
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、特定非営利活動法人茅野市体育協会、
　　　特定非営利活動法人富士見町体育協会、原村体育協会
主管：諏訪陸上競技協会
期日：平成２９年８月６日（日）
場所：茅野市運動公園陸上競技場（競技場コード：173100）
審判長：田中　米人　　記録主任：小沢　哲彦

■この大会で樹立された記録
項目 クラス 種目 氏名 所属 記録 従来の記録
県新 一般女子 4x200m 河田 璃音(1) 市立長野高 1分41秒74 1分42秒87

県高校新 唐澤 花実(1) 1分43秒22
大会新 田村 純菜(1) 1分48秒60

永原 朱夏(2)
県新 一般男子 4ｘ800m 高橋 一輝(2) 長野高専 8分01秒37 8分03秒64

大会新 廣瀬 洸(3) 8分03秒64
小池 勇飛(5)
北原 廉(5)

大会新 中学男子 4ｘ100m 篠原 翼(3) 豊科北中(A) 45秒14 45秒31
丸山 拓海(3)
橋本 涼(3)

白澤 稜馬(3)
大会新 中学男子 100m+200m+ 三瓶 恒心(3) 櫻ヶ岡(A) 2分03秒66 2分05秒7

300m+400m 曽根 康太(2)
加藤 佑弥(3)
井上 広章(3)

大会新 中学男子 100m+200m+ 丸山 直樹(3) 豊科北中(A) 2分04秒20 2分05秒7
300m+400m 橋本 涼(3)

白澤 稜馬(3)
丸山 拓海(3)

県高校新 一般男子 100m+200m+ 宮下 翼(2) 市立長野高 1分56秒57 1分57秒78
大会新 300m+400m 小出 郁弥(3) 1分56秒7

児玉 悠作(2)
池田 翔紀(2)

■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 30.0 59.0 南南西 2.0
10:00 晴れ 30.5 56.0 北北西 0.6
11:00 晴れ 31.5 60.0 南南西 0.8
12:00 晴れ 33.0 50.0 北 1.6
13:00 晴れ 32.0 49.0 南東 0.5
14:00 晴れ

第33回信州リレー競技大会
公　式　記　録

（競技会コード：17170519）



第33回信州リレー競技大会                                                        
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共催：信濃毎日新聞社 (特)茅野市体育協会 (特)富士見町体育                        
後援：茅野市 茅野市教育委員会 諏訪地方教育委員会連絡協議会 長野日報社 茅野市民新

決勝記録一覧表
(GR:大会新,PR:県新) 男  子 【競技場】173100  茅野市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 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
08/06 男子 59_市立長野高    1,56.57 110_長野高専    2,03.33 108_長野工業高    2,03.90 1_Estars     2,07.29

100m+200m+300m 宮下 翼(2) GR 小池 勇飛(5) 原山 泰成(1) 松下 秀喜
小出 郁弥(3) 北原 廉(5) 鈴木 竜也(1) 北原 裕一
児玉 悠作(2) 高橋 一輝(2) 中島 啓貴(1) 白鳥 敦
池田 翔紀(2) 廣瀬 洸(3) 中村 颯人(1) 北原 崇志

08/06 109_長野高専    8,01.37
4x800m 高橋 一輝(2) PR

廣瀬 洸(3)
小池 勇飛(5)
北原 廉(5)

08/06 74_諏訪二葉高   19,10.57
4x1500m 巻淵 勇人(1)

金澤 斗哉(1)
桑野 杏梧(1)
宮澤 薫(1)

08/06 中学男子 130_豊科北中(A)      45.14 142_箕輪中(A)      45.60 131_豊科北中(B)      47.25 120_穂高西(A)      47.36 17_駒ヶ根東中(A      47.37 143_箕輪中(B)      47.40 91_辰野中(A)      47.98 100_長峰中(A)      48.41
4x100m 篠原 翼(3) GR 浦野 亜武(3) 丸山 直樹(3) 矢花 涼平(3) 竹村 晃多(3) 戸田 全飛(2) 大森 翔太(2) 宮坂 仁士(2)

丸山 拓海(3) 古賀 直信(3) 仲田 悠悟(3) 内山 晃輔(3) 深谷 朝海(3) 瀧澤 直希(2) 武田 凌汰(2) 小山 宗一朗(3)
橋本 涼(3) 神谷 宗尭(3) 酒井 幹汰(2) 曽根原 巧真(3) 小澤 拓哉(3) 北原 香音(3) 唐澤 峻(2) 伊藤 浩樹(3)
白澤 稜馬(3) 浦野 快生(3) 望月 脩真(3) 百瀬 陸人(3) 林 雅斗(3) 松田 拓巳(2) 今井 頼人(2) 岩波 克飛(2)

08/06 170_櫻ｹ岡(A)    2,03.66 128_豊科北中(A)    2,04.20 137_堀金中(A) 16_茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ    2,07.73 129_豊科北中(B)    2,11.81 148_箕輪中(A)    2,11.94 58_三陽中(A)    2,15.13 138_堀金中(B)    2,16.25
100m+200m+300m 三瓶 恒心(3) GR 丸山 直樹(3) GR 望月 翼(2) 岡田 遥人(2) 酒井 幹汰(2) 古賀 直信(3) 檜山 壮司郎 猿田 大(2)

曽根 康太(2) 橋本 涼(3) 宮島 隆輔(3) 市川 凌太(2) 仲田 悠悟(3) 神谷 宗尭(3) 小根山 慶汰 落合 華七斗(1)
加藤 佑弥(3) 白澤 稜馬(3) 宮澤 武流(3) 佐野 希汐(3) 篠原 翼(3) 浦野 快生(3) 渡辺 諒征 五十嵐 脩祐(2)
井上 広章(3) 丸山 拓海(3) 中島 淳公(3) 河野 統徳(2) 望月 脩真(3) 浦野 亜武(3) 長谷川 悠 横山 凌大(2)

08/06 154_箕輪中(A)    8,45.79 54_三陽中(A)    9,13.42 94_辰野中     9,15.41 156_箕輪中(B)    9,32.89 21_駒ヶ根東中    9,47.57 123_穂高西(A)    9,55.67 5_永明     9,57.83 81_赤穂中(A)    9,58.15
4x800m 河西 希隆(3) 長谷川 悠 武田 凌汰(2) 岩波 響介(3) 森村 徳一(1) 等々力 亮太(3) 二見 優輝(3) 矢澤 蓮太郎(1)

大場 晴仁(2) 渡辺 諒征 唐澤 峻(2) 中谷 純(2) 福澤 刀耶(2) 等々力 爽太(3) 伊藤 涼平(3) 浅石 晴成(2)
山川 拓馬(2) 石井 大樹 荒井 駿伸(2) 丸山 卓治(3) 菅沼 蒼太(2) 内山 友貴(2) 清水 克暉(1) 長谷部 直大(1)
征矢 快誠(3) 柳澤 太一 瀨戸 優孝(3) 宮澤 夏樹(2) 島 謙介(3) 中村 颯(3) 栁澤 樹 扇田 大雅(2)

08/06 155_箕輪中(A)   18,21.32 56_三陽中(A)   18,59.28 157_箕輪中(B)   19,08.38 22_駒ヶ根東中   19,10.94 83_赤穂中(A)   19,23.34 115_飯綱中    20,48.20 124_穂高西(A)   20,53.97 33_高社中    21,13.39
4x1500m 大場 晴仁(2) 渡辺 諒征 岩波 響介(3) 小出 大地(3) 長谷部 直大(1) 藤井 勇気(3) 百瀬 陸人(3) 浦野 太平(1)

