
第7 回長距離リレー競技会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森　茂幸
主催 （一財）長野陸上競技協会 記録主任： 竹内　秀樹
後援 （公財）長野県体育協会、長野県教育委員会
【開催日】 平成25年2月23日(土)
【主催団体】 （一財）長野陸上競技協会 決勝記録一覧表
(CR:) 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

 2/23 男子 赤穂中     8:47.31 上田高     8:56.52 駒ヶ根東中(A)    9:03.36 丸子修学館高    9:03.43 愛  知･ﾄﾖﾀ自動車    9:08.38 埼  玉･本庄一高    9:10.83 豊科北中     9:14.01 上田西高     9:31.12
4×800m 春日 明日実(3) 平林 公一(2) 所河 北斗(3) 脇坂 拓馬(1) 尾崎 雄大 新井 瑞基(1) 長﨑 祐介(2) 金井 渓(2)

宮下 晴貴(3) 依田 航太郎(1) 滝澤 代聖(3) 宮下 和也(1) 長谷川 慎 加藤 悠太(2) 花形 駿介(2) 小美野 暁(2)

大澤 智樹(2) 田島 史都(1) 萩原 拓海(3) 笹澤 大地(2) 沼田 拓也 相馬 樂(1) 飯島 拓海(2) 原 大和(1)

水上 優斗(3) 細田 敦也(1) 馬場 隆夫(2) 白川 大智(1) 加藤 聡 松本 遼磨(2) 髙木 涼太(2) 野田 俊輔(2)

 2/23 松川JAC    17:37.14 川中島中(A)    18:01.56 丸子修学館高   18:12.52 駒ヶ根東中(A)   18:22.14 赤穂中    18:22.62 上田高    18:24.07 埼  玉･本庄一高   18:30.73 中野立志館高   18:36.35
4×1500m 松澤 拓弥(3) CR 松木 之衣(3) 武井 湧平(1) 所河 北斗(3) 宮下 晴貴(3) 依田 航太郎(1) 山本 克明(2) 白川 友一(1)

田畑 崇明(2) 丸山 和輝(3) 笹澤 大地(2) 滝澤 代聖(3) 大澤 智樹(2) 土屋 望(2) 松本 遼磨(2) 大峡 翔太(1)

吉川 健成(3) 丸山 幸輝(1) 脇坂 拓馬(1) 萩原 拓海(3) 春日 明日実(3) 平林 公一(2) 砂賀 建人(1) 芋川 遼太(1)

松下 湧登(3) 小林 大輝(2) 島田 陸(1) 馬場 隆夫(2) 水上 優斗(3) 細田 敦也(1) 村田 貴博(3) 佐藤 真人(1)

 2/23 ｵｰﾌﾟﾝ男子 TAC・須坂東    19:56.29
4×1500m 石川 雄麻

岡 貴志

長谷川 直生

竹前 勇貴(1)



決勝 2月23日 14:05

長野県記録(KR)                8:04.0  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）

長野県高校記録(KR)            8:08.34 中野実業                     中野実業         1994/08/07  
（目黒・佐藤・黒岩・田幸）

長野県中学記録(CR)            8:45.55 中野平                       中野平           2011/08/07  
（黒川 岳・白鳥 魁人・門脇 航・手塚 将弥）

[ 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 上田高  1779 平林 公一(2)   8:56.52  1   1 赤穂中  5428 春日 明日実(3)   8:47.31 

ｳｴﾀﾞｺｳ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ ｱｶﾎﾁｭｳ ｶｽｶﾞ ｱｽﾐ
 1782 依田 航太郎(1)  4329 宮下 晴貴(3)

ﾖﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙｷ
 1787 田島 史都(1)  4791 大澤 智樹(2)

ﾀｼﾞﾏ ﾌﾐﾄ ｵｵｻﾜ ﾄﾓｷ
 1785 細田 敦也(1)  4330 水上 優斗(3)

