5511 片桐 悠人(1)

ﾁﾝｾﾞｲ ｶｹﾙ ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾄ
 8243 鈴木 駿平(1)  5494 丸山 竜矢(3)

ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ
 4   7 長野東部中C  5515 小林 智輝(1)  10,05.92  4   7 長峰中  7857 黒澤 友哉(2)   9,46.25 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ｸﾛｻﾜ ﾄﾓﾔ
 5517 佐藤 晃太(1)  7849 小松 祥也(3)

ｻﾄｳ ｺｳﾀ ｺﾏﾂ ｼｮｳﾔ
 5474 若林 千真(1)  7850 水野 雄斗(3)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾄ
 5504 竹内 柊也(2)  7854 篠原 琉佑(2)

ﾀｹｳﾁ ｼｭｳﾔ ｼﾉﾊﾗ ﾘｭｳｽｹ
 5   5 戸倉上山田中B  4765 依田 健汰(1)  10,27.33  5   2 豊科北中  6640 坂槇 健汰(3)   9,53.44 

ﾄｸﾞﾗｶﾐﾔﾏﾀﾞﾁｭｳ ﾖﾀﾞ ｹﾝﾀ ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ｻｶﾏｷ ｹﾝﾀ
 4766 中村 春稀(1)  6650 松原 功我(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｶﾞ
 4768 小板橋 恭征(1)  6633 望月 脩真(1)

ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾀｶﾕｷ ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｭｳﾏ
 4770 古旗 朝輝(1)  6631 倉科 拓実(1)

ﾌﾙﾊﾀ ﾄﾓｷ ｸﾗｼﾅ ﾀｸﾐ
 6   6 浅間中  4145 田澤 友希(2)  10,35.35  6   8 永明中  9010 鷹左右 侑生(2)  10,44.51 

ｱｻﾏﾁｭｳ ﾀｻﾞﾜ ﾕｳｷ ｴｲﾒｲﾁｭｳ ﾀｶｿｳ ﾕｳｷ
 4151 浅沼 都夫(1)  9008 折井 優樹(2)

ｱｻﾇﾏ ｸﾆｵ ｵﾘｲ ﾕｳｷ
 4144 関口 謙太(2)  9012 矢崎 智大(1)

ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝﾀ ﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ
 4143 篠澤 啓輔(2)  9011 二見 優輝(1)

ｻｻｻﾞﾜ ｹｲｽｹ ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ
  4 長野東部中B  7   4 赤穂中C  8237 新谷 佳汰(1)  11,03.12 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ 欠場 ｱｶﾎﾁｭｳ ｼﾝﾔ ｹｲﾀ
 8245 佐野 修一郎(1)

ｻﾉ ｼｭｳｲﾁﾛｳ
 8232 関 雄飛(2)

ｾｷ ﾕｳﾋ
 8230 宮下 正直(2)

ﾐﾔｼﾀ ﾏｻﾅｵ

   1 塩尻広陵中   9,04.35 堀田 雅司(3) 横矢 明大(2) 松崎 咲人(3) 松本 直大(2)   2   1
   2 戸倉上山田中A   9,22.14 高橋 響希(2) 塚田 亮介(2) 寺澤ｱﾝﾄﾞﾘｭｰﾏｺﾄ 内堀 太一(3)   2   2
   3 赤穂中B   9,28.42 宮下 日向(1) 熊谷 康成(3) 椎名 一郎(1) 酒井 和馬(3)   1   1
   4 長野東部中A   9,32.91 田中 亮丞(2) 小林 寛太(2) 片桐 悠人(1) 丸山 竜矢(3)   2   3
   5 長峰中   9,46.25 黒澤 友哉(2) 小松 祥也(3) 水野 雄斗(3) 篠原 琉佑(2)   2   4
   6 豊科北中   9,53.44 坂槇 健汰(3) 松原 功我(2) 望月 脩真(1) 倉科 拓実(1)   2   5
   7 駒ヶ根東中  10,01.25 島 謙介(1) 宮下 泰智(1) 北原 大幹(2) 池田 陽彦(2)   1   2
   8 赤穂中A  10,05.61 伊藤 大志(1) 金田 隼輔(2) 鎮西 翔(1) 鈴木 駿平(1)   1   3
   9 長野東部中C  10,05.92 小林 智輝(1) 佐藤 晃太(1) 若林 千真(1) 竹内 柊也(2)   1   4
  10 戸倉上山田中B  10,27.33 依田 健汰(1) 中村 春稀(1) 小板橋 恭征(1) 古旗 朝輝(1)   1   5
  11 浅間中  10,35.35 田澤 友希(2) 浅沼 都夫(1) 関口 謙太(2) 篠澤 啓輔(2)   1   6
  12 永明中  10,44.51 鷹左右 侑生(2) 折井 優樹(2) 矢崎 智大(1) 二見 優輝(1)   2   6
  13 赤穂中C  11,03.12 新谷 佳汰(1) 佐野 修一郎(1) 関 雄飛(2) 宮下 正直(2)   2   7