山川 拓馬(2) 長谷川 悠 小林 隼人(1) 島 謙介(3) 扇田 大雅(2) 角田  啓太(3) 等々力 亮太(3) 山﨑 歩夢(2)
征矢 快誠(3) 石井 大樹 丸山 卓治(3) 滝沢 朋季(3) 出澤 周大(2) 藤田 勇樹(3) 等々力 爽太(3) 高野 翔吾(2)
河西 希隆(3) 柳澤 太一 浦野 優至(2) 宮下 泰智(3) 矢澤 蓮太郎(1) 齋藤 蓮(1) 滝沢 弘夢(2) 小玉 唯人(2)

08/06 ｵｰﾌﾟﾝ小学男 171_茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ      54.49 177_軽井沢A&AC      56.38
4x100m 名取 陽(6) 山口 大和(6)

臼井 伶(6) 坂田 涼真(6)
木次 夏雪(6) 大木 咲翔(6)
中村 光(6) 千葉 大輝(6)



決勝 8月6日 11:25

県新(PR)            40.62
県中学新(JR)        43.03
大会新(GR)          45.31

[ 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   4 75_赤穂中(A)   249 池上 竜馬(1)     50.87  1   4 100_長峰中(A)   320 宮坂 仁士(2)     48.41 

ｱｶﾎﾁｭｳA ｲｹｶﾞﾐ ﾘｮｳﾏ ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳA ﾐﾔｻｶ ﾋﾄｼ
  235 林 海斗(2)   315 小山 宗一朗(3)

ﾊﾔｼ ｶｲﾄ ｺﾔﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ
  258 小倉 快心(2)   326 伊藤 浩樹(3)

ｵｸﾞﾗ ｶｲｼﾝ ｲﾄｳ ﾋﾛｷ
  265 久保田 凱斗(1)   321 岩波 克飛(2)

ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ ｲﾜﾅﾐ ｶﾂﾋ
 2   1 102_長峰中(C)   322 笠原 優希(1)     52.02  2   1 66_諏訪西中   217 漆戸 柊哉(1)     51.37 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳC ｶｻﾊﾗ ﾕｳｷ ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ
  299 畔上 亮太(1)   211 松崎 恭一朗(2)

ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾘｮｳﾀ ﾏﾂｻﾞｷ ｷｮｳｲﾁﾛｳ
  309 西山 陸(1)   209 田村 蓮(2)

ﾆｼﾔﾏ ﾘｸ ﾀﾑﾗ ﾚﾝ
  308 増田 光月(1)   218 三輪 浩太郎(2)

ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ ﾐﾜ ｺｳﾀﾛｳ
 3   3 101_長峰中(B)   323 笠原 克希(2)     52.60  3   6 111_長野東部(A)  340 小宮山 蒼(2)     52.25 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳB ｶｻﾊﾗ ｶﾂｷ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞA ｺﾐﾔﾏ ｿｳ
  317 今泉 尊(2)   343 伊藤 匠未(2)

ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀｹﾙ ｲﾄｳ ﾀｸﾐ
  303 藤森 匠平(2)   342 菊川 丈仁(2)

ﾌｼﾞﾓﾘ ｼｮｳﾍｲ ｷｸｶﾜ ﾄﾓﾋﾄ
  313 小池 柚子貴(2)   336 渡辺 己太郎(2)

ｺｲｹ ﾕｽﾞｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾀﾛｳ
 4   7 76_赤穂中(B)   232 氣賀澤 立樹(2)     52.82  4   2 44_佐久浅間中(   145 木内 心大(1)     53.24 

ｱｶﾎﾁｭｳB ｹｶﾞｻﾜ ﾀﾂｷ ｻｸｱｻﾏﾁｭｳB ｷｳﾁ ｺｺﾛ
  242 田中 敦也(2)   158 高根 大樹(2)

ﾀﾅｶ ｱﾂﾔ ﾀｶﾈ ﾀﾞｲｷ
  268 塩川 大樹(1)   149 足立 晃悠(1)

ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ ｱﾀﾞﾁ ﾃﾙﾁｶ
  248 竹内 陽哉(2)   157 佐藤 将大(1)

ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ
 5   8 77_赤穂中(C)   254 西野 瑛修(2)     52.89  5   8 64_上田第一   205 井尻 晴登(1)     53.82 

ｱｶﾎﾁｭｳC ﾆｼﾉ ｱｷｻﾈ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｲﾁ ｲｼﾞﾘ ﾊﾙﾄ
  264 熊谷 知樹(1)   199 内海 亮平(1)

ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｷ ｳﾂﾐ ﾘｮｳﾍｲ
  257 小倉 心和(1)   202 新井 翔太(1)

ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾜ ｱﾗｲ ｼｮｳﾀ
  256 小田切 民朗(2)   204 山浦 聖(2)

ｺﾀｷﾞﾘ ﾀﾐｵ ﾔﾏｳﾗ ｼｮｳ
 6   6 18_駒ヶ根東中(    91 伊東 未来翔(1)     53.39  6   3 144_箕輪中(C)   471 高倉 駿斗(1)     54.70 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳB ｲﾄｳ ﾐｷﾄ ﾐﾉﾜﾁｭｳC ﾀｶｸﾗ ﾊﾔﾄ
   78 青木 健太(2)   488 河手 靖次(1)

ｱｵｷ ｹﾝﾀ ｶﾜﾃ ｾｲｼﾞ
   80 神田 健勝(3)   435 林 秀磨(1)

ｶﾝﾀﾞ ﾀｹﾏｻ ﾊﾔｼ ｼｭｳﾏ
   71 竹村 悠斗(3)   436 有賀 泰徳(1)

ﾀｹﾑﾗ ﾕｳﾄ ｱﾙｶﾞ ﾔｽﾉﾘ
 7   2 4_永明(B)    27 今村 太知     56.19  7   7 147_箕輪中(F)   448 田中 惠介(1)     55.36 

ｴｲﾒｲB ｲﾏﾑﾗ ﾀｲﾁ ﾐﾉﾜﾁｭｳF ﾀﾅｶ ｹｲｽｹ
   16 竹村 琉希(2)   486 河野 翔平(1)

ﾀｹﾑﾗ ﾘｭｳｷ ｺｳﾉ ｼｮｳﾍｲ
   11 北原 壱晟(1)   490 荻原 倫世(1)

ｷﾀﾊﾗ ｲｯｾｲ ｵｷﾞﾊﾗ ﾄﾓｾ
   22 小池 勇輝   459 松澤 健耶(1)

ｺｲｹ ﾕｳｷ ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂﾔ
 8   5 3_永明(A)     6 濵 大智(1)     59.56  8   5 146_箕輪中(E)   465 柴 悠翔(1)     55.70 

ｴｲﾒｲA ﾊﾏ ﾀﾞｲﾁ ﾐﾉﾜﾁｭｳE ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ
   20 成瀬 碧(1)   474 古庄 武(1)

ﾅﾙｾ ｱｵｲ ﾌﾙｼｮｳ ﾀｹﾙ
    8 両角 駿介(1)   484 関 幸葉(1)

ﾓﾛｽﾞﾐ ｼｭﾝｽｹ ｾｷ ｺｳﾖｳ
   31 宮原 有輝(1)   447 唐澤 貫太(1)

