
第２８回信州リレー競技大会 

（大会コード：12200519） 

公 式 記 録 集 
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、(一財)長野陸上競技協会 

(特)茅野市体育協会、(特)富士見町体育協会、原村体育協会 

主 管 茅野市陸上競技協会 

期 日 平成２４年 ８月１２日（日） 

場 所 茅野市運動公園陸上競技場（競技場コード：203100） 

審判長 堀 晃  記録主任 葛城 光一 

 

◆この大会で樹立された記録 

項 目 ｸﾗｽ／種目 記 録 チーム名 オーダー(学年) 従来の記録 

県中学新記録 

大会新記録 

中学男子 

4x1500m 

決勝 

17分51秒87 駒 ヶ 根 東 中 

島 龍之介(3)  

所河 北斗(3) 

萩原 拓海(3) 

滝澤 代聖(3) 

(県)17分55秒83 

(大) 17分55秒83

大会新記録 

女子 

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 

決勝 

  2分30秒28 佐久長聖高(A) 

高橋  知里(2) 

堤   瑛子(2) 

花里  裕良(2) 

田中 耶 (々2) 

2分35秒82 

大会新記録 

女子 

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 

決勝 

  2分32秒38 
野 沢 北 高 

木下 真凛(1) 

三浦 早央里(2)  

山我 杏寿実(1) 

小宮山 悠(1) 

2分35秒82 

大会新記録 

女子 

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 

決勝 

  2分33秒07 佐久長聖高(B) 

箕輪 遥(1) 

阿部 恵里香(1)  

阿部 真里香(1)菊

原 麻由奈(1) 

2分35秒82 

大会新記録 

女子 

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 

決勝 

  2分34秒75 飯 田 風 越 高 

三石 奈穂(1) 

清水 真希(2)  

西永 梨恵(1) 

柴田 佳歩(2) 

2分35秒82 

◆気象状況 

時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速
 9:30 晴れ  28.5 51.0 北西   1.1m
10:00 晴れ  28.5 51.0   0.0m
11:00 晴れ  29.5 52.0 南南西   1.8m
12:00 晴れ  30.0 53.0 東南東   2.0m
13:00 晴れ  30.5 47.0 南南東   2.7m
14:00 晴れ  31.0 47.0 東   1.4m  



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、(一財)長野陸上競技協会          
　　　（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                  

決勝記録一覧表
(TR:県中新) 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 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
08/12 男子 岩村田高(B)     2,01.16 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野    2,04.92 岩村田高(A)     2,04.99 飯田高     2,06.72 諏訪清陵高(A)    2,07.38 諏訪清陵高(B)    2,07.66 飯田風越高     2,07.95 Dream.A.C     2,09.60

100m+200m+300m 高橋 正行(1) 鈴木 真弘 中山 翔梧(2) 橋爪 孔明(2) 井口 大輔(1) 三村 和久(1) 原田 大輔(2) 竹内 一弘
柳澤 圭太(1) 和泉 幸明 関本 慶太(2) 川口 純(1) 帶川 恵輔(1) 辛山 勇太(1) 宮下 晃輔(2) 松尾 崇文
藤牧 佑希(1) 板花 啓太 花里 礼央真(2) 横田 祥一(2) 窪田 章吾(1) 米久保 一樹(2) 溝呂木 一毅 松尾 将文
池田 仁(1) 本多 俊平 木内 笙太(2) 中島 瑞樹(2) 小口 直希(1) 伊藤 真央(2) 三石 竜哉(1) 中嶋 康晴

08/12 上伊那陸協     8,29.95 長野市陸協(A)    8,35.62 創造学園高(B)    8,53.82 飯田風越高     8,55.47 長野市陸協(B)    9,06.05 飯田高     9,17.67 創造学園高(A)    9,42.69
4x800m 池上 幸助 割田 雄磨 堀内 正和(3) 溝呂木 一毅 太田 達也 関島 将人(2) 市川 亮(2)

佐々木 跡武 宮本 泰祐 碓井 智也(2) 近藤 織部(1) 市川 武 宮下 大河(1) 畑田 雅道(3)
樋口 正晃 山田 雄司 林 優人(3) 宮下 直哉(2) 田中 章浩 宮下 亮(2) 塚田 拓巳(2)
北原 崇志 長谷川 久嗣 藤澤 亮(3) 宮下 晃輔(2) 中村 純和 村澤 直毅(1) 伊藤 敬範(2)

08/12 上伊那陸協    17,12.45 長野市陸協(A)   17,46.94 長野市陸協(B)   18,15.70 創造学園高    18,36.63 諏訪清陵高    18,36.93 飯田高    18,37.63 飯田風越高    18,46.00 野沢北高    18,51.83
4x1500m 池上 幸助 割田 雄磨 中村 純和 桑原 大吾(3) 真道 優人(1) 福澤 佑軌(1) 原島 怜也(1) 柳澤  慶(1)

樋口 正晃 宮本 泰祐 太田 達也 林 優人(3) 塚田 佳生(1) 近藤 大知(2) 田畑 圭夫(1) 臼田  悠(2)
佐々木 跡武 山田 雄司 田中 章浩 碓井 智也(2) 北原 賢人(1) 大島 綾太(1) 安藤 有史(1) 小林 泰之(2)
北原 崇志 長谷川 久嗣 市川 武 後藤 隼人(3) 伊藤 航平(2) 吉川 昇吾(2) 林 雄一郎(2) 碓氷 将司(1)

08/12 中学男子 篠ﾉ井西中(A) 高森中     2,07.52 箕輪中     2,10.85 松川JAC(A)     2,11.21 鉢盛中(A)     2,11.29 T＆F佐久平     2,12.14 飯綱中(A)     2,12.46 信濃中(A)     2,13.28
100m+200m+300m 阪上 裕爾(3) 椚谷 和久(2) 原 大智(3) 近藤 雅矢(1) 宮田 拓実(3) 佐藤 拓哉(3) 宮島 耕大(3) 早川 竜也(3)

下田 佳輝(3) 佐藤 翔太(3) 山崎 久樹(3) 近藤 裕哉(2) 木村 幸太(2) 山浦 貫人(3) 仲俣 一樹(3) 中山 廉(3)
山本 孝明(3) 松下 優太(3) 菊地 康亮(3) 松下 湧登(3) 久保田 正吾(3) 小林 将大(3) 藤井 大(3) 外谷 昌範(3)
内田 光一(3) 松島 竜平(3) 浦野 亜嵐(3) 松澤 拓哉(3) 木村 祐太(2) 栁澤 匠(3) 矢野 颯(3) 徳竹 悠馬(3)

08/12 駒ヶ根東中(A)    8,59.53 中野平中     9,11.20 信濃中(A)     9,18.55 飯田高陵中     9,25.20 清水中     9,36.55 駒ヶ根東中(B)    9,38.85 箕輪中(A)     9,39.29 諏訪西中     9,52.88
4x800m 所河 北斗(3) 白鳥 魁人(3) 池田 正汰(3) 吉川 健成(3) 中田 大貴(3) 滝澤 代聖(3) 佐藤 開都(2) 平林 和氣(3)

島 龍之介(3) 石川 勇人(3) 徳竹 悠馬(3) 藤井 現代(3) 窪田 悠人(2) 宮澤 将生(3) 浦野 亜嵐(3) 後藤 佑基(3)
萩原 拓海(3) 小島 誠也(3) 木田 元春(2) 平栗 広大(3) 池上 一希(2) 竹村 力(3) 葉桐 文哉(2) 藤森 敦也(2)
馬場 隆夫(2) 門脇 航(3) 佐藤 拓真(3) 桑原 勇人(3) 丸山 祥吾(2) 木下 悠也(3) 日野 志朗(3) 宮森 蒼太(3)

08/12 駒ヶ根東中(A)   17,51.87 丸子中    18,44.17 腰越JSC    18,55.73 信濃中(A)    19,08.96 中野平中(A)    19,12.72 駒ヶ根東中(B)   19,29.19 芦原中    19,34.25 信濃中(B)    19,43.67
4x1500m 島 龍之介(3) TR 箱山 陸人(3) 高木 航志(1) 木田 元春(2) 白鳥 魁人(3) 馬場 隆夫(2) 中山 峻弥(3) 佐藤 拓真(3)