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

中学男子

4x800m              

決勝

タイムレース



決勝 8月9日 10:50

県新    (PR )    16,28.15
大会新  (GR )    16,50.90
県高校新(HR )    16,28.15

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 上田西高A  1911 長谷川 潤(1)  17,26.70 

ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ
 1906 甘利 大祐(1)

ｱﾏﾘ  ﾀﾞｲｽｹ
 1907 笹澤 健司(1)

ｻｻｻﾞﾜ  ｹﾝｼﾞ
 2786 児玉 天晴(2)

ｺﾀﾞﾏ ﾃﾝｾｲ
 2   1 上田西高B  2788 掛川 萌也(2)  18,22.37 

ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ｶｹｶﾞﾜ  ﾄﾓﾔ
 2787 北島 翔吾(2)

ｷﾀｼﾞﾏ  ｼｮｳｺﾞ
 2789 山上 淳(2)

ﾔﾏｶﾞﾐ  ｼﾞｭﾝ
 2790 油井 宏喜(1)

ﾕｲ  ｺｳｷ
 3   2 諏訪清陵高   102 血脇 悠斗(1)  18,48.67 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ﾁﾜｷ ﾕｳﾄ
  103 中村 駿吾(1)

ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ
  130 原 賢人(1)

ﾊﾗ ｹﾝﾄ
  101 關 凱人(1)

ｾｷ ｶｲﾄ
 4   4 塩尻志学館  1998 赤堀  歩(2)  18,53.68 

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ ｱｶﾎﾘ ｱﾕﾐ
 1987 木村 祐太(2)

ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ
 1996 百瀬 賢一(2)

ﾓﾓｾ ｹﾝｲﾁ
 1995 宮阪 絋平(2)

ﾐﾔｻｶ ｺｳﾍｲ

男子

4x1500m             

決勝



決勝 8月9日  9:50

県新    (PR )    16,28.15
県中学新(JR )    17,37.14
大会新  (GR )    17,51.87

[ 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 駒ヶ根東中A  8269 宮脇 祐歩(2)  18,25.66  1   4 鉢盛中A  7429 菅沼 直紘(3)  18,08.39 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼ ﾐﾔﾜｷ ﾕｳﾎ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｽｶﾞﾇﾏ ﾅｵﾋﾛ
 8255 野村 比呂(3)  7427 中村 剛(3)

ﾉﾑﾗ ﾋﾛ ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ
 8253 小林 豪(3)  7426 上田 桂悟(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ ｳｴﾀﾞ ｹｲｺﾞ
 8259 白川 大地(3)  7428 三島 颯太(3)

ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ ﾐｼﾏ ｿｳﾀ
 2   6 戸倉上山田中A  4753 内堀 太一(3)  18,57.84  2   5 箕輪中A  8003 南郷 隼人(3)  19,21.09 

ﾄｸﾞﾗｶﾐﾔﾏﾀﾞﾁｭｳ ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｲﾁ ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾅﾝｺﾞｳ ﾊﾔﾄ
 4761 塚田 亮介(2)  8013 岡 亮輔(3)

ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ ｵｶ ﾘｮｳｽｹ
 4760 高橋 響希(2)  8002 志賀 太樹(3)