ﾐﾔﾊﾗ ﾕｳｷ ｶﾗｻﾜ ｶﾝﾀ

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   1 17_駒ヶ根東中(A   73 竹村 晃多(3)     47.37  1   3 130_豊科北中(A)  401 篠原 翼(3)     45.14 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳA ﾀｹﾑﾗ ｺｳﾀ ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳA ｼﾉﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 大会新
   81 深谷 朝海(3)   409 丸山 拓海(3)

ﾌｶﾔ ｻﾐ ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ
   84 小澤 拓哉(3)   406 橋本 涼(3)

ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾔ ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ
   63 林 雅斗(3)   393 白澤 稜馬(3)

ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ
 2   2 43_佐久浅間中(A  153 秋山 智行(2)     48.62  2   2 142_箕輪中(A)   495 浦野 亜武(3)     45.60 

ｻｸｱｻﾏﾁｭｳA ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ ﾐﾉﾜﾁｭｳA ｳﾗﾉ ｱﾑ
  159 古村 拓海(1)   476 古賀 直信(3)

ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ ｺｶﾞ ﾅｵﾉﾌﾞ
  147 飯塚 啓真(2)   456 神谷 宗尭(3)

ｲｲﾂﾞｶ ｹｲﾏ ｶﾐﾔ ﾋﾛﾄ
  143 鈴木 崚太(1)   494 浦野 快生(3)

ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ
 3   7 92_辰野中(B)   280 渡辺 圭尚(3)     48.84  3   7 131_豊科北中(B)  408 丸山 直樹(3)     47.25 

ﾀﾂﾉﾁｭｳB ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｼｮｳ ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳB ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵｷ
  271 ??田 陸斗(2)   395 仲田 悠悟(3)

ﾂﾁﾀﾞ ﾘｸﾄ ﾅｶﾀ ﾕｳｺﾞ
  296 丸山 輝(2)   400 酒井 幹汰(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ ｻｶｲ ｶﾝﾀ
  274 有賀 匠吾(3)   391 望月 脩真(3)

ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｭｳﾏ
 4   8 31_高社中   115 小島 史(2)     49.51  4   4 120_穂高西(A)   365 矢花 涼平(3)     47.36 

ｺｳｼｬﾁｭｳ ｺｼﾞﾏ ﾌﾋﾄ ﾎﾀｶﾆｼA ﾔﾊﾞﾅ ﾘｮｳﾍｲ
  127 関 憂源(2)   372 内山 晃輔(3)

ｾｷ ﾕｳｹﾞﾝ ｳﾁﾔﾏ ｺｳｽｹ
  128 荻原 巧(1)   380 曽根原 巧真(3)

ｵｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ ｿﾈﾊﾗ ﾀｸﾏ
  126 久野 純平(3)   366 百瀬 陸人(3)

ｸﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾓﾓｾ ﾘｸﾄ
 5   4 121_穂高西(B)   387 葛西 莉緒(2)     49.59  5   8 143_箕輪中(B)   473 戸田 全飛(2)     47.40 

ﾎﾀｶﾆｼB ｶｻｲ ﾘｵ ﾐﾉﾜﾁｭｳB ﾄﾀﾞ ﾏｻﾀｶ
  374 藤原 想也(2)   452 瀧澤 直希(2)

ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳﾔ ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ
  371 内山 友貴(2)   440 北原 香音(3)

ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｷ ｷﾀﾊﾗ ｶﾉﾝ
  384 細川 篤士(2)   460 松田 拓巳(2)

ﾎｿｶﾜ ｱﾂｼ ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ
 6   6 39_高森中   141 吉沢 雄人(3)     49.85  6   6 91_辰野中(A)   283 大森 翔太(2)     47.98 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ ﾀﾂﾉﾁｭｳA ｵｵﾓﾘ ｼｮｳﾀ
  130 本島 尚緒(2)   277 武田 凌汰(2)

ﾓﾄｼﾞﾏ ﾅｵ ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ
  135 松岡 裕雅(2)   279 唐澤 峻(2)

ﾏﾂｵｶ ﾕｳｶﾞ ｶﾗｻﾜ ｼｭﾝ
  131 竹内 大輔(3)   293 今井 頼人(2)

ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ ｲﾏｲ ﾗｲﾄ
 7   3 145_箕輪中(D)   468 山岡 楓生(1)     54.51   5 15_茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ    58 市川 凌太(2)

ﾐﾉﾜﾁｭｳD ﾔﾏｵｶ ﾌｳｷ ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ 失格
  437 矢島 拓光(1)    59 佐野 希汐(3)

ﾔｼﾞﾏ ﾀｸﾐ ｻﾉ ｷｾｷ
  446 唐澤 悠斗(1)    61 河野 統徳(2)

ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ
  475 古賀 涼輔(1)    62 岡田 遥人(2)

ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ
  5 112_長野東部(B)

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞB 欠場

中学男子

4x100m



   1 130_豊科北中(A)     45.14 大会新 篠原 翼(3) 丸山 拓海(3) 橋本 涼(3) 白澤 稜馬(3)   4   1
   2 142_箕輪中(A)     45.60 浦野 亜武(3) 古賀 直信(3) 神谷 宗尭(3) 浦野 快生(3)   4   2
   3 131_豊科北中(B)     47.25 丸山 直樹(3) 仲田 悠悟(3) 酒井 幹汰(2) 望月 脩真(3)   4   3
   4 120_穂高西(A)     47.36 矢花 涼平(3) 内山 晃輔(3) 曽根原 巧真(3) 百瀬 陸人(3)   4   4
   5 17_駒ヶ根東中(A)     47.37 竹村 晃多(3) 深谷 朝海(3) 小澤 拓哉(3) 林 雅斗(3)   3   1
   6 143_箕輪中(B)     47.40 戸田 全飛(2) 瀧澤 直希(2) 北原 香音(3) 松田 拓巳(2)   4   5
   7 91_辰野中(A)     47.98 大森 翔太(2) 武田 凌汰(2) 唐澤 峻(2) 今井 頼人(2)   4   6
   8 100_長峰中(A)     48.41 宮坂 仁士(2) 小山 宗一朗(3) 伊藤 浩樹(3) 岩波 克飛(2)   2   1
   9 43_佐久浅間中(A)     48.62 秋山 智行(2) 古村 拓海(1) 飯塚 啓真(2) 鈴木 崚太(1)   3   2
  10 92_辰野中(B)     48.84 渡辺 圭尚(3) ??田 陸斗(2) 丸山 輝(2) 有賀 匠吾(3)   3   3
  11 31_高社中     49.51 小島 史(2) 関 憂源(2) 荻原 巧(1) 久野 純平(3)   3   4
  12 121_穂高西(B)     49.59 葛西 莉緒(2) 藤原 想也(2) 内山 友貴(2) 細川 篤士(2)   3   5
  13 39_高森中     49.85 吉沢 雄人(3) 本島 尚緒(2) 松岡 裕雅(2) 竹内 大輔(3)   3   6
  14 75_赤穂中(A)     50.87 池上 竜馬(1) 林 海斗(2) 小倉 快心(2) 久保田 凱斗(1)   1   1
  15 66_諏訪西中     51.37 漆戸 柊哉(1) 松崎 恭一朗(2) 田村 蓮(2) 三輪 浩太郎(2)   2   2
  16 102_長峰中(C)     52.02 笠原 優希(1) 畔上 亮太(1) 西山 陸(1) 増田 光月(1)   1   2
  17 111_長野東部(A)     52.25 小宮山 蒼(2) 伊藤 匠未(2) 菊川 丈仁(2) 渡辺 己太郎(2)   2   3
  18 101_長峰中(B)     52.60 笠原 克希(2) 今泉 尊(2) 藤森 匠平(2) 小池 柚子貴(2)   1   3
  19 76_赤穂中(B)     52.82 氣賀澤 立樹(2) 田中 敦也(2) 塩川 大樹(1) 竹内 陽哉(2)   1   4
  20 77_赤穂中(C)     52.89 西野 瑛修(2) 熊谷 知樹(1) 小倉 心和(1) 小田切 民朗(2)   1   5
  21 44_佐久浅間中(B)     53.24 木内 心大(1) 高根 大樹(2) 足立 晃悠(1) 佐藤 将大(1)   2   4
  22 18_駒ヶ根東中(B)     53.39 伊東 未来翔(1) 青木 健太(2) 神田 健勝(3) 竹村 悠斗(3)   1   6
  23 64_上田第一     53.82 井尻 晴登(1) 内海 亮平(1) 新井 翔太(1) 山浦 聖(2)   2   5
  24 145_箕輪中(D)     54.51 山岡 楓生(1) 矢島 拓光(1) 唐澤 悠斗(1) 古賀 涼輔(1)   3   7
  25 144_箕輪中(C)     54.70 高倉 駿斗(1) 河手 靖次(1) 林 秀磨(1) 有賀 泰徳(1)   2   6
  26 147_箕輪中(F)     55.36 田中 惠介(1) 河野 翔平(1) 荻原 倫世(1) 松澤 健耶(1)   2   7
  27 146_箕輪中(E)     55.70 柴 悠翔(1) 古庄 武(1) 関 幸葉(1) 唐澤 貫太(1)   2   8
  28 4_永明(B)     56.19 今村 太知 竹村 琉希(2) 北原 壱晟(1) 小池 勇輝   1   7
  29 3_永明(A)     59.56 濵 大智(1) 成瀬 碧(1) 両角 駿介(1) 宮原 有輝(1)   1   8

ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3

4x100m
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録

中学男子



決勝 8月6日 12:50

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   3 129_豊科北中(B)  400 酒井 幹汰(2)   2,11.81  1   2 137_堀金中(A)   415 望月 翼(2)   2,07.73 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳB ｻｶｲ ｶﾝﾀ ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳA ﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾊﾞｻ
  395 仲田 悠悟(3)   430 宮島 隆輔(3)

ﾅｶﾀ ﾕｳｺﾞ ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｽｹ
  401 篠原 翼(3)   429 宮澤 武流(3)

ｼﾉﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾙ
  391 望月 脩真(3)   418 中島 淳公(3)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｭｳﾏ ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ
 2   6 138_堀金中(B)   434 猿田 大(2)   2,16.25  2   6 149_箕輪中(B)   440 北原 香音(3)   2,19.63 

ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳB ｻﾙﾀ ﾏｻﾙ ﾐﾉﾜﾁｭｳB ｷﾀﾊﾗ ｶﾉﾝ
  414 落合 華七斗(1)   452 瀧澤 直希(2)

ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ
  428 五十嵐 脩祐(2)   460 松田 拓巳(2)

ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳｽｹ ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ
  433 横山 凌大(2)   473 戸田 全飛(2)

ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳﾀ ﾄﾀﾞ ﾏｻﾀｶ
 3   1 122_穂高西(A)   367 百瀬 洋夢(1)   2,18.04  3   7 47_佐久浅間中(A  151 小林 一成(1)   2,25.12 

ﾎﾀｶﾆｼA ﾓﾓｾ ﾋﾛﾑ ｻｸｱｻﾏﾁｭｳA ｺﾊﾞﾔｼ ｲｯｾｲ
  381 川北 紘史(3)   159 古村 拓海(1)

ｶﾜｷﾀ ﾋﾛﾌﾐ ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ
  372 内山 晃輔(3)   158 高根 大樹(2)

ｳﾁﾔﾏ ｺｳｽｹ ﾀｶﾈ ﾀﾞｲｷ
  380 曽根原 巧真(3)   153 秋山 智行(2)

ｿﾈﾊﾗ ﾀｸﾏ ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ
 4   5 48_佐久浅間中(   157 佐藤 将大(1)   2,28.36  4   8 40_高森中   135 松岡 裕雅(2)   2,25.92 

ｻｸｱｻﾏﾁｭｳB ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ﾏﾂｵｶ ﾕｳｶﾞ
  149 足立 晃悠(1)   131 竹内 大輔(3)

ｱﾀﾞﾁ ﾃﾙﾁｶ ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ
  145 木内 心大(1)   141 吉沢 雄人(3)

ｷｳﾁ ｺｺﾛ ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
  147 飯塚 啓真(2)   142 岩﨑 貴平(2)

ｲｲﾂﾞｶ ｹｲﾏ ｲﾜｻｷ ﾀｶﾗ
 5   7 78_赤穂中(A)   249 池上 竜馬(1)   2,29.66  5   3 2_永明    24 柴田 凌空(3)   2,27.70 

ｱｶﾎﾁｭｳA ｲｹｶﾞﾐ ﾘｮｳﾏ ｴｲﾒｲ ｼﾊﾞﾀ ﾘｸ
  266 久保口 優空(1)    23 小池 暁(2)

ｸﾎﾞｸﾞﾁ ﾕｳｱ ｺｲｹ ｱｷﾗ
  258 小倉 快心(2)    10 矢島 銀河(2)

ｵｸﾞﾗ ｶｲｼﾝ ﾔｼﾞﾏ ｷﾞﾝｶﾞ
  235 林 海斗(2)     9 矢﨑 灯夜(2)

ﾊﾔｼ ｶｲﾄ ﾔｻﾞｷ ﾄｳﾔ
 6   8 32_高社中   115 小島 史(2)   2,30.62  6   4 79_赤穂中(B)   268 塩川 大樹(1)   2,29.39 

ｺｳｼｬﾁｭｳ ｺｼﾞﾏ ﾌﾋﾄ ｱｶﾎﾁｭｳB ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ
  128 荻原 巧(1)   232 氣賀澤 立樹(2)

ｵｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ ｹｶﾞｻﾜ ﾀﾂｷ
  123 高野 翔吾(2)   242 田中 敦也(2)

ﾀｶﾉ ｼｮｳｺﾞ ﾀﾅｶ ｱﾂﾔ
  114 清水 優李(2)   248 竹内 陽哉(2)

ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾘ ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ
 7   2 152_箕輪中(E)   447 唐澤 貫太(1)   2,42.92  7   5 153_箕輪中(F)   459 松澤 健耶(1)   2,42.69 

ﾐﾉﾜﾁｭｳE ｶﾗｻﾜ ｶﾝﾀ ﾐﾉﾜﾁｭｳF ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂﾔ
  484 関 幸葉(1)   486 河野 翔平(1)

ｾｷ ｺｳﾖｳ ｺｳﾉ ｼｮｳﾍｲ
  465 柴 悠翔(1)   490 荻原 倫世(1)

ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ ｵｷﾞﾊﾗ ﾄﾓｾ
  474 古庄 武(1)   443 馬場 天志(1)

ﾌﾙｼｮｳ ﾀｹﾙ ﾊﾞﾊﾞ ﾃﾝｼ
  4 103_長峰中   320 宮坂 仁士(2)

