
第26回信州リレー競技会                                                          
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,長野陸上競技協会                   
主管：諏訪陸上競技協会                                                          

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】203100  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
08/08 男子 ヤマトヤ     2,03.92 佐久長聖高     2,06.17 野沢北高     2,07.38 飯田高     2,12.81 諏訪清陵高(A)    2,14.48

100m+200m+300m+ 熊谷憲 児玉翔(2) 小林直哉(2) 熊谷洸佑(2) 渡邊泰樹(2)
山田俊光 笹沢隆文(2) 高橋智洋(1) 前島凌(2) 大槻駿介(2)
山浦圭介 児玉岳(2) 清水駿(3) 下平美成(2) 中川陽介(1)
吉冨和弥 大澤浩平(2) 荻窪拓生(1) 酒井聖矢(2) 渡邊真也(1)

08/08 佐久長聖高     8,42.51 諏訪清陵高     9,05.27 飯田高     9,05.96
4×800mR 児玉翔(2) 武居悠樹(2) 土屋雄大(2)

笹崎彰文(1) 田中雅己(2) 伊藤匡(1)
児玉岳(2) 中川陽介(1) 後沢広大(2)
大澤浩平(2) 米山修一朗(2) 小沢健人(1)

08/08 諏訪清陵高    18,33.86 飯田高    18,52.02 野沢北高    20,07.22
4×1500mR 田中雅己(2) 後沢広大(2) 渡辺慎吾(2)

武居悠樹(2) 小沢健人(1) 上原聡太(1)
米山修一朗(2) 伊藤匡(1) 友野広大(1)
長澤晨哉(2) 坂井寿成(1) 坂口太一(2)

08/08 中学男子 諏訪南中     2,09.55 伊那松川中(A)    2,11.83 岡谷東部中     2,12.46 中野平中(A)     2,14.55 飯田高陵中(A)    2,14.62 櫻ヶ岡中(A)     2,15.40 塩尻広陵中     2,16.19 駒ヶ根東中(A)    2,17.52
100m+200m+300m+ 矢﨑鴻介(1) 髙橋瞬(3) 山田大稀(3) 須藤稜太(1) 吉川雅人(3) 中澤弘輝(2) 中野涼介(2) 清水賢太(3)

長巾真也(3) 矢島遼(3) 三村和久(2) 山嵜健太(3) 大野聡士(2) 伊藤匠美(3) 三村航輝(2) 竹内基裕(2)
金箱樹(3) 小木曽晃介(3) 中村和明(3) 黒川岳(2) 篠田匡史(3) 戸田樹(2) 米久保一樹(3) 竹村泰地(2)
仲谷龍貴(3) 松下潤也(3) 川島創士(3) 手塚将弥(2) 岡田英希(3) 中山雄太(3) 山田匠(3) 馬場信介(2)

08/08 駒ヶ根東中(A)    8,55.26 信濃中(A)     9,09.53 中野平中     9,23.90 岡谷東部中     9,29.36 駒ヶ根東中(B)    9,32.10 長峰中(A)     9,42.18 信濃中(B)     9,45.42 塩尻広陵中     9,52.15
4×800mR 宮脇拓海(3) 水梨百哉(3) 浅沼希望(1) 中村和明(3) 白鳥克哉(3) 山田峻暉(2) 安藤茂一(2) 檀浦知樹(2)

蟹澤淳平(3) 佐藤誠也(3) 黒川岳(2) 矢﨑佑喜(3) 竹村一希(3) 伊東慎介(2) 羽入田雅寛(3) 岡村哲弥(3)
春日千速(3) 北村翔太(3) 手塚将弥(2) 田中俊平(3) 福澤弘樹(2) 伊藤航平(2) 竹内寿斗(2) 関塚賢悟(2)
湯澤舜(3) 酒井雅喜(3) 森川瑞貴(2) 井上和己(3) 北原拓也(3) 櫻田有夢(2) 宇野浩平(3) 百瀬弦(2)

08/08 駒ヶ根東中(A)   17,55.83 伊那松川中(A)   19,07.17 飯田高陵中    19,15.15 飯綱中(B)    19,30.91 鉢盛中(A)    19,38.07 駒ヶ根東中(B)   19,40.17 原中    19,42.95 伊那松川中(B)   19,43.25
4×1500mR 蟹澤淳平(3) 県中学新 熊谷皐(3) 吉川健真(3) 渋沢敦也(3) 上田星矢(2) 竹村一希(3) 高橋悠平(3) 近藤織部(2)

春日千速(3) 大会新 渋坂匠(3) 吉川健成(1) 寺島涼哉(3) 横水颯太(2) 北原拓也(3) 小林直樹(2) 松下湧登(1)
宮脇拓海(3) 宮下直哉(3) 原謙二郎(3) 水上駿(3) 山下大吾(2) 白鳥克哉(3) 小林巧(3) 松沢拓弥(1)
湯澤舜(3) 遠藤千有(3) 坂口光祐(2) 吉岡遼汰(3) 上條冬矢(3) 福澤弘樹(2) 金成孝司(2) 矢島遼(3)



決勝 8月8日 10:40

県新              1,56.70
大会新            1,56.70

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 ヤマトヤ   308 熊谷憲   2,03.92 

ｸﾏｶﾞｲｱｷﾗ
  305 山田俊光

ﾔﾏﾀﾞﾄｼﾐﾂ
  306 山浦圭介

ﾔﾏｳﾗｹｲｽｹ
  309 吉冨和弥

ﾖｼﾄﾐｶｽﾞﾔ
 2   6 佐久長聖高   489 児玉翔(2)   2,06.17 

ｺﾀﾞﾏｼｮｳ
  491 笹沢隆文(2)

ｻｻｻﾞﾜﾀｶﾌﾐ
  490 児玉岳(2)

ｺﾀﾞﾏｶﾞｸ
  485 大澤浩平(2)

ｵｵｻﾜｺｳﾍｲ
 3   2 野沢北高   994 小林直哉(2)   2,07.38 

ｺﾊﾞﾔｼﾅｵﾔ
  997 高橋智洋(1)

ﾀｶﾊｼﾄﾓﾋﾛ
 1040 清水駿(3)

ｼﾐｽﾞﾊﾔｵ
 1000 荻窪拓生(1)

ｵｷﾞｸﾎﾞﾀｸｵ
 4   5 飯田高   918 熊谷洸佑(2)   2,12.81 

ｸﾏｶﾞｲｺｳｽｹ
  911 前島凌(2)

ﾏｴｼﾏﾘｮｳ
  922 下平美成(2)

ｼﾓﾀﾞｲﾗﾖｼﾅﾘ
  915 酒井聖矢(2)

ｻｶｲｾｲﾔ
 5   1 諏訪清陵高(A)   584 渡邊泰樹(2)   2,14.48 

ﾜﾀﾅﾍﾞﾀｲｷ
  589 大槻駿介(2)