ﾀｶﾊｼ ﾋﾋﾞｷ ｼｶﾞ ﾀｲｷ
 4754 寺澤ｱﾝﾄﾞﾘｭｰﾏｺﾄ(3)  8005 鈴木 勇人(3)

ﾃﾗｻﾜ ｱﾝﾄﾞﾁｭｳﾏｺﾄ ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ
 3   5 伊那東部中A  8124 原 大貴(2)  19,10.85  3   8 塩尻広陵中A  6491 横矢 明大(2)  20,01.86 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾖｺﾔ ｱｷﾋﾛ
 8107 小池 彪(3)  6492 太田 佳輝(1)

ｺｲｹ ｱｷﾗ ｵｵﾀ ﾖｼｷ
 8110 大杉 啓(3)  6470 堀田 雅司(3)

ｵｵｽｷﾞ ﾋﾛﾑ ﾎｯﾀ ﾏｻｼ
 8114 春日 雄大郎(2)  6474 松崎 咲人(3)

ｶｽｶﾞ ﾕｳﾀﾛｳ ﾏﾂｻﾞｷ ｻｷﾄ
 4   4 長野東部中A  5511 片桐 悠人(1)  19,41.39  4   2 飯綱中  5197 小林 怜生(3)  20,29.37 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾄ ｲｲﾂﾞﾅﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵ
 5505 田中 亮丞(2)  5204 上田 平(1)

ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ
 5502 小林 寛太(2)  5206 藤井 勇気(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ
 5494 丸山 竜矢(3)  5198 渋沢 郁未(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ ｼﾌﾞｻﾜ ｲｸﾐ
 5   7 野沢中A  4076 鷹野 光佑(3)  19,49.64  5   3 鉢盛中B  7430 川上 烈生(2)  20,38.82 

ﾉｻﾞﾜﾁｭｳ ﾀｶﾉ ｺｳｽｹ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｶﾜｶﾐ ﾚｵ
 4077 木次 航太(3)  7432 村上 裕雅(2)

ｷﾂｷﾞ ｺｳﾀ ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｶﾞ
 4085 荻原 拓海(2)  7440 吉田 譲(1)

ｵｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾐ ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｮｳ
 4083 築山 祐太(3)  7435 北山 虎太郎(2)

ﾂｷﾔﾏ ﾕｳﾀ ｷﾀﾔﾏ ｺﾀﾛｳ
 6  10 箕輪中B  8014 井内 一朗(2)  19,50.62  6  10 長野東部中B  5489 清水 翔太(3)  21,09.97 

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ｲｳﾁ ｲﾁﾛｳ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ
 8022 久保田 祐梨(2)  5515 小林 智輝(1)

ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾘ ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ
 8028 柴 尚玖(2)  5517 佐藤 晃太(1)

ｼﾊﾞ ﾅｵﾋｻ ｻﾄｳ ｺｳﾀ
 8021 中谷 楓(2)  5474 若林 千真(1)

ﾅｶﾔ ｶｴﾃﾞ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ
 7   3 戸倉上山田中B  4764 松本 啓吾(1)  20,21.30  7   1 駒ヶ根東中C  8251 島 謙介(1)  21,33.37 

ﾄｸﾞﾗｶﾐﾔﾏﾀﾞﾁｭｳ ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｺﾞ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼ ｼﾏ ｹﾝｽｹ
 4770 古旗 朝輝(1)  8278 滝沢 朋季(1)

ﾌﾙﾊﾀ ﾄﾓｷ ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓｷ
 4767 山岸 洸(1)  8277 小出 大地(1)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾋｶﾙ ｺｲﾃﾞ ﾀﾞｲﾁ
 4763 真柳 則希(1)  8275 安藤 雅陽(1)

ﾏﾔﾅｷﾞ ﾝﾘｷ ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾊﾙ
 8   1 辰野中  7973 佐藤 真治(2)  21,57.29  8   9 信濃中  5245 吉田 春城(2)  21,44.75 

ﾀﾂﾉﾁｭｳ ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ ｼﾅﾉﾁｭｳ ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ
 7981 瀨戸 優孝(1)  5228 大澤 隼斗(1)