ﾎｿﾀﾞ ｱﾂﾔ ﾐｽﾞｶﾐ ﾕｳﾄ
 2  12 丸子修学館高  1752 脇坂 拓馬(1)   9:03.43  2   5 駒ヶ根東中(A)  4489 所河 北斗(3)   9:03.36 

ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝｺｳ ﾜｷｻｶ ﾀｸﾏ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｼｮｶﾞﾜ ﾎｸﾄ
 1755 宮下 和也(1)  4479 滝澤 代聖(3)

ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾔ ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ
 1765 笹澤 大地(2)  4484 萩原 拓海(3)

ｻｻｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ ﾊｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾐ
 1754 白川 大智(1)  5455 馬場 隆夫(2)

ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶｵ
 3   6 ﾄﾖﾀ自動車  7023 尾崎 雄大   9:08.38  3  12 本庄一高  7253 新井 瑞基(1)   9:10.83 

ﾄﾖﾀｼﾞﾄﾞｳｼｬ ｵｻﾞｷﾕｳﾀﾞｲ ﾎﾝｼﾞｮｳｲﾁｺｳ ｱﾗｲ ﾐｽﾞｷ
愛  知  7024 長谷川 慎 埼  玉  7257 加藤 悠太(2)

ﾊｾｶﾞﾜｼﾝ ｶﾄｳ ﾕｳﾀ
 7025 沼田 拓也  7252 相馬 樂(1)

ﾇﾏﾀﾀｸﾔ ｿｳﾏ ｶﾞｸ
 7027 加藤 聡  7254 松本 遼磨(2)

ｶﾄｳｻﾄｼ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾏ
 4   5 豊科北中  4718 長﨑 祐介(2)   9:14.01  4   2 上田西高  2786 金井 渓(2)   9:31.12 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ｶﾅｲ  ｹｲ
 4590 花形 駿介(2)  1908 小美野 暁(2)

ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ ｺﾐﾉ ｱｷﾗ
 4593 飯島 拓海(2)  1911 原 大和(1)

ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ ﾊﾗ ﾔﾏﾄ
 4591 髙木 涼太(2)  2789 野田 俊輔(2)

ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ ﾉﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ
 5  13 ISｼﾞｭﾆｱ  7005 石井 慎也(6)  10:29.28  5  15 清水中(A)  7163 池上 一希(2)   9:35.41 

ISｼﾞｭﾆｱ ｲｼｲ ｼﾝﾔ ｼﾐｽﾞﾁｭｳ ｲｹｶﾞﾐ ｶｽﾞｷ
 7004 大峡 和(6)  7168 窪田 悠人(2)

ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ
 7007 松下 純也(5)  7170 岡田 大志(2)

ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼ
 7000 牧野 駆(5)  7172 井口 将理(2)

ﾏｷﾉ ｶｹﾙ ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ
 6  14 開成中(A)  7054 上水 大知(2)  10:33.72  6   8 裾花中  7151 北沢 文弥(2)   9:46.45 

ｶｲｾｲﾁｭｳ ｶﾐﾐｽﾞ ﾀﾞｲﾁ ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳ ｷﾀｻﾞﾜ ﾌﾐﾔ
 4048 仙庭 孝祐(2)  7152 春日 勇輝(2)

ｾﾝﾊﾞ ｺｳｽｹ ｶｽｶﾞ ﾕｳｷ
 7061 奥原 滉亘(2)  4217 千原 拓真(1)

ｵｸﾊﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ ﾁﾊﾗ ﾀｸﾏ
 4049 小田 龍貴(2)  4219 宇都宮 凌輔(2)

ｵﾀﾞ ﾘｭｳｷ ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｮｳｽｹ
 7   9 飯田高陵中(A)  7239 後沢 大地(1)  10:34.07  7  10 鉢盛中  4538 木村 幸太(2)   9:50.04 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｺﾞｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｷﾑﾗ ｺｳﾀ
 7244 加藤 駿己(1)  4537 藤井 天良(2)