所河 北斗(3) 伊藤 祐朔(3) 柳沢 充保(3) 池田 正汰(3) 高野 純輝(3) 宮澤 将生(3) 富岡 平(3) 早川 竜也(3)
萩原 拓海(3) 小林 優矢(3) 藤原 大地(2) 竹内 悠太朗(3) 小島 誠也(3) 竹村 力(3) 内川 大樹(3) 中山 陸(1)
滝澤 代聖(3) 市川 楓(2) 笹沢 健司(1) 竹内 佑介(3) 門脇 航(3) 宮脇 大輝(2) 清水 葉(3) 平塚 慎也(3)



予選 8月12日 10:25
決勝 8月12日 13:55

県新(NR)          1,56.70
県高新(KR)        1,58.50
大会新(GR)        1,56.70

[ 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 飯田高   597 橋爪 孔明(2)   2,08.25 q  1   7 岩村田高(B)   700 高橋 正行(1)   2,04.45 q

ｲｲﾀﾞｺｳ ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳB ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ
  589 川口 純(1)   696 柳澤 圭太(1)

ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾀ
  604 横田 祥一(2)   695 藤牧 佑希(1)

ﾖｺﾀ ｼｮｳｲﾁ ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ
  585 中島 瑞樹(2)   697 池田 仁(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾝ
 2   3 諏訪清陵高(B)   306 三村 和久(1)   2,08.78 q  2   4 飯田風越高   648 原田 大輔(2)   2,06.19 q

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳB ﾐﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ
  302 辛山 勇太(1)   644 三石 竜哉(1)

ｼﾝﾔﾏ ﾕｳﾀ ﾐﾂｲｼ ﾘｭｳﾔ
  298 米久保 一樹(2)   651 宮下 晃輔(2)

ﾖﾈｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ ﾐﾔｼﾀ ｺｳｽｹ
  314 伊藤 真央(2)   646 溝呂木 一毅

ｲﾄｳ ﾏｵ ﾐｿﾞﾛｷﾞ ｶｽﾞｷ
 3   2 岩村田高(A)   691 中山 翔梧(2)   2,09.04 q  3   3 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野    16 中嶋 友也   2,09.03 q

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳA ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ
  692 関本 慶太(2)    15 板花 啓太

ｾｷﾓﾄ ｹｲﾀ ｲﾀﾊﾅ ｹｲﾀ
  689 花里 礼央真(2)    13 鈴木 真弘

ﾊﾅｻﾞﾄ ﾚｵﾏ ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ
  690 木内 笙太(2)    14 本多 俊平

ｷｳﾁ ｼｮｳﾀ ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ
 4   5 Dream.A.C     7 松尾 崇文   2,10.25 q  4   5 諏訪清陵高(A)   313 井口 大輔(1)   2,09.44 q

ﾄﾞﾘｰﾑｴｰｼｰ ﾏﾂｵ ﾀｶﾌﾐ ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳA ｲｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ
    6 竹内 一弘   308 窪田 章吾(1)

ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ
    8 松尾 将文   295 帶川 恵輔(1)

ﾏﾂｵ ﾏｻﾌﾐ ｵﾋﾞｶﾜ ｹｲｽｹ
    5 中嶋 康晴   305 小口 直希(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾊﾙ ｵｸﾞﾁ ﾅｵｷ
 5   4 野沢北高(B)   673 石井 雄大(1)   2,17.32   6 佐久長聖高(A)

ﾉｻﾞﾜｷﾀｺｳB ｲｼｲ ﾕｳﾀﾞｲ ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳA 欠場
  678 細川 大輝(1)

ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｷ
  679 佐藤 元紀(1)

ｻﾄｳ ｹﾞﾝｷ
  684 伊藤 巧馬(2)

ｲﾄｳ ﾀｸﾏ
  7 佐久長聖高(B)

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳB 欠場

男子

100m+200m+300m+400m

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 岩村田高(B)   700 高橋 正行(1)   2,01.16 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳB ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ
  696 柳澤 圭太(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾀ
  695 藤牧 佑希(1)

ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ
  697 池田 仁(1)

ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾝ
 2   7 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野    13 鈴木 真弘   2,04.92 

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ
   12 和泉 幸明

ｲｽﾞﾐ ﾖｼｱｷ
   15 板花 啓太

ｲﾀﾊﾅ ｹｲﾀ
   14 本多 俊平

ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ
 3   8 岩村田高(A)   691 中山 翔梧(2)   2,04.99 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳA ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ
  692 関本 慶太(2)

ｾｷﾓﾄ ｹｲﾀ
  689 花里 礼央真(2)

ﾊﾅｻﾞﾄ ﾚｵﾏ
  690 木内 笙太(2)

ｷｳﾁ ｼｮｳﾀ
 4   3 飯田高   597 橋爪 孔明(2)   2,06.72 

ｲｲﾀﾞｺｳ ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ
  589 川口 純(1)

ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ
  604 横田 祥一(2)

ﾖｺﾀ ｼｮｳｲﾁ
  585 中島 瑞樹(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ
 5   2 諏訪清陵高(A)   313 井口 大輔(1)   2,07.38 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳA ｲｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ
  295 帶川 恵輔(1)

ｵﾋﾞｶﾜ ｹｲｽｹ
  308 窪田 章吾(1)

ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ
  305 小口 直希(1)

ｵｸﾞﾁ ﾅｵｷ
 6   4 諏訪清陵高(B)   306 三村 和久(1)   2,07.66 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳB ﾐﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ
  302 辛山 勇太(1)

ｼﾝﾔﾏ ﾕｳﾀ
  298 米久保 一樹(2)

ﾖﾈｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ
  314 伊藤 真央(2)

ｲﾄｳ ﾏｵ
 7   6 飯田風越高   648 原田 大輔(2)   2,07.95 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ
  651 宮下 晃輔(2)

ﾐﾔｼﾀ ｺｳｽｹ
  646 溝呂木 一毅

ﾐｿﾞﾛｷﾞ ｶｽﾞｷ
  644 三石 竜哉(1)

ﾐﾂｲｼ ﾘｭｳﾔ
 8   1 Dream.A.C     6 竹内 一弘   2,09.60 

ﾄﾞﾘｰﾑｴｰｼｰ ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ
    7 松尾 崇文

ﾏﾂｵ ﾀｶﾌﾐ
    8 松尾 将文

ﾏﾂｵ ﾏｻﾌﾐ
    5 中嶋 康晴

ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾊﾙ

100m+200m+300m+400m
決勝

男子



予選 8月12日  9:55
決勝 8月12日 14:05

県中新(TR)        2,05.70
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   2 箕輪中   663 原 大智(3)   2,11.56 q   1 茅野北部中   112 丸茂 幸太郎(3)

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ﾏﾙﾓ ｺｳﾀﾛｳ
  661 山崎 久樹(3)   100 丹羽 南樹(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ ﾆﾜ ﾅﾐｷ
  666 菊地 康亮(3)   109 荒道 飛翔(2)

ｷｸﾁ ｺｳｽｹ ｱﾗﾐﾁ ｶｹﾙ
  669 浦野 亜嵐(3)   108 三井 雄汰郎(2)

ｳﾗﾉ ｱﾗﾝ ﾐﾂｲ ﾕｳﾀﾛｳ
 2   5 芦原中(A)    33 塩川 絋平(3)   2,13.93 q   2 長野東部中(A)   530 岡村 宗一郎(2)

ｱｼﾊﾗﾁｭｳA ｼｵｶﾜ ｺｳﾍｲ ﾅｶﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ｵｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ
   31 花里  翼(2)   490 鈴木 達也(2)

ﾊﾅｻﾞﾄ  ﾂﾊﾞｻ ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ
   29 酒井 康年(3)   519 黒崎 秀樹(2)

ｻｶｲ ﾔｽﾄｼ ｸﾛｻｷ ﾋﾃﾞｷ
   20 内川 大樹(3)   527 吉沢 智貴(2)

ｳﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ
 3   1 清水中(A)   349 池上 一希(2)   2,16.33   3 長峰中(C)   460 守屋 郁海(2)

