
期 日

スタート

審 判 長

記録主任

主 催

主 管

全６区間 18.0km

第１区間 3.0km

第２区間 3.0km

第３区間 3.0km

第４区間 3.0km

第５区間 3.0km

第６区間 3.0km

順位 № 学校名 記　録 備考

１位 31 中央(福井) 57 分15 秒 5年連続5回目

２位 55 上田第二(長野) 57 分19 秒

３位 51 戸倉上山田(長野) 57 分20 秒

４位 52 駒ヶ根東(長野) 57 分33 秒

５位 41 吉田(新潟) 57 分34 秒

６位 42 山潟(新潟) 57 分51 秒

７位 21 鹿西(石川) 57 分56 秒

８位 54 赤穂(長野) 58 分25 秒

区 № 学校名 氏　名(学年) 区間記録 備考

１区 55 上田第二(長野) 宮島幸太郎(3) 8 分51 秒 新

２区 53 中野平(長野) 黒川 岳(3) 9 分14 秒

３区 24 鳥屋(石川) 田中 健祐(3) 9 分22 秒

４区 57 箕輪(長野) 大貫 翔太(3) 9 分29 秒

５区 52 駒ヶ根東(長野) 滝澤 代聖(2) 9 分38 秒

６区 51 戸倉上山田(長野) 竹鼻 大貴(3) 8 分55 秒 新

長野陸上競技協会

第５回　北信越中学校駅伝競走大会

公式記録集（男子の部）(大会コード:11501507)

コ ー ス

長野県松本平広域公園陸上競技場発着・周回コース

共 催
信濃毎日新聞社

(財)信毎文化事業財団

長野陸上競技協会

区 間 賞

2011/11/23(水)

12:00

藤森茂幸

竹内秀樹

後 援

長野県教育委員会

松本市教育委員会

長野県中学校体育連盟

総合成績

時刻 天候 気温℃ 風向 風速m/sec 湿度％

12:00 晴れ 13.5 南 3.5 50

13:00 曇り 14.0 南南東 4.0 51気象状況



上段：通算記録（順位）

大会記録（18.0km）　 新＝新記録 下段：区間記録（順位）

記録

18.000 km

1 31 中央(福井) 57分15秒 9'05 (3) 18'25 (2) 28'07 (2) 38'04 (2) 48'15 (5) 57'15 (1)

9'05 (3) 9'20 (4) 9'42 (9) 9'57 (16) 10'11 (23) 新 9'00 (2)

2 55 上田第二(長野) 57分19秒 8'51 (1) 18'13 (1) 28'12 (3) 38'10 (4) 47'53 (2) 57'19 (2)

新 8'51 (1) 9'22 (5) 9'59 (21) 9'58 (18) 9'43 (3) 9'26 (4)

3 51 戸倉上山田(長 57分20秒 9'24 (15) 18'46 (6) 28'17 (4) 38'25 (9) 48'25 (6) 57'20 (3)

9'24 (15) 9'22 (5) 9'31 (2) 10'08 (23) 10'00 (11) 新 8'55 (1)

4 52 駒ヶ根東(長野) 57分33秒 9'32 (24) 18'51 (12) 28'38 (10) 38'21 (6) 47'59 (3) 57'33 (4)

9'32 (24) 9'19 (2) 9'47 (16) 9'43 (6) 9'38 (1) 9'34 (5)

5 41 吉田(新潟) 57分34秒 9'18 (8) 18'47 (8) 28'19 (5) 37'57 (1) 47'45 (1) 57'34 (5)

9'18 (8) 9'29 (10) 9'32 (3) 9'38 (3) 9'48 (5) 9'49 (11)

6 42 山潟(新潟) 57分51秒 9'23 (12) 18'47 (8) 28'26 (6) 38'22 (8) 48'09 (4) 57'51 (6)

9'23 (12) 9'24 (7) 9'39 (7) 9'56 (13) 9'47 (4) 9'42 (6)

7 21 鹿西(石川) 57分56秒 9'17 (7) 19'01 (16) 28'46 (13) 38'59 (19) 48'38 (8) 57'56 (7)

9'17 (7) 9'44 (20) 9'45 (14) 10'13 (27) 9'39 (2) 9'18 (3)

8 54 赤穂(長野) 58分25秒 9'43 (31) 19'28 (28) 29'04 (19) 38'44 (10) 48'39 (9) 58'25 (8)