ｶﾄｳ ｼｭﾝｷ ﾌｼﾞｲ ｿﾗ
 7237 矢島 佳樹(2)  4848 松永 蓮汰(1)

ﾔｼﾞﾏ ﾖｼｷ ﾏﾂﾅｶﾞ ﾚﾝﾀ
 4056 佐々木 勇人(1)  4845 奥垣内 崇史(1)

ｻｻｷ ﾊﾔﾄ ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ
 8  10 開成中(B)  7048 髙根 開(1)  10:50.07  8   3 附属松本中  6130 藤澤 翼(2)   9:50.05 

ｶｲｾｲﾁｭｳ ﾀｶﾈ ｶｲ ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ ﾌｼﾞｻﾜ ﾂﾊﾞｻ
 7056 鹿田 透生(2)  6106 輪湖 勇哉(2)

ｼｶﾀﾞ ﾄｳｲ ﾜｺ ﾕｳﾔ
 7060 吉田 郁也(2)  6131 千村 剛芳(2)

ﾖｼﾀﾞ ﾌﾐﾔ ﾁﾑﾗ ﾀｶﾖｼ
 7053 谷口 由和(2)  6110 柳沢 道徳(2)

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼｶｽﾞ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐﾁﾉﾘ
 9   7 さなだSC  7021 山下 航平(6)  10:54.02  9   4 松川JAC  7120 近藤 雅哉(1)   9:51.10 

ｻﾅﾀﾞSC ﾔﾏｼﾀ  ｺｳﾍｲ ﾏﾂｶﾜJAC ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ
 7019 松本 優雅(5)  7110 西永 佳樹(1)

ﾏﾂﾓﾄ  ﾕｳｶﾞ ﾆｼﾅｶﾞ ﾖｼｷ
 7016 青木 悟(6)  7116 小池 貫太(1)

ｱｵｷ ｻﾄﾙ ｺｲｹ ｶﾝﾀ
 7022 金子 翔太(6)  7119 近藤 裕哉(2)

ｶﾈｺ  ｼｮｳﾀ ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ

男子

4×800m

決勝



10   3 上諏訪中(B)  4955 白井 裕介(1)  11:12.21 10   9 駒ヶ根東中(B)  4788 宮脇 大輝(2)   9:51.31 
ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ｼﾗｲ ﾕｳｽｹ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾐﾔﾜｷ ﾋﾛｷ

 4953 伊藤 駿(1)  4839 滝澤 拓輝(1)
ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛｷ

 4954 坂井 結音(1)  4789 宮澤 崇(2)
ｻｶｲ ﾕｲﾝ ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳ

 4957 中村 謙士(1)  4840 小池 直樹(1)
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ ｺｲｹ ﾅｵｷ

11  11 飯田高陵中(B)  7238 木下 翼(2)  11:13.55 11  11 箕輪中  4982 渕井 大樹(1)   9:51.60 
ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｷﾉｼﾀ ﾂﾊﾞｻ ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾌﾁｲ ﾀﾞｲｷ

 7241 金原 諒(2)  4568 葉桐 文哉(2)
ｶﾅﾊﾗ ﾏｺﾄ ﾊｷﾞﾘ ﾌﾐﾔ

 7242 亀山 由雅(2)  4572 垣内 岳(2)
ｶﾒﾔﾏ ﾕｳｶﾞ ｶｷｳﾁ ｶﾞｸ

 7243 岩崎 元太(1)  4574 佐藤 開都(2)
ｲﾜｻｷ ｹﾞﾝﾀ ｻﾄｳ ｶｲﾄ

12   1 腰越JSC(B)  7096 宇津野 篤(5)  11:28.72 12   7 塩尻広陵中  4625 太田 裕真(2)   9:59.08 
ｺｼｺﾞｴJSC ｳﾂﾉ ｱﾂｼ ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｵｵﾀ ﾕｳﾏ

 7094 菊地 洸希(4)  4619 折橋 翔太(2)
ｷｸﾁ ｺｳｷ ｵﾘﾊｼ ｼｮｳﾀ

 7082 内田 飛河(4)  4858 小林 隼(1)
ｳﾁﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ

 7095 菊地 祐吾(2)  4857 武居 昂輝(1)
ｷｸﾁ  ﾕｳｺﾞ ﾀｹｲ ｺｳｷ

13   4 諏訪FA  7138 北河 潤也(5)  11:36.38 13  14 長峰中  4138 矢島 洸一(1)  10:40.24 
ｽﾜｴﾌｴｰ ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ﾔｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ

 7141 大野 恒平(4)  4205 関 悠登(2)
ｵｵﾉ ｺｳﾍｲ ｾｷ ﾕｳﾄ

 7147 吉岡 伶(3)  4079 血脇 悠斗(1)
ﾖｼｵｶ ﾚｲ ﾁﾜｷ ﾕｳﾄ

 7144 児玉 光輝(4)  4206 宮坂 翔太(2)
ｺﾀﾞﾏ ｺｳｷ ﾐﾔｻｶ ｼｮｳﾀ

14  15 腰越JSC(A)  7089 寺尾 昴(6)  11:37.47 14   6 信濃中  4699 木田 元春(2)  10:41.65 
ｺｼｺﾞｴJSC ﾃﾗｵ ｽﾊﾞﾙ ｼﾅﾉﾁｭｳ ｷﾀﾞ ﾓﾄﾊﾙ

 7270 片桐 陽和(5)  7136 井澤 直也(1)
ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾖﾘ ｲｻﾞﾜ ﾅｵﾔ

 7081 内田 玲穏(5)  7135 三澤 朋輝(1)
ｳﾁﾀﾞ ﾚｵﾝ ﾐｻﾜ ﾄﾓｷ

 7085 土赤 本気(3)  7134 小林 勇斗(1)
ﾂﾁｱｶ ﾏｼﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ

15   8 明科かけっこ  7262 篠原 翔(5)  12:52.50 
ｱｶｼﾅｶｯｺ ｼﾉﾊﾗｶｹﾙ

 7260 生冨 遼(4)
ｲｸﾄﾐﾘｮｳ

 7259 田代 渉悟(5)
ﾀｼﾛｼｮｳｺﾞ

 7264 宮澤 大翔(4)
ﾐﾔｻﾞﾜﾋﾛﾄ



   1 赤穂中   8:47.31 春日 明日実(3) 宮下 晴貴(3) 大澤 智樹(2) 水上 優斗(3)   2   1
   2 上田高   8:56.52 平林 公一(2) 依田 航太郎(1) 田島 史都(1) 細田 敦也(1)   1   1
   3 駒ヶ根東中(A)   9:03.36 所河 北斗(3) 滝澤 代聖(3) 萩原 拓海(3) 馬場 隆夫(2)   2   2
   4 丸子修学館高   9:03.43 脇坂 拓馬(1) 宮下 和也(1) 笹澤 大地(2) 白川 大智(1)   1   2
   5 ﾄﾖﾀ自動車 愛  知   9:08.38 尾崎 雄大 長谷川 慎 沼田 拓也 加藤 聡   1   3
   6 本庄一高 埼  玉   9:10.83 新井 瑞基(1) 加藤 悠太(2) 相馬 樂(1) 松本 遼磨(2)   2   3
   7 豊科北中   9:14.01 長﨑 祐介(2) 花形 駿介(2) 飯島 拓海(2) 髙木 涼太(2)   1   4
   8 上田西高   9:31.12 金井 渓(2) 小美野 暁(2) 原 大和(1) 野田 俊輔(2)   2   4
   9 清水中(A)   9:35.41 池上 一希(2) 窪田 悠人(2) 岡田 大志(2) 井口 将理(2)   2   5
  10 裾花中   9:46.45 北沢 文弥(2) 春日 勇輝(2) 千原 拓真(1) 宇都宮 凌輔(2)   2   6
  11 鉢盛中   9:50.04 木村 幸太(2) 藤井 天良(2) 松永 蓮汰(1) 奥垣内 崇史(1)   2   7
  12 附属松本中   9:50.05 藤澤 翼(2) 輪湖 勇哉(2) 千村 剛芳(2) 柳沢 道徳(2)   2   8
  13 松川JAC   9:51.10 近藤 雅哉(1) 西永 佳樹(1) 小池 貫太(1) 近藤 裕哉(2)   2   9
  14 駒ヶ根東中(B)   9:51.31 宮脇 大輝(2) 滝澤 拓輝(1) 宮澤 崇(2) 小池 直樹(1)   2  10
  15 箕輪中   9:51.60 渕井 大樹(1) 葉桐 文哉(2) 垣内 岳(2) 佐藤 開都(2)   2  11
  16 塩尻広陵中   9:59.08 太田 裕真(2) 折橋 翔太(2) 小林 隼(1) 武居 昂輝(1)   2  12
  17 ISｼﾞｭﾆｱ  10:29.28 石井 慎也(6) 大峡 和(6) 松下 純也(5) 牧野 駆(5)   1   5
  18 開成中(A)  10:33.72 上水 大知(2) 仙庭 孝祐(2) 奥原 滉亘(2) 小田 龍貴(2)   1   6
  19 飯田高陵中(A)  10:34.07 後沢 大地(1) 加藤 駿己(1) 矢島 佳樹(2) 佐々木 勇人(1)   1   7
  20 長峰中  10:40.24 矢島 洸一(1) 関 悠登(2) 血脇 悠斗(1) 宮坂 翔太(2)   2  13
  21 信濃中  10:41.65 木田 元春(2) 井澤 直也(1) 三澤 朋輝(1) 小林 勇斗(1)   2  14
  22 開成中(B)  10:50.07 髙根 開(1) 鹿田 透生(2) 吉田 郁也(2) 谷口 由和(2)   1   8
  23 さなだSC  10:54.02 山下 航平(6) 松本 優雅(5) 青木 悟(6) 金子 翔太(6)   1   9
  24 上諏訪中(B)  11:12.21 白井 裕介(1) 伊藤 駿(1) 坂井 結音(1) 中村 謙士(1)   1  10
  25 飯田高陵中(B)  11:13.55 木下 翼(2) 金原 諒(2) 亀山 由雅(2) 岩崎 元太(1)   1  11
  26 腰越JSC(B)  11:28.72 宇津野 篤(5) 菊地 洸希(4) 内田 飛河(4) 菊地 祐吾(2)   1  12
  27 諏訪FA  11:36.38 北河 潤也(5) 大野 恒平(4) 吉岡 伶(3) 児玉 光輝(4)   1  13
  28 腰越JSC(A)  11:37.47 寺尾 昴(6) 片桐 陽和(5) 内田 玲穏(5) 土赤 本気(3)   1  14
  29 明科かけっこ  12:52.50 篠原 翔(5) 生冨 遼(4) 田代 渉悟(5) 宮澤 大翔(4)   1  15

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

男子

4×800m
タイムレース



決勝 2月23日 10:10

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）

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

長野県中学記録(CR)           17:51.87 駒ヶ根東                     駒ヶ根東         2010/08/08  
（蟹澤・春日・宮脇・湯澤）

[ 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  14 赤穂中  4329 宮下 晴貴(3)  18:22.62  1   1 松川JAC  7111 松澤 拓弥(3)  17:37.14 

ｱｶﾎﾁｭｳ ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙｷ ﾏﾂｶﾜJAC ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾔ
 4791 大澤 智樹(2)  7109 田畑 崇明(2)

ｵｵｻﾜ ﾄﾓｷ ﾀﾊﾞﾀ ﾀｶｱｷ
 5428 春日 明日実(3)  7121 吉川 健成(3)

ｶｽｶﾞ ｱｽﾐ ﾖｼｶﾜ ｹﾝｾｲ
 4330 水上 優斗(3)  7114 松下 湧登(3)