ｵｵﾂｷｼｭﾝｽｹ
  588 中川陽介(1)

ﾅｶｶﾞﾜﾖｳｽｹ
  585 渡邊真也(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞｼﾝﾔ
  3 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

欠場

  7 諏訪清陵高(B)   584 渡邊泰樹(2)
ﾜﾀﾅﾍﾞﾀｲｷ 欠場

  589 大槻駿介(2)
ｵｵﾂｷｼｭﾝｽｹ

  588 中川陽介(1)
ﾅｶｶﾞﾜﾖｳｽｹ

  585 渡邊真也(1)
ﾜﾀﾅﾍﾞｼﾝﾔ

男子

100m+200m+300m+400mR

決勝



決勝 8月8日 13:50

県新              8,04.00
大会新            8,08.34
県高校新          8,08.34

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 佐久長聖高   489 児玉翔(2)   8,42.51 

ｺﾀﾞﾏｼｮｳ
  492 笹崎彰文(1)

ｻｻｻﾞｷｱｷﾌﾐ
  490 児玉岳(2)

ｺﾀﾞﾏｶﾞｸ
  485 大澤浩平(2)

ｵｵｻﾜｺｳﾍｲ
 2   1 諏訪清陵高   583 武居悠樹(2)   9,05.27 

ﾀｹｲﾕｳｷ
  586 田中雅己(2)

ﾀﾅｶﾏｻｷ
  588 中川陽介(1)

ﾅｶｶﾞﾜﾖｳｽｹ
  582 米山修一朗(2)

ﾖﾈﾔﾏｼｭｳｲﾁﾛｳ
 3   2 飯田高   909 土屋雄大(2)   9,05.96 

ﾂﾁﾔﾕｳﾀﾞｲ
  924 伊藤匡(1)

ｲﾄｳﾏｻｼ
  917 後沢広大(2)

ｺﾞｻﾞﾜｺｳﾀﾞｲ
  914 小沢健人(1)

ｺｻﾞﾜﾀｹﾋﾄ

男子

4×800mR            

決勝



決勝 8月8日 12:20

県新             16,28.15
大会新           16,50.90
県高校新         16,28.15

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 諏訪清陵高   586 田中雅己(2)  18,33.86 

ﾀﾅｶﾏｻｷ
  583 武居悠樹(2)

ﾀｹｲﾕｳｷ
  582 米山修一朗(2)

ﾖﾈﾔﾏｼｭｳｲﾁﾛｳ
  587 長澤晨哉(2)

ﾅｶﾞｻﾜｼﾝﾔ
 2   3 飯田高   917 後沢広大(2)  18,52.02 

ｺﾞｻﾞﾜｺｳﾀﾞｲ
  914 小沢健人(1)

ｺｻﾞﾜﾀｹﾋﾄ
  924 伊藤匡(1)

ｲﾄｳﾏｻｼ
  916 坂井寿成(1)

ｻｶｲﾄｼﾅﾘ
 3   1 野沢北高  1041 渡辺慎吾(2)  20,07.22 

ﾜﾅﾅﾍﾞｼﾝｺﾞ
  992 上原聡太(1)

ｳｴﾊﾗｿｳﾀ
  990 友野広大(1)

ﾄﾓﾉｺｳﾀﾞｲ
  996 坂口太一(2)

ｻｶｸﾞﾁﾀｲﾁ

男子

4×1500mR           

決勝



予選 8月8日 10:05
決勝 8月8日 14:20

県新              1,56.70
県中学新          2,05.70
大会新            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   7 櫻ヶ岡中(A)  1006 中澤弘輝(2)   2,16.72 q  1   5 飯田高陵中(A)   954 吉川雅人(3)   2,15.08 q

ﾅｶｻﾞﾜﾋﾛｷ ﾖｼｶﾜﾏｻﾄ
 1035 伊藤匠美(3)   934 大野聡士(2)

ｲﾄｳﾀｸﾐ ｵｵﾉｻﾄｼ
 1023 戸田樹(2)   941 篠田匡史(3)

ﾄﾀﾞｲﾂｷ ｼﾉﾀﾞﾏｻｼﾞ
 1007 中山雄太(3)   957 岡田英希(3)

ﾅｶﾔﾏﾕｳﾀ ｵｶﾀﾞﾋﾃﾞｷ
 2   5 駒ヶ根東中(A)   427 竹内基裕(2)   2,18.77 q  2   2 中野平中(A)   730 勝山港介(2)   2,16.85 q

ﾀｹｳﾁﾓﾄﾋﾛ ｶﾂﾔﾏｺｳｽｹ
  433 清水賢太(3)   732 山嵜健太(3)

ｼﾐｽﾞｹﾝﾀ ﾔﾏｻﾞｷｹﾝﾀ
  429 竹村泰地(2)   733 黒川岳(2)

ﾀｹﾑﾗﾀｲﾁ ｸﾛｶﾜｶﾞｸ
  421 馬場信介(2)   731 手塚将弥(2)

ﾊﾞﾊﾞｼﾝｽｹ ﾃﾂﾞｶﾏｻﾔ
 3   4 原中   459 白鳥世紀(1)   2,20.15  3   3 長野東部中(C)   814 宮澤司(1)   2,34.56 

ｼﾗﾄﾘﾋﾛｷ ﾐﾔｻﾞﾜﾂｶｻ
  461 石川尚(2)   801 倉石大樹(1)

ｲｼｶﾜﾅｵ ｸﾗｲｼﾀﾞｲｷ
  468 小松春也(3)   821 雲崎凌(1)

ｺﾏﾂﾊﾙﾔ ｸﾓｻﾞｷﾘｮｳ
  472 伊藤真央(3)   820 丸山智輝(1)

ｲﾄｳﾏｵ ﾏﾙﾔﾏﾄﾓｷ
 4   2 高森中(B)   477 松下優太(1)   2,26.23  4   7 飯綱中   879 矢野颯(1)   2,36.38 

ﾏﾂｼﾀﾕｳﾀ ﾔﾉﾊﾔﾃ
  478 山岸琳汰(2)   882 仲俣一樹(1)

ﾔﾏｷﾞｼﾘﾝﾀ ﾅｶﾏﾀｶｽﾞｷ
  476 上原諒(2)   893 宮島仙太郎(1)

ｳｴﾊﾗﾘｮｳ ﾐﾔｼﾞﾏｾﾝﾀﾛｳ
  474 中平満知留(2)   880 藤井大(1)

ﾅｶﾀﾞｲﾗﾐﾁﾙ ﾌｼﾞｲﾀﾞｲ
 5   6 長峰中(B)   759 小松優太(2)   2,33.57  5   6 鉢盛中(A)   870 久保田正吾(1)   2,37.14 

