
第27回信州リレー競技大会(11200519) ﾄﾗｯｸ審判長 堀　晃
主催：茅野市陸上競技協会 記録主任： 中島 公徳
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
【開催日】 平成23年8月7日
【主催団体】 茅野市陸上競技協会 決勝記録一覧表
(CR GR:県中学新) 男  子 【競技場】県松本平広域公園

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
 8/ 7 一般男子 諏訪清陵       46.25 野沢北高       46.84 創造学園高       49.03

4×100m 倉橋 由宇(1) 高橋 智洋(2) 後藤隼人(2)
牛山 大輝(2) 小林  涼(2) 塚田拓巳(1)
米久保 一樹(1) 小林 泰之(1) 伊藤敬範(1)
渡邊 真也(2) 上原 聡太(2) 畑田雅道(2)

 8/ 7 長野市陸協(A)    8:28.34 松本県ヶ丘高     8:40.38 諏訪清陵     8:43.69 創造学園高(A)    8:47.49 長野市陸協(B)    8:57.93 創造学園高(B)    9:55.96
4×800m 平田和也 小柳 堅一(1) 米久保 一樹(1) 碓井智也(1) 寺島慧梧 後藤隼人(2)

割田雄磨 宮坂 直登(2) 守屋 凌介(2) 堀内正和(2) 山本朗 市川亮(1)
小川健三 渡島 寛己(1) 渡邊 真也(2) 林優人(2) 徳武雄次郎 藤澤亮(2)
太田達也 赤塚 太一(2) 中川 陽介(2) 桑原大吾(2) 澤渡知成 西澤正志(2)

 8/ 7 長野市陸協(A)   17:17.56 松本県ヶ丘高(A)   17:49.70 長野市陸協(B)   18:06.34 長野市陸協(C)   18:47.10 野沢北高    18:55.18 創造学園高    19:31.11 松本県ヶ丘高(B)   20:13.87
4×1500m 太田達也 赤塚 太一(2) 徳武雄次郎 上野隆太 上原 聡太(2) 林優人(2) 宮坂 直登(2)

小川健三 上條 広裕希(1) 澤渡知成 大久保貴志 小林  涼(2) 西澤正志(2) 赤羽 晋冶(2)
割田雄磨 新 遼吾(2) 山本朗 矢野陽介 小林 泰之(1) 堀内正和(2) 上條 冬矢(1)
平田和也 村瀬 雅人(2) 寺島慧梧 田中章浩 臼田  悠(1) 藤澤亮(2) 吉本 純歩(1)

 8/ 7 中学男子 茅野北部中(A)      45.69 高森中       45.93 中野平中       46.48 駒ヶ根東中(A)      46.70 塩尻広陵中(A)      46.70 篠ﾉ井西中(A)       46.81 長野北部(A)       47.07 長峰中(A)       47.83
4×100m 小松 祥太(3) 山岸 琳汰(3) 須藤 稜太(2) 馬場 信介(3) 中野 涼介(3) 北島 工資(3) 内山 奨也(3) 鮎澤 一輝(3)

内藤 圭吾(3) 椚谷 健(3) 手塚 将弥(3) 竹村 泰地(3) 関塚 賢悟(3) 池田 亮太(3) 大峡 將嵩(3) 小口 直希(3)
帯川 恵輔(3) 上原 諒(3) 黒川 岳(3) 斉藤 優(3) 檀浦 知樹(3) 室賀 元晴(3) 丸山 将也(3) 伊東 慎介(3)
野澤 晃太朗(3) 丸山 玲央(3) 畔上 歓士(3) 竹内 基裕(3) 三村 航輝(3) 内山 直樹(3) 横山 裕夢(3) 矢野 孝典(3)

 8/ 7 中野平中     8:45.55 駒ヶ根東中(A)    8:46.63 塩尻広陵中(A)    8:59.23 赤穂中(A)     9:09.11 鉢盛中     9:13.29 長峰中(A)     9:14.01 箕輪中(A)     9:14.04 小諸JEC     9:17.31
4×800m 黒川 岳(3) CR GR 馬場 信介(3) 百瀬 弦(3) 水上 優斗(2) 三島 太成(2) 矢野 孝典(3) 浦野 亜嵐(2) 脇坂 拓馬(3)

白鳥 魁人(2) 斉藤 優(3) 関塚 賢悟(3) 井口 龍輝(3) 横水 颯太(3) 山田 峻暉(3) 日野 志朗(2) 甘利 優太(3)
門脇 航(2) 所河 北斗(2) 三村 航輝(3) 宮下 晴貴(2) 木村 祐太(1) 久島 光太郎(2) 森川 知生(3) 池田 仁(3)
手塚 将弥(3) 湯澤 舜(3) 太田 裕真(1) 大澤 智樹(1) 上田 星矢(3) 櫻田 有夢(3) 重盛 文宏(3) 永井 慎也(2)

 8/ 7 赤穂中    18:14.39 戸倉上山田中(A)   18:22.04 鉢盛中    18:29.04 梓川中    18:45.76 駒ヶ根東中(A)   18:50.59 信濃中(A)    19:08.38 丘中(A)    19:16.55 篠ﾉ井西中(A)    19:24.28
4×1500m 井口 龍輝(3) 細田 達也(3) 横水 颯太(3) 野瀬 雅史(2) 湯澤 舜(3) 安藤 茂一(3) 渡辺 優樹(3) 中村 光希(2)

水上 優斗(2) 具 ﾋｮﾇ(3) 上田 星矢(3) 齊藤 駿太(2) 島 龍之介(3) 池田 正汰(2) 植木 康平(3) 宮入 大輔(2)
宮下 晴貴(2) 細田 敦也(3) 太田 賢斗(3) 草間 祐輝(2) 滝澤 代聖(2) 木田 元春(1) 飯塚 駿作(2) 宮澤 広知(2)
大澤 智樹(1) 竹鼻 大貴(3) 三島 太成(2) 村瀬 崚(3) 安藤 拓真(3) 竹内 寿斗(3) 山本 侑矢(2) 塚田 亮太(2)

 8/ 7 ｵｰﾌﾟﾝ小学男 松川陸上ｸﾗﾌﾞ       52.48
4×100m 寺澤 龍吾(6)

米澤 和真(6)
松崎 健悟(6)
近藤 雅哉(6)



決勝 8月7日 10:00

長野県小学生(ER)                51.61 小井川クラブ                                  1987        
（竹本・沢井・小岩井・小口）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   1 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 寺澤 龍吾(6)    52.48 

ﾃﾗｻﾜ ﾘｭｳｺﾞ
米澤 和真(6)
ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ
松崎 健悟(6)
ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ
近藤 雅哉(6)
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ

ｵｰﾌﾟﾝ小学男子/全国大会出場壮行レース

4×100m

決勝



決勝 8月7日 14:40

長野県記録(KR)                  41.01 信州大                       信州大           2002/06/29  
（下條正紀・北野幸徳・千野州行・井上隆志）

大会記録(GR)                    40.82 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 諏訪清陵 倉橋 由宇(1)    46.25 

ｸﾗﾊｼ ﾕｳ
牛山 大輝(2)
ｳｼﾔﾏ ﾀﾞｲｷ
米久保 一樹(1)
ﾖﾈｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ
渡邊 真也(2)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ

 2   5 野沢北高 高橋 智洋(2)    46.84 
ﾀｶﾊｼ ﾁﾋﾛ
小林  涼(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ
小林 泰之(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾕｷ
上原 聡太(2)
ｳｴﾊﾗ ｿｳﾀ

 3   4 創造学園高 後藤隼人(2)    49.03 
ｺﾞﾄｳﾊﾔﾄ
塚田拓巳(1)
ﾂｶﾀﾞﾀｸﾐ
伊藤敬範(1)
ｲﾄｳﾖｼﾉﾘ
畑田雅道(2)
ﾊﾀﾀﾞﾏｻﾐﾁ