ﾐｽﾞｶﾐ ﾕｳﾄ ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾄ
 2   5 下諏訪町体協  7033 西中山  宏  19:09.75  2   2 川中島中(A)  5214 松木 之衣(3)  18:01.56 

ｼﾓｽﾜﾏﾁﾀｲｷｮｳ ﾆｼﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｼ ｶﾜﾅｶｼﾞﾏﾁｭｳ ﾏﾂｷ ｺﾉｴ
 7039 丸山  雅俊  5213 丸山 和輝(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾄｼ ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞｷ
 7032 赤間  比呂志  4012 丸山 幸輝(1)

ｱｶﾏ ﾋﾛｼ ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ
 7036 小口  秀哉  7188 小林 大輝(2)

ｵｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ
 3   2 須坂東高   977 丸山和己(2)  19:36.81  3  12 丸子修学館高  1753 武井 湧平(1)  18:12.52 

ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼｺｳ ﾏﾙﾔﾏｶｽﾞｷ ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝｺｳ ﾀｹｲ ﾖｳﾍｲ
  981 三上侃太郎(1)  1765 笹澤 大地(2)

ﾐｶﾐｶﾝﾀﾛｳ ｻｻｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ
  985 高野真志(1)  1752 脇坂 拓馬(1)

ﾀｶﾉﾏｻｼ ﾜｷｻｶ ﾀｸﾏ
 3092 柳沢興志郎(2)  1751 島田 陸(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜｺｳｼﾛｳ ｼﾏﾀﾞ ﾘｸ
 4   8 長野東部中  5018 山岸 忠相(2)  20:07.48  4   3 駒ヶ根東中(A)  4489 所河 北斗(3)  18:22.14 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ﾔﾏｷﾞｼ ﾀﾀﾞｽｹ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｼｮｶﾞﾜ ﾎｸﾄ
 5012 小平  仁(2)  4479 滝澤 代聖(3)

ｺﾀﾞｲﾗ   ｼﾞﾝ ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ
 5024 倉嶋 優太(1)  4484 萩原 拓海(3)

ｸﾗｼﾏ  ﾕｳﾀ ﾊｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾐ
 5015 田中 佑弥(2)  5455 馬場 隆夫(2)

ﾀﾅｶ   ﾕｳﾔ ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶｵ
 5   1 長峰中  4138 矢島 洸一(1)  20:07.99  5   6 上田高  1782 依田 航太郎(1)  18:24.07 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ﾔｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ ｳｴﾀﾞｺｳ ﾖﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ
 4206 宮坂 翔太(2)  1778 土屋 望(2)

ﾐﾔｻｶ ｼｮｳﾀ ﾂﾁﾔ ﾉｿﾞﾑ
 4077 五味 拓実(2)  1779 平林 公一(2)

ｺﾞﾐ ﾀｸﾐ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ
 7233 矢島 稜梧(2)  1785 細田 敦也(1)

ﾔｼﾞﾏ ﾘｮｳｺﾞ ﾎｿﾀﾞ ｱﾂﾔ
 6  12 芦原中  4647 掛川 萌也(2)  20:25.57  6   5 本庄一高  7255 山本 克明(2)  18:30.73 

ｱｼﾊﾗﾁｭｳ ｶｹｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ ﾎﾝｼﾞｮｳｲﾁｺｳ ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂｱｷ
 4644 武藤 雅哉(2) 埼  玉  7254 松本 遼磨(2)

ﾑﾄｳ ﾏｻﾔ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾏ
 4000 荻原 慧(1)  7256 砂賀 建人(1)

ｵｷﾞﾜﾗ ｹｲ ｽﾅｶﾞ ｹﾝﾄ
 4640 小俣 龍星(2)  7251 村田 貴博(3)