ｺﾏﾂﾕｳﾀ ｸﾎﾞﾀｼｮｳｺﾞ
  766 今井悠介(2)   849 大久保祐作(2)

ｲﾏｲﾕｳｽｹ ｵｵｸﾎﾞﾕｳｻｸ
  744 櫻田有夢(2)   866 三島太成(1)

ｻｸﾗﾀﾞｱﾘﾑ ﾐｼﾏﾀｲｾｲ
  763 山田峻暉(2)   850 太田賢斗(2)

ﾔﾏﾀﾞﾄｼｱｷ ｵｵﾀｹﾝﾄ
 6   3 飯田高陵中(B)   940 小林諒太(1)   2,49.15  6   4 駒ヶ根東中(C)   414 木下悠也(1)   2,41.10 

ｺﾊﾞﾔｼﾘｮｳﾀ ｷﾉｼﾀﾕｳﾔ
  930 平栗広大(1)   420 萩原拓海(1)

ﾋﾗｸﾞﾘｺｳﾀﾞｲ ﾊｷﾞﾊﾗﾀｸﾐ
  933 長瀬俊也(1)   453 下平彬宏(2)

ﾅｶﾞｾｼｭﾝﾔ ｼﾓﾀﾞｲﾗｱｷﾋﾛ
  938 松澤貴文(1)   424 湯澤朋喜(3)

ﾏﾂｻﾞﾜﾀｶﾌﾐ ﾕｻﾞﾜﾄﾓｷ
  1 三郷中(A)   1 三郷中(C)

欠場 欠場

中学男子

100m+200m+300m+400mR

予選 通過基準  7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   5 岡谷東部中   386 山田大稀(3)   2,14.45 q  1   1 駒ヶ根東中(B)   452 花村郁(2)   2,27.50 

ﾔﾏﾀﾞﾀｲｷ ﾊﾅﾑﾗｶｵﾙ
  387 三村和久(2)   449 宮下卓也(3)

ﾐﾑﾗｶｽﾞﾋｻ ﾐﾔｼﾀﾀｸﾔ
  380 中村和明(3)   432 斉藤優(2)

ﾅｶﾑﾗｶｽﾞｱｷ ｻｲﾄｳｽｸﾞﾙ
  382 川島創士(3)   437 所河北斗(1)

ｶﾜｼﾏｿｳｼ ｼｮｶﾞﾜﾎｸﾄ
 2   7 篠ﾉ井西中   522 吉岡諒司(3)   2,28.68  2   2 長峰中(C)   749 中島隼斗(1)   2,36.43 

ﾖｼｵｶﾘｮｳｼﾞ ﾅｶｼﾞﾏﾊﾔﾄ
  517 室賀元晴(2)   761 小笠原隼(1)

ﾑﾛｶﾞﾓﾄﾊﾙ ｵｶﾞｻﾜﾗﾊﾔﾄ
  509 澤登陸(3)   767 後藤大輝(1)

ｻﾜﾄﾘｸ ｺﾞﾄｳﾀｲｷ
  513 内山直樹(2)   772 久島光太郎(1)

ｳﾁﾔﾏﾅｵｷ ｸｼﾏｺｳﾀﾛｳ
 3   3 墨坂中   979 山上秀幸(1)   2,33.70  3   6 櫻ヶ岡中(B)  1004 藤澤玄(1)   2,39.88 

ﾔﾏｶﾞﾐﾋﾃﾞﾕｷ ﾌｼﾞｻﾜｹﾞﾝ
  975 神林寛貴(2)  1003 峰村悠輔(1)

ｶﾝﾊﾞﾔｼﾋﾛｷ ﾐﾈﾑﾗﾕｳｽｹ
  972 坪井智哉(1)  1021 山田貴大(1)

ﾂﾎﾞｲﾄﾓﾔ ﾔﾏﾀﾞﾀｶﾋﾛ
  974 中村仁(2)  1009 大日方景都(1)

ﾅｶﾑﾗｼﾞﾝ ｵﾋﾞﾅﾀｹｲﾄ
 4   4 上田第五中(B)   547 出﨑涼太(1)   2,51.81  4   7 長野東部中(D)   822 一山憲吾(1)   2,42.30 

ｲﾃﾞｻｷﾘｮｳﾀ ｲﾁﾔﾏｹﾝｺﾞ
  541 小林優介(1)   816 宮武雅弘(1)

ｺﾊﾞﾔｼﾕｳｽｹ ﾐﾔﾀｹﾏｻﾋﾛ
  545 小菅雅人(1)   796 霜村景(2)

ｺｽｹﾞﾏｻﾄ ｼﾓﾑﾗｹｲ
  546 小須田健(1)   806 小林亮太(2)

ｺｽﾀﾞﾀｹｼ ｺﾊﾞﾔｼﾘｮｳﾀ
 5   6 飯田高陵中(D)   931 藤井現代(1)   2,51.95  5   4 中野平中(B)   724 須藤稜太(1)   2,43.02 

ﾌｼﾞｲｹﾞﾝﾀﾞｲ ｽﾄﾞｳﾘｮｳﾀ
  948 桑原勇人(1)   722 西埜拓海(2)

ｸﾜﾊﾞﾗﾊﾔﾄ ﾆｼﾉﾀｸﾐ
  960 横田聖人(1)   729 小松翔(2)

ﾖｺﾀﾏｻﾄ ｺﾏﾂｼｮｳ
  939 松村悠太(1)   739 笠松光瑠(1)

ﾏﾂﾑﾗﾕｳﾀ ｶｻﾏﾂﾋｶﾙ
 6   1 長野東部中(E)   787 藤澤将大(1)   2,52.81  6   5 辰野中(B)   671 瀬戸竜紀   2,44.57 

ﾌｼﾞｻﾜﾏｻﾋﾛ ｾﾄﾘｭｳｷ
  800 想田賢太朗(1)   668 赤坂直也

ｿｳﾀﾞｹﾝﾀﾛｳ ｱｶｻｶﾅｵﾔ
  782 梨子下貴玲(1)   683 宮原大介

ﾅｼｺｼﾀﾀｶﾋﾛ ﾐﾔﾊﾗﾀﾞｲｽｹ
  784 茂野祥太(1)   674 小松勇樹

ｼｹﾞﾉｼｮｳﾀ ｺﾏﾂﾕｳｷ
  2 三郷中(B)   3 信濃中

記録なし 欠場

中学男子

100m+200m+300m+400mR



[ 5組] [ 6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 諏訪南中   626 矢﨑鴻介(1)   2,10.96 q  1   6 塩尻広陵中   363 中野涼介(2)   2,16.11 q

ﾔｻﾞｷｺｳｽｹ ﾅｶﾉﾘｮｳｽｹ
  634 長巾真也(3)   369 三村航輝(2)