ｼﾐｽﾞﾁｭｳA ｲｹｶﾞﾐ ｶｽﾞｷ ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳC ﾓﾘﾔ ｲｸﾐ
  362 井口 将理(2)   459 守屋 匠真(2)

ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ ﾓﾘﾔ ﾀｸﾏ
  356 窪田 悠人(2)   471 宮坂 翔太(2)

ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ ﾐﾔｻｶ ｼｮｳﾀ
  360 岡田 大志(2)   441 矢島 稜梧(2)

ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼ ﾔｼﾞﾏ ﾘｮｳｺﾞ
 4   7 諏訪西中   317 藤森 優輝(3)   2,16.91   4 飯綱中(B)   563 東條 晃太(1)

ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｷ ｲｲﾂﾞﾅﾁｭｳB ﾄｳｼﾞｮｳ ｺｳﾀ
  319 後藤 佑基(3)   571 小林 翼(1)

ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾊﾞｻ
  316 平林 和氣(3)   577 外山 大成(2)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ ﾄﾔﾏ ﾀｲｾｲ
  320 宮森 蒼太(3)   558 澁谷 颯汰(2)

ﾐﾔﾓﾘ ｿｳﾀ ｼﾌﾞﾔ ｿｳﾀ
 5   3 長峰中(D)   447 中澤 隆良(1)   2,37.52   5 塩尻広陵中(C)    67 大野 結雅(2)

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳD ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｶﾗ ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳC ｵｵﾉ ﾕｳｶﾞ
  466 五味 拓実(2)    71 小林 隼(1)

ｺﾞﾐ ﾀｸﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ
  463 佐々木 健(2)    62 藤井 大治(1)

ｻｻｷ ｹﾝ ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲﾁ
  475 関 悠登(2)    74 山本 民雄(2)

ｾｷ ﾕｳﾄ ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾐｵ
 6   4 塩尻広陵中(B)    77 高山 聖人(2)   2,41.83   6 丸子中   118 田中 逸樹

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳB ﾀｶﾔﾏ ﾏｻﾄ ﾏﾙｺﾁｭｳ ﾀﾅｶ ｲﾂｷ
   63 渡邊 琢磨(1)   124 依田 和馬(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ ﾖﾀﾞ ｶｽﾞﾏ
   65 長尾 飛呂(1)   123 坂田 涼輔(2)

ﾅｶﾞｵ ﾋﾛ ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ
   59 武居 昂輝(1)   119 西澤 昴樹(2)

ｱｹｲ ｺｳｷ ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳｷ
 7   8 永明中    56 安蒜 和樹(1)   2,43.77   7 信濃中(A)   286 早川 竜也(3)

ｴｲﾒｲﾁｭｳ ｱﾝﾋﾞﾙ ｶｽﾞｷ ｼﾅﾉﾁｭｳA ﾊﾔｶﾜ ﾀﾂﾔ
   53 笠原 悠生(2)   291 外谷 昌範(3)

ｶｻﾊﾗ ﾕｳｷ ﾄﾔ ﾏｻﾉﾘ
   49 松田 剛司(1)   280 中山 廉(3)

ﾏﾂﾀﾞ ﾂﾖｼ ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ
   40 立石 瑞生(2)   279 徳竹 悠馬(3)

ﾀﾃｲｼ ﾐｽﾞｷ ﾄｸﾀｹ ﾕｳﾏ
 8   6 長野東部中(E)   494 藤井 大樹(1)   2,44.25   8 T＆F佐久平   687 栁澤 匠(3)

ﾅｶﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳE ﾌｼﾞｲ ﾀｲｷ T&Fｻｸﾀﾞｲﾗ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｸﾐ(3)
  514 小山 颯也(1)   685 佐藤 拓哉(3)

ｺﾔﾏ ｿｳﾔ ｻﾄｳ ﾀｸﾔ(3)
  518 桜井 力弘(1)   686 小林 将大(3)

ｻｸﾗｲ ﾘｷﾋﾛ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ(3)
  520 高橋 勇輝(1)   688 山浦 貫人(3)

ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ(3)

中学男子

100m+200m+300m+400m

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   2 篠ﾉ井西中(A)   228 阪上 裕爾(3)   2,09.57 q  1   6 鉢盛中(A)   552 宮田 拓実(3)   2,11.67 q

ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳA ｻｶｳｴ ﾕｳｼﾞ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳA ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ
  237 下田 佳輝(3)   536 木村 幸太(2)

ｼﾓﾀﾞ ﾖｼﾃﾙ ｷﾑﾗ ｺｳﾀ
  226 山本 孝明(3)   553 久保田 正吾(3)

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｱｷ ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ
  211 内田 光一(3)   535 木村 祐太(2)

ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ
 2   3 飯田高陵中(A)   606 齋藤 進次郎(3)   2,15.28  2   2 駒ヶ根東中   152 小池 直樹(1)   2,17.49 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞﾛｳ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｺｲｹ ﾅｵｷ
  632 鎌倉 渉(2)   158 宮澤 崇(2)

ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳ
  633 加藤 勝斗(2)   146 竹村 吉晃(2)

ｶﾄｳ ﾏｽﾄ ﾀｹﾑﾗ ﾖｼｱｷ
  609 牧内 豪(3)   128 木下 悠也(3)

ﾏｷｳﾁ ｺﾞｳ ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾔ
 3   7 長峰中(B)   477 鮎澤 敬介(2)   2,20.99  3   3 篠ﾉ井西中(B)   234 吉岡 翔司(2)   2,24.07 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳB ｱｲｻﾞﾜ ｹｲｽｹ ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳB ﾖｼｵｶ ｼｮｳｼﾞ
  442 野田 大夢(1)   236 下田 振全(1)

ﾉﾀﾞ ﾋﾛﾑ ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ
  457 小平 祐貴(2)   208 南澤 海斗(1)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ ﾐﾅﾐｻﾜ ｶｲﾄ
  476 伊藤 来夢(2)   220 西村  健吾(2)

ｲﾄｳ ﾗｲﾑ ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｺﾞ
 4   5 芦原中(B)    28 小林 溪佑(3)   2,21.84  4   4 上諏訪中(B)   270 坂井 結音(1)   2,30.33 

ｱｼﾊﾗﾁｭｳB ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｽｹ ｶﾐｽﾜﾁｭｳB ｻｶｲ ﾕｲﾝ
   19 富岡 平(3)   271 御子柴 尚(3)

ﾄﾐｵｶ ﾀｲﾗ ﾐｺｼﾊﾞ ｼｮｳ
   24 中山 峻弥(3)   269 児玉 拓矢(1)

ﾅｶﾔﾏ ｼｭﾝﾔ ｺﾀﾞﾏ ﾀｸﾔ
   27 清水 葉(3)   272 宮坂 智史(2)

ｼﾐｽﾞ ﾖｳ ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ
 5   8 長野東部中(C)   517 山下 畔乃(1)   2,26.91  5   5 清水中(B)   340 北野 玄仁(1)   2,34.63 

ﾅｶﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳC ﾔﾏｼﾀ ﾊﾝﾀﾞｲ ｼﾐｽﾞﾁｭｳB ｷﾀﾉ ﾊﾙﾋﾄ
  525 金児 和幸(1)   363 伊藤 孔希(2)

ｶﾈｺ ｶｽﾞﾕｷ ｲﾄｳ ｺｳｷ
  511 小池 輝(1)   354 原 佑輝(1)

ｺｲｹ ﾋｶﾙ ﾊﾗ ﾕｳｷ
  505 松山 周平(1)   357 丸山 真昂(2)

ﾏﾂﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾀｶ
 6   6 鉢盛中(B)   545 松永 蓮汰(1)   2,42.51  6   7 松川JAC(B)   252 小池 貫太(1)   2,34.64 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳB ﾏﾂﾅｶﾞ ﾚﾝﾀ ﾏﾂｶﾜJACB ｺｲｹ ｶﾝﾀ
  555 奥垣内 崇史(1)   258 家苗 薫(1)

ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ ｶﾅｴ ｶｵﾙ
  537 藤井 天良(2)   243 西永 佳樹(1)