ｵﾏﾀ ﾘｭｳｾｲ ﾑﾗﾀ ﾀｶﾋﾛ
 7   7 塩尻広陵中(A)  4619 折橋 翔太(2)  20:44.53  7  11 中野立志館高   881 白川 友一(1)  18:36.35 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｵﾘﾊｼ ｼｮｳﾀ ﾅｶﾉﾘｯｼｶﾝｺｳ ｼﾗｶﾜﾕｳｲﾁ
 4625 太田 裕真(2)   882 大峡 翔太(1)

ｵｵﾀ ﾕｳﾏ ｵｵﾊﾞｼｮｳﾀ
 4858 小林 隼(1)   883 芋川 遼太(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ ｲﾓｶﾜﾘｮｳﾀ
 4622 羽毛田 拓海(2)   885 佐藤 真人(1)

ﾊｹﾀ ﾀｸﾐ ｻﾄｳﾏｺﾄ
 8   6 清水中(B)  7154 齊木 俊兵(1)  21:16.17  8   8 ﾄﾖﾀ自動車  7025 沼田拓也  18:53.13 

ｼﾐｽﾞﾁｭｳ ｻｲｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾄﾖﾀｼﾞﾄﾞｳｼｬ ﾇﾏﾀﾀｸﾔ
 7158 百瀬 賢一(2) 愛  知  7027 加藤聡

ﾓﾓｾ ｹﾝｲﾁ ｶﾄｳｻﾄｼ
 7162 中田 智貴(1)  7024 長谷川慎

ﾅｶﾀ ﾄﾓﾀｶ ﾊｾｶﾞﾜｼﾝ
 7157 平林 風雅(2)  7023 尾崎雄大

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾌｳｶﾞ ｵｻﾞｷﾕｳﾀﾞｲ
 9   3 下諏訪中  7044 中谷 雄飛(1)  21:16.73  9   7 丸子中  5416 市川 楓(2)  19:50.43 

ｼﾓｽﾜﾁｭｳ ﾅｶﾔ ﾕｳﾋ ﾏﾙｺﾁｭｳ ｲﾁｶﾜ ｶｴﾃﾞ
 4210 大滝 一輝(1)  5479 藤原 大地(2)

ｵｵﾀｷ ｶｽﾞｷ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲﾁ
 7045 中村 宙(1)  4798 笹沢 健司(1)

ﾅｶﾑﾗ ｿﾗ ｻｻｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ
 7046 水上 健介(1)  4799 中村 怜輝(1)

ﾐｽﾞｶﾐ ｹﾝｽｹ ﾅｶﾑﾗ ﾚｷ

男子

4×1500m

決勝



10   4 開成中  4046 前田 裕介(2)  21:49.25 10  13 駒ヶ根東中(B)  4839 滝澤 拓輝(1)  20:00.27 
ｶｲｾｲﾁｭｳ ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｽｹ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛｷ

 4048 仙庭 孝祐(2)  4788 宮脇 大輝(2)
ｾﾝﾊﾞ ｺｳｽｹ ﾐﾔﾜｷ ﾋﾛｷ

 7049 武居 博貴(2)  5457 竹村 吉晃(2)
ﾀｹｲ ﾋﾛｷ ﾀｹﾑﾗ ﾖｼｱｷ

 7050 天野 葉紅(1)  4840 小池 直樹(1)
ｱﾏﾉ ﾊｯｸ ｺｲｹ ﾅｵｷ

11  11 塩尻広陵中(B)  4974 長尾 飛呂(1)  22:54.02 
ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾅｶﾞｵ ﾋﾛ

 4855 熊谷 悟(1)
ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ

 4620 高山 聖人(2)
ﾀｶﾔﾏ ﾏｻﾄ

 4856 渡邊 琢磨(1)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ

12   9 辰野中  7211 山崎 翔(2)  23:10.82 
ﾀﾂﾉﾁｭｳ ﾔﾏｻﾞｷ ｶｹﾙ

 7213 荒井 優佑(1)
ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ

 7207 中谷 翔希(1)
ﾅｶﾔ ｼｮｳｷ

 7206 長島 聖(2)
ﾅｶﾞｼﾏ ｻﾄﾙ

 13 川中島中(B)  4750 北島 翔吾(2)
ｶﾜﾅｶｼﾞﾏﾁｭｳ ｷﾀｼﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ 失格