  3 佐久長聖高 原田 夏樹(1)
ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾂｷ 欠場
渡辺  大地(1)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ
油井 良樹(1)
ﾕｲ ﾖｼｷ
田村 裕(1)
ﾀﾇﾗ ﾋﾛ

一般男子

4×100m

決勝



予選 8月7日 10:00
決勝 8月7日 14:45

長野県中学記録(CR)              43.99 赤穂                         赤穂             2007/07/16  
（松尾・加藤・大野・森）

[ 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 茅野北部中(A) 小松 祥太(3)    46.06 q 1  2 長峰中(A) 鮎澤 一輝(3)    48.09 q

ｺﾏﾂ ｼｮｳﾀ ｱｲｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ
内藤 圭吾(3) 小口 直希(3)
ﾅｲﾄｳ ｹｲｺﾞ ｵｸﾞﾁ ﾅｵｷ
帯川 恵輔(3) 伊東 慎介(3)
ｵﾋﾞｶﾜ ｹｲｽｹ ｲﾄｳ ｼﾝｽｹ
野澤 晃太朗(3) 矢野 孝典(3)
ﾉｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ ﾔﾉ ｺｳｽｹ

 2   1 信濃中(A) 高木 滉貴(2)    49.42 2  3 原中 小池 大勝(2)    48.44 
ﾀｶｷﾞ ｺｳｷ ｺｲｹ ﾋﾛｶﾂ
德竹 悠馬(2) 石川 尚(3)
ﾄｸﾀｹ ﾕｳﾏ ｲｼｶﾜ ﾅｵ
中山 廉(2) 清水 夏方(3)
ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ ｼﾐｽﾞ ｶﾅﾀ
外谷 昌範(2) 白鳥 世紀(2)
ﾄﾔ ﾏｻﾉﾘ ｼﾗﾄﾘ ﾋﾛｷ

 3   3 長野北部(B) 吉原 稔海(2)    51.58 3  7 長野東部中(F) 鈴木 滉太(3)    48.49 
ﾖｼﾊﾗ ﾄｼﾐ ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ
今村 洸斗(2) 草野 晃平(3)
ｲﾏｲ ﾋﾛﾄ ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ
宮本 晶(2) 小池 たける(3)
ﾐﾔﾓﾄ ｱｷﾗ ｺｲｹ ﾀｹﾙ
渡辺 雄汰(2) 野口 敦史(3)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ ﾉｸﾞｼ ｱﾂｼ

 4   7 長野東部中(D) 小平 仁(1)    53.74 4  4 辰野中(A) 赤坂 直也(2)    53.09 
ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾞﾝ ｱｶｻｶ ﾅｵﾔ
岡村 宗一郎(1) 柘植 尚哉(2)
ｵｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾂｹﾞ ﾅｵﾔ
黒崎 秀樹(1) 春宮 悠人(1)
ｸﾛｻｷ ﾋﾃﾞｷ ﾊﾙﾐﾔ ﾕｳﾄ
吉沢 智貴(1) 伊藤 駿(1)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ ｲﾄｳ ｼｭﾝ

 5   5 芦原中(D) 中田 凌平(1)    55.47 5  8 飯綱中 藤井 大(2)    53.66 
ﾅｶﾀ  ﾘｮｳﾍｲ ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲ
土屋 侃汰(1) 仲俣 一樹(2)
ﾂﾁﾔ  ｶﾝﾀ ﾅｶﾏﾀ ｶｽﾞｷ
佐藤 剛大(1) 矢野 颯(2)
ｻﾄｳ ﾀｹﾋﾛ ﾔﾉ ﾊﾔﾃ
花里  翼(1) 澁谷 颯汰(1)
ﾊﾅｻﾞﾄ  ﾂﾊﾞｻ ｼﾌﾞﾔ ｿｳﾀ

 6   4 辰野中(C) 竹入 聡一郎(1)    56.77 6  6 永明中 栗林 光(2)    54.04 
ﾀｹｲﾘ ｿｳｲﾁﾛｳ ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾙ
山崎 翔(1) 細田 歩(2)
ﾔﾏｻﾞｷ ｶｹﾙ ﾎｿﾀﾞ ｱﾕﾑ
吉田 慎一郎(2) 溝口 優樹(1)
ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｳｷ
近藤 隆博(2) 伊藤 大起(1)
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ ｲﾄｳ ﾀｲｷ

 7   6 飯田高陵中(C) 市岡 朋弥(1)  1:02.33 7  9 長野北部(C) 荒井 輝(1)    54.70 
ｲﾁｵｶ ﾄﾓﾔ ｱﾗｲ ﾋｶﾙ
加藤 勝斗(1) 横川 広大(1)
ｶﾄｳ ﾏｽﾄ ﾖｺｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ
亀山 由雅(1) 横地 彦人(1)
ｶﾒﾔﾏ ﾕｳｶﾞ ﾖｺﾁ ﾋﾛﾄ
木下 翼(1) 丸山 拓真(1)
ｷﾉｼﾀ ﾂﾊﾞｻ ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾏ

  9 篠ﾉ井西中(B) 阪上 裕爾(2) 8  5 駒ヶ根東中(C) 廣田 剛志(3)  1:02.31 
ｻｶｳｴ ﾕｳｼﾞ 失格 ﾋﾛﾀ ﾂﾖｼ
内田 光一(2) R1(1-2) 竹内 謙太(1)
ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾀ
西村  健吾(1) 宮下 亜綺(1)
ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｺﾞ ﾐﾔｼﾀ ｱｷ
下田 佳輝(2) 仁科 渉(1)
ｼﾓﾀﾞ ﾖｼﾃﾙ ﾆｼﾅ ﾜﾀﾙ

  2 筑摩野中(B) 堀内 陸希(2)
ﾎﾘｳﾁ ﾐﾁｷ 欠場
寺島 滉希(2)
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｷ
丸山 拓哉(2)
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ
黒岩 健人(2)
ｸﾛｲﾜ ｹﾝﾄ

中学男子

4×100m

予選 通過基準  6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 篠ﾉ井西中(A) 北島 工資(3)    47.05 q 1  4 中野平中 須藤 稜太(2)    47.05 q

ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｽｹ ｽﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ
池田 亮太(3) 手塚 将弥(3)
ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ ﾃﾂﾞｶ ﾏｻﾔ
室賀 元晴(3) 黒川 岳(3)
ﾑﾛｶﾞ ﾓﾄﾊﾙ ｸﾛｶﾜ ｶﾞｸ
内山 直樹(3) 畔上 歓士(3)
ｳﾁﾔﾏ ﾅｵｷ ｱｾﾞｶﾞﾐ ｶﾝｼ

 2   8 伊那松川中 山口 聖人(3)    49.00 2  5 赤穂中 春日 明日実(2)    50.04 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾄ ｶｽｶﾞ ｱｽﾐ
小池 光(2) 竹村 智也(2)
ｺｲｹ ﾋｶﾙ ﾀｹﾑﾗ ﾄﾓﾔ
河野 友希(3) 榎本 峻也(1)
ｺｳﾉ ﾕｳｷ ｴﾉﾓﾄ ｼｭﾝﾔ
近藤 裕哉(1) 望月 秀樹(3)
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾃﾞｷ

 3   9 長野東部中(B) 宮武 雅弘(2)    50.81 3  2 鉢盛中 宮田 拓実(2)    50.24 
ﾐﾔﾀｹ ﾏｻﾋﾛ ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ
倉石 大樹(2) 久保田 正吾(2)
ｸﾗｲｼ ﾀﾞｲｷ ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ
想田 賢太朗(2) 木村 幸太(1)
ｿｳﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ ｷﾑﾗ ｺｳﾀ
宮沢 諒(2) 木村 祐太(1)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｮｳ ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ

 4   3 飯田高陵中(A) 鎌倉 渉(1)    51.45 4  3 長峰中(C) 伊藤 幹(2)    51.43 
ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ ｲﾄｳ ﾂﾖｼ
松村 悠太(2) 後藤 大輝(2)
ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳﾀ ｺﾞﾄｳ ﾀｲｷ
北沢 駿弥(2) 五味 滉太(2)
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ ｺﾞﾐ ｺｳﾀ
横田 聖人(2) 小笠原 隼(2)
ﾖｺﾀ ﾏｻﾄ ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾊﾔﾄ

 5   7 長峰中(B) 増木 健也(3)    51.80 5  6 上田第五中 安藤  弥(3)    53.04 
ﾏｽｷ ｹﾝﾔ ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ
山田 峻暉(3) 一ﾉ瀬椋太(3)
ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｱｷ ｲﾁﾉｾ ﾘｮｳﾀ
今井 悠介(3) 小須田 健(2)
ｲﾏｲ ﾕｳｽｹ ｺｽﾀﾞ ﾀｹｼ
櫻田 有夢(3) 出﨑 涼太(2)
ｻｸﾗﾀﾞ ｱﾘﾑ ｲﾃﾞｻｷ ﾘｮｳﾀ

 6   4 辰野中(B) 酒井和樹(3)    53.28 6  7 筑摩野中(C) 下形 嵩哉(1)    53.47 
ｻｶｲ ｶｽﾞｷ ｼﾓｶﾀ ﾀｶﾔ
福島 翔洋(1) 山口 直也(1)
ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾖｳ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾔ
中村 新(1) 桃井 廣太郎(1)
ﾅｶﾑﾗ ｱﾗﾀ ﾓﾓｲ ｺｳﾀﾛｳ
赤羽 達也(1) 佐山 悠河(1)
ｱｶﾊﾈ ﾀﾂﾔ ｻﾔﾏ ﾕｳｶﾞ

 7   2 塩尻広陵中(B) 高山 聖人(1)    58.34 7  8 長野東部中(C) 鈴木 達也(1)    53.77 
ﾀｶﾔﾏ ﾏｻﾄ ｽﾞｽｷ ﾀﾂﾔ
羽毛田 拓海(1) 水島 菖二(1)
ﾊｹﾀ ﾀｸﾐ ﾐｽﾞｼﾏ ｼｮｳｼﾞ
日向 竜一(1) 梨子下 貴玲(2)
ﾋｭｳｶﾞ ﾘｭｳｲﾁ ﾅｼｺｼﾀ ﾀｶﾋﾛ
吉野 涼(1) 藤澤 将大(2)
ﾖｼﾉ ﾘｮｳ ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾛ

  6 諏訪西中(B) 北原 教平(2)  9 飯田高陵中(B) 切石 拓也(1)
ｷﾀﾊﾗ ｷｮｳﾍｲ 欠場 ｷﾘｲｼ ﾀｸﾔ 失格
平林 和氣(2) 棚田 駿太(1) R1(3-4)
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ ﾀﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ
有賀 功(2) 中村 知樹(2)
ｱﾙｶﾞ ｲｻｵ ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｷ
牛山 時和(3) 大野 敦祐(2)
ｳｼﾔﾏ ﾄｷｶｽﾞ ｵｵﾉ ｼｭﾝｽｹ

中学男子

4×100m



[ 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 塩尻広陵中(A) 猪熊 敦志(2)    46.56 q 1  3 高森中 山岸 琳汰(3)    46.54 q

ｲﾉｸﾏ ｱﾂｼ ﾔﾏｷﾞｼ ﾘﾝﾀ
関塚 賢悟(3) 椚谷 健(3)
ｾｷﾂﾞｶ ｹﾝｺﾞ ｸﾇｷﾞﾀﾆ ｹﾝ
中野 涼介(3) 上原 諒(3)
ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ ｳｴﾊﾗ ﾘｮｳ
百瀬 弦(3) 丸山 玲央(3)
ﾓﾓｾ ｹﾞﾝ ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ

 2   8 駒ヶ根東中(A) 馬場 信介(3)    46.80 q 2  2 長野東部中(A) 宮澤 司(2)    49.01 
ﾊﾞﾊ ﾞｼﾝｽｹ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾂｶｻ
竹村 泰地(3) 雲崎 凌(2)
ﾀｹﾑﾗ ﾀｲﾁ ｸﾓｻﾞｷ ﾘｮｳ
斉藤 優(3) 一山 憲吾(2)
ｻｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ ｲﾁﾔﾏ ｹﾝｺﾞ
竹内 基裕(3) 丸山 智輝(2)
ﾀｹｳﾁ ﾓﾄﾋﾛ ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ

 3   3 長野北部(A) 内山 奨也(3)    48.00 q 3  7 駒ヶ根東中(B) 萩原 拓海(2)    50.59 
ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳﾔ ﾊｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾐ
大峡 將嵩(3) 木下 悠也(2)
ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾀｶ ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾔ
丸山 将也(3) 馬場 隆夫(1)
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾔ ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶｵ
横山 裕夢(3) 所河 北斗(2)
ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾑ ｼｮｶﾞﾜ ﾎｸﾄ

 4   7 箕輪中 浦野 亜嵐(2)    49.28 4  5 芦原中(C) 塩川 絋平(2)    51.85 
ｳﾗﾉ ｱﾗﾝ ｼｵｶﾜ ｺｳﾍｲ
山崎 久樹(2) 内川 大樹(2)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ ｳﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ
守屋 優太(3) 酒井 康年(2)
ﾓﾘﾔ ﾕｳﾀ ｻｶｲ ﾔｽﾄｼ
菊地 康亮(2) 高橋 亘希(2)
ｷｸﾁ ｺｳｽｹ ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ

 5   5 鎌田中 杉原 樹(3)    49.70 5  9 筑摩野中(A) 大野 智裕(2)    52.04 
ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾂｷ ｵｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ
松本 卓也(3) 松岡 雄斗(2)
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ
降旗 駿(2) 竹内 康平(2)
ﾌﾘﾊﾀ ｼｭﾝ ﾀｹｳﾁ ｺｳﾍｲ
東山 壱成(3) 吉田 翔真(2)
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ

 6   2 清水中 窪田 悠人(1)    53.21 6  6 茅野北部中(B) 丸茂 幸太郎(2)    52.21 
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ ﾏﾙﾓ ｺｳﾀﾛｳ
中西 紀(2) 三井 雄汰郎(1)
ﾅｶﾆｼ ｶﾅﾒ ﾐﾂｲ ﾕｳﾀﾛｳ
井口 将理(1) 荒道 飛翔(1)
ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ ｱﾗﾐﾁ ｶｹﾙ
杉本 大志(1) 丹羽 南樹(1)
ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｲｼ ﾆﾜ ﾅﾐｷ

 7   4 長峰中(D) 宮坂 翔太(1)    56.47 7  4 諏訪西中(A) 加藤 巧(1)    52.70 
ﾐﾔｻｶ ｼｮｳﾀ ｶﾄｳ ﾀｸﾐ
伊藤 来夢(1) 関 飛星(2)
ｲﾄｳ ﾗｲﾑ ｾｷ ﾊﾔｾ
鮎澤 敬介(1) 藤森 優輝(2)
ｱｲｻﾞﾜ ｹｲｽｹ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｷ
小平 祐貴(1) 後藤 佑基(2)
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ

 8   9 長野東部中(E) 伝田 一真(1)    59.01 8  8 信濃中(B) 岡田 吉弘(2)    52.98 
ﾃﾞﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾏ ｵｶﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ
渡辺 瑞生(1) 池田 正汰(2)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ
山岸 忠相(1) 諏訪戸 駿(2)
ﾔﾏｷﾞｼ ﾀﾀﾞｽｹ ｽﾜﾄﾞ ｼｭﾝ
小出 吾朗(1) 渡部 卓(2)
ｺｲﾃﾞ ｺﾞﾛｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸ

中学男子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 茅野北部中(A) 小松 祥太(3)    45.69 

ｺﾏﾂ ｼｮｳﾀ
内藤 圭吾(3)
ﾅｲﾄｳ ｹｲｺﾞ
帯川 恵輔(3)
ｵﾋﾞｶﾜ ｹｲｽｹ
野澤 晃太朗(3)
ﾉｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ

 2   7 高森中 山岸 琳汰(3)    45.93 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾘﾝﾀ
椚谷 健(3)
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ｹﾝ
上原 諒(3)
ｳｴﾊﾗ ﾘｮｳ
丸山 玲央(3)
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ

 3   8 中野平中 須藤 稜太(2)    46.48 
ｽﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ
手塚 将弥(3)
ﾃﾂﾞｶ ﾏｻﾔ
黒川 岳(3)
ｸﾛｶﾜ ｶﾞｸ
畔上 歓士(3)
ｱｾﾞｶﾞﾐ ｶﾝｼ

 4   5 駒ヶ根東中(A) 馬場 信介(3)    46.70 
ﾊﾞﾊ ﾞｼﾝｽｹ
竹村 泰地(3)
ﾀｹﾑﾗ ﾀｲﾁ
斉藤 優(3)
ｻｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ
竹内 基裕(3)
ﾀｹｳﾁ ﾓﾄﾋﾛ

 5   4 塩尻広陵中(A) 中野 涼介(3)    46.70 
ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ
関塚 賢悟(3)
ｾｷﾂﾞｶ ｹﾝｺﾞ
檀浦 知樹(3)
ﾀﾞﾝﾉｳﾗ ﾄﾓｷ
三村 航輝(3)
ﾐﾑﾗ ｺｳｷ

 6   9 篠ﾉ井西中(A) 北島 工資(3)    46.81 
ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｽｹ
池田 亮太(3)
ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ
室賀 元晴(3)
ﾑﾛｶﾞ ﾓﾄﾊﾙ
内山 直樹(3)
ｳﾁﾔﾏ ﾅｵｷ

 7   2 長野北部(A) 内山 奨也(3)    47.07 
ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳﾔ
大峡 將嵩(3)
ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾀｶ
丸山 将也(3)
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾔ
横山 裕夢(3)
ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾑ

 8   3 長峰中(A) 鮎澤 一輝(3)    47.83 
ｱｲｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ
小口 直希(3)
ｵｸﾞﾁ ﾅｵｷ
伊東 慎介(3)
ｲﾄｳ ｼﾝｽｹ
矢野 孝典(3)
ﾔﾉ ｺｳｽｹ

中学男子

4×100m
決勝



決勝 8月7日 14:10

長野県記録(KR)                8:04.00 信州リレークラブ             信州リレークラブ 1985/08/18  
（田中・小矢沢・松本・栗林）

大会記録(GR)                  8:04.00 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   1 長野市陸協(A) 平田和也  8:28.34 

ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾔ
割田雄磨
ﾜﾘﾀ ﾕｳﾏ
小川健三
ｵｶﾞﾜ ｹﾝｿﾞｳ
太田達也
ｵｵﾀ ﾀﾂﾔ

 2   7 松本県ヶ丘高 小柳 堅一(1)  8:40.38 
ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ
宮坂 直登(2)
ﾐﾔｻｶ ﾅｵﾄ
渡島 寛己(1)
ﾜﾀｼﾏ ﾋﾛｷ
赤塚 太一(2)
ｱｶﾂｶ ﾀｲﾁ

 3   4 諏訪清陵 米久保 一樹(1)  8:43.69 
ﾖﾈｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ
守屋 凌介(2)
ﾓﾘﾔ ﾘｮｳｽｹ
渡邊 真也(2)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ
中川 陽介(2)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ

 4   5 創造学園高(A) 碓井智也(1)  8:47.49 
ｳｽｲﾄﾓﾔ
堀内正和(2)
ﾎﾘｳﾁﾏｻｶｽﾞ
林優人(2)
ﾊﾔｼﾕｳﾄ
桑原大吾(2)
ｸﾜﾊﾗﾀﾞｲｺﾞ

 5   3 長野市陸協(B) 寺島慧梧  8:57.93 
ﾃﾗｼﾏ ｹｲｺﾞ
山本朗
ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ
徳武雄次郎
ﾄｸﾀｹ ﾕｳｼﾞﾛｳ
澤渡知成
ｻﾜﾄﾞ ﾄﾓﾅﾘ

 6   2 創造学園高(B) 後藤隼人(2)  9:55.96 
ｺﾞﾄｳﾊﾔﾄ
市川亮(1)
ｲﾁｶﾜﾘｮｳ
藤澤亮(2)
ﾌｼﾞｻﾜﾘｮｳ
西澤正志(2)
ﾆｼｻﾞﾜﾏｻｼ

  6 長野市陸協(C) 上野隆太
ｳｴﾉ ﾘｭｳﾀ 途中棄権
大久保貴志
ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶｼ
田中章浩
ﾀﾅｶ ｱｷﾋﾛ
矢野陽介
ﾔﾉ ﾖｳｽｹ

一般男子

4×800m

決勝



決勝 8月7日 13:10

長野県中学記録(CR)            8:45.88 鉢盛                         鉢盛             2001/08/08  
（下田・島津・青柳・島津）

大会記録(GR)                  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 塩尻広陵中(A) 百瀬 弦(3)  8:59.23 1  9 中野平中 黒川 岳(3)  8:45.55 

ﾓﾓｾ ｹﾞﾝ ｸﾛｶﾜ ｶﾞｸ 県中学新
関塚 賢悟(3) 白鳥 魁人(2) 大会新
ｾｷﾂﾞｶ ｹﾝｺﾞ ｼﾗﾄﾘ ｶｲﾄ
三村 航輝(3) 門脇 航(2)
ﾐﾑﾗ ｺｳｷ ｶﾄﾞﾜｷ ﾜﾀﾙ
太田 裕真(1) 手塚 将弥(3)
ｵｵﾀ ﾕｳﾏ ﾃﾂﾞｶ ﾏｻﾔ

 2   1 小諸JEC 脇坂 拓馬(3)  9:17.31 2  2 赤穂中(A) 水上 優斗(2)  9:09.11 
ﾜｷｻｶ ﾀｸﾏ ﾐｽﾞｶﾐ ﾕｳﾄ
甘利 優太(3) 井口 龍輝(3)
ｱﾏﾘ ﾕｳﾀ ｲｸﾞﾁ ﾘｭｳｷ
池田 仁(3) 宮下 晴貴(2)
ｲｹﾀ ﾞｼﾞﾝ ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙｷ
永井 慎也(2) 大澤 智樹(1)
ﾅｶﾞｲ ｼﾝﾔ ｵｵｻﾜ ﾄﾓｷ

 3   3 赤穂中(B) 米澤 桂司(3) 10:16.90 3  7 箕輪中(A) 浦野 亜嵐(2)  9:14.04 
ﾖﾈｻﾞﾜ ｹｲｼﾞ ｳﾗﾉ ｱﾗﾝ
樋屋 裕貴(3) 日野 志朗(2)
ﾋｵｸ ﾕｳｷ ﾋﾉ ｼﾛｳ
春日 明日実(2) 森川 知生(3)
ｶｽｶﾞ ｱｽﾐ ﾓﾘｶﾜ ﾄﾓｷ
榎本 峻也(1) 重盛 文宏(3)
ｴﾉﾓﾄ ｼｭﾝﾔ ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ

 4   8 長峰中(C) 滝沢 聖成(2) 10:19.14 4  6 長野東部中(E) 倉澤 陽輔(3)  9:29.46 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｻﾅﾘ ｸﾗｻﾜ ﾖｳｽｹ
濵 将志(2) 草野 晃平(3)
ﾊﾏ ﾏｻｼ ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ
五味 滉太(2) 鈴木 滉太(3)
ｺﾞﾐ ｺｳﾀ ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ
中島 隼斗(2) 宮本 恭弥(3)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ ﾐﾔﾓﾄ ｽﾐﾔ