ﾅｶﾞﾊﾊﾞｼﾝﾔ ﾐﾑﾗｺｳｷ
  641 金箱樹(3)   361 米久保一樹(3)

ｶﾈﾊﾞｺﾀﾂｷ ﾖﾈｸﾎﾞｶｽﾞｷ
  635 仲谷龍貴(3)   368 山田匠(3)

ﾅｶﾔﾘｭｳｷ ﾔﾏﾀﾞﾀｸﾐ
 2   1 永明中   358 伊藤達也(2)   2,25.38  2   1 梓川中   313 中澤正人(2)   2,21.72 

ｲﾄｳﾀﾂﾔ ﾅｶｻﾞﾜﾏｻﾄ
  357 加賀見一輝(3)   318 佐原涼太(2)

ｶｶﾞﾐｲｯｷ ｻﾊﾗﾘｮｳﾀ
  348 北坂豊(2)   314 大久保達弥(2)

ｷﾀｻｶﾕﾀｶ ｵｵｸﾎﾞﾀﾂﾔ
  351 西澤嵩(3)   316 村瀬峻(2)

ﾆｼｻﾞﾜﾀｶｼ ﾑﾗｾﾘｮｳ
 3   3 箕輪中   986 中村友哉(2)   2,26.21  3   5 長峰中(A)   777 鮎澤一輝(2)   2,24.53 

ﾅｶﾑﾗﾄﾓﾔ ｱｲｻﾞﾜｶｽﾞｷ
  989 沓掛大輔(2)   760 小口直希(2)

ｸﾂｶｹﾀﾞｲｽｹ ｵｸﾞﾁﾅｵｷ
  985 登内大地(2)   745 矢野孝典(2)

ﾄﾉｳﾁﾀﾞｲﾁ ﾔﾉｺｳｽｹ
  988 重盛文宏(2)   776 伊東慎介(2)

ｼｹﾞﾓﾘﾌﾐﾋﾛ ｲﾄｳｼﾝｽｹ
 4   7 辰野中(A)   677 坂井和人   2,31.66  4   4 上田第五中(A)   556 安藤弥(2)   2,25.16 

ｻｶｲｶｽﾞﾄ ｱﾝﾄﾞｳﾜﾀﾙ
  686 丸山徹   544 小柳博雅(3)

ﾏﾙﾔﾏﾄｵﾙ ｵﾔﾅｷﾞﾋﾛﾏｻ
  672 上島誠史   554 一之瀬椋太(2)

ｶﾐｼﾞﾏﾄﾓﾌﾐ ｲﾁﾉｾﾘｮｳﾀ
  661 淺田翔悟   548 細田昌宏(2)

ｱｻﾀﾞｼｮｳｺﾞ ﾎｿﾀﾞﾏｻﾋﾛ
 5   4 長野東部中(B)   786 徳永大樹(2)   2,37.29  5   7 伊那松川中(B)   331 小池光(1)   2,25.27 

ﾄｸﾅｶﾞﾀｲｷ ｺｲｹﾋｶﾙ
  780 鈴木滉太(2)   339 宮下直哉(3)

ｽｽﾞｷｺｳﾀ ﾐﾔｼﾀﾅｵﾔ
  803 水島純一(2)   342 遠藤千有(3)

ﾐｽﾞｼﾏｼﾞｭﾝｲﾁ ｴﾝﾄﾞｳﾁﾕｳ
  812 古畑仁志(2)   336 熊谷皐(3)

ﾌﾙﾊﾀﾋﾄｼ ｸﾏｶﾞｲｺｳ
 6   2 長峰中(D)   752 滝沢聖成(1)   2,53.07  6   2 臼田中   346 岡部正典   2,25.35 

ﾀｷｻﾞﾜﾏｻﾅﾘ ｵｶﾍﾞﾏｻﾉﾘ
  775 伊藤幹(1)   344 小須田航

ｲﾄｳﾂﾖｼ ｺｽﾀﾞﾜﾀﾙ
  765 細川慧(1)   345 橋詰将吾

ﾎｿｶﾜｹｲ ﾊｼｽﾞﾒｼｮｳｺﾞ
  747 平出翔大(1)   343 東川一希

ﾋﾗｲﾃﾞｼｮｳﾀ ｱｽﾞﾏｶﾞﾜｶｽﾞｷ
  5 筑摩野中(A)  7   3 筑摩野中(B)   691 筒井侑希(1)   2,45.67 

欠場 ﾂﾂｲﾕｳｷ
  694 竹内康平(1)

ﾀｹｳﾁｺｳﾍｲ
  713 吉田翔真(1)

ﾖｼﾀﾞｼｮｳﾏ
  696 大野智裕(1)

ｵｵﾉﾄﾓﾋﾛ

中学男子

100m+200m+300m+400mR



[ 7組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 伊那松川中(A)   322 矢島遼(3)   2,14.19 q

ﾔｼﾞﾏﾘｮｳ
  329 松下潤也(3)

ﾏﾂｼﾀｼﾞｭﾝﾔ
  319 髙橋瞬(3)

ﾀｶﾊｼｼｭﾝ
  330 小木曽晃介(3)

ｵｷﾞｿｺｳｽｹ
 2   1 高森中(A)   479 丸山玲央(2)   2,18.81 

ﾏﾙﾔﾏﾚｵ
  473 椚谷健(2)

ｸﾇｷﾞﾀﾆｹﾝ
  475 川口純(2)

ｶﾜｸﾞﾁｼﾞｭﾝ
  480 塩沢直樹(3)

ｼｵｻﾞﾜﾅｵｷ
 3   6 長野東部中(A)   807 小池たける(2)   2,28.54 

ｺｲｹﾀｹﾙ
  804 新井耕元(2)

ｱﾗｲｺｳｹﾞﾝ
  791 中澤侑亮(2)

ﾅｶｻﾞﾜﾕｳｽｹ
  798 草野晃平(2)

ｸｻﾉｺｳﾍｲ
 4   7 飯田高陵中(C)   925 齊藤進次郎(1)   2,33.64 

ｻｲﾄｳｼﾝｼﾞﾛｳ
  951 吉川涼平(2)

ﾖｼｶﾜﾘｮｳﾍｲ
  928 牧内豪(1)

ﾏｷｳﾁｺﾞｳ
  942 山近拳児(1)

ﾔﾏﾁｶｹﾝｼﾞ
 5   4 長野北部中   830 小川一朗(2)   2,36.22 

ｵｶﾞﾜｲﾁﾛｳ
  834 横山裕夢(2)

ﾖｺﾔﾏﾋﾛﾑ
  827 大峡將嵩(2)

ｵｵﾊﾞﾏｻﾀｶ
  831 渋川夢風(2)

ｼﾌﾞｶﾜﾑｶｾﾞ
 6   5 諏訪西中   614 藤森優輝(1)   2,39.22 

ﾌｼﾞﾓﾘﾕｳｷ
  609 北原教平(1)