9'43 (31) 9'45 (22) 9'36 (4) 9'40 (4) 9'55 (9) 9'46 (8)

9 53 中野平(長野) 58分30秒 9'16 (6) 18'30 (3) 28'06 (1) 38'08 (3) 48'40 (10) 58'30 (9)

9'16 (6) 9'14 (1) 9'36 (4) 10'02 (20) 10'32 (35) 9'50 (13)

10 23 辰口(石川) 58分34秒 9'26 (18) 18'45 (5) 28'51 (14) 38'21 (6) 48'36 (7) 58'34 (10)

9'26 (18) 9'19 (2) 10'06 (25) 9'30 (2) 10'15 (26) 9'58 (18)

11 44 分水(新潟) 58分40秒 9'21 (10) 18'49 (11) 28'27 (7) 38'13 (5) 48'54 (13) 58'40 (11)

9'21 (10) 9'28 (9) 9'38 (6) 9'46 (8) 10'41 (39) 9'46 (8)

12 11 雄山(富山) 58分50秒 9'22 (11) 19'02 (17) 28'44 (11) 38'49 (13) 48'49 (12) 58'50 (12)

9'22 (11) 9'40 (18) 9'42 (9) 10'05 (22) 10'00 (11) 10'01 (20)

米沢 海人(2) 富岡 晃太朗(3)

第５回　北信越中学校駅伝競走大会（男子の部）　成績表

桜井 智弘(3) 青木 将悟(3) 寺崎 魁成(3) 山口 晴矢(3)

渡辺 真(2) 白井 裕也(3)

野口 凜太朗(3) 山内 正規(3)

山田 大貴(3) 岸本 克佳(3) 田中 孝和(3) 本田 一希(3)

楠本 理央(3) 中村 篤史(3)

小澤 恵太(3) 大澤 智樹(1)

芋川 遼太(3) 白鳥 魁人(2)

内田 航(3) 中口 晃太朗(3)

手塚 将弥(3) 黒川 岳(3) 門脇 航(2) 阿部 翔太(3)

井口 龍輝(3) 水上 優斗(2) 宮下 晴貴(2) 竹村 知哉(3)

坂野 和久(3) 近藤 拓也(3)

山口 亜人羅(3) 三浦 尚也(3) 佐近 伊吹(2) 西 宏泰(2)

高山 雅弘(3) 金澤 諒(3)

所河 北斗(2)

横山 徹(1) 春日 景太(3)

相澤 航(3) 米澤 彰康(3)

三浦 創太(1) 吉田 大海(2)

大野力(3)

関口 恭(2) 林 昂平(3) 児玉 俊介(3) 宮崎 大樹(3)

湯澤 舜(3) 高梨 良介(3) 島 龍之介(2) 福澤 弘樹(3) 滝澤 代聖(2)

岩尾 伊織(3) 木村 浩史(3) 中野 太智(3) 矢島 佑充朗(3)

田島 史都(3) 竹鼻 大貴(3)

山上翼(3) 手塚敦也(2) 坂戸竜之輔(3) 和田健介(3)

3.0 km 3.0 km

第３区 第４区

細田 達也(3) 細田 敦也(3) 熊井 捷人(1) 内田 知樹(1)

第5中継～フィニッシュ

堀井 貴裕(3)

第2中継～第3中継 第3中継～第4中継 第4中継～第5中継

宮島幸太郎(3)

松田 岳大(3)

第６区

3.0 km 3.0 km 3.0 km 3.0 km順 No 学　校　名

第１区 第２区 第５区

スタート～第1中継 第1中継～第2中継

2011年11月23日(水)

56'57



上段：通算記録（順位）

大会記録（18.0km）　 新＝新記録 下段：区間記録（順位）

記録

18.000 km

3.0 km 3.0 km

第３区 第４区

第5中継～フィニッシュ第2中継～第3中継 第3中継～第4中継 第4中継～第5中継

第６区

3.0 km 3.0 km 3.0 km 3.0 km順 No 学　校　名

第１区 第２区 第５区

スタート～第1中継 第1中継～第2中継

2011年11月23日(水)

56'57

13 45 柏崎南(新潟) 58分54秒 9'30 (22) 19'05 (18) 29'12 (22) 38'57 (18) 48'55 (14) 58'54 (13)

9'30 (22) 9'35 (15) 10'07 (28) 9'45 (7) 9'58 (10) 9'59 (19)