 5   9 長野東部中(B) 茂野 祥太(1) 10:20.11 5  5 長峰中(B) 小松 優太(3)  9:42.00 
ｼｹﾞﾉ ｼｮｳﾀ ｺﾏﾂ ﾕｳﾀ
宮澤 司(2) 伊東 慎介(3)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾂｶｻ ｲﾄｳ ｼﾝｽｹ
想田 賢太朗(2) 平出 翔大(2)
ｿｳﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ ﾋﾗｲﾃﾞ ｼｮｳﾀ
藤澤 将大(2) 小口 直希(3)
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾛ ｵｸﾞﾁ ﾅｵｷ

 6   5 高森中 岩﨑 一徹(1) 10:21.54 6  4 信濃中(B) 德竹 悠馬(2)  9:48.50 
ｲﾜｻｷ ｲｯﾃﾂ ﾄｸﾀｹ ﾕｳﾏ
熊谷 駿(2) 北村 翔太(3)
ｸﾏｶﾞｲ ｼｭﾝ ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ
大場 悠暉(2) 竹内 佑介(2)
ｵｵﾊﾞ ﾕｳｷ ﾀｹｳﾁ ﾕｳｽｹ
花井 有輝(1) 竹内 悠太朗(2)
ﾊﾅｲ ﾕｳｷ ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀﾛｳ

 7  11 長野東部中(C) 小平 仁(1) 10:27.77 7 12 諏訪西中 平林 和氣(2)  9:52.45 
ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾞﾝ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ
山岸 忠相(1) 後藤 佑基(2)
ﾔﾏｷﾞｼ ﾀﾀﾞｽｹ ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ
小出 樹(1) 宮森 蒼太(2)
ｺｲﾃﾞ ﾀﾂｷ ﾐﾔﾓﾘ ｿｳﾀ
吉沢 智貴(1) 牛山 時和(3)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ ｳｼﾔﾏ ﾄｷｶｽﾞ

 8   6 箕輪中(B) 葉桐 文哉(1) 11:06.98 8  8 長野東部中(A) 後藤 大聖(2)  9:58.52 
ﾊｷﾞﾘ ﾌﾐﾔ ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾏｻ
丸田 健悟(1) 丸山 智輝(2)
ﾏﾙﾀ ｹﾝｺﾞ ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ
北原 辰吉(2) 平塚 健也(2)
ｷﾀﾊﾗ ﾀﾂﾖｼ ﾋﾗﾂｶ ｹﾝﾔ
春日 聖悟(1) 雲崎 凌(2)
ｶｽｶﾞ ｾｲｺﾞ ｸﾓｻﾞｷ ﾘｮｳ

 9   2 信濃中(C) 小林 祐斗(2) 11:07.92 9 11 飯綱中 宮島 耕大(2) 10:05.40 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ ﾐｳｱｼﾞﾏ ｺｳﾀﾞｲ
狩野 景(2) 仲俣 一樹(2)
ｶﾉｳ ｹｲ ﾅｶﾏﾀ ｶｽﾞｷ
竹内 啓真(1) 町田 史門(3)
ﾀｹｳﾁ ｹｲﾏ ﾏﾁﾀﾞ ｼﾓﾝ
平塚 慎也(2) 西﨑 啓太朗(2)
ﾋﾗﾂｶ ｼﾝﾔ ﾆｼｻﾞｷ ｹｲﾀﾛｳ

10   7 長野東部中(D) 黒崎 秀樹(1) 11:12.74 10  3 上田第五中(A) 小林 優介(2) 10:11.83 
ｸﾛｻｷ ﾋﾃﾞｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ
渡辺 瑞生(1) 一ﾉ瀬椋太(3)

中学男子

4×800m

決勝



ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ ｲﾁﾉｾ ﾘｮｳﾀ
小出 吾朗(1) 大嵩崎 慧(3)
ｺｲﾃﾞ ｺﾞﾛｳ ｵｵﾂｷ ｹｲ
鈴木 達也(1) 丸山 未来(3)
ｽﾞｽｷ ﾀﾂﾔ ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾗｲ

11  10 塩尻広陵中(B) 渡辺 慎也(1) 11:18.68 11 10 清水中 中田 大貴(2) 10:24.77 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ ﾅｶﾀ ﾀｶﾋﾛ
折橋 翔太(1) 丸山 祥吾(1)
ｵﾘﾊｼ ｼｮｳﾀ ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ
吉野 涼(1) 丸山 真昂(1)
ﾖｼﾉ ﾘｮｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾀｶ
猪熊 敦志(2) 百瀬 賢一(1)
ｲﾉｸﾏ ｱﾂｼ ﾓﾓｾ ｹﾝｲﾁ

12   4 長峰中(D) 北川 幸希(2) 11:30.92  1 上田第五中(B) 一ﾉ瀬椋太(3)
ｷﾀｶﾞﾜ ｺｳｷ ｲﾁﾉｾ ﾘｮｳﾀ
佐々木 健(1) 安藤  弥(3)
ｻｻｷ ｹﾝ ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ
関 悠登(1) 小須田 健(2)
ｾｷ ﾕｳﾄ ｺｽﾀﾞ ﾀｹｼ
五味 拓実(1) 出﨑 涼太(2)
ｺﾞﾐ ﾀｸﾐ ｲﾃﾞｻｷ ﾘｮｳﾀ



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 駒ヶ根東中(A) 馬場 信介(3)  8:46.63 

ﾊﾞﾊ ﾞｼﾝｽｹ
斉藤 優(3)
ｻｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ
所河 北斗(2)
ｼｮｶﾞﾜ ﾎｸﾄ
湯澤 舜(3)
ﾕｻﾞﾜ ｼｭﾝ

 2   1 鉢盛中 三島 太成(2)  9:13.29 
ﾐｼﾏ ﾀｲｾｲ
横水 颯太(3)
ﾖｺﾐｽﾞ ｿｳﾀ
木村 祐太(1)
ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ
上田 星矢(3)
ｳｴﾀﾞ ｾｲﾔ

 3   6 長峰中(A) 矢野 孝典(3)  9:14.01 
ﾔﾉ ｺｳｽｹ
山田 峻暉(3)
ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｱｷ
久島 光太郎(2)
ｸｼﾏ ｺｳﾀﾛｳ
櫻田 有夢(3)
ｻｸﾗﾀﾞ ｱﾘﾑ

 4   2 信濃中(A) 安藤 茂一(3)  9:33.09 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾓｲﾁ
池田 正汰(2)
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ
竹内 寿斗(3)
ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾄ
木田 元春(1)
ｷﾀﾞ ﾓﾄﾊﾙ

 5   5 戸倉上山田中(C) 細田 敦也(3)  9:38.33 
ﾎｿﾀﾞ ｱﾂﾔ
秋山 侑平(2)
ｱｷﾔﾏ ﾕｳﾍｲ
内田 知樹(1)
ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓｷ
熊井 捷人(1)
ｸﾏｲ ﾊﾔﾄ

 6   9 辰野中 酒井 和樹(3)  9:40.75 
ｻｶｲ ｶｽﾞｷ
近藤 隆博(2)
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ
吉田 慎一郎(2)
ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ
柘植 尚哉(2)
ﾂｹﾞ ﾅｵﾔ

 7  11 原中 金成 孝司(3)  9:40.92 
ｶﾈﾅﾘ ﾀｶｼ
小林 直樹(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ
小野寺 陸(3)
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｸ
清水 光太郎(2)
ｼﾐｽﾞ ｺｳﾀﾛｳ

 8   8 駒ヶ根東中(B) 安藤 拓真(3)  9:45.28 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾏ
竹村 吉晃(1)
ﾀｹﾑﾗ ﾖｼｱｷ
滝澤 代聖(2)
ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ
島 龍之介(3)
ｼﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ

 9   7 戸倉上山田中(A) 竹鼻 大貴(3)  9:48.58 
ﾀｹﾊﾅ ﾋﾛｷ
宮坂 大輝(1)
ﾐﾔｻｶ ﾋﾛｷ
稲葉 大地(1)
ｲﾅﾊﾞ ﾀﾞｲﾁ
菊池 慧(1)
ｷｸﾁ ｻﾄﾙ