ｷﾀﾊﾗｷｮｳﾍｲ
  620 後藤佑基(1)

ｺﾞﾄｳﾕｳｷ
  622 牛山時和(2)

ｳｼﾔﾏﾄｷｶｽﾞ
  2 鎌田中

欠場

中学男子

100m+200m+300m+400mR



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 諏訪南中   626 矢﨑鴻介(1)   2,09.55 

ﾔｻﾞｷｺｳｽｹ
  634 長巾真也(3)

ﾅｶﾞﾊﾊﾞｼﾝﾔ
  641 金箱樹(3)

ｶﾈﾊﾞｺﾀﾂｷ
  635 仲谷龍貴(3)

ﾅｶﾔﾘｭｳｷ
 2   3 伊那松川中(A)   319 髙橋瞬(3)   2,11.83 

ﾀｶﾊｼｼｭﾝ
  322 矢島遼(3)

ﾔｼﾞﾏﾘｮｳ
  330 小木曽晃介(3)

ｵｷﾞｿｺｳｽｹ
  329 松下潤也(3)

ﾏﾂｼﾀｼﾞｭﾝﾔ
 3   6 岡谷東部中   386 山田大稀(3)   2,12.46 

ﾔﾏﾀﾞﾀｲｷ
  387 三村和久(2)

ﾐﾑﾗｶｽﾞﾋｻ
  380 中村和明(3)

ﾅｶﾑﾗｶｽﾞｱｷ
  382 川島創士(3)

ｶﾜｼﾏｿｳｼ
 4   7 中野平中(A)   724 須藤稜太(1)   2,14.55 

ｽﾄﾞｳﾘｮｳﾀ
  732 山嵜健太(3)

ﾔﾏｻﾞｷｹﾝﾀ
  733 黒川岳(2)

ｸﾛｶﾜｶﾞｸ
  731 手塚将弥(2)

ﾃﾂﾞｶﾏｻﾔ
 5   4 飯田高陵中(A)   954 吉川雅人(3)   2,14.62 

ﾖｼｶﾜﾏｻﾄ
  934 大野聡士(2)

ｵｵﾉｻﾄｼ
  941 篠田匡史(3)

ｼﾉﾀﾞﾏｻｼﾞ
  957 岡田英希(3)

ｵｶﾀﾞﾋﾃﾞｷ
 6   2 櫻ヶ岡中(A)  1006 中澤弘輝(2)   2,15.40 

ﾅｶｻﾞﾜﾋﾛｷ
 1035 伊藤匠美(3)

ｲﾄｳﾀｸﾐ
 1023 戸田樹(2)

ﾄﾀﾞｲﾂｷ
 1007 中山雄太(3)

ﾅｶﾔﾏﾕｳﾀ
 7   8 塩尻広陵中   363 中野涼介(2)   2,16.19 

ﾅｶﾉﾘｮｳｽｹ
  369 三村航輝(2)

ﾐﾑﾗｺｳｷ
  361 米久保一樹(3)

ﾖﾈｸﾎﾞｶｽﾞｷ
  368 山田匠(3)

ﾔﾏﾀﾞﾀｸﾐ
 8   1 駒ヶ根東中(A)   433 清水賢太(3)   2,17.52 

ｼﾐｽﾞｹﾝﾀ
  427 竹内基裕(2)

ﾀｹｳﾁﾓﾄﾋﾛ
  429 竹村泰地(2)

ﾀｹﾑﾗﾀｲﾁ
  421 馬場信介(2)

ﾊﾞﾊﾞｼﾝｽｹ

決勝

中学男子

100m+200m+300m+400mR



決勝 8月8日 13:20

県新              8,04.00
県中学新          8,45.88
大会新            8,45.88

[ 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  12 駒ヶ根東中(A)   445 宮脇拓海(3)   8,55.26  1   1 岡谷東部中   380 中村和明(3)   9,29.36 

ﾐﾔﾜｷﾀｸﾐ ﾅｶﾑﾗｶｽﾞｱｷ
  450 蟹澤淳平(3)   376 矢﨑佑喜(3)

ｶﾆｻﾜｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾔｻﾞｷﾕｳｷ
  438 春日千速(3)   379 田中俊平(3)

ｶｽｶﾞﾁﾊﾔ ﾀﾅｶｼｭﾝﾍﾟｲ
  425 湯澤舜(3)   390 井上和己(3)

ﾕｻﾞﾜｼｭﾝ ｲﾉｳｴｶｽﾞｷ
 2   6 信濃中(A)   570 水梨百哉(3)   9,09.53  2   3 駒ヶ根東中(B)   419 白鳥克哉(3)   9,32.10 

ﾐｽﾞﾅｼﾓﾓﾔ ｼﾛﾄﾘｶﾂﾔ
  575 佐藤誠也(3)   430 竹村一希(3)

ｻﾄｳﾏｻﾔ ﾀｹﾑﾗｶｽﾞｷ
  559 北村翔太(3)   418 福澤弘樹(2)

ｷﾀﾑﾗｼｮｳﾀ ﾌｸｻﾞﾜﾋﾛｷ
  573 酒井雅喜(3)   416 北原拓也(3)

ｻｶｲﾏｻﾖｼ ｷﾀﾊﾗﾀｸﾔ
 3   2 中野平中   721 浅沼希望(1)   9,23.90  3   5 長峰中(A)   763 山田峻暉(2)   9,42.18 

ｱｻﾇﾏﾉｿﾞﾑ ﾔﾏﾀﾞﾄｼｱｷ
  733 黒川岳(2)   776 伊東慎介(2)

ｸﾛｶﾜｶﾞｸ ｲﾄｳｼﾝｽｹ
  731 手塚将弥(2)   774 伊藤航平(2)

ﾃﾂﾞｶﾏｻﾔ ｲﾄｳｺｳﾍｲ
  725 森川瑞貴(2)   744 櫻田有夢(2)

ﾓﾘｶﾜﾐｽﾞｷ ｻｸﾗﾀﾞｱﾘﾑ
 4  10 長野北部中   828 多田智徳(3)   9,54.95  4   9 信濃中(B)   581 安藤茂一(2)   9,45.42 

ﾀﾀﾞﾄﾓﾉﾘ ｱﾝﾄﾞｳﾓｲﾁ
  823 柳澤興志郎(3)   578 羽入田雅寛(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜｺｳｼﾛｳ ﾊﾆｭｳﾀﾞﾏｻﾋﾛ
  833 岡田和樹(3)   567 竹内寿斗(2)

ｵｶﾀﾞｶｽﾞｷ ﾀｹｳﾁｶｽﾞﾄ
  835 臼井悠太(3)   579 宇野浩平(3)