14 12 出町(富山) 58分57秒 9'27 (19) 19'14 (22) 28'57 (15) 38'53 (17) 49'01 (17) 58'57 (14)

9'27 (19) 9'47 (27) 9'43 (11) 9'56 (13) 10'08 (18) 9'56 (17)

15 56 伊那東部(長野) 59分01秒 9'24 (14) 19'10 (20) 28'58 (16) 38'51 (14) 48'44 (11) 59'01 (15)

9'24 (14) 9'46 (25) 9'48 (18) 9'53 (10) 9'53 (7) 10'17 (33)

16 43 広神(新潟) 59分02秒 9'48 (34) 19'19 (25) 29'04 (19) 39'14 (21) 49'07 (18) 59'02 (16)

9'48 (34) 9'31 (12) 9'45 (14) 10'10 (26) 9'53 (7) 9'55 (15)

17 22 津幡南(石川) 59分03秒 8'52 (2) 18'44 (4) 28'32 (8) 38'46 (11) 48'55 (14) 59'03 (17)

新 8'52 (2) 9'52 (30) 9'48 (18) 10'14 (28) 10'09 (21) 10'08 (27)

18 33 武生第一(福井) 59分05秒 9'19 (9) 18'59 (15) 29'10 (21) 38'51 (14) 48'59 (16) 59'05 (18)

9'19 (9) 9'40 (18) 10'11 (30) 9'41 (5) 10'08 (18) 10'06 (23)

19 59 川中島(長野) 59分17秒 9'11 (4) 18'56 (13) 28'37 (9) 39'01 (20) 49'28 (21) 59'17 (19)

9'11 (4) 9'45 (22) 9'41 (8) 10'24 (34) 10'27 (32) 9'49 (11)

20 60 豊科北(長野) 59分23秒 9'29 (21) 18'58 (14) 28'45 (12) 38'47 (12) 49'17 (19) 59'23 (20)

9'29 (21) 9'29 (10) 9'47 (16) 10'02 (20) 10'30 (34) 10'06 (23)

21 57 箕輪(長野) 59分24秒 10'03 (40) 20'19 (39) 30'03 (35) 39'32 (27) 49'32 (22) 59'24 (21)

10'03 (40) 10'16 (38) 9'44 (13) 9'29 (1) 10'00 (11) 9'52 (14)

22 32 南越(福井) 59分26秒 9'33 (25) 19'17 (23) 29'00 (17) 38'52 (16) 49'25 (20) 59'26 (22)

9'33 (25) 9'44 (20) 9'43 (11) 9'52 (9) 10'33 (36) 10'01 (20)

23 63 鉢盛(長野) 59分41秒 9'23 (13) 18'48 (10) 29'21 (25) 39'14 (21) 49'37 (24) 59'41 (23)

9'23 (13) 9'25 (8) 10'33 (38) 9'53 (10) 10'23 (30) 10'04 (22)

24 25 津幡(石川) 59分46秒 9'43 (32) 19'17 (23) 29'19 (23) 39'40 (28) 49'51 (27) 59'46 (24)

9'43 (32) 9'34 (13) 10'02 (23) 10'21 (30) 10'11 (23) 9'55 (15)

中田 圭祐(2) 竹田 翔(3) 吉田 舜基(1)

関川 大悟(2) 那須野 亨(2) 掛川 流正(3) 宮下 拓己(3) 荻原 湧雅(3) 北原 諒(3)

外丸辰也(2) 小島勇希(3) 佐藤真都(3)

佐野 雅樹(2) 不破 大誠(3) 花島 綾仁(3)

山井政樹(3) 村田一心(3)田邉慎吾(2)

星野 隆成(3) 星野 純平(3)

西沢 晃佑(3) 松木 之衣(2) 小林 海仁(1) 村上 領(1) 北島 翔吾(1) 丸山 和輝(2)

多保 孝秋(3) 壁下 波起(3)

高橋 爽也(3) 高橋 一穂(2) 桜井 空(3) 桑原 悠(2)

中本 和希(3) 大島 健児(2)前谷内恒介(3) 高橋 佳生(2) 亀田 大貴(2) 杉田健太郎(3)

大﨑 貴裕(3) 芹川 大希(2) 上出 将貴(2) 野村 裕生(3)

森川 知生(3)

武藤 壮平(3) 細井 奨太(3) 牛山 颯太(3) 岡村 慧胤(1)

唐澤 祐輝(3) 大貫 翔太(3) 日野 志朗(2)