10   3 戸倉上山田中(B) 具 ﾋｮﾇ(3)  9:59.96 
ｸｩ ﾋｮﾇ
田島 史都(3)
ﾀｼﾞﾏ ﾌﾐﾄ
小平 悟志(1)
ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾄｼ
細田 達也(3)
ﾎｿﾀﾞ ﾀﾂﾔ

11  10 駒ヶ根東中(C) 湯澤 隆真(2) 10:24.27 
ﾕｻﾞﾜ ﾘｭｳﾏ

中学男子

4×800m



高梨 良介(3)
ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳｽｹ
木下 悠也(2)
ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾔ
林 友也(2)
ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ



県中学新
大会新

   2 駒ヶ根東中(A)   8:46.63 馬場 信介(3) 斉藤 優(3) 所河 北斗(2) 湯澤 舜(3)   3   1
   3 塩尻広陵中(A)   8:59.23 百瀬 弦(3) 関塚 賢悟(3) 三村 航輝(3) 太田 裕真(1)   1   1
   4 赤穂中(A)   9:09.11 水上 優斗(2) 井口 龍輝(3) 宮下 晴貴(2) 大澤 智樹(1)   2   2
   5 鉢盛中   9:13.29 三島 太成(2) 横水 颯太(3) 木村 祐太(1) 上田 星矢(3)   3   2
   6 長峰中(A)   9:14.01 矢野 孝典(3) 山田 峻暉(3) 久島 光太郎(2) 櫻田 有夢(3)   3   3
   7 箕輪中(A)   9:14.04 浦野 亜嵐(2) 日野 志朗(2) 森川 知生(3) 重盛 文宏(3)   2   3
   8 小諸JEC   9:17.31 脇坂 拓馬(3) 甘利 優太(3) 池田 仁(3) 永井 慎也(2)   1   2
   9 長野東部中(E)   9:29.46 倉澤 陽輔(3) 草野 晃平(3) 鈴木 滉太(3) 宮本 恭弥(3)   2   4
  10 信濃中(A)   9:33.09 安藤 茂一(3) 池田 正汰(2) 竹内 寿斗(3) 木田 元春(1)   3   4
  11 戸倉上山田中(C)   9:38.33 細田 敦也(3) 秋山 侑平(2) 内田 知樹(1) 熊井 捷人(1)   3   5
  12 辰野中   9:40.75 酒井 和樹(3) 近藤 隆博(2) 吉田 慎一郎(2) 柘植 尚哉(2)   3   6
  13 原中   9:40.92 金成 孝司(3) 小林 直樹(3) 小野寺 陸(3) 清水 光太郎(2)   3   7
  14 長峰中(B)   9:42.00 小松 優太(3) 伊東 慎介(3) 平出 翔大(2) 小口 直希(3)   2   5
  15 駒ヶ根東中(B)   9:45.28 安藤 拓真(3) 竹村 吉晃(1) 滝澤 代聖(2) 島 龍之介(3)   3   8
  16 信濃中(B)   9:48.50 德竹 悠馬(2) 北村 翔太(3) 竹内 佑介(2) 竹内 悠太朗(2)   2   6
  17 戸倉上山田中(A)   9:48.58 竹鼻 大貴(3) 宮坂 大輝(1) 稲葉 大地(1) 菊池 慧(1)   3   9
  18 諏訪西中   9:52.45 平林 和氣(2) 後藤 佑基(2) 宮森 蒼太(2) 牛山 時和(3)   2   7
  19 長野東部中(A)   9:58.52 後藤 大聖(2) 丸山 智輝(2) 平塚 健也(2) 雲崎 凌(2)   2   8
  20 戸倉上山田中(B)   9:59.96 具 ﾋｮﾇ(3) 田島 史都(3) 小平 悟志(1) 細田 達也(3)   3  10
  21 飯綱中  10:05.40 宮島 耕大(2) 仲俣 一樹(2) 町田 史門(3) 西﨑 啓太朗(2)   2   9
  22 上田第五中(A)  10:11.83 小林 優介(2) 一ﾉ瀬椋太(3) 大嵩崎 慧(3) 丸山 未来(3)   2  10
  23 赤穂中(B)  10:16.90 米澤 桂司(3) 樋屋 裕貴(3) 春日 明日実(2) 榎本 峻也(1)   1   3
  24 長峰中(C)  10:19.14 滝沢 聖成(2) 濵 将志(2) 五味 滉太(2) 中島 隼斗(2)   1   4
  25 長野東部中(B)  10:20.11 茂野 祥太(1) 宮澤 司(2) 想田 賢太朗(2) 藤澤 将大(2)   1   5
  26 高森中  10:21.54 岩﨑 一徹(1) 熊谷 駿(2) 大場 悠暉(2) 花井 有輝(1)   1   6
  27 駒ヶ根東中(C)  10:24.27 湯澤 隆真(2) 高梨 良介(3) 木下 悠也(2) 林 友也(2)   3  11
  28 清水中  10:24.77 中田 大貴(2) 丸山 祥吾(1) 丸山 真昂(1) 百瀬 賢一(1)   2  11
  29 長野東部中(C)  10:27.77 小平 仁(1) 山岸 忠相(1) 小出 樹(1) 吉沢 智貴(1)   1   7
  30 箕輪中(B)  11:06.98 葉桐 文哉(1) 丸田 健悟(1) 北原 辰吉(2) 春日 聖悟(1)   1   8
  31 信濃中(C)  11:07.92 小林 祐斗(2) 狩野 景(2) 竹内 啓真(1) 平塚 慎也(2)   1   9
  32 長野東部中(D)  11:12.74 黒崎 秀樹(1) 渡辺 瑞生(1) 小出 吾朗(1) 鈴木 達也(1)   1  10
  33 塩尻広陵中(B)  11:18.68 渡辺 慎也(1) 折橋 翔太(1) 吉野 涼(1) 猪熊 敦志(2)   1  11
  34 長峰中(D)  11:30.92 北川 幸希(2) 佐々木 健(1) 関 悠登(1) 五味 拓実(1)   1  12

  1白鳥 魁人(2) 門脇 航(2) 手塚 将弥(3)   2   1 中野平中   8:45.55 黒川 岳(3)

順位 所属名 記録 ｵｰﾀﾞｰ4

中学男子

4×800m
タイムレース

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7日 11:00

長野県中学記録(CR)           17:55.83 駒ヶ根東                     駒ヶ根東         2010/08/08  
（蟹澤・春日・宮脇・湯澤）

大会記録(GR)                 17:55.83 

[ 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 梓川中 野瀬 雅史(2) 18:45.76 1  5 信濃中(A) 安藤 茂一(3) 19:08.38 

ﾉｾ ﾏｻﾌﾐ ｱﾝﾄﾞｳ ﾓｲﾁ
齊藤 駿太(2) 池田 正汰(2)
ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ
草間 祐輝(2) 木田 元春(1)
ｸｻﾏ ﾕｳｷ ｷﾀﾞ ﾓﾄﾊﾙ
村瀬 崚(3) 竹内 寿斗(3)
ﾑﾗｾ ﾘｮｳ ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾄ

 2  10 飯綱中 宮島 耕大(2) 19:51.53 2  4 丘中(A) 渡辺 優樹(3) 19:16.55 
ﾐｳｱｼﾞﾏ ｺｳﾀﾞｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ
川内野 隼人(3) 植木 康平(3)
ｶﾜｳﾁﾉ ﾊﾔﾄ ｳｴｷ ｺｳﾍｲ
荒井 文也(3) 飯塚 駿作(2)
ｱﾗｲ ﾌﾐﾔ ｲｲﾂﾞｶ ｼｭﾝｻｸ
西﨑 啓太朗(2) 山本 侑矢(2)
ﾆｼｻﾞｷ ｹｲﾀﾛｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ

 3   2 戸倉上山田中(B) 田島 史都(3) 19:54.34 3 10 真田ｸﾗﾌﾞ 大崇崎 慧(3) 19:25.40 
ﾀｼﾞﾏ ﾌﾐﾄ ｵｵﾂｷ  ｹｲ
宮坂 大輝(1) 丸山 未来(3)
ﾐﾔｻｶ ﾋﾛｷ ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾗｲ
稲葉 大地(1) 宮島 幸太郎(3)
ｲﾅﾊﾞ ﾀﾞｲﾁ ﾐﾔｼﾞﾏ ｺｳﾀﾛｳ
熊井 捷人(1) 小林 優介(2)
ｸﾏｲ ﾊﾔﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ

 4   7 芦原中(B) 清水 葉(2) 19:59.45 4  8 山辺中 浅村 祐貴(3) 19:34.65 
ｼﾐｽﾞ ﾖｳ ｱｻﾑﾗ ﾕｳｷ
内川 大樹(2) 小口 智大(3)
ｳﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ ｵｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ
富岡 平(2) 山田 和真(1)
ﾄﾐｵｶ ﾀｲﾗ ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾏ
中山 峻弥(2) 北原 泰地(3)
ﾅｶﾔﾏ ｼｭﾝﾔ ｷﾀﾊﾗ ﾀｲﾁ

 5  11 信濃中(B) 北村 翔太(3) 20:27.21 5  2 駒ヶ根東中(B) 竹村 吉晃(1) 19:52.97 
ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ ﾀｹﾑﾗ ﾖｼｱｷ
竹内 佑介(2) 林 友也(2)
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｽｹ ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ
竹内 悠太朗(2) 高梨 良介(3)
ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀﾛｳ ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳｽｹ
平塚 慎也(2) 萩原 拓海(2)
ﾋﾗﾂｶ ｼﾝﾔ ﾊｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾐ

 6   4 長野東部中 後藤 大聖(2) 20:38.09 6  6 原中 小林 直樹(3) 19:55.16 
ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾏｻ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ
小平 仁(1) 金成 孝司(3)
ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾞﾝ ｶﾈﾅﾘ ﾀｶｼ
茂野 祥太(1) 小野寺 陸(3)
ｼｹﾞﾉ ｼｮｳﾀ ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｸ
平塚 健也(2) 清水 光太郎(2)
ﾋﾗﾂｶ ｹﾝﾔ ｼﾐｽﾞ ｺｳﾀﾛｳ

 7   6 中野平中(A) 高野 純輝(2) 21:19.00 7  3 菅野中 伊藤 武玄(2) 19:55.52 
ﾀｶﾉ ｼﾞｭﾝｷ ｲﾄｳ ﾑｹﾞﾝ
風間 隆成(2) 大川 柊弥(2)
ｶｻﾞﾏ ﾘｭｳｾｲ ｵｵｶﾜ ﾄｳﾔ
徳武 共史(3) 清水 順太(2)
ﾄｸﾀｹ ﾄﾓﾌﾐ ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝﾀ
関 隼希(1) 丸山 優太(1)
ｾｷ ﾄｼｷ ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ

 8   8 駒ヶ根東中(C) 竹村 泰地(3) 21:33.01 8 11 中野平中(C) 古谷 隆晟(3) 20:26.04 
ﾀｹﾑﾗ ﾀｲﾁ ﾌﾙﾔ ﾘｭｳｾｲ
湯澤 隆真(2) 白鳥 魁人(2)
ﾕｻﾞﾜ ﾘｭｳﾏ ｼﾗﾄﾘ ｶｲﾄ
竹内 基裕(3) 清水 隆成(3)
ﾀｹｳﾁ ﾓﾄﾋﾛ ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳｾｲ
馬場 隆夫(1) 松本 翼(1)
ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶｵ ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ

 9   3 諏訪西中 藤森 敦也(1) 22:09.25 9  1 戸倉上山田中(C) 菊地 慧(1) 20:38.35 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾂﾔ ｷｸﾁ ｻﾄﾙ
藤森 悠(1) 小平 悟志(1)
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳ ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾄｼ
牛山 時和(3) 内田 知樹(1)
ｳｼﾔﾏ ﾄｷｶｽﾞ ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓｷ
宮森 蒼太(2) 秋山 侑平(2)
ﾐﾔﾓﾘ ｿｳﾀ ｱｷﾔﾏ ﾕｳﾍｲ

10   1 信濃中(C) 小林 祐斗(2) 22:52.23 10  7 伊那松川中(A) 松澤 拓弥(2) 20:48.02 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾔ
狩野 景(2) 近藤 織部(3)

中学男子

4×1500m

決勝



ｶﾉｳ ｹｲ ｺﾝﾄﾞｳ ｵﾘﾍﾞ
竹内 啓真(1) 松下 湧登(2)
ﾀｹｳﾁ ｹｲﾏ ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾄ
中山 廉(2) 北原 和喜(1)
ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ ｷﾀﾊﾗ ｶｽﾞｷ

  5 丘中(B) 中澤 諒(3)  9 伊那松川中(B) 河野 友希(3)
ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｮｳ 欠場 ｺｳﾉ ﾕｳｷ 欠場
宮阪 紘平(1) 下澤 大(3)
ﾐﾔｻｶ ｺｳﾍｲ ｼﾓｻﾜ ﾀﾞｲ
小松 晃人(1) 山口 聖人(3)
ｺﾏﾂ ｱｷﾄ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾄ
藤井 裕大(1) 宮下 泰斗(3)
ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀﾞｲ ﾐﾔｼﾀ ﾀｲﾄ



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 赤穂中 井口 龍輝(3) 18:14.39 

ｲｸﾞﾁ ﾘｭｳｷ
水上 優斗(2)
ﾐｽﾞｶﾐ ﾕｳﾄ
宮下 晴貴(2)
ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙｷ
大澤 智樹(1)
ｵｵｻﾜ ﾄﾓｷ

 2   6 戸倉上山田中(A) 細田 達也(3) 18:22.04 
ﾎｿﾀﾞ ﾀﾂﾔ
具 ﾋｮﾇ(3)
ｸｩ ﾋｮﾇ
細田 敦也(3)
ﾎｿﾀﾞ ｱﾂﾔ
竹鼻 大貴(3)
ﾀｹﾊﾅ ﾋﾛｷ

 3   4 鉢盛中 横水 颯太(3) 18:29.04 
ﾖｺﾐｽﾞ ｿｳﾀ
上田 星矢(3)
ｳｴﾀﾞ ｾｲﾔ
太田 賢斗(3)
ｵｵﾀ ｹﾝﾄ
三島 太成(2)
ﾐｼﾏ ﾀｲｾｲ

 4   3 駒ヶ根東中(A) 湯澤 舜(3) 18:50.59 
ﾕｻﾞﾜ ｼｭﾝ
島 龍之介(3)
ｼﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ
滝澤 代聖(2)
ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ
安藤 拓真(3)
ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾏ

 5   7 篠ﾉ井西中(A) 中村 光希(2) 19:24.28 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ
宮入 大輔(2)
ﾐﾔｲﾘ ﾀﾞｲｽｹ
宮澤 広知(2)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｶｽﾞ
塚田 亮太(2)
ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

 6   5 中野平中(B) 西埜 拓海(3) 19:36.63 
ﾆｼﾉ ﾀｸﾐ
芋川 遼太(3)
ｲﾓｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ
小林 壮(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ
門脇 航(2)
ｶﾄﾞﾜｷ ﾜﾀﾙ

 7   9 飯田高陵中 吉川 健成(2) 20:41.91 
ﾖｼｶﾜ ｹﾝｾｲ
坂口 光祐(2)
ｻｶｸﾞﾁ ｺｳｽｹ
矢島 佳樹(1)
ﾔｼﾞﾏ ﾖｼｷ
藤井 現代(2)
ﾌｼﾞｲ ｹﾞﾝﾀﾞｲ

 8  10 塩尻広陵中 太田 裕真(1) 21:04.11 
ｵｵﾀ ﾕｳﾏ
猪熊 敦志(2)
ｲﾉｸﾏ ｱﾂｼ
山本 民雄(1)
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾐｵ
百瀬 弦(3)
ﾓﾓｾ ｹﾞﾝ