ｳｽｲﾕｳﾀ ｳﾉｺｳﾍｲ
 5   1 飯綱中   888 渋沢敦也(3)  10,32.22  5   4 塩尻広陵中   364 檀浦知樹(2)   9,52.15 

ｼﾌﾞｻﾜｱﾂﾔ ﾀﾞﾝﾉｳﾗﾄﾓｷ
  884 青山雄和(1)   371 岡村哲弥(3)

ｱｵﾔﾏﾕｳﾅ ｵｶﾑﾗﾃﾂﾔ
  885 西﨑啓太朗(1)   370 関塚賢悟(2)

ﾆｼｻﾞｷｹｲﾀﾛｳ ｾｷﾂﾞｶｹﾝｺﾞ
  894 宮島耕大(1)   362 百瀬弦(2)

ﾐﾔｼﾞﾏｺｳﾀﾞｲ ﾓﾓｾｹﾞﾝ
 6   7 上田第五中   553 丸山未来(2)  10,32.62  6  10 鉢盛中(A)   872 横水颯太(2)  10,03.04 

ﾏﾙﾔﾏﾐﾗｲ ﾖｺﾐｽﾞｿｳﾀ
  554 一之瀬椋太(2)   858 上田星矢(2)

ｲﾁﾉｾﾘｮｳﾀ ｳｴﾀﾞｾｲﾔ
  548 細田昌宏(2)   850 太田賢斗(2)

ﾎｿﾀﾞﾏｻﾋﾛ ｵｵﾀｹﾝﾄ
  534 大嵩崎慧(2)   857 上條冬矢(3)

ｵｵﾂｷｹｲ ｶﾐｼﾞｮｳﾄｳﾔ
 7  11 長野東部中(D)   786 徳永大樹(2)  10,51.97  7   2 長野東部中(A)   812 古畑仁志(2)  10,10.24 

ﾄｸﾅｶﾞﾀｲｷ ﾌﾙﾊﾀﾋﾄｼ
  807 小池たける(2)   791 中澤侑亮(2)

ｺｲｹﾀｹﾙ ﾅｶｻﾞﾜﾕｳｽｹ
  806 小林亮太(2)   804 新井耕元(2)

ｺﾊﾞﾔｼﾘｮｳﾀ ｱﾗｲｺｳｹﾞﾝ
  798 草野晃平(2)   815 宮本恭弥(2)

ｸｻﾉｺｳﾍｲ ﾐﾔﾓﾄｽﾐﾔ
 8   4 信濃中(D)   557 德竹悠馬(1)  10,55.13  8  12 辰野中   675 小松初  10,12.08 

ﾄｸﾀｹﾕｳﾏ ｺﾏﾂﾊｼﾞﾒ
  564 竹内悠太朗(1)   667 大槻遼太

ﾀｹｳﾁﾕｳﾀﾛｳ ｵｵﾂｷﾘｮｳﾀ
  566 竹内篤史(3)   670 赤羽幸一

ﾀｹｳﾁｱﾂｼ ｱｶﾊﾈｺｳｲﾁ
  560 平塚慎也(1)   681 近藤隆博

ﾋﾗﾂｶｼﾝﾔ ｺﾝﾄﾞｳﾀｶﾋﾛ

中学男子

4×800mR            

決勝



 9   9 諏訪西中   610 平林和氣(1)  11,06.15  9   7 駒ヶ根東中(C)   453 下平彬宏(2)  10,15.90 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼｶｽﾞｷ ｼﾓﾀﾞｲﾗｱｷﾋﾛ

  604 有賀功(1)   434 菅沼諒太(2)
ｱﾙｶﾞｲｻｵ ｽｶﾞﾇﾏﾘｮｳﾀ

  623 宮森蒼太(1)   431 滝澤代聖(1)
ﾐﾔﾓﾘｿｳﾀ ﾀｷｻﾞﾜﾀｲｾｲ

  622 牛山時和(2)   424 湯澤朋喜(3)
ｳｼﾔﾏﾄｷｶｽﾞ ﾕｻﾞﾜﾄﾓｷ

10   8 長峰中(B)   746 北川幸希(1)  11,39.16 10   6 原中   470 高橋悠平(3)  10,16.47 
ｷﾀｶﾞﾜｺｳｷ ﾀｶﾊｼﾕｳﾍｲ

  768 五味滉太(1)   471 金成孝司(2)
ｺﾞﾐｺｳﾀ ｶﾈﾅﾘﾀｶｼ

  743 濵将志(1)   466 小野寺陸(2)
ﾊﾏﾏｻｼ ｵﾉﾃﾞﾗﾘｸ

  759 小松優太(2)   463 清水光太郎(1)
ｺﾏﾂﾕｳﾀ ｼﾐｽﾞｺｳﾀﾛｳ

11   5 長野東部中(C)   816 宮武雅弘(1)  11,50.20 11  11 信濃中(C)   558 柳澤優多(2)  11,02.54 
ﾐﾔﾀｹﾏｻﾋﾛ ﾔﾅｷﾞｻﾜﾕｳﾀ