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ﾐﾔｻｶ ﾋﾄｼ 欠場
  321 岩波 克飛(2)

ｲﾜﾅﾐ ｶﾂﾋ
  326 伊藤 浩樹(3)

ｲﾄｳ ﾋﾛｷ
  315 小山 宗一朗(3)

ｺﾔﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ

中学男子

100m+200m+300m+400m 

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   6 170_櫻ｹ岡(A)   500 三瓶 恒心(3)   2,03.66  1   8 128_豊科北中(A)  408 丸山 直樹(3)   2,04.20 

ｻｸﾗｶﾞｵｶA ｻﾝﾍﾟｲ ｺｳｼﾝ 大会新 ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳA ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵｷ 大会新
  499 曽根 康太(2)   406 橋本 涼(3)

ｿﾈ ｺｳﾀ ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ
  501 加藤 佑弥(3)   393 白澤 稜馬(3)

ｶﾄｳ ﾕｳﾔ ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ
  502 井上 広章(3)   409 丸山 拓海(3)

ｲﾉｳｴ ﾋﾛｱｷ ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ
 2   8 148_箕輪中(A)   476 古賀 直信(3)   2,11.94  2   7 16_茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ    62 岡田 遥人(2)   2,07.73 

ﾐﾉﾜﾁｭｳA ｺｶﾞ ﾅｵﾉﾌﾞ ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ
  456 神谷 宗尭(3)    58 市川 凌太(2)

ｶﾐﾔ ﾋﾛﾄ ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ
  494 浦野 快生(3)    59 佐野 希汐(3)

ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ ｻﾉ ｷｾｷ
  495 浦野 亜武(3)    61 河野 統徳(2)

ｳﾗﾉ ｱﾑ ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ
 3   2 113_東北中(A)   346 小林 浩都(3)   2,22.75  3   5 58_三陽中(A)   162 檜山 壮司郎   2,15.13 

ﾄｳﾎｸﾁｭｳA ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ ｻﾝﾖｳﾁｭｳA ﾋﾔﾏ ｿｳｼﾞﾛｳ
  347 吉田 真輝(3)   173 小根山 慶汰

ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｷ ｵﾈﾔﾏ ｹｲﾀ
  344 深澤 尚仁(3)   166 渡辺 諒征

ﾌｶｻﾜ ﾅｵﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｾｲ
  345 小林 剛祈(3)   167 長谷川 悠

ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾞｳｷ ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳ
 4   3 20_駒ヶ根東中(    82 深谷 礎(1)   2,25.07  4   6 19_駒ヶ根東中(A   81 深谷 朝海(3)   2,16.67 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳB ﾌｶﾔ ﾓﾄ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳA ﾌｶﾔ ｻﾐ
   73 竹村 晃多(3)    71 竹村 悠斗(3)

ﾀｹﾑﾗ ｺｳﾀ ﾀｹﾑﾗ ﾕｳﾄ
   87 小出 大地(3)    84 小澤 拓哉(3)

ｺｲﾃﾞ ﾀﾞｲﾁ ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾔ
   90 宮下 泰智(3)    63 林 雅斗(3)

ﾐﾔｼﾀ ﾔｽﾄﾓ ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ
 5   7 65_諏訪西中   209 田村 蓮(2)   2,28.03  5   2 10_岡谷東部中    41 中村 紘大(2)   2,19.99 

ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ﾀﾑﾗ ﾚﾝ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ
  218 三輪 浩太郎(2)    44 壬生 新(1)

ﾐﾜ ｺｳﾀﾛｳ ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ
  211 松崎 恭一朗(2)    49 宮澤 喬佑(3)

ﾏﾂｻﾞｷ ｷｮｳｲﾁﾛｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ
  214 小泉 陽貴(1)    47 佐々 海青(2)

ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙｷ ｻｻ ｶｲｾｲ
 6   4 80_赤穂中(C)   264 熊谷 知樹(1)   2,31.92  6   4 93_辰野中   296 丸山 輝(2)   2,20.05 

ｱｶﾎﾁｭｳC ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｷ ﾀﾂﾉﾁｭｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ
  257 小倉 心和(1)   271 ??田 陸斗(2)

ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾜ ﾂﾁﾀﾞ ﾘｸﾄ
  256 小田切 民朗(2)   280 渡辺 圭尚(3)

ｺﾀｷﾞﾘ ﾀﾐｵ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｼｮｳ
  254 西野 瑛修(2)   274 有賀 匠吾(3)

ﾆｼﾉ ｱｷｻﾈ ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ
 7   5 151_箕輪中(D)   475 古賀 涼輔(1)   2,40.01  7   3 150_箕輪中(C)   488 河手 靖次(1)   2,42.70 

ﾐﾉﾜﾁｭｳD ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ ﾐﾉﾜﾁｭｳC ｶﾜﾃ ｾｲｼﾞ
  437 矢島 拓光(1)   436 有賀 泰徳(1)

ﾔｼﾞﾏ ﾀｸﾐ ｱﾙｶﾞ ﾔｽﾉﾘ
  468 山岡 楓生(1)   435 林 秀磨(1)

ﾔﾏｵｶ ﾌｳｷ ﾊﾔｼ ｼｭｳﾏ
  446 唐澤 悠斗(1)   471 高倉 駿斗(1)

ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ ﾀｶｸﾗ ﾊﾔﾄ

中学男子

100m+200m+300m+400m 



   1 170_櫻ｹ岡(A)   2,03.66 大会新 三瓶 恒心(3) 曽根 康太(2) 加藤 佑弥(3) 井上 広章(3)   3   1
   2 128_豊科北中(A)   2,04.20 大会新 丸山 直樹(3) 橋本 涼(3) 白澤 稜馬(3) 丸山 拓海(3)   4   1
   3 137_堀金中(A)   2,07.73 望月 翼(2) 宮島 隆輔(3) 宮澤 武流(3) 中島 淳公(3)   2   1
   3 16_茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   2,07.73 岡田 遥人(2) 市川 凌太(2) 佐野 希汐(3) 河野 統徳(2)   4   2
   5 129_豊科北中(B)   2,11.81 酒井 幹汰(2) 仲田 悠悟(3) 篠原 翼(3) 望月 脩真(3)   1   1
   6 148_箕輪中(A)   2,11.94 古賀 直信(3) 神谷 宗尭(3) 浦野 快生(3) 浦野 亜武(3)   3   2
   7 58_三陽中(A)   2,15.13 檜山 壮司郎 小根山 慶汰 渡辺 諒征 長谷川 悠   4   3
   8 138_堀金中(B)   2,16.25 猿田 大(2) 落合 華七斗(1) 五十嵐 脩祐(2) 横山 凌大(2)   1   2
   9 19_駒ヶ根東中(A)   2,16.67 深谷 朝海(3) 竹村 悠斗(3) 小澤 拓哉(3) 林 雅斗(3)   4   4
  10 122_穂高西(A)   2,18.04 百瀬 洋夢(1) 川北 紘史(3) 内山 晃輔(3) 曽根原 巧真(3)   1   3
  11 149_箕輪中(B)   2,19.63 北原 香音(3) 瀧澤 直希(2) 松田 拓巳(2) 戸田 全飛(2)   2   2
  12 10_岡谷東部中   2,19.99 中村 紘大(2) 壬生 新(1) 宮澤 喬佑(3) 佐々 海青(2)   4   5
  13 93_辰野中   2,20.05 丸山 輝(2) ??田 陸斗(2) 渡辺 圭尚(3) 有賀 匠吾(3)   4   6
  14 113_東北中(A)   2,22.75 小林 浩都(3) 吉田 真輝(3) 深澤 尚仁(3) 小林 剛祈(3)   3   3
  15 20_駒ヶ根東中(B)   2,25.07 深谷 礎(1) 竹村 晃多(3) 小出 大地(3) 宮下 泰智(3)   3   4
  16 47_佐久浅間中(A)   2,25.12 小林 一成(1) 古村 拓海(1) 高根 大樹(2) 秋山 智行(2)   2   3
  17 40_高森中   2,25.92 松岡 裕雅(2) 竹内 大輔(3) 吉沢 雄人(3) 岩﨑 貴平(2)   2   4
  18 2_永明   2,27.70 柴田 凌空(3) 小池 暁(2) 矢島 銀河(2) 矢﨑 灯夜(2)   2   5
  19 65_諏訪西中   2,28.03 田村 蓮(2) 三輪 浩太郎(2) 松崎 恭一朗(2) 小泉 陽貴(1)   3   5
  20 48_佐久浅間中(B)   2,28.36 佐藤 将大(1) 足立 晃悠(1) 木内 心大(1) 飯塚 啓真(2)   1   4
  21 79_赤穂中(B)   2,29.39 塩川 大樹(1) 氣賀澤 立樹(2) 田中 敦也(2) 竹内 陽哉(2)   2   6
  22 78_赤穂中(A)   2,29.66 池上 竜馬(1) 久保口 優空(1) 小倉 快心(2) 林 海斗(2)   1   5
  23 32_高社中   2,30.62 小島 史(2) 荻原 巧(1) 高野 翔吾(2) 清水 優李(2)   1   6
  24 80_赤穂中(C)   2,31.92 熊谷 知樹(1) 小倉 心和(1) 小田切 民朗(2) 西野 瑛修(2)   3   6
  25 151_箕輪中(D)   2,40.01 古賀 涼輔(1) 矢島 拓光(1) 山岡 楓生(1) 唐澤 悠斗(1)   3   7
  26 153_箕輪中(F)   2,42.69 松澤 健耶(1) 河野 翔平(1) 荻原 倫世(1) 馬場 天志(1)   2   7
  27 150_箕輪中(C)   2,42.70 河手 靖次(1) 有賀 泰徳(1) 林 秀磨(1) 高倉 駿斗(1)   4   7
  28 152_箕輪中(E)   2,42.92 唐澤 貫太(1) 関 幸葉(1) 柴 悠翔(1) 古庄 武(1)   1   7

順位 所属名 都道府県 記録

中学男子

100m+200m+300m+400m 
タイムレース

ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3



決勝 8月6日 13:10

県新(PR)          1,54.88
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   7 59_市立長野高   189 宮下 翼(2)   1,56.57 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 県高校新
  186 小出 郁弥(3) 大会新

ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ
  188 児玉 悠作(2)

ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ
  184 池田 翔紀(2)

ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｷ
 2   2 110_長野高専   333 小池 勇飛(5)   2,03.33 

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ｺｲｹ ﾕｳﾋ
  332 北原 廉(5)

ｷﾀﾊﾗ ﾚﾝ
  335 高橋 一輝(2)

ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ
  331 廣瀬 洸(3)

ﾋﾛｾ ｺｳ
 3   5 108_長野工業高   330 原山 泰成(1)   2,03.90 

ﾅｶﾞﾉｺｳｷﾞｮｳｺｳ ﾊﾗﾔﾏ ﾀｲｾｲ
  327 鈴木 竜也(1)

ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ
  328 中島 啓貴(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｷ
  329 中村 颯人(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ
 4   3 1_Estars     5 松下 秀喜   2,07.29 

ｲｰｽﾀｰｽﾞ ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｷ
    1 北原 裕一

ｷﾀﾊﾗ ﾕｳｲﾁ
    3 白鳥 敦

ｼﾛﾄﾘ ｱﾂｼ
    2 北原 崇志

ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ
  4 9_岡谷工業高

ｵｶﾔｺｳｷﾞｮｳｺｳ 欠場

  6 122_穂高西(A)
ﾎﾀｶﾆｼA 欠場

男子

100m+200m+300m+400m

決勝



決勝 8月6日 12:00

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   1 54_三陽中(A)   167 長谷川 悠   9,13.42  1   5 154_箕輪中(A)   487 河西 希隆(3)   8,45.79 

ｻﾝﾖｳﾁｭｳA ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳ ﾐﾉﾜﾁｭｳA ｶｻｲ ｷﾘｭｳ
  166 渡辺 諒征   453 大場 晴仁(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｾｲ ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾋﾄ
  169 石井 大樹   467 山川 拓馬(2)

ｲｼｲ ﾋﾛｷ ﾔﾏｶﾜ ﾀｸﾏ
  163 柳澤 太一   455 征矢 快誠(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｲﾁ ｿﾔ ｶｲｾｲ
 2   8 81_赤穂中(A)   236 矢澤 蓮太郎(1)   9,58.15  2   3 94_辰野中   277 武田 凌汰(2)   9,15.41 

ｱｶﾎﾁｭｳA ﾔｻﾞﾜ ﾚﾝﾀﾛｳ ﾀﾂﾉﾁｭｳ ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ
  251 浅石 晴成(2)   279 唐澤 峻(2)

ｱｻｲｼ ﾊﾙ ｶﾗｻﾜ ｼｭﾝ
  246 長谷部 直大(1)   294 荒井 駿伸(2)

ﾊｾﾍﾞ ﾅｵﾋﾛ ｱﾗｲ ﾄｼﾉﾌﾞ
  252 扇田 大雅(2)   272 瀨戸 優孝(3)

ｵｵｷﾞﾀﾞ ﾀｲｶﾞ ｾﾄ ﾕﾀｶ
 3   7 139_堀金中   432 岡村 昌紀(2)  10,00.87  3   7 156_箕輪中(B)   481 岩波 響介(3)   9,32.89 

ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ｵｶﾑﾗ ﾏｻｷ ﾐﾉﾜﾁｭｳB ｲﾜﾅﾐ ｷｮｳｽｹ
  424 森 常稔(2)   450 中谷 純(2)

ﾓﾘ ｼﾞｮｳﾈﾝ ﾅｶﾔ ｼﾞｭﾝ
  422 赤堀 壱成(2)   483 丸山 卓治(3)

ｱｶﾎﾘ ｲｯｾｲ ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｼﾞ
  421 前山 琳太郎(2)   478 宮澤 夏樹(2)

ﾏｴﾔﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂｷ
 4   6 114_飯綱中   355 藤井 勇気(3)  10,03.18  4   6 21_駒ヶ根東中    83 森村 徳一(1)   9,47.57 

ｲｲﾂﾞﾅﾁｭｳ ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾓﾘﾑﾗ ﾉﾘｶｽﾞ
  363 角田  啓太(3)    67 福澤 刀耶(2)

ｶﾄﾞﾀ ｹｲﾀ ﾌｸｻﾞﾜ ﾄｳﾔ
  353 藤田 勇樹(3)    79 菅沼 蒼太(2)

ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｷ ｽｶﾇﾏ ｿｳﾀ
  350 齋藤 蓮(1)    69 島 謙介(3)

ｻｲﾄｳ ﾚﾝ ｼﾏ ｹﾝｽｹ
 5   2 55_三陽中(B)   176 五十嵐 空星  10,05.02  5   8 123_穂高西(A)   375 等々力 亮太(3)   9,55.67 