山下 大吾(3)

増田兼弥(3) 夏目順平(2) 伊藤淳志(3) 黒田周人(3) 市橋莉大(3) 黒田恭平(2)

木村 祐太(1)太田 賢斗(3) 三島 太成(2)

藤松 楓季(3) 石井 信高(3)

川上 弦(3) 柳沢 優成(3)

横水 颯太(3) 上田 星矢(3)

池上 充輝(3) 新出 航平(3) 専能 翔平(2) 伏見谷 敦(3)鈴木 彰人(3) 本吉 昴太(3)



上段：通算記録（順位）

大会記録（18.0km）　 新＝新記録 下段：区間記録（順位）

記録

18.000 km

3.0 km 3.0 km

第３区 第４区

第5中継～フィニッシュ第2中継～第3中継 第3中継～第4中継 第4中継～第5中継

第６区

3.0 km 3.0 km 3.0 km 3.0 km順 No 学　校　名

第１区 第２区 第５区

スタート～第1中継 第1中継～第2中継

2011年11月23日(水)

56'57

25 58 丸子(長野) 59分51秒 9'38 (29) 19'32 (31) 29'29 (30) 39'24 (25) 49'34 (23) 59'51 (25)

9'38 (29) 9'54 (33) 9'57 (20) 9'55 (12) 10'10 (22) 10'17 (33)

26 24 鳥屋(石川) 59分59秒 9'58 (39) 19'58 (37) 29'20 (24) 39'19 (23) 49'53 (28) 59'59 (26)

9'58 (39) 10'00 (34) 9'22 (1) 9'59 (19) 10'34 (37) 10'06 (23)

27 15 滑川(富山) 1時間00分02秒 9'31 (23) 19'07 (19) 29'25 (26) 39'41 (29) 49'49 (26) 1ﾟ0'02 (27)

9'31 (23) 9'36 (16) 10'18 (34) 10'16 (29) 10'08 (18) 10'13 (29)

28 65 屋代(長野) 1時間00分09秒 9'25 (16) 19'13 (21) 29'26 (28) 39'48 (31) 49'55 (29) 1ﾟ0'09 (28)

9'25 (16) 9'48 (28) 10'13 (32) 10'22 (32) 10'07 (16) 10'14 (31)

29 14 平(富山) 1時間00分14秒 9'38 (28) 19'26 (27) 29'25 (26) 39'21 (24) 49'39 (25) 1ﾟ0'14 (29)

9'38 (28) 9'48 (28) 9'59 (21) 9'56 (13) 10'18 (27) 10'35 (38)

30 35 鯖江(福井) 1時間00分20秒 9'35 (27) 19'21 (26) 29'27 (29) 39'50 (33) 50'09 (30) 1ﾟ0'20 (30)

9'35 (27) 9'46 (25) 10'06 (25) 10'23 (33) 10'19 (28) 10'11 (28)

31 69 城南(長野) 1時間00分26秒 9'12 (5) 18'46 (6) 29'02 (18) 39'46 (30) 50'13 (32) 1ﾟ0'26 (31)

9'12 (5) 9'34 (13) 10'16 (33) 10'44 (36) 10'27 (32) 10'13 (29)

32 67 芦原(長野) 1時間00分34秒 9'25 (17) 19'47 (35) 30'13 (38) 40'21 (35) 50'28 (33) 1ﾟ0'34 (32)

9'25 (17) 10'22 (39) 10'26 (36) 10'08 (23) 10'07 (16) 10'06 (23)

33 61 櫻ヶ岡(長野) 1時間00分55秒 9'57 (37) 20'01 (38) 30'12 (37) 41'02 (38) 51'07 (38) 1ﾟ0'55 (33)

9'57 (37) 10'04 (35) 10'11 (30) 10'50 (38) 10'05 (15) 9'48 (10)

34 13 富山南部(富山) 1時間00分58秒 9'57 (38) 19'42 (34) 29'51 (33) 40'12 (34) 50'38 (34) 1ﾟ0'58 (34)

9'57 (38) 9'45 (22) 10'09 (29) 10'21 (30) 10'26 (31) 10'20 (35)

35 68 小谷(長野) 1時間01分01秒 9'35 (26) 19'28 (28) 30'10 (36) 40'44 (36) 50'47 (35) 1ﾟ1'01 (35)

9'35 (26) 9'53 (32) 10'42 (39) 10'34 (35) 10'03 (14) 10'14 (31)