  822 一山憲吾(1)   563 中山廉(1)
ｲﾁﾔﾏｹﾝｺﾞ ﾅｶﾔﾏﾚﾝ

  800 想田賢太朗(1)   565 竹内佑介(1)
ｿｳﾀﾞｹﾝﾀﾛｳ ﾀｹｳﾁﾕｳｽｹ

  782 梨子下貴玲(1)   562 渡部卓(1)
ﾅｼｺｼﾀﾀｶﾋﾛ ﾜﾀﾅﾍﾞﾀｸ

  3 鉢盛中(B) 12   8 長野東部中(B)   813 駒村一眞(1)  12,00.15 
欠場 ｺﾏﾑﾗｶｽﾞﾏ

  814 宮澤司(1)
ﾐﾔｻﾞﾜﾂｶｻ

  784 茂野祥太(1)
ｼｹﾞﾉｼｮｳﾀ

  811 後藤大聖(1)
ｺﾞﾄｳﾋﾛﾏｻ

 13 諏訪南中
欠場

   1 駒ヶ根東中(A)   8,55.26 宮脇拓海(3) 蟹澤淳平(3) 春日千速(3) 湯澤舜(3)   1   1
   2 信濃中(A)   9,09.53 水梨百哉(3) 佐藤誠也(3) 北村翔太(3) 酒井雅喜(3)   1   2
   3 中野平中   9,23.90 浅沼希望(1) 黒川岳(2) 手塚将弥(2) 森川瑞貴(2)   1   3
   4 岡谷東部中   9,29.36 中村和明(3) 矢﨑佑喜(3) 田中俊平(3) 井上和己(3)   2   1
   5 駒ヶ根東中(B)   9,32.10 白鳥克哉(3) 竹村一希(3) 福澤弘樹(2) 北原拓也(3)   2   2
   6 長峰中(A)   9,42.18 山田峻暉(2) 伊東慎介(2) 伊藤航平(2) 櫻田有夢(2)   2   3
   7 信濃中(B)   9,45.42 安藤茂一(2) 羽入田雅寛(3) 竹内寿斗(2) 宇野浩平(3)   2   4
   8 塩尻広陵中   9,52.15 檀浦知樹(2) 岡村哲弥(3) 関塚賢悟(2) 百瀬弦(2)   2   5
   9 長野北部中   9,54.95 多田智徳(3) 柳澤興志郎(3) 岡田和樹(3) 臼井悠太(3)   1   4
  10 鉢盛中(A)  10,03.04 横水颯太(2) 上田星矢(2) 太田賢斗(2) 上條冬矢(3)   2   6
  11 長野東部中(A)  10,10.24 古畑仁志(2) 中澤侑亮(2) 新井耕元(2) 宮本恭弥(2)   2   7
  12 辰野中  10,12.08 小松初 大槻遼太 赤羽幸一 近藤隆博   2   8
  13 駒ヶ根東中(C)  10,15.90 下平彬宏(2) 菅沼諒太(2) 滝澤代聖(1) 湯澤朋喜(3)   2   9
  14 原中  10,16.47 高橋悠平(3) 金成孝司(2) 小野寺陸(2) 清水光太郎(1)   2  10
  15 飯綱中  10,32.22 渋沢敦也(3) 青山雄和(1) 西﨑啓太朗(1) 宮島耕大(1)   1   5
  16 上田第五中  10,32.62 丸山未来(2) 一之瀬椋太(2) 細田昌宏(2) 大嵩崎慧(2)   1   6
  17 長野東部中(D)  10,51.97 徳永大樹(2) 小池たける(2) 小林亮太(2) 草野晃平(2)   1   7
  18 信濃中(D)  10,55.13 德竹悠馬(1) 竹内悠太朗(1) 竹内篤史(3) 平塚慎也(1)   1   8
  19 信濃中(C)  11,02.54 柳澤優多(2) 中山廉(1) 竹内佑介(1) 渡部卓(1)   2  11
  20 諏訪西中  11,06.15 平林和氣(1) 有賀功(1) 宮森蒼太(1) 牛山時和(2)   1   9
  21 長峰中(B)  11,39.16 北川幸希(1) 五味滉太(1) 濵将志(1) 小松優太(2)   1  10
  22 長野東部中(C)  11,50.20 宮武雅弘(1) 一山憲吾(1) 想田賢太朗(1) 梨子下貴玲(1)   1  11
  23 長野東部中(B)  12,00.15 駒村一眞(1) 宮澤司(1) 茂野祥太(1) 後藤大聖(1)   2  12
  24 鉢盛中(B)   1
  24 諏訪南中   1

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

4×800mR            
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録



決勝 8月8日 11:20

県新             16,28.15
県中学新         18,26.59
大会新           18,26.59

[ 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  12 伊那松川中(A)   336 熊谷皐(3)  19,07.17  1   1 駒ヶ根東中(A)   450 蟹澤淳平(3)  17,55.83 

ｸﾏｶﾞｲｺｳ ｶﾆｻﾜｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 県中学新
  333 渋坂匠(3)   438 春日千速(3) 大会新

ｼﾌﾞｻｶﾀｸﾐ ｶｽｶﾞﾁﾊﾔ
  339 宮下直哉(3)   445 宮脇拓海(3)

ﾐﾔｼﾀﾅｵﾔ ﾐﾔﾜｷﾀｸﾐ
  342 遠藤千有(3)   425 湯澤舜(3)

ｴﾝﾄﾞｳﾁﾕｳ ﾕｻﾞﾜｼｭﾝ
 2   2 櫻ヶ岡中(A)  1016 小矢沢龍二(3)  19,56.07  2   6 飯田高陵中   953 吉川健真(3)  19,15.15 

ｺﾔｻﾞﾜﾘｭｳｼﾞ ﾖｼｶﾜｹﾝｼﾝ
 1002 矢澤隼斗(3)   952 吉川健成(1)

ﾔｻﾞﾜﾊﾔﾄ ﾖｼｶﾜｹﾝｾｲ
 1017 小森勇志(3)   947 原謙二郎(3)

ｺﾓﾘﾕｳｼ ﾊﾗｹﾝｼﾞﾛｳ
 1011 青沼亮(3)   943 坂口光祐(2)

ｱｵﾇﾏﾘｮｳ ｻｶｸﾞﾁｺｳｽｹ
 3   5 茅野東部中   401 中村孝樹(3)  20,59.02  3   9 飯綱中(B)   888 渋沢敦也(3)  19,30.91 

ﾅｶﾑﾗｺｳｷ ｼﾌﾞｻﾜｱﾂﾔ
  404 関颯人(1)   890 寺島涼哉(3)

ｾｷﾊﾔﾄ ﾃﾗｼﾏﾘｮｳﾔ
  403 牛山祐人(2)   886 水上駿(3)

ｳｼﾔﾏﾕｳﾄ ﾐｽﾞｶﾐｼｭﾝ
  400 白鳥倖誠(2)   895 吉岡遼汰(3)

ｼﾗﾄﾘｺｳｾｲ ﾖｼｵｶﾘｮｳﾀ
 4   1 箕輪中   987 森川知生(2)  21,03.15  4   2 鉢盛中(A)   858 上田星矢(2)  19,38.07 

ﾓﾘｶﾜﾄﾓｷ ｳｴﾀﾞｾｲﾔ
  983 柳澤優成(2)   872 横水颯太(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜﾕｳｾｲ ﾖｺﾐｽﾞｿｳﾀ
  985 登内大地(2)   865 山下大吾(2)

ﾄﾉｳﾁﾀﾞｲﾁ ﾔﾏｼﾀﾀﾞｲｺﾞ
  984 日野志朗(1)   857 上條冬矢(3)

ﾋﾉｼﾛｳ ｶﾐｼﾞｮｳﾄｳﾔ
 5   7 上田第五中   534 大嵩崎慧(2)  21,29.07  5   5 駒ヶ根東中(B)   430 竹村一希(3)  19,40.17 

ｵｵﾂｷｹｲ ﾀｹﾑﾗｶｽﾞｷ
  553 丸山未来(2)   416 北原拓也(3)

ﾏﾙﾔﾏﾐﾗｲ ｷﾀﾊﾗﾀｸﾔ
  527 芳賀大輔(2)   419 白鳥克哉(3)

ﾊｶﾞﾀﾞｲｽｹ ｼﾛﾄﾘｶﾂﾔ
  549 佐藤駿樹(1)   418 福澤弘樹(2)