ｾﾄ ﾕﾀｶ ｵｵｻﾜ ﾊﾔﾄ
 7982 渡辺 圭尚(1)  5246 大澤 晃己(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｼｮｳ ｵｵｻﾜ ｺｳｷ
 7960 北林 拓真(3)  5211 狩野 竜(1)

ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ ｶﾉｳ ﾘｮｳ
 9   9 箕輪中C  7990 岩波 響介(1)  22,09.43  9   6 伊那東部中B  8133 鷲見 隼翔(1)  22,17.88 

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ｲﾜﾅﾐ ｷｮｳｽｹ ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｽﾐ ﾊﾔﾄ
 8024 風間 悠矢(2)  8118 清水 祐来(2)

ｶｻﾞﾏ ﾕｳﾔ ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾗ
 7999 丸山 卓治(1)  8137 牧島 駿太(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｼﾞ ﾏｷｼﾏ ｼｭﾝﾀ
 8019 丸田 翔悟(2)  8143 三澤 賢人(1)

ﾏﾙﾀ ｼｮｳｺﾞ ﾐｻﾜ ｹﾝﾄ

中学男子

4x1500m             4x1500m             

決勝決勝決勝



   1 鉢盛中A  18,08.39 菅沼 直紘(3) 中村 剛(3) 上田 桂悟(3) 三島 颯太(3)   2   1
   2 駒ヶ根東中A  18,25.66 宮脇 祐歩(2) 野村 比呂(3) 小林 豪(3) 白川 大地(3)   1   1
   3 戸倉上山田中A  18,57.84 内堀 太一(3) 塚田 亮介(2) 高橋 響希(2) 寺澤ｱﾝﾄﾞﾘｭｰﾏｺﾄ   1   2
   4 伊那東部中A  19,10.85 原 大貴(2) 小池 彪(3) 大杉 啓(3) 春日 雄大郎(2)   1   3
   5 箕輪中A  19,21.09 南郷 隼人(3) 岡 亮輔(3) 志賀 太樹(3) 鈴木 勇人(3)   2   2
   6 長野東部中A  19,41.39 片桐 悠人(1) 田中 亮丞(2) 小林 寛太(2) 丸山 竜矢(3)   1   4
   7 野沢中A  19,49.64 鷹野 光佑(3) 木次 航太(3) 荻原 拓海(2) 築山 祐太(3)   1   5
   8 箕輪中B  19,50.62 井内 一朗(2) 久保田 祐梨(2) 柴 尚玖(2) 中谷 楓(2)   1   6
   9 塩尻広陵中A  20,01.86 横矢 明大(2) 太田 佳輝(1) 堀田 雅司(3) 松崎 咲人(3)   2   3
  10 戸倉上山田中B  20,21.30 松本 啓吾(1) 古旗 朝輝(1) 山岸 洸(1) 真柳 則希(1)   1   7
  11 飯綱中  20,29.37 小林 怜生(3) 上田 平(1) 藤井 勇気(1) 渋沢 郁未(3)   2   4
  12 鉢盛中B  20,38.82 川上 烈生(2) 村上 裕雅(2) 吉田 譲(1) 北山 虎太郎(2)   2   5
  13 長野東部中B  21,09.97 清水 翔太(3) 小林 智輝(1) 佐藤 晃太(1) 若林 千真(1)   2   6
  14 駒ヶ根東中C  21,33.37 島 謙介(1) 滝沢 朋季(1) 小出 大地(1) 安藤 雅陽(1)   2   7
  15 信濃中  21,44.75 吉田 春城(2) 大澤 隼斗(1) 大澤 晃己(2) 狩野 竜(1)   2   8
  16 辰野中  21,57.29 佐藤 真治(2) 瀨戸 優孝(1) 渡辺 圭尚(1) 北林 拓真(3)   1   8
  17 箕輪中C  22,09.43 岩波 響介(1) 風間 悠矢(2) 丸山 卓治(1) 丸田 翔悟(2)   1   9
  18 伊那東部中B  22,17.88 鷲見 隼翔(1) 清水 祐来(2) 牧島 駿太(1) 三澤 賢人(1)   2   9

中学男子中学男子

4x1500m             4x1500m             
タイムレースタイムレースタイムレース
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