36 64 信濃(長野) 1時間01分21秒 9'42 (30) 19'34 (32) 29'40 (32) 39'48 (31) 50'10 (31) 1ﾟ1'21 (36)

9'42 (30) 9'52 (30) 10'06 (25) 10'08 (23) 10'22 (29) 11'11 (39)

37 34 明道(福井) 1時間01分39秒 9'29 (20) 19'41 (33) 29'59 (34) 40'52 (37) 51'06 (37) 1ﾟ1'39 (37)

9'29 (20) 10'12 (37) 10'18 (34) 10'53 (39) 10'14 (25) 10'33 (37)

38 70 山ノ内(長野) 1時間02分00秒 9'44 (33) 19'53 (36) 30'39 (39) 41'37 (39) 52'16 (40) 1ﾟ2'00 (38)

市川 楓(1)箱山 陸人(2) 中山 貴裕(3) 坂田 悠輔(3) 藤原 大地(1)

高田 浩二(3)

阿部 好成(3)

堀 貴博(3)

中村 伊吹(3)

小林 優矢(2)

二川 修弥(3)

田村 敏輝(2) 日光 祐一(3) 田中 健祐(3) 百海 郁弥(3) 吉野  凪(2) 瀧野 皓仁(3)

河崎 悠人(3) 水野 航希(3) 川高 功士(2)

依田航太郎(3)

岩崎 真哉(1)

清水 葉(2)

石井 太雅(2) 甫天 洸介(1)

大田 尚之(3) 宮川 拓実(3) 平林 圭太(3) 西村 和真(3)

八田 知己(2)

山﨑 光(3) 石澤 崇紀(2) 清水 晃太郎(3)

竹原 義之(3) 下崎 恭士(3) 山田 拓己(3) 岩瀨 直人(3)

田中 遼(3)

小林 雅史(3) 唐澤 諒大(3) 内川 大樹(2) 中山 峻弥(2)

金井 奎(3)

増田 健人(3) 漆原 悠太(3) 清水 裕太(2) 林 貴裕(2) 久我 圭孝(2)

三戸部 泰祈(3)

千國 健介(3)

木田 元春(1)

宮嶋 風太(3)

塚原 和人(2) 武居 優希(3)

西澤 裕貴(3) 松澤 俊也(3) 鷲澤  健(3)

川野 晴也(3) 若林 和哉(3) 井上 裕葵(1)

松島圭吾(3) 伴 碧流(3) 河上雄哉(1) 中谷優佑(2) 古川智康(3) 佐藤 暖(3)

坪田 健吾(2)

德竹 悠馬(2) 竹内 佑介(2) 竹内 悠太朗(2) 平塚 慎也(2)

岡澤 悠太(3)

内田 亜汰瑠 (3)

前田 倖誠(3) 高島 隼人(3) 三谷 健太(2) 久田 彬人(2) 小林 竜志(2)

池田 正汰(2)

山本 陽亮(3) 本間 有次(3) 小林 稜(3) 馬場 直人(3)長島 均(3)



上段：通算記録（順位）

大会記録（18.0km）　 新＝新記録 下段：区間記録（順位）

記録

18.000 km

3.0 km 3.0 km

第３区 第４区

第5中継～フィニッシュ第2中継～第3中継 第3中継～第4中継 第4中継～第5中継

第６区

3.0 km 3.0 km 3.0 km 3.0 km順 No 学　校　名

第１区 第２区 第５区

スタート～第1中継 第1中継～第2中継

2011年11月23日(水)

56'57

9'44 (33) 10'09 (36) 10'46 (40) 10'58 (40) 10'39 (38) 9'44 (7)

39 66 広徳(長野) 1時間02分19秒 9'50 (36) 20'48 (40) 31'19 (40) 42'05 (40) 51'56 (39) 1ﾟ2'19 (39)

9'50 (36) 10'58 (40) 10'31 (37) 10'46 (37) 9'51 (6) 10'23 (36)

40 62 伊那松川(長野) 1時間02分28秒 9'49 (35) 19'28 (28) 29'30 (31) 39'27 (26) 51'02 (36) 1ﾟ2'28 (40)

9'49 (35) 9'39 (17) 10'02 (23) 9'57 (16) 11'35 (40) 11'26 (40)

松下 湧登(2) 山口 聖人(3) 宮下 泰斗(3)

宮田 俊太朗(2)

下澤  大(3) 北原 和喜(1)