ﾌｼﾞｲ ｿﾗ ﾆｼﾅｶﾞ ﾖｼｷ
  538 中塚 俊助(1)   239 北原 和喜(2)

ﾅｶﾂｶ ｼｭﾝｽｹ ｷﾀﾊﾗ ｶｽﾞｷ
  4 岡谷東部中  7   8 飯田高陵中(B)   636 井原 彪(1)   2,36.60 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ 欠場 ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳB ｲﾊﾗ ﾋｮｳ
  622 山口 凌平(1)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ
  613 土屋 洸太(1)

ﾂﾁﾔ ｺｳﾀ
  619 松本 光平(2)

ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ

中学男子

100m+200m+300m+400m



[ 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   2 松川JAC(A)   256 近藤 雅矢(1)   2,12.39 q  1   3 高森中   173 椚谷 和久(2)   2,12.02 q

ﾏﾂｶﾜJACA ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ
  255 近藤 裕哉(2)   179 佐藤 翔太(3)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ
  241 田畑 崇明(2)   178 松下 優太(3)

ﾀﾊﾞﾀ ﾀｶｱｷ ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀ
  249 松下 湧登(3)   177 松島 竜平(3)

ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾄ ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ
 2   5 上諏訪中(A)   266 中村 龍士(3)   2,13.00 q  2   7 飯綱中(A)   576 宮島 耕大(3)   2,14.21 q

ｶﾐｽﾜﾁｭｳA ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ ｲｲﾂﾞﾅﾁｭｳA ﾐﾔｼﾞﾏ ｺｳﾀﾞｲ
  273 河西 一星(3)   560 矢野 颯(3)

ｶｻｲ ｲｯｾｲ ﾔﾉ ﾊﾔﾃ
  275 雨宮 諒河(3)   562 藤井 大(3)

ｱﾒﾐﾔ ﾘｮｳｶﾞ ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲ
  267 石井 冬馬(3)   565 仲俣 一樹(3)

ｲｼｲ ﾄｳﾏ ﾅｶﾏﾀ ｶｽﾞｷ
 3   6 塩尻広陵中(A)    61 樋口 慧輔(2)   2,22.39  3   4 長峰中(A)   449 滝沢 聖成(3)   2,21.68 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ﾋｸﾞﾁ ｹｲｽｹ ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳA ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｻﾅﾘ
   83 羽毛田 拓海(2)   464 後藤 大輝(3)

ﾊｹﾀ ﾀｸﾐ ｺﾞﾄｳ ﾀｲｷ
   69 折橋 翔太(2)   465 五味 滉太(3)

ｵﾘﾊｼ ｼｮｳﾀ ｺﾞﾐ ｺｳﾀ
   68 太田 裕真(2)   474 久島 光太郎(3)

ｵｵﾀ ﾕｳﾏ ｸｼﾏ ｺｳﾀﾛｳ
 4   8 長野東部中(B)   513 小出 吾朗(2)   2,23.86  4   6 辰野中(A)   399 福島 翔洋(2)   2,22.75 

ﾅｶﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳB ｺｲﾃﾞ ｺﾞﾛｳ ﾀﾂﾉﾁｭｳA ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾖｳ
  496 渡辺 瑞生(2)   403 中村 新(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ ﾅｶﾑﾗ ｱﾗﾀ
  497 田中 佑弥(2)   413 春宮 悠人(2)

ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ ﾊﾙﾐﾔ ﾕｳﾄ
  504 水島 菖二(2)   424 伊藤 駿(2)

ﾐｽﾞｼﾏ ｼｮｳｼﾞ ｲﾄｳ ｼｭﾝ
 5   3 辰野中(B)   404 竹入  聡一郎(2)   2,33.41  5   2 信濃中(B)   288 小出 郁弥(1)   2,23.81 

ﾀﾂﾉﾁｭｳB ﾀｹｲﾘ ｿｳｲﾁﾛｳ ｼﾅﾉﾁｭｳB ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ
  421 牛山  陽太(1)   281 中山 陸(1)

ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ ﾅｶﾔﾏ ﾘｸ
  409 瀬戸  涼太(1)   285 池田 正汰(3)

ｾﾄ ﾘｮｳﾀ ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ
  400 唐澤  巧(1)   282 竹内 悠太朗(3)

ｶﾗｻﾜ ｺｳ ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀﾛｳ
 6   7 信濃中(C)   284 竹内 啓真(2)   2,35.17  6   5 長野東部中(D)   502 倉嶋 優太(1)   2,34.12 

ｼﾅﾉﾁｭｳC ﾀｹｳﾁ ｹｲﾏ ﾅｶﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳD ｸﾗｼﾏ ﾕｳﾀ
  277 木田 元春(2)   506 小林 祐輝(1)

ｷﾀﾞ ﾓﾄﾊﾙ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ
  278 平塚 慎也(3)   498 田中 俊貴(1)

ﾋﾗﾂｶ ｼﾝﾔ ﾀﾅｶ ﾄｼｷ
  283 竹内 佑介(3)   523 五十嵐 珠己(1)

ﾀｹｳﾁ ﾕｳｽｹ ｲｶﾞﾗｼ ｼﾞｭｷ
 7   4 長峰中(E)   469 血脇 悠斗(1)   2,49.80   8 赤穂中

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳE ﾁﾜｷ ﾕｳﾄ ｱｶﾎ 欠場
  467 五味 駿太(1)

ｺﾞﾐ ｼｭﾝﾀ
  445 藤森 遥斗(1)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙﾄ
  450 浅井 威風(1)

ｱｻｲ ｲﾌﾞｷ

中学男子

100m+200m+300m+400m



[ 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 T＆F佐久平   685 佐藤 拓哉(3)   2,12.14  1   5 篠ﾉ井西中(A)   228 阪上 裕爾(3)   2,07.52 

T&Fｻｸﾀﾞｲﾗ ｻﾄｳ ﾀｸﾔ(3) ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳA ｻｶｳｴ ﾕｳｼﾞ
  688 山浦 貫人(3)   237 下田 佳輝(3)

ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ(3) ｼﾓﾀﾞ ﾖｼﾃﾙ
  686 小林 将大(3)   226 山本 孝明(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｱｷ
  687 栁澤 匠(3)   211 内田 光一(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｸﾐ(3) ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ
 2   7 信濃中(A)   286 早川 竜也(3)   2,13.28  2   6 高森中   173 椚谷 和久(2)   2,07.52 

ｼﾅﾉﾁｭｳA ﾊﾔｶﾜ ﾀﾂﾔ ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ
  280 中山 廉(3)   179 佐藤 翔太(3)

ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ
  291 外谷 昌範(3)   178 松下 優太(3)

ﾄﾔ ﾏｻﾉﾘ ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀ
  279 徳竹 悠馬(3)   177 松島 竜平(3)

ﾄｸﾀｹ ﾕｳﾏ ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ
 3   2 長野東部中(A)   530 岡村 宗一郎(2)   2,16.72  3   4 箕輪中   663 原 大智(3)   2,10.85 

ﾅｶﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ｵｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ
  490 鈴木 達也(2)   661 山崎 久樹(3)

ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ
  519 黒崎 秀樹(2)   666 菊地 康亮(3)

ｸﾛｻｷ ﾋﾃﾞｷ ｷｸﾁ ｺｳｽｹ
  527 吉沢 智貴(2)   669 浦野 亜嵐(3)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ ｳﾗﾉ ｱﾗﾝ
 4   6 丸子中   118 田中 逸樹   2,23.97  4   8 松川JAC(A)   256 近藤 雅矢(1)   2,11.21 

ﾏﾙｺﾁｭｳ ﾀﾅｶ ｲﾂｷ ﾏﾂｶﾜJACA ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ
  124 依田 和馬(2)   255 近藤 裕哉(2)

ﾖﾀﾞ ｶｽﾞﾏ ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ
  123 坂田 涼輔(2)   249 松下 湧登(3)

ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾄ
  119 西澤 昴樹(2)   246 松澤 拓哉(3)

ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳｷ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾔ
 5   1 茅野北部中   112 丸茂 幸太郎(3)   2,25.05  5   3 鉢盛中(A)   552 宮田 拓実(3)   2,11.29 

ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ﾏﾙﾓ ｺｳﾀﾛｳ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳA ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ
  100 丹羽 南樹(2)   536 木村 幸太(2)

ﾆﾜ ﾅﾐｷ ｷﾑﾗ ｺｳﾀ
  109 荒道 飛翔(2)   553 久保田 正吾(3)

ｱﾗﾐﾁ ｶｹﾙ ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ
  108 三井 雄汰郎(2)   535 木村 祐太(2)

ﾐﾂｲ ﾕｳﾀﾛｳ ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ
 6   5 塩尻広陵中(C)    71 小林 隼(1)   2,27.29  6   1 飯綱中(A)   576 宮島 耕大(3)   2,12.46 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳC ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ ｲｲﾂﾞﾅﾁｭｳA ﾐﾔｼﾞﾏ ｺｳﾀﾞｲ
   66 猪熊 敦志(3)   565 仲俣 一樹(3)

ｲﾉｸﾏ ｱﾂｼ ﾅｶﾏﾀ ｶｽﾞｷ
   67 大野 結雅(2)   562 藤井 大(3)

ｵｵﾉ ﾕｳｶﾞ ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲ
   74 山本 民雄(2)   560 矢野 颯(3)

ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾐｵ ﾔﾉ ﾊﾔﾃ
 7   3 長峰中(C)   460 守屋 郁海(2)   2,37.15  7   7 上諏訪中(A)   266 中村 龍士(3)   2,14.23 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳC ﾓﾘﾔ ｲｸﾐ ｶﾐｽﾜﾁｭｳA ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ
  459 守屋 匠真(2)   273 河西 一星(3)

ﾓﾘﾔ ﾀｸﾏ ｶｻｲ ｲｯｾｲ
  471 宮坂 翔太(2)   275 雨宮 諒河(3)

ﾐﾔｻｶ ｼｮｳﾀ ｱﾒﾐﾔ ﾘｮｳｶﾞ
  441 矢島 稜梧(2)   267 石井 冬馬(3)

ﾔｼﾞﾏ ﾘｮｳｺﾞ ｲｼｲ ﾄｳﾏ
  4 飯綱中(B)   563 東條 晃太(1)  8   2 芦原中(A)    33 塩川 絋平(3)   2,15.78 

ｲｲﾂﾞﾅﾁｭｳB ﾄｳｼﾞｮｳ ｺｳﾀ 欠場 ｱｼﾊﾗﾁｭｳA ｼｵｶﾜ ｺｳﾍｲ
  571 小林 翼(1)    31 花里  翼(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾊﾞｻ ﾊﾅｻﾞﾄ  ﾂﾊﾞｻ
  577 外山 大成(2)    20 内川 大樹(3)

ﾄﾔﾏ ﾀｲｾｲ ｳﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ
  558 澁谷 颯汰(2)    29 酒井 康年(3)

ｼﾌﾞﾔ ｿｳﾀ ｻｶｲ ﾔｽﾄｼ

中学男子

100m+200m+300m+400m
決勝



   1 篠ﾉ井西中(A)   2,07.52 阪上 裕爾(3) 下田 佳輝(3) 山本 孝明(3) 内田 光一(3)   2   1
   1 高森中   2,07.52 椚谷 和久(2) 佐藤 翔太(3) 松下 優太(3) 松島 竜平(3)   2   2
   3 箕輪中   2,10.85 原 大智(3) 山崎 久樹(3) 菊地 康亮(3) 浦野 亜嵐(3)   2   3
   4 松川JAC(A)   2,11.21 近藤 雅矢(1) 近藤 裕哉(2) 松下 湧登(3) 松澤 拓哉(3)   2   4
   5 鉢盛中(A)   2,11.29 宮田 拓実(3) 木村 幸太(2) 久保田 正吾(3) 木村 祐太(2)   2   5
   6 T＆F佐久平   2,12.14 佐藤 拓哉(3) 山浦 貫人(3) 小林 将大(3) 栁澤 匠(3)   1   1
   7 飯綱中(A)   2,12.46 宮島 耕大(3) 仲俣 一樹(3) 藤井 大(3) 矢野 颯(3)   2   6
   8 信濃中(A)   2,13.28 早川 竜也(3) 中山 廉(3) 外谷 昌範(3) 徳竹 悠馬(3)   1   2
   9 上諏訪中(A)   2,14.23 中村 龍士(3) 河西 一星(3) 雨宮 諒河(3) 石井 冬馬(3)   2   7
  10 芦原中(A)   2,15.78 塩川 絋平(3) 花里  翼(2) 内川 大樹(3) 酒井 康年(3)   2   8
  11 長野東部中(A)   2,16.72 岡村 宗一郎(2) 鈴木 達也(2) 黒崎 秀樹(2) 吉沢 智貴(2)   1   3
  12 丸子中   2,23.97 田中 逸樹 依田 和馬(2) 坂田 涼輔(2) 西澤 昴樹(2)   1   4
  13 茅野北部中   2,25.05 丸茂 幸太郎(3) 丹羽 南樹(2) 荒道 飛翔(2) 三井 雄汰郎(2)   1   5
  14 塩尻広陵中(C)   2,27.29 小林 隼(1) 猪熊 敦志(3) 大野 結雅(2) 山本 民雄(2)   1   6
  15 長峰中(C)   2,37.15 守屋 郁海(2) 守屋 匠真(2) 宮坂 翔太(2) 矢島 稜梧(2)   1   7

記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

中学男子

100m+200m+300m+400m
タイムレース

順位 所属名 都道府県



決勝 8月12日 13:35

県新(NR)          8,04.00
県高新(KR)        8,08.34
大会新(GR)        8,08.34

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 上伊那陸協   262 池上 幸助   8,29.95 

ｶﾐｲﾅﾘｸｷｮｳ ｲｹｶﾞﾐ ｺｳｽｹ
  263 佐々木 跡武

ｻｻｷ ｱﾄﾑ
  261 樋口 正晃

ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ
  260 北原 崇志

ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ
 2   8 長野市陸協(A)   488 割田 雄磨   8,35.62 

ﾅｶﾞﾉｼﾘｸｷｮｳA ﾜﾘﾀ ﾕｳﾏ
  487 宮本 泰祐

ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｽｹ
  486 山田 雄司

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ
  480 長谷川 久嗣

ﾊｾｶﾞﾜ ﾋｻﾂｸﾞ
 3   9 創造学園高(B)   387 堀内 正和(3)   8,53.82 

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝB ﾎﾘｳﾁ ﾏｻｶｽﾞ
  395 碓井 智也(2)

ｳｽｲ ﾄﾓﾔ
  386 林 優人(3)

ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ
  389 藤澤 亮(3)

ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｮｳ
 4   5 飯田風越高   646 溝呂木 一毅   8,55.47 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾐｿﾞﾛｷﾞ ｶｽﾞｷ
  649 近藤 織部(1)

ｺﾝﾄﾞｳ ｵﾘﾍﾞ
  650 宮下 直哉(2)

ﾐﾔｼﾀ ﾅｵﾔ
  651 宮下 晃輔(2)

ﾐﾔｼﾀ ｺｳｽｹ
 5   4 長野市陸協(B)   482 太田 達也   9,06.05 

ﾅｶﾞﾉｼﾘｸｷｮｳB ｵｵﾀ ﾀﾂﾔ
  485 市川 武

ｲﾁｶﾜ ﾀｹｼ
  479 田中 章浩

ﾀﾅｶ ｱｷﾋﾛ
  481 中村 純和

ﾅｶﾑﾗ ｽﾐｶｽﾞ
 6   1 飯田高   603 関島 将人(2)   9,17.67 

ｲｲﾀﾞｺｳ ｾｷｼﾞﾏ ﾏｻﾄ
  601 宮下 大河(1)

ﾐﾔｼﾀ ﾀｲｶﾞ
  600 宮下 亮(2)

ﾐﾔｼﾀ ﾘｮｳ
  588 村澤 直毅(1)

ﾑﾗｻﾜ ﾅｵｷ
 7   3 創造学園高(A)   392 市川 亮(2)   9,42.69 

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝA ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ
  388 畑田 雅道(3)

ﾊﾀﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ
  390 塚田 拓巳(2)

ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ
  396 伊藤 敬範(2)

ｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ
  6 Dream.A.C

ﾄﾞﾘｰﾑｴｰｼｰ 欠場

  7 諏訪清陵高
ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ 欠場

男子

4x800m

決勝



決勝 8月12日 13:05

県中新(TR)        8,45.55
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   2 飯田高陵中   630 吉川 健成(3)   9,25.20  1   6 駒ヶ根東中(A)   154 所河 北斗(3)   8,59.53 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾖｼｶﾜ ｹﾝｾｲ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳA ｼｮｶﾞﾜ ﾎｸﾄ
  612 藤井 現代(3)   142 島 龍之介(3)

ﾌｼﾞｲ ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｼﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ
  611 平栗 広大(3)   138 萩原 拓海(3)

ﾋﾗｸﾞﾘ ｺｳﾀﾞｲ ﾊｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾐ
  626 桑原 勇人(3)   139 馬場 隆夫(2)

ｸﾜﾊﾞﾗ ﾊﾔﾄ ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶｵ
 2   7 箕輪中(A)   662 佐藤 開都(2)   9,39.29  2   1 中野平中   426 白鳥 魁人(3)   9,11.20 

ﾐﾉﾜﾁｭｳA ｻﾄｳ ｶｲﾄ ﾅｶﾉﾀﾞｲﾗﾁｭｳ ｼﾗﾄﾘ ｶｲﾄ
  669 浦野 亜嵐(3)   429 石川 勇人(3)

ｳﾗﾉ ｱﾗﾝ ｲｼｶﾜ ﾊﾔﾄ
  656 葉桐 文哉(2)   434 小島 誠也(3)

ﾊｷﾞﾘ ﾌﾐﾔ ｺｼﾞﾏ ｾｲﾔ
  658 日野 志朗(3)   425 門脇 航(3)

ﾋﾉ ｼﾛｳ ｶﾄﾞﾜｷ ﾜﾀﾙ
 3   3 駒ヶ根東中(C)   160 宮脇 大輝(2)   9,53.46  3   4 信濃中(A)   285 池田 正汰(3)   9,18.55 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳC ﾐﾔﾜｷ ﾋﾛｷ ｼﾅﾉﾁｭｳA ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ
  148 滝澤 拓輝(1)   279 徳竹 悠馬(3)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛｷ ﾄｸﾀｹ ﾕｳﾏ
  127 林 友也(3)   277 木田 元春(2)

ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ ｷﾀﾞ ﾓﾄﾊﾙ
  146 竹村 吉晃(2)   290 佐藤 拓真(3)

ﾀｹﾑﾗ ﾖｼｱｷ ｻﾄｳ ﾀｸﾏ
 4   9 信濃中(B)   282 竹内 悠太朗(3)  10,23.93  4   5 清水中   348 中田 大貴(3)   9,36.55 

ｼﾅﾉﾁｭｳB ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀﾛｳ ｼﾐｽﾞﾁｭｳ ﾅｶﾀ ﾋﾛﾀｶ
  283 竹内 佑介(3)   356 窪田 悠人(2)

ﾀｹｳﾁ ﾕｳｽｹ ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ
  284 竹内 啓真(2)   349 池上 一希(2)

ﾀｹｳﾁ ｹｲﾏ ｲｹｶﾞﾐ ｶｽﾞｷ
  278 平塚 慎也(3)   358 丸山 祥吾(2)

ﾋﾗﾂｶ ｼﾝﾔ ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ
 5   1 永明中    46 前島 陸哉(1)  10,47.98  5   8 駒ヶ根東中(B)   149 滝澤 代聖(3)   9,38.85 

ｴｲﾒｲﾁｭｳ ﾏｴｼﾏ ﾘｸﾔ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳB ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ
   52 吉田 渓悟(2)   159 宮澤 将生(3)

ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻｷ
   54 河野 明仁(1)   145 竹村 力(3)

ｶﾜﾉ ｱｷﾄ ﾀｹﾑﾗ ﾘｷ
   44 備前 宥雅(2)   128 木下 悠也(3)

ﾋﾞｾﾞﾝ ﾕｳｶﾞ ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾔ
 6   4 飯綱中   561 畑中 拓実(1)  10,52.32  6   3 諏訪西中   316 平林 和氣(3)   9,52.88 

ｲｲﾂﾞﾅﾁｭｳ ﾊﾀﾅｶ ﾀｸﾐ ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ
  578 外山 巧(1)   319 後藤 佑基(3)

ﾄﾔﾏ ﾀｸﾐ ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ
  572 小林 壮大(1)   318 藤森 敦也(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾋﾛ ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾂﾔ
  559 龍野 京太(1)   320 宮森 蒼太(3)

ﾀﾂﾉ ｹｲﾀ ﾐﾔﾓﾘ ｿｳﾀ
 7   5 箕輪中(B)   655 渕井 大樹(1)  11,19.01  7   7 長峰中   475 関 悠登(2)  10,56.20 

ﾐﾉﾜﾁｭｳB ﾌﾁｲ ﾀﾞｲｷ ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ｾｷ ﾕｳﾄ
  701 宮下 和也(1)   447 中澤 隆良(1)

ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾔ ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｶﾗ
  664 原 克彦(1)   444 平出 翔大(3)

ﾊﾗ ｶﾂﾋｺ ﾋﾗｲﾃﾞ ｼｮｳﾀ
  668 垣内 岳(2)   466 五味 拓実(2)

ｶｷｳﾁ ｶﾞｸ ｺﾞﾐ ﾀｸﾐ
 8   8 塩尻広陵中(B)    82 横矢 宇博(2)  11,38.55   2 塩尻広陵中(A)    68 太田 裕真(2)

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳB ﾖｺﾔ ﾀｶﾋﾛ ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ｵｵﾀ ﾕｳﾏ 欠場
   77 高山 聖人(2)    67 大野 結雅(2)

ﾀｶﾔﾏ ﾏｻﾄ ｵｵﾉ ﾕｳｶﾞ
   62 藤井 大治(1)    66 猪熊 敦志(3)

ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲﾁ ｲﾉｸﾏ ｱﾂｼ
   59 武居 昂輝(1)    69 折橋 翔太(2)

ｱｹｲ ｺｳｷ ｵﾘﾊｼ ｼｮｳﾀ
  6 赤穂中

ｱｶﾎ 欠場

中学男子

4x800m

決勝



   1 駒ヶ根東中(A)   8,59.53 所河 北斗(3) 島 龍之介(3) 萩原 拓海(3) 馬場 隆夫(2)   2   1
   2 中野平中   9,11.20 白鳥 魁人(3) 石川 勇人(3) 小島 誠也(3) 門脇 航(3)   2   2
   3 信濃中(A)   9,18.55 池田 正汰(3) 徳竹 悠馬(3) 木田 元春(2) 佐藤 拓真(3)   2   3
   4 飯田高陵中   9,25.20 吉川 健成(3) 藤井 現代(3) 平栗 広大(3) 桑原 勇人(3)   1   1
   5 清水中   9,36.55 中田 大貴(3) 窪田 悠人(2) 池上 一希(2) 丸山 祥吾(2)   2   4
   6 駒ヶ根東中(B)   9,38.85 滝澤 代聖(3) 宮澤 将生(3) 竹村 力(3) 木下 悠也(3)   2   5
   7 箕輪中(A)   9,39.29 佐藤 開都(2) 浦野 亜嵐(3) 葉桐 文哉(2) 日野 志朗(3)   1   2
   8 諏訪西中   9,52.88 平林 和氣(3) 後藤 佑基(3) 藤森 敦也(2) 宮森 蒼太(3)   2   6
   9 駒ヶ根東中(C)   9,53.46 宮脇 大輝(2) 滝澤 拓輝(1) 林 友也(3) 竹村 吉晃(2)   1   3
  10 信濃中(B)  10,23.93 竹内 悠太朗(3) 竹内 佑介(3) 竹内 啓真(2) 平塚 慎也(3)   1   4
  11 永明中  10,47.98 前島 陸哉(1) 吉田 渓悟(2) 河野 明仁(1) 備前 宥雅(2)   1   5
  12 飯綱中  10,52.32 畑中 拓実(1) 外山 巧(1) 小林 壮大(1) 龍野 京太(1)   1   6
  13 長峰中  10,56.20 関 悠登(2) 中澤 隆良(1) 平出 翔大(3) 五味 拓実(2)   2   7
  14 箕輪中(B)  11,19.01 渕井 大樹(1) 宮下 和也(1) 原 克彦(1) 垣内 岳(2)   1   7
  15 塩尻広陵中(B)  11,38.55 横矢 宇博(2) 高山 聖人(2) 藤井 大治(1) 武居 昂輝(1)   1   8