ｻﾝﾖｳﾁｭｳB ｲｶﾞﾗｼ ｸｳﾔ ﾎﾀｶﾆｼA ﾄﾄﾞﾛｷ ﾘｮｳﾀ
  177 古澤 克登   376 等々力 爽太(3)

ﾌﾙｻﾜ ｶﾂﾄ ﾄﾄﾞﾛｷ ｿｳﾀ
  168 太田 尚吾   371 内山 友貴(2)

ｵｵﾀ ｼｮｳｺﾞ ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｷ
  172 小林 晴人   377 中村 颯(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾃ
 6   9 67_諏訪西中   214 小泉 陽貴(1)  10,48.55  6   1 5_永明    14 二見 優輝(3)   9,57.83 

ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙｷ ｴｲﾒｲ ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ
  221 宮森 蓮(3)    34 伊藤 涼平(3)

ﾐﾔﾓﾘ ﾚﾝ ｲﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ
  222 宮坂 聖(2)    19 清水 克暉(1)

ﾐﾔｻｶ ﾋｼﾞﾘ ｼﾐｽﾞ ｶﾂｷ
  206 木下 翔聖(2)     7 栁澤 樹

ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾏ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀﾂｷ
 7   5 162_箕輪中(E)   438 北澤 秀征(1)  11,40.33  7   4 158_箕輪中(C)   458 上野 颯太(2)  10,27.93 

ﾐﾉﾜﾁｭｳE ｷﾀｻﾞﾜ ｼｭｳｾｲ ﾐﾉﾜﾁｭｳC ｳｴﾉ ｿｳﾀ
  469 三澤 芽生(1)   480 岩波 颯真(2)

ﾐｻﾜ ﾒｲ ｲﾜﾅﾐ ｿｳﾏ
  462 松下 晃康(1)   493 浦野 優至(2)

ﾏﾂｼﾀ ｱｷﾔｽ ｳﾗﾉ ﾕｳｲ
  454 西澤 知(1)   463 小林 隼人(1)

ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾄｼ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ
  3 164_箕輪中(F)  8   2 160_箕輪中(D)   448 田中 惠介(1)  11,31.39 

ﾐﾉﾜﾁｭｳF 欠場 ﾐﾉﾜﾁｭｳD ﾀﾅｶ ｹｲｽｹ
  445 南郷 友輝(1)

ﾅﾝｺﾞｳ ﾕｳｷ
  482 岩田 直也(1)

ｲﾜﾀ ﾅｵﾔ
  489 河原田 朔也(1)

ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ｻｸﾔ
  4 82_赤穂中(B)

ｱｶﾎﾁｭｳB 欠場

中学男子

4x800m

決勝



   1 154_箕輪中(A)   8,45.79 河西 希隆(3) 大場 晴仁(2) 山川 拓馬(2) 征矢 快誠(3)   2   1
   2 54_三陽中(A)   9,13.42 長谷川 悠 渡辺 諒征 石井 大樹 柳澤 太一   1   1
   3 94_辰野中   9,15.41 武田 凌汰(2) 唐澤 峻(2) 荒井 駿伸(2) 瀨戸 優孝(3)   2   2
   4 156_箕輪中(B)   9,32.89 岩波 響介(3) 中谷 純(2) 丸山 卓治(3) 宮澤 夏樹(2)   2   3
   5 21_駒ヶ根東中   9,47.57 森村 徳一(1) 福澤 刀耶(2) 菅沼 蒼太(2) 島 謙介(3)   2   4
   6 123_穂高西(A)   9,55.67 等々力 亮太(3) 等々力 爽太(3) 内山 友貴(2) 中村 颯(3)   2   5
   7 5_永明   9,57.83 二見 優輝(3) 伊藤 涼平(3) 清水 克暉(1) 栁澤 樹   2   6
   8 81_赤穂中(A)   9,58.15 矢澤 蓮太郎(1) 浅石 晴成(2) 長谷部 直大(1) 扇田 大雅(2)   1   2
   9 139_堀金中  10,00.87 岡村 昌紀(2) 森 常稔(2) 赤堀 壱成(2) 前山 琳太郎(2)   1   3
  10 114_飯綱中  10,03.18 藤井 勇気(3) 角田  啓太(3) 藤田 勇樹(3) 齋藤 蓮(1)   1   4
  11 55_三陽中(B)  10,05.02 五十嵐 空星 古澤 克登 太田 尚吾 小林 晴人   1   5
  12 158_箕輪中(C)  10,27.93 上野 颯太(2) 岩波 颯真(2) 浦野 優至(2) 小林 隼人(1)   2   7
  13 67_諏訪西中  10,48.55 小泉 陽貴(1) 宮森 蓮(3) 宮坂 聖(2) 木下 翔聖(2)   1   6
  14 160_箕輪中(D)  11,31.39 田中 惠介(1) 南郷 友輝(1) 岩田 直也(1) 河原田 朔也(1)   2   8
  15 162_箕輪中(E)  11,40.33 北澤 秀征(1) 三澤 芽生(1) 松下 晃康(1) 西澤 知(1)   1   7

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

中学男子

4x800m
タイムレース



決勝 8月6日 12:00

県新(PR)          8,03.64
大会新(GR)        8,03.64
県高校新(HR)      8,08.34

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   9 109_長野高専   335 高橋 一輝(2)   8,01.37 

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 県新
  331 廣瀬 洸(3)

ﾋﾛｾ ｺｳ
  333 小池 勇飛(5)

ｺｲｹ ﾕｳﾋ
  332 北原 廉(5)

ｷﾀﾊﾗ ﾚﾝ

男子

4x800m

決勝



決勝 8月6日  9:45

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   5 56_三陽中(A)   166 渡辺 諒征  18,59.28  1   5 155_箕輪中(A)   453 大場 晴仁(2)  18,21.32 

ｻﾝﾖｳﾁｭｳA ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｾｲ ﾐﾉﾜﾁｭｳA ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾋﾄ
  167 長谷川 悠   467 山川 拓馬(2)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳ ﾔﾏｶﾜ ﾀｸﾏ
  169 石井 大樹   455 征矢 快誠(3)

ｲｼｲ ﾋﾛｷ ｿﾔ ｶｲｾｲ
  163 柳澤 太一   487 河西 希隆(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｲﾁ ｶｻｲ ｷﾘｭｳ
 2   8 83_赤穂中(A)   246 長谷部 直大(1)  19,23.34  2   2 157_箕輪中(B)   481 岩波 響介(3)  19,08.38 

ｱｶﾎﾁｭｳA ﾊｾﾍﾞ ﾅｵﾋﾛ ﾐﾉﾜﾁｭｳB ｲﾜﾅﾐ ｷｮｳｽｹ
  252 扇田 大雅(2)   463 小林 隼人(1)

ｵｵｷﾞﾀﾞ ﾀｲｶﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ
  260 出澤 周大(2)   483 丸山 卓治(3)

ﾃﾞｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｼﾞ
  236 矢澤 蓮太郎(1)   493 浦野 優至(2)

ﾔｻﾞﾜ ﾚﾝﾀﾛｳ ｳﾗﾉ ﾕｳｲ
 3   7 115_飯綱中   354 藤井 勇気(3)  20,48.20  3   6 22_駒ヶ根東中    87 小出 大地(3)  19,10.94 