髙野 拡美(2) 中村 文弥(3) 玉井 誠(1) 矢嶋 辰也(1) 矢嶋 一樹(3)

近藤 織部(3)



区間記録 8:56 区間記録 9:16
第１区 区間距離 3.0 km 第4区 区間距離 3.0 km

順位 NO.CARD 学校名 選手名 区間時間 備考 順位 NO.CARD 学校名 選手名 区間時間 備考

1 55 上田第二(長野) 宮島幸太郎(3) 08:51 新 1 57 箕輪(長野) 大貫 翔太(3) 09:29

2 22 津幡南(石川) 前谷内恒介(3) 08:52 新 2 23 辰口(石川) 中村 篤史(3) 09:30

3 31 中央(福井) 堀井 貴裕(3) 09:05 3 41 吉田(新潟) 宮崎 大樹(3) 09:38

4 59 川中島(長野) 西沢 晃佑(3) 09:11 4 54 赤穂(長野) 竹村 知哉(3) 09:40

5 69 城南(長野) 山﨑 光(3) 09:12 5 33 武生第一(福井) 芹川 大希(2) 09:41

6 53 中野平(長野) 手塚 将弥(3) 09:16 6 52 駒ヶ根東(長野) 福澤 弘樹(3) 09:43

区間記録 9:02 区間記録 9:28
第2区 区間距離 3.0 km 第5区 区間距離 3.0 km

順位 NO.CARD 学校名 選手名 区間時間 備考 順位 NO.CARD 学校名 選手名 区間時間 備考

1 53 中野平(長野) 黒川 岳(3) 09:14 1 52 駒ヶ根東(長野) 滝澤 代聖(2) 09:38

2 23 辰口(石川) 山内 正規(3) 09:19 2 21 鹿西(石川) 三浦 創太(1) 09:39

2 52 駒ヶ根東(長野) 高梨 良介(3) 09:19 3 55 上田第二(長野) 和田健介(3) 09:43

4 31 中央(福井) 岩尾 伊織(3) 09:20 4 42 山潟(新潟) 相澤 航(3) 09:47

5 55 上田第二(長野) 山上翼(3) 09:22 5 41 吉田(新潟) 横山 徹(1) 09:48

5 51 戸倉上山田(長野) 細田 敦也(3) 09:22 6 66 広徳(長野) 矢嶋 一樹(3) 09:51

区間記録 9:08 区間記録 9:11
第3区 区間距離 3.0 km 第6区 区間距離 3.0 km

順位 NO.CARD 学校名 選手名 区間時間 備考 順位 NO.CARD 学校名 選手名 区間時間 備考

1 24 鳥屋(石川) 田中 健祐(3) 09:22 1 51 戸倉上山田(長野) 竹鼻 大貴(3) 08:55 新

2 51 戸倉上山田(長野) 熊井 捷人(1) 09:31 2 31 中央(福井) 松田 岳大(3) 09:00 新

3 41 吉田(新潟) 児玉 俊介(3) 09:32 3 21 鹿西(石川) 吉田 大海(2) 09:18

4 53 中野平(長野) 門脇 航(2) 09:36 4 55 上田第二(長野) 大野力(3) 09:26

4 54 赤穂(長野) 宮下 晴貴(2) 09:36 5 52 駒ヶ根東(長野) 所河 北斗(2) 09:34

6 44 分水(新潟) 田中 孝和(3) 09:38 6 42 山潟(新潟) 米澤 彰康(3) 09:42

第５回　北信越中学校駅伝競走大会（男子の部）

区間トップ６



決勝 11月23日 13:20

 1 春日 惇(3)      9:35 38 伊藤 祐朔(2)     10:29 
ｶｽｶﾞ ｼﾞｭﾝ 吉田 ｲﾄｳ ﾕｳｻｸ 丸子

 2 寺澤 渉(2)      9:38 39 林 靖人(3)     10:29 
ﾃﾗｻﾜ ﾜﾀﾙ 雄山 ﾊﾔｼ ﾔｽﾋﾄ 出町

 3 米澤 桂司(3)      9:39 40 佐藤 大輔(2)     10:29 
ﾖﾈｻﾞﾜ ｹｲｼﾞ 赤穂 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 広神