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
タイムレース



決勝 8月12日 12:05

県新(NR)         16,28.15
県高新(KR)       16,28.15
大会新(GR)       16,50.90

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 上伊那陸協   262 池上 幸助  17,12.45 

ｶﾐｲﾅﾘｸｷｮｳ ｲｹｶﾞﾐ ｺｳｽｹ
  261 樋口 正晃

ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ
  263 佐々木 跡武

ｻｻｷ ｱﾄﾑ
  260 北原 崇志

ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ
 2   6 長野市陸協(A)   488 割田 雄磨  17,46.94 

ﾅｶﾞﾉｼﾘｸｷｮｳA ﾜﾘﾀ ﾕｳﾏ
  487 宮本 泰祐

ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｽｹ
  486 山田 雄司

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ
  480 長谷川 久嗣

ﾊｾｶﾞﾜ ﾋｻﾂｸﾞ
 3   4 長野市陸協(B)   481 中村 純和  18,15.70 

ﾅｶﾞﾉｼﾘｸｷｮｳB ﾅｶﾑﾗ ｽﾐｶｽﾞ
  482 太田 達也

ｵｵﾀ ﾀﾂﾔ
  479 田中 章浩

ﾀﾅｶ ｱｷﾋﾛ
  485 市川 武

ｲﾁｶﾜ ﾀｹｼ
 4   3 創造学園高   394 桑原 大吾(3)  18,36.63 

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ｸﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｺﾞ
  386 林 優人(3)

ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ
  395 碓井 智也(2)

ｳｽｲ ﾄﾓﾔ
  393 後藤 隼人(3)

ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ
 5   1 諏訪清陵高   303 真道 優人(1)  18,36.93 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾄ
  300 塚田 佳生(1)

ﾂｶﾀﾞ ﾖｼｷ
  297 北原 賢人(1)

ｷﾀﾊﾗ ｹﾝﾄ
  315 伊藤 航平(2)

ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ
 6   8 飯田高   583 福澤 佑軌(1)  18,37.63 

ｲｲﾀﾞｺｳ ﾌｸｻﾞﾜ ﾕｳｷ
  596 近藤 大知(2)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ
  587 大島 綾太(1)

ｵｵｼﾏ ﾘｮｳﾀ
  602 吉川 昇吾(2)

ﾖｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ
 7   7 飯田風越高   647 原島 怜也(1)  18,46.00 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾊﾗｼﾏ ﾚｲﾔ
  639 田畑 圭夫(1)

ﾀﾊﾞﾀ ﾖｼｵ
  654 安藤 有史(1)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼ
  637 林 雄一郎(2)

ﾊﾔｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ
 8   5 野沢北高   670 柳澤  慶(1)  18,51.83 

ﾉｻﾞﾜｷﾀｺｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲ
  681 臼田  悠(2)

ｳｽﾀﾞ ﾕｳ
  674 小林 泰之(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾕｷ
  683 碓氷 将司(1)

ｳｽｲ ﾏｻｼ

男子

4x1500m

決勝



決勝 8月12日 11:05

県中新(TR)       17,55.83
大会新(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   5 芦原中    24 中山 峻弥(3)  19,34.25  1   6 駒ヶ根東中(A)   142 島 龍之介(3)  17,51.87 

ｱｼﾊﾗﾁｭｳ ﾅｶﾔﾏ ｼｭﾝﾔ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳA ｼﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 県中新
   19 富岡 平(3)   154 所河 北斗(3)

ﾄﾐｵｶ ﾀｲﾗ ｼｮｶﾞﾜ ﾎｸﾄ
   20 内川 大樹(3)   138 萩原 拓海(3)

ｳﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ ﾊｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾐ
   27 清水 葉(3)   149 滝澤 代聖(3)

ｼﾐｽﾞ ﾖｳ ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ
 2   9 飯綱中   576 宮島 耕大(3)  20,00.01  2  11 丸子中   116 箱山 陸人(3)  18,44.17 

ｲｲﾂﾞﾅﾁｭｳ ﾐﾔｼﾞﾏ ｺｳﾀﾞｲ ﾏﾙｺﾁｭｳ ﾊｺﾔﾏ ﾘｸﾄ
  577 外山 大成(2)   125 伊藤 祐朔(3)

ﾄﾔﾏ ﾀｲｾｲ ｲﾄｳ ﾕｳｻｸ
  569 西﨑 啓太朗(3)   120 小林 優矢(3)

ﾆｼｻﾞｷ ｹｲﾀﾛｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ
  565 仲俣 一樹(3)   121 市川 楓(2)

ﾅｶﾏﾀ ｶｽﾞｷ ｲﾁｶﾜ ｶｴﾃﾞ
 3  13 高森中   181 岩﨑 一徹(2)  20,26.89  3   7 腰越JSC   187 高木 航志(1)  18,55.73 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ｲﾜｻｷ ｲｯﾃﾂ ｺｼｺﾞｴJSC ﾀｶｷﾞ ｺｳｼ
  176 松﨑 健悟(1)   183 柳沢 充保(3)

ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐﾂﾔｽ
  174 木村 優也(3)   117 藤原 大地(2)

ｷﾑﾗ ﾕｳﾔ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲﾁ
  182 河合 蓮(2)   122 笹沢 健司(1)

ｶﾜｲ ﾚﾝ ｻｻｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ
 4   6 梓川中    35 野瀬 雅史(3)  20,27.26  4   2 信濃中(A)   277 木田 元春(2)  19,08.96 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾁｭｳ ﾉｾ ﾏｻﾌﾐ ｼﾅﾉﾁｭｳA ｷﾀﾞ ﾓﾄﾊﾙ
   36 村瀬 勇哉(1)   285 池田 正汰(3)

ﾑﾗｾ ﾕｳﾔ ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ
   37 山﨑 翔馬(1)   282 竹内 悠太朗(3)

ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾏ ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀﾛｳ
   34 齊藤 駿太(3)   283 竹内 佑介(3)

ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ ﾀｹｳﾁ ﾕｳｽｹ
 5   2 中野平中(B)   431 清水 裕太(3)  20,36.36  5   8 中野平中(A)   426 白鳥 魁人(3)  19,12.72 

ﾅｶﾉﾀﾞｲﾗﾁｭｳB ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ ﾅｶﾉﾀﾞｲﾗﾁｭｳA ｼﾗﾄﾘ ｶｲﾄ
  430 青木 祥平(1)   436 高野 純輝(3)

ｱｵｷ ｼｮｳﾍｲ ﾀｶﾉ ｼﾞｭﾝｷ
  432 松本 翼(2)   434 小島 誠也(3)

ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ ｺｼﾞﾏ ｾｲﾔ
  438 関 隼希(2)   425 門脇 航(3)

ｾｷ ﾄｼｷ ｶﾄﾞﾜｷ ﾜﾀﾙ
 6   7 駒ヶ根東中(C)   148 滝澤 拓輝(1)  20,40.24  6   4 駒ヶ根東中(B)   139 馬場 隆夫(2)  19,29.19 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳC ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛｷ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳB ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶｵ
  127 林 友也(3)   159 宮澤 将生(3)

ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻｷ
  147 竹村 郁輝(1)   145 竹村 力(3)

ﾀｹﾑﾗ ﾌﾐｷ ﾀｹﾑﾗ ﾘｷ
  141 湯澤 隆真(3)   160 宮脇 大輝(2)

ﾕｻﾞﾜ ﾘｭｳﾏ ﾐﾔﾜｷ ﾋﾛｷ
 7   3 長野東部中   510 小平 仁(2)  20,41.96  7  12 信濃中(B)   290 佐藤 拓真(3)  19,43.67 

ﾅｶﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾞﾝ ｼﾅﾉﾁｭｳB ｻﾄｳ ﾀｸﾏ
  524 駒村 壮眞(1)   286 早川 竜也(3)

ｺﾏﾑﾗ ｿｳﾏ ﾊﾔｶﾜ ﾀﾂﾔ
  499 伝田 一真(2)   281 中山 陸(1)

ﾃﾞﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾏ ﾅｶﾔﾏ ﾘｸ
  509 小林 郁弥(2)   278 平塚 慎也(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ ﾋﾗﾂｶ ｼﾝﾔ
 8   4 箕輪中   658 日野 志朗(3)  20,51.32  8   3 長峰中   440 矢島 洸一(1)  20,23.96 

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾋﾉ ｼﾛｳ ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ﾔｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ
  660 春日 聖悟(2)   474 久島 光太郎(3)

ｶｽｶﾞ ｾｲｺﾞ ｸｼﾏ ｺｳﾀﾛｳ
  667 丸田 健悟(2)   441 矢島 稜梧(2)

ﾏﾙﾀ ｹﾝｺﾞ ﾔｼﾞﾏ ﾘｮｳｺﾞ
  657 風間 央都(1)   471 宮坂 翔太(2)

ｶｻﾞﾏ ﾋﾛﾄ ﾐﾔｻｶ ｼｮｳﾀ
 9  10 清水中   341 平林 風雅(2)  21,23.74  9  13 篠ﾉ井西中(A)   214 塚田 亮太(3)  20,31.32 

ｼﾐｽﾞﾁｭｳ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾌｳｶﾞ ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳA ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ
  347 中田 智貴(1)   217 中村 光希(3)

ﾅｶﾀ ﾄﾓﾀｶ ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ
  337 齊木 俊兵(1)   233 宮入 海翔(2)

ｻｲｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾐﾔｲﾘ ｶｲﾄ
  342 百瀬 賢一(2)   225 松村 光矢(3)

ﾓﾓｾ ｹﾝｲﾁ ﾏﾂﾑﾗ ｺｳﾔ
10  11 飯田高陵中   614 中村 一貴(3)  21,46.80 10   1 篠ﾉ井西中(B)   235 笠原 渓介(2)  20,31.93 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳB ｶｻﾊﾗ ｹｲｽｹ
  607 矢島 佳樹(2)   227 山田 竜平(2)

ﾔｼﾞﾏ ﾖｼｷ ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ

中学男子

4x1500m4x1500m

決勝決勝決勝



  634 加藤 駿己(1)   212 内山 裕貴(3)
ｶﾄｳ ｼｭﾝｷ ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛｷ

  608 木下 翼(2)   207 南澤 裕馬(3)
ｷﾉｼﾀ ﾂﾊﾞｻ ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳﾏ

11  12 辰野中   416 山崎 絢志郎(1)  22,10.15 11   9 篠ﾉ井西中(C)   215 長原 治玄(1)  20,40.30 
ﾀﾂﾉﾁｭｳ ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝｼﾛｳ ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳC ﾅｶﾞﾊﾗ ｼﾞｹﾞﾝ

  401 長島  聖(2)   210 内田 裕二(1)
ﾅｶﾞｼﾏ ｻﾄﾙ ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

  418 荒井  優佑(1)   209 内堀 岳宏(1)
ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ

  415 山崎  翔(2)   223 上條 陽平(1)
ﾔﾏｻﾞｷ ｶｹﾙ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾖｳﾍｲ

  1 松川JAC 12  10 塩尻広陵中    69 折橋 翔太(2)  20,52.54 
ﾏﾂｶﾜJAC 欠場 ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｵﾘﾊｼ ｼｮｳﾀ

   67 大野 結雅(2)
ｵｵﾉ ﾕｳｶﾞ

   82 横矢 宇博(2)
ﾖｺﾔ ﾀｶﾋﾛ

   66 猪熊 敦志(3)
ｲﾉｸﾏ ｱﾂｼ

  8 赤穂中   5 菅野中
ｱｶﾎ 欠場 ｽｶﾞﾉﾁｭｳ 欠場



   1 駒ヶ根東中(A)  17,51.87 県中新 島 龍之介(3) 所河 北斗(3) 萩原 拓海(3) 滝澤 代聖(3)   2   1
   2 丸子中  18,44.17 箱山 陸人(3) 伊藤 祐朔(3) 小林 優矢(3) 市川 楓(2)   2   2
   3 腰越JSC  18,55.73 高木 航志(1) 柳沢 充保(3) 藤原 大地(2) 笹沢 健司(1)   2   3
   4 信濃中(A)  19,08.96 木田 元春(2) 池田 正汰(3) 竹内 悠太朗(3) 竹内 佑介(3)   2   4
   5 中野平中(A)  19,12.72 白鳥 魁人(3) 高野 純輝(3) 小島 誠也(3) 門脇 航(3)   2   5
   6 駒ヶ根東中(B)  19,29.19 馬場 隆夫(2) 宮澤 将生(3) 竹村 力(3) 宮脇 大輝(2)   2   6
   7 芦原中  19,34.25 中山 峻弥(3) 富岡 平(3) 内川 大樹(3) 清水 葉(3)   1   1
   8 信濃中(B)  19,43.67 佐藤 拓真(3) 早川 竜也(3) 中山 陸(1) 平塚 慎也(3)   2   7
   9 飯綱中  20,00.01 宮島 耕大(3) 外山 大成(2) 西﨑 啓太朗(3) 仲俣 一樹(3)   1   2
  10 長峰中  20,23.96 矢島 洸一(1) 久島 光太郎(3) 矢島 稜梧(2) 宮坂 翔太(2)   2   8
  11 高森中  20,26.89 岩﨑 一徹(2) 松﨑 健悟(1) 木村 優也(3) 河合 蓮(2)   1   3
  12 梓川中  20,27.26 野瀬 雅史(3) 村瀬 勇哉(1) 山﨑 翔馬(1) 齊藤 駿太(3)   1   4
  13 篠ﾉ井西中(A)  20,31.32 塚田 亮太(3) 中村 光希(3) 宮入 海翔(2) 松村 光矢(3)   2   9
  14 篠ﾉ井西中(B)  20,31.93 笠原 渓介(2) 山田 竜平(2) 内山 裕貴(3) 南澤 裕馬(3)   2  10
  15 中野平中(B)  20,36.36 清水 裕太(3) 青木 祥平(1) 松本 翼(2) 関 隼希(2)   1   5
  16 駒ヶ根東中(C)  20,40.24 滝澤 拓輝(1) 林 友也(3) 竹村 郁輝(1) 湯澤 隆真(3)   1   6
  17 篠ﾉ井西中(C)  20,40.30 長原 治玄(1) 内田 裕二(1) 内堀 岳宏(1) 上條 陽平(1)   2  11
  18 長野東部中  20,41.96 小平 仁(2) 駒村 壮眞(1) 伝田 一真(2) 小林 郁弥(2)   1   7
  19 箕輪中  20,51.32 日野 志朗(3) 春日 聖悟(2) 丸田 健悟(2) 風間 央都(1)   1   8
  20 塩尻広陵中  20,52.54 折橋 翔太(2) 大野 結雅(2) 横矢 宇博(2) 猪熊 敦志(3)   2  12
  21 清水中  21,23.74 平林 風雅(2) 中田 智貴(1) 齊木 俊兵(1) 百瀬 賢一(2)   1   9
  22 飯田高陵中  21,46.80 中村 一貴(3) 矢島 佳樹(2) 加藤 駿己(1) 木下 翼(2)   1  10
  23 辰野中  22,10.15 山崎 絢志郎(1) 長島  聖(2) 荒井  優佑(1) 山崎  翔(2)   1  11

中学男子中学男子

4x1500m4x1500m
タイムレースタイムレースタイムレース

順位順位 所属名所属名 都道府県都道府県 記録記録 備考備考 ｵｰﾀﾞｰ1ｵｰﾀﾞｰ1 組組 順位順位ｵｰﾀﾞｰ2ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4ｵｰﾀﾞｰ4
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