ｲｲﾂﾞﾅﾁｭｳ ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｺｲﾃﾞ ﾀﾞｲﾁ
  363 角田  啓太(3)    69 島 謙介(3)

ｶﾄﾞﾀ ｹｲﾀ ｼﾏ ｹﾝｽｹ
  353 藤田 勇樹(3)    76 滝沢 朋季(3)

ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｷ ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓｷ
  350 齋藤 蓮(1)    90 宮下 泰智(3)

ｻｲﾄｳ ﾚﾝ ﾐﾔｼﾀ ﾔｽﾄﾓ
 4   6 57_三陽中(B)   176 五十嵐 空星  21,21.99  4   8 124_穂高西(A)   366 百瀬 陸人(3)  20,53.97 

ｻﾝﾖｳﾁｭｳB ｲｶﾞﾗｼ ｸｳﾔ ﾎﾀｶﾆｼA ﾓﾓｾ ﾘｸﾄ
  177 古澤 克登   375 等々力 亮太(3)

ﾌﾙｻﾜ ｶﾂﾄ ﾄﾄﾞﾛｷ ﾘｮｳﾀ
  172 小林 晴人   376 等々力 爽太(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ ﾄﾄﾞﾛｷ ｿｳﾀ
  168 太田 尚吾   379 滝沢 弘夢(2)

ｵｵﾀ ｼｮｳｺﾞ ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ
 5   1 68_諏訪西中   207 藤森 大斗(3)  22,40.16  5   7 33_高社中   129 浦野 太平(1)  21,13.39 

ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛﾄ ｺｳｼｬﾁｭｳ ｳﾗﾉ ﾀｲﾍｲ
  222 宮坂 聖(2)   118 山﨑 歩夢(2)

ﾐﾔｻｶ ﾋｼﾞﾘ ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾕﾑ
  218 三輪 浩太郎(2)   123 高野 翔吾(2)

ﾐﾜ ｺｳﾀﾛｳ ﾀｶﾉ ｼｮｳｺﾞ
  206 木下 翔聖(2)   116 小玉 唯人(2)

ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾏ ｺﾀﾞﾏ ｲﾁﾄ
 6   3 163_箕輪中(E)   469 三澤 芽生(1)  23,04.32  6   1 159_箕輪中(C)   450 中谷 純(2)  21,21.70 

ﾐﾉﾜﾁｭｳE ﾐｻﾜ ﾒｲ ﾐﾉﾜﾁｭｳC ﾅｶﾔ ｼﾞｭﾝ
  438 北澤 秀征(1)   445 南郷 友輝(1)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼｭｳｾｲ ﾅﾝｺﾞｳ ﾕｳｷ
  489 河原田 朔也(1)   480 岩波 颯真(2)

ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ｻｸﾔ ｲﾜﾅﾐ ｿｳﾏ
  458 上野 颯太(2)   478 宮澤 夏樹(2)

ｳｴﾉ ｿｳﾀ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂｷ
  2 84_赤穂中(B)  7   3 161_箕輪中(D)   448 田中 惠介(1)  22,42.83 

ｱｶﾎﾁｭｳB 欠場 ﾐﾉﾜﾁｭｳD ﾀﾅｶ ｹｲｽｹ
  462 松下 晃康(1)

ﾏﾂｼﾀ ｱｷﾔｽ
  452 瀧澤 直希(2)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ
  482 岩田 直也(1)

ｲﾜﾀ ﾅｵﾔ
  4 165_箕輪中(F)  8   4 136_豊科北中   397 倉科 拓実(3)  22,52.83 

ﾐﾉﾜﾁｭｳF 欠場 ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ｸﾗｼﾅ ﾀｸﾐ
  388 眞島 凜(1)

ﾏｼﾏ ﾘﾝ
  411 丸山 英嗣(2)

ﾏﾙﾔﾏ ｴｲｼﾞ
  391 望月 脩真(3)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｭｳﾏ

中学男子

4x1500m

決勝



   1 155_箕輪中(A)  18,21.32 大場 晴仁(2) 山川 拓馬(2) 征矢 快誠(3) 河西 希隆(3)   2   1
   2 56_三陽中(A)  18,59.28 渡辺 諒征 長谷川 悠 石井 大樹 柳澤 太一   1   1
   3 157_箕輪中(B)  19,08.38 岩波 響介(3) 小林 隼人(1) 丸山 卓治(3) 浦野 優至(2)   2   2
   4 22_駒ヶ根東中  19,10.94 小出 大地(3) 島 謙介(3) 滝沢 朋季(3) 宮下 泰智(3)   2   3
   5 83_赤穂中(A)  19,23.34 長谷部 直大(1) 扇田 大雅(2) 出澤 周大(2) 矢澤 蓮太郎(1)   1   2
   6 115_飯綱中  20,48.20 藤井 勇気(3) 角田  啓太(3) 藤田 勇樹(3) 齋藤 蓮(1)   1   3
   7 124_穂高西(A)  20,53.97 百瀬 陸人(3) 等々力 亮太(3) 等々力 爽太(3) 滝沢 弘夢(2)   2   4
   8 33_高社中  21,13.39 浦野 太平(1) 山﨑 歩夢(2) 高野 翔吾(2) 小玉 唯人(2)   2   5
   9 159_箕輪中(C)  21,21.70 中谷 純(2) 南郷 友輝(1) 岩波 颯真(2) 宮澤 夏樹(2)   2   6
  10 57_三陽中(B)  21,21.99 五十嵐 空星 古澤 克登 小林 晴人 太田 尚吾   1   4
  11 68_諏訪西中  22,40.16 藤森 大斗(3) 宮坂 聖(2) 三輪 浩太郎(2) 木下 翔聖(2)   1   5
  12 161_箕輪中(D)  22,42.83 田中 惠介(1) 松下 晃康(1) 瀧澤 直希(2) 岩田 直也(1)   2   7
  13 136_豊科北中  22,52.83 倉科 拓実(3) 眞島 凜(1) 丸山 英嗣(2) 望月 脩真(3)   2   8
  14 163_箕輪中(E)  23,04.32 三澤 芽生(1) 北澤 秀征(1) 河原田 朔也(1) 上野 颯太(2)   1   6

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

4x1500m
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録



決勝 8月6日  9:45

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   9 74_諏訪二葉高   231 巻淵 勇人(1)  19,10.57 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ﾏｷﾌﾞﾁ ﾕｳﾄ
  228 金澤 斗哉(1)

ｶﾅｻﾞ ﾜ ﾄｳﾔ
  227 桑野 杏梧(1)

ｸﾜﾉ ｷｮｳｺﾞ
  229 宮澤 薫(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｵﾙ

男子

4x1500m

決勝



決勝 8月6日 11:00

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 171_茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ  503 名取 陽(6)     54.49 

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾅﾄﾘ ﾊﾙ
  504 臼井 伶(6)

ｳｽｲ ﾚｲ
  505 木次 夏雪(6)

ｺﾂｷﾞ ﾅﾂｷ
  506 中村 光(6)

ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾙ
 2   4 177_軽井沢A&AC   533 山口 大和(6)     56.38 

ｶﾙｲｻﾞﾜA&AC ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔﾏﾄ
  529 坂田 涼真(6)

ｻｶﾀ ﾘｮｳﾏ
  530 大木 咲翔(6)

ｵｵｷ ｻｸﾄ
  531 千葉 大輝(6)

ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｷ

ｵｰﾌﾟﾝ小学男子 

4x100m              

決勝
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