 4 佐藤 勝(2)      9:47 41 成澤 航(1)     10:30 
ｻﾄｳ ｼｮｳ 吉田 ﾅﾙｻﾜｺｳ 上田第二

 5 藤井 直輝(3)      9:49 42 掛川萌也(1)     10:30 
ﾌｼﾞｲ ﾅｵｷ 駒ヶ根東 ｶｹｶﾞﾜﾄﾓﾔ 芦原

 6 廣田 珠輝(2)      9:49 43 高野 純輝(2)     10:31 
ﾋﾛﾀ ﾀﾏｷ 吉田 ﾀｶﾉ  ｼﾞｭﾝｷ 中野平

 7 萩原 拓海(2)      9:53 44 吉田 明星(3)     10:31 
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾐ 駒ヶ根東 ﾖｼﾀﾞ  ｱｷﾄｼ 中央

 8 具 ヒョヌ(3)      9:59 45 渡辺 巧人(1)     10:31 
ｸ ﾋｮﾇ 戸倉上山田 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾄ 津幡南

 9 横山 浩哉(2)     10:00 46 長岡 大輔(3)     10:31 
ﾖｺﾔﾏ   ﾋﾛﾔ 武生第一 ﾅｶﾞｵｶ ﾀﾞｲｽｹ 柏崎南

10 相馬 貴史(1)     10:01 47 村上 諒(3)     10:31 
ｿｳﾏ  ﾀｶﾌﾐ 中央 ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ 山潟

11 中村聡志(1)     10:02 48 山田 貴大(2)     10:39 
ﾅｶﾑﾗｻﾄｼ 南越 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 櫻ヶ岡

12 北沢 悟生(3)     10:05 49 小林 壮(3)     10:39 
ｷﾀｻﾞﾜ ｺﾞｳ 川中島 ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀｶｼ 中野平

13 吉田 侑平(1)     10:05 50 中内 龍也(1)     10:41 
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 津幡南 ﾅｶｳﾁ ﾘｭｳﾔ 鹿西

14 北澤 元気(3)     10:06 51 蓑輪 裕(1)     10:42 
ｷﾀｻﾞﾜ ｹﾞﾝｷ 屋代 ﾐﾉﾜﾕｳ 南越

15 藤澤 玄(2)     10:06 52 中川 陽太(3)     10:42 
ﾌｼﾞｻﾜ ｹﾞﾝ 櫻ヶ岡 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳﾀ 滑川

16 春日 明日実(2)     10:10 53 若林 歩武(1)     10:44 
ｶｽｶﾞ ｱｽﾐ 赤穂 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ 川中島

17 塩田 雅人(2)     10:10 54 久保田 正吾(2)     10:46 
ｼｵﾀ ﾏｻﾄ 豊科北 ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 鉢盛

18 有田 恭也(1)     10:11 55 山内 健太郎(2)     10:47 
ｱﾘﾀ ｷｮｳﾔ 鯖江 ﾔﾏｳﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 明道

19 安藤 拓真(3)     10:11 56 仲條 菜生(1)     10:49 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾏ 駒ヶ根東 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾅｵ 城南

20 田中 大貴(2)     10:11 57 小島  誠也(2)     10:49 
ﾀﾅｶ   ﾀﾞｲｷ 武生第一 ｺｼﾞﾏ  ｾｲﾔ 中野平

21 沢村 仁哉(2)     10:12 58 長坂 誠(1)     10:49 
ｻﾜﾑﾗ ｼﾞﾝﾔ 津幡 ﾅｶﾞｻｶ ﾏｺﾄ 辰口

22 秋山 侑平(2)     10:13 59 浜口 勇矢(2)     10:49 
ｱｷﾔﾏ ﾕｳﾍｲ 戸倉上山田 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 辰口

23 藤原 利章(2)     10:14 60 山岡 龍平(1)     10:51 
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ 豊科北 ﾔﾏｵｶ ﾘｭｳﾍｲ 川中島

24 木村 幸太(1)     10:15 61 竹内 啓真(1)     10:51 
ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 鉢盛 ﾀｹｳﾁ ｹｲﾏ 信濃

25 紺野 敦暉(1)     10:18 62 小野沢 樹生(2)     10:51 
ｺﾝﾉ  ｱﾂｷ 中央 ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂｷ 城南

26 脇内 元徳(2)     10:21 63 法花堂 正光(2)     10:51 
ﾜｷｳﾁ ﾓﾄﾉﾘ 津幡 ﾎｯｹﾄﾞｳ ﾏｻﾃﾙ 鹿西

27 坂口 聖英(2)     10:23 64 桜井 真生(1)     10:55 
ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾃﾞ 櫻ヶ岡 ｻｸﾗｲ ﾏｵ 広神