 9   1 篠ﾉ井西中(B) 山本 孝明(2) 22:18.47 
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｱｷ
南澤 裕馬(2)
ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳﾏ
山本 涼太(2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ
宮島 優希(1)
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷ

  2 芦原中(A) 依田 航太郎(3)
ﾖﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 欠場
小林 雅史(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｼ
木村 将也(3)
ｷﾑﾗ ﾏｻﾔ
唐澤 諒大(3)
ｶﾗｻﾜ ﾘｮｳﾀ

4×1500m
中学男子



   1 赤穂中  18:14.39 井口 龍輝(3) 水上 優斗(2) 宮下 晴貴(2) 大澤 智樹(1)   3   1
   2 戸倉上山田中(A)  18:22.04 細田 達也(3) 具 ﾋｮﾇ(3) 細田 敦也(3) 竹鼻 大貴(3)   3   2
   3 鉢盛中  18:29.04 横水 颯太(3) 上田 星矢(3) 太田 賢斗(3) 三島 太成(2)   3   3
   4 梓川中  18:45.76 野瀬 雅史(2) 齊藤 駿太(2) 草間 祐輝(2) 村瀬 崚(3)   1   1
   5 駒ヶ根東中(A)  18:50.59 湯澤 舜(3) 島 龍之介(3) 滝澤 代聖(2) 安藤 拓真(3)   3   4
   6 信濃中(A)  19:08.38 安藤 茂一(3) 池田 正汰(2) 木田 元春(1) 竹内 寿斗(3)   2   1
   7 丘中(A)  19:16.55 渡辺 優樹(3) 植木 康平(3) 飯塚 駿作(2) 山本 侑矢(2)   2   2
   8 篠ﾉ井西中(A)  19:24.28 中村 光希(2) 宮入 大輔(2) 宮澤 広知(2) 塚田 亮太(2)   3   5
   9 真田ｸﾗﾌﾞ  19:25.40 大崇崎 慧(3) 丸山 未来(3) 宮島 幸太郎(3) 小林 優介(2)   2   3
  10 山辺中  19:34.65 浅村 祐貴(3) 小口 智大(3) 山田 和真(1) 北原 泰地(3)   2   4
  11 中野平中(B)  19:36.63 西埜 拓海(3) 芋川 遼太(3) 小林 壮(3) 門脇 航(2)   3   6
  12 飯綱中  19:51.53 宮島 耕大(2) 川内野 隼人(3) 荒井 文也(3) 西﨑 啓太朗(2)   1   2
  13 駒ヶ根東中(B)  19:52.97 竹村 吉晃(1) 林 友也(2) 高梨 良介(3) 萩原 拓海(2)   2   5
  14 戸倉上山田中(B)  19:54.34 田島 史都(3) 宮坂 大輝(1) 稲葉 大地(1) 熊井 捷人(1)   1   3
  15 原中  19:55.16 小林 直樹(3) 金成 孝司(3) 小野寺 陸(3) 清水 光太郎(2)   2   6
  16 菅野中  19:55.52 伊藤 武玄(2) 大川 柊弥(2) 清水 順太(2) 丸山 優太(1)   2   7
  17 芦原中(B)  19:59.45 清水 葉(2) 内川 大樹(2) 富岡 平(2) 中山 峻弥(2)   1   4
  18 中野平中(C)  20:26.04 古谷 隆晟(3) 白鳥 魁人(2) 清水 隆成(3) 松本 翼(1)   2   8
  19 信濃中(B)  20:27.21 北村 翔太(3) 竹内 佑介(2) 竹内 悠太朗(2) 平塚 慎也(2)   1   5
  20 長野東部中  20:38.09 後藤 大聖(2) 小平 仁(1) 茂野 祥太(1) 平塚 健也(2)   1   6
  21 戸倉上山田中(C)  20:38.35 菊地 慧(1) 小平 悟志(1) 内田 知樹(1) 秋山 侑平(2)   2   9
  22 飯田高陵中  20:41.91 吉川 健成(2) 坂口 光祐(2) 矢島 佳樹(1) 藤井 現代(2)   3   7
  23 伊那松川中(A)  20:48.02 松澤 拓弥(2) 近藤 織部(3) 松下 湧登(2) 北原 和喜(1)   2  10
  24 塩尻広陵中  21:04.11 太田 裕真(1) 猪熊 敦志(2) 山本 民雄(1) 百瀬 弦(3)   3   8
  25 中野平中(A)  21:19.00 高野 純輝(2) 風間 隆成(2) 徳武 共史(3) 関 隼希(1)   1   7
  26 駒ヶ根東中(C)  21:33.01 竹村 泰地(3) 湯澤 隆真(2) 竹内 基裕(3) 馬場 隆夫(1)   1   8
  27 諏訪西中  22:09.25 藤森 敦也(1) 藤森 悠(1) 牛山 時和(3) 宮森 蒼太(2)   1   9
  28 篠ﾉ井西中(B)  22:18.47 山本 孝明(2) 南澤 裕馬(2) 山本 涼太(2) 宮島 優希(1)   3   9
  29 信濃中(C)  22:52.23 小林 祐斗(2) 狩野 景(2) 竹内 啓真(1) 中山 廉(2)   1  10

中学男子

4×1500m
タイムレース

組 順位ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3順位 所属名 記録 ｵｰﾀﾞｰ4



決勝 8月7日 12:15

長野県記録(KR)               16:28.15 佐久長聖高                   佐久長聖高       2000/04/09  
（佐藤　良仁・上嶋　圭・市村　一訓・藤森　憲秀）

大会記録(GR)                 16:50.90 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 長野市陸協(A) 太田達也 17:17.56 

ｵｵﾀ ﾀﾂﾔ
小川健三
ｵｶﾞﾜ ｹﾝｿﾞｳ
割田雄磨
ﾜﾘﾀ ﾕｳﾏ
平田和也
ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾔ

 2   2 松本県ヶ丘高(A) 赤塚 太一(2) 17:49.70 
ｱｶﾂｶ ﾀｲﾁ
上條 広裕希(1)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾛﾕｷ
新 遼吾(2)
ｱﾀﾗｼ ﾘｮｳｺﾞ
村瀬 雅人(2)
ﾑﾗｾ ﾏｻﾄ

 3   1 長野市陸協(B) 徳武源介 18:06.34 
ﾄｸﾀｹ ｹﾞﾝｽｹ
澤渡知成
ｻﾜﾄﾞ ﾄﾓﾅﾘ
山本朗
ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ
寺島慧梧
ﾃﾗｼﾏ ｹｲｺﾞ

 4   3 長野市陸協(C) 上野隆太 18:47.10 
ｳｴﾉ ﾘｭｳﾀ
大久保貴志
ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶｼ
矢野陽介
ﾔﾉ ﾖｳｽｹ
田中章浩
ﾀﾅｶ ｱｷﾋﾛ

 5   4 野沢北高 上原 聡太(2) 18:55.18 
ｳｴﾊﾗ ｿｳﾀ
小林  涼(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ
小林 泰之(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾕｷ
臼田  悠(1)
ｳｽﾀﾞ ﾕｳ

 6   5 創造学園高 林優人(2) 19:31.11 
ﾊﾔｼﾕｳﾄ
西澤正志(2)
ﾆｼｻﾞﾜﾏｻｼ
堀内正和(2)
ﾎﾘｳﾁﾏｻｶｽﾞ
藤澤亮(2)
ﾌｼﾞｻﾜﾘｮｳ

 7   6 松本県ヶ丘高(B) 宮坂 直登(2) 20:13.87 
ﾐﾔｻｶ ﾅｵﾄ
赤羽 晋冶(2)
ｱｶﾊﾈ ｼﾝｼﾞ
上條 冬矢(1)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｳﾔ
吉本 純歩(1)
ﾖｼﾓﾄ ｽﾐﾎ

一般男子

4×1500m

決勝
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