ｻﾄｳｼｭﾝｼﾞ ﾌｸｻﾞﾜﾋﾛｷ
 6   6 駒ヶ根東中(C)   434 菅沼諒太(2)  21,30.67  6   8 原中   470 高橋悠平(3)  19,42.95 

ｽｶﾞﾇﾏﾘｮｳﾀ ﾀｶﾊｼﾕｳﾍｲ
  412 林友也(1)   464 小林直樹(2)

ﾊﾔｼﾕｳﾔ ｺﾊﾞﾔｼﾅｵｷ
  458 安藤拓真(2)   465 小林巧(3)

ｱﾝﾄﾞｳﾀｸﾏ ｺﾊﾞﾔｼﾀｸﾐ
  426 島龍之介(1)   471 金成孝司(2)

ｼﾏﾘｭｳﾉｽｹ ｶﾈﾅﾘﾀｶｼ
 7  11 飯綱中(A)   884 青山雄和(1)  21,53.50  7  11 伊那松川中(B)   337 近藤織部(2)  19,43.25 

ｱｵﾔﾏﾕｳﾅ ｺﾝﾄﾞｳｵﾘﾍﾞ
  894 宮島耕大(1)   328 松下湧登(1)

ﾐﾔｼﾞﾏｺｳﾀﾞｲ ﾏﾂｼﾀﾕｳﾄ
  885 西﨑啓太朗(1)   327 松沢拓弥(1)

ﾆｼｻﾞｷｹｲﾀﾛｳ ﾏﾂｻﾞﾜﾀｸﾔ
  882 仲俣一樹(1)   322 矢島遼(3)

ﾅｶﾏﾀｶｽﾞｷ ﾔｼﾞﾏﾘｮｳ
 8   4 櫻ヶ岡中(C)  1036 塚原和人  22,08.62  8   7 中野平中   717 白鳥魁人(1)  20,07.21 

ﾂｶﾊﾗｶｽﾞﾄ ｼﾗﾄﾘｶｲﾄ
 1018 寺島翼(2)   727 小林壮

ﾃﾗｼﾏﾂﾊﾞｻ ｺﾊﾞﾔｼﾀｶｼ
 1008 滝沢直大(2)   740 芋川遼太(2)

ﾀｷｻﾞﾜﾅｵﾋﾛ ｲﾓｶﾞﾜﾘｮｳﾀ
 1004 藤澤玄(1)   742 門脇良(2)

ﾌｼﾞｻﾜｹﾞﾝ ｶﾄﾞﾜｷﾘｮｳ
 9   8 長野東部中(B)   820 丸山智輝(1)  23,19.13  9   3 長野東部中(A)   815 宮本恭弥(2)  21,04.65 

ﾏﾙﾔﾏﾄﾓｷ ﾐﾔﾓﾄｽﾐﾔ
  813 駒村一眞(1)   812 古畑仁志(2)

ｺﾏﾑﾗｶｽﾞﾏ ﾌﾙﾊﾀﾋﾄｼ
  811 後藤大聖(1)   798 草野晃平(2)

ｺﾞﾄｳﾋﾛﾏｻ ｸｻﾉｺｳﾍｲ

中学男子

4×1500mR           

決勝



  821 雲崎凌(1)   791 中澤侑亮(2)
ｸﾓｻﾞｷﾘｮｳ ﾅｶｻﾞﾜﾕｳｽｹ

  3 菅野中(B) 10   4 櫻ヶ岡中(B)  1037 若林和哉  21,18.53 
ﾜｶﾊﾞﾔｼｶｽﾞﾔ

 1010 川野晴也(2)
ｶﾜﾉﾊﾙﾔ

 1028 萱津徹也(2)
ｶﾔﾂﾃﾂﾔ

 1015 松井晃大(2)
ﾏﾂｲｺｳﾀﾞｲ

  9 丘中  10 菅野中(A)

 10 鉢盛中(B)



   1 駒ヶ根東中(A)  17,55.83 県中学新 蟹澤淳平(3) 春日千速(3) 宮脇拓海(3) 湯澤舜(3)   2   1
   2 伊那松川中(A)  19,07.17 熊谷皐(3) 渋坂匠(3) 宮下直哉(3) 遠藤千有(3)   1   1
   3 飯田高陵中  19,15.15 吉川健真(3) 吉川健成(1) 原謙二郎(3) 坂口光祐(2)   2   2
   4 飯綱中(B)  19,30.91 渋沢敦也(3) 寺島涼哉(3) 水上駿(3) 吉岡遼汰(3)   2   3
   5 鉢盛中(A)  19,38.07 上田星矢(2) 横水颯太(2) 山下大吾(2) 上條冬矢(3)   2   4
   6 駒ヶ根東中(B)  19,40.17 竹村一希(3) 北原拓也(3) 白鳥克哉(3) 福澤弘樹(2)   2   5
   7 原中  19,42.95 高橋悠平(3) 小林直樹(2) 小林巧(3) 金成孝司(2)   2   6
   8 伊那松川中(B)  19,43.25 近藤織部(2) 松下湧登(1) 松沢拓弥(1) 矢島遼(3)   2   7
   9 櫻ヶ岡中(A)  19,56.07 小矢沢龍二(3) 矢澤隼斗(3) 小森勇志(3) 青沼亮(3)   1   2
  10 中野平中  20,07.21 白鳥魁人(1) 小林壮 芋川遼太(2) 門脇良(2)   2   8
  11 茅野東部中  20,59.02 中村孝樹(3) 関颯人(1) 牛山祐人(2) 白鳥倖誠(2)   1   3
  12 箕輪中  21,03.15 森川知生(2) 柳澤優成(2) 登内大地(2) 日野志朗(1)   1   4
  13 長野東部中(A)  21,04.65 宮本恭弥(2) 古畑仁志(2) 草野晃平(2) 中澤侑亮(2)   2   9
  14 櫻ヶ岡中(B)  21,18.53 若林和哉 川野晴也(2) 萱津徹也(2) 松井晃大(2)   2  10
  15 上田第五中  21,29.07 大嵩崎慧(2) 丸山未来(2) 芳賀大輔(2) 佐藤駿樹(1)   1   5
  16 駒ヶ根東中(C)  21,30.67 菅沼諒太(2) 林友也(1) 安藤拓真(2) 島龍之介(1)   1   6
  17 飯綱中(A)  21,53.50 青山雄和(1) 宮島耕大(1) 西﨑啓太朗(1) 仲俣一樹(1)   1   7
  18 櫻ヶ岡中(C)  22,08.62 塚原和人 寺島翼(2) 滝沢直大(2) 藤澤玄(1)   1   8
  19 長野東部中(B)  23,19.13 丸山智輝(1) 駒村一眞(1) 後藤大聖(1) 雲崎凌(1)   1   9
  20 菅野中(B)   1
  20 丘中   1
  20 鉢盛中(B)   1
  20 菅野中(A)   2

備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2

中学男子
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