28 永田 諒至(1)     10:25 65 道端 康人(3)     10:56 
ﾅｶﾞﾀ   ﾏｺﾄ 武生第一 ﾐﾁﾊﾅ ﾔｽﾋﾄ 平

29 堂下 陽平(2)     10:26 66 中川  凌(3)     10:56 
ﾄﾞｳｼﾀ ﾖｳﾍｲ 鯖江 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳ 津幡南

30 菊地 慧(1)     10:26 67 越智龍冬(3)     10:57 
ｷｸﾁ ｻﾄﾙ 戸倉上山田 ｵﾁ ﾘｭｳﾄ 富山南部

31 野澤 周平(3)     10:26 68 吉原 弦生(2)     10:59 
ﾉｻﾞﾜ ｼｭｳﾍｲ 屋代 ﾖｼﾊﾗ ｹﾞﾝｷ 分水

32 矢澤 雄太(2)     10:26 69 野崎 喜仁(2)     10:59 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 伊那東部 ﾉｻﾞｷ ﾖｼﾋﾄ 分水

33 米田 航太(2)     10:27 70 池内 諒真(1)     10:59 
ﾖﾈﾀﾞ ｺｳﾀ 雄山 ｲｹｳﾁ ﾘｮｳﾏ 分水

34 本間 駿介(3)     10:28 71 廣田 岬己(3)     11:03 
ﾎﾝﾏ ｼｭﾝｽｹ 山潟 ﾋﾛﾀ ﾐｻｷ 津幡

35 関矢 尚紀(3)     10:28 72 斉藤 駿(2)     11:03 
ｾｷﾔ ﾅｵｷ 柏崎南 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝ 鯖江

36 酒井康年(2)     10:29 73 富岡平(2)     11:03 
ｻｶｲﾔｽﾄｼ 芦原 ﾄﾐｵｶﾀｲﾗ 芦原

37 宮川 智光(2)     10:29 74 山上淳(1)     11:05 
ﾐﾔｶﾜ ﾄﾓﾐﾂ 鹿西 ﾔﾏｶﾞﾐｼﾞｭﾝ 上田第二

9  2105

81  6708

61  5509

19  2506

32  3508

41  4407

43  4409

4  1305

42  4408

5  1405

12  2202

10  2107

40  4308

76  6407

83  6907

15  2307

66  5909

55  5309

16  2308

30  3405

84  6908

65  5908

73  6306

26  3208

7  1507

53  5306

11  2109

38  4209

71  6107

13  2208

45  4508

54  5308

22  3107

60  5508

82  6709

3  1201

39  4306

No. 氏  名 所属名 記録／備考
63  5807

2  1109

78  6508

37  4204

44  4507

80  6707

31  3506

62  5608

49  5107

72  6108

29  3309

23  3108

21  2509

67  6006

75  6308

20  2508

48  5106

50  5206

28  3308

68  6007

33  3509

70  6106

57  5408

14  2209

77  6507

25  3207

64  5905

27  3307

24  3109

51  5207

47  5102

52  5209

35  4107

56  5407

36  4108

34  4105

1  1108

男子

補員記録会3km

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



75 深澤 亨太(2)     11:08 
ﾌｶｻﾜ ﾘｮｳﾀ 豊科北

76 西澤 和也(2)     11:11 
ﾆｼｻﾞﾜｶｽﾞﾔ 上田第二

77 平岡 元樹(3)     11:11 
ﾋﾗｵｶ ｹﾞﾝｷ 鳥屋

78 真島 大輝(3)     11:13 
ﾏｼﾏ ﾀﾞｲｷ 広徳

79 小林 万章(1)     11:13 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅｷ 城南

80 岡田 凌(1)     11:22 
ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ 赤穂

81 和泉 亮平(3)     11:24 
ｲｽﾞﾐ ﾘｮｳﾍｲ 滑川

82 小西  拓(1)     11:34 
ｺﾆｼ ﾀｸ 鳥屋

83 海川 和哉(1)     11:56 
ｳﾐｶﾜ ｶｽﾞﾔ 鉢盛

84 川口 裕也(3)     12:05 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 柏崎南

85 中村 賢太(1)     12:19 
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀ 平

74  6307

46  4509

6  1408

8  1508

18  2408

85  6909

58  5409

17  2407

79  6607

69  6008

59  5507

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

男子

補員記録会3km
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