 7189 小林 泰輔(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｽｹ

 7191 今村 駿汰(1)
ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝﾀ

 7190 若林 歩武(2)
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ



   1 松川JAC  17:37.14 松澤 拓弥(3) 田畑 崇明(2) 吉川 健成(3) 松下 湧登(3)   2   1
   2 川中島中(A)  18:01.56 松木 之衣(3) 丸山 和輝(3) 丸山 幸輝(1) 小林 大輝(2)   2   2
   3 丸子修学館高  18:12.52 武井 湧平(1) 笹澤 大地(2) 脇坂 拓馬(1) 島田 陸(1)   2   3
   4 駒ヶ根東中(A)  18:22.14 所河 北斗(3) 滝澤 代聖(3) 萩原 拓海(3) 馬場 隆夫(2)   2   4
   5 赤穂中  18:22.62 宮下 晴貴(3) 大澤 智樹(2) 春日 明日実(3) 水上 優斗(3)   1   1
   6 上田高  18:24.07 依田 航太郎(1) 土屋 望(2) 平林 公一(2) 細田 敦也(1)   2   5
   7 本庄一高 埼  玉  18:30.73 山本 克明(2) 松本 遼磨(2) 砂賀 建人(1) 村田 貴博(3)   2   6
   8 中野立志館高  18:36.35 白川 友一(1) 大峡 翔太(1) 芋川 遼太(1) 佐藤 真人(1)   2   7
   9 ﾄﾖﾀ自動車 愛  知  18:53.13 沼田拓也 加藤聡 長谷川慎 尾崎雄大   2   8
  10 下諏訪町体協  19:09.75 西中山  宏 丸山  雅俊 赤間  比呂志 小口  秀哉   1   2
  11 須坂東高  19:36.81 丸山和己(2) 三上侃太郎(1) 高野真志(1) 柳沢興志郎(2)   1   3
  12 丸子中  19:50.43 市川 楓(2) 藤原 大地(2) 笹沢 健司(1) 中村 怜輝(1)   2   9
  13 駒ヶ根東中(B)  20:00.27 滝澤 拓輝(1) 宮脇 大輝(2) 竹村 吉晃(2) 小池 直樹(1)   2  10
  14 長野東部中  20:07.48 山岸 忠相(2) 小平  仁(2) 倉嶋 優太(1) 田中 佑弥(2)   1   4
  15 長峰中  20:07.99 矢島 洸一(1) 宮坂 翔太(2) 五味 拓実(2) 矢島 稜梧(2)   1   5
  16 芦原中  20:25.57 掛川 萌也(2) 武藤 雅哉(2) 荻原 慧(1) 小俣 龍星(2)   1   6
  17 塩尻広陵中(A)  20:44.53 折橋 翔太(2) 太田 裕真(2) 小林 隼(1) 羽毛田 拓海(2)   1   7
  18 清水中(B)  21:16.17 齊木 俊兵(1) 百瀬 賢一(2) 中田 智貴(1) 平林 風雅(2)   1   8
  19 下諏訪中  21:16.73 中谷 雄飛(1) 大滝 一輝(1) 中村 宙(1) 水上 健介(1)   1   9
  20 開成中  21:49.25 前田 裕介(2) 仙庭 孝祐(2) 武居 博貴(2) 天野 葉紅(1)   1  10
  21 塩尻広陵中(B)  22:54.02 長尾 飛呂(1) 熊谷 悟(1) 高山 聖人(2) 渡邊 琢磨(1)   1  11
  22 辰野中  23:10.82 山崎 翔(2) 荒井 優佑(1) 中谷 翔希(1) 長島 聖(2)   1  12

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

男子

4×1500m
タイムレース



決勝 2月23日 10:10

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 TAC・須坂東  7010 石川 雄麻  19:56.29 

TAC･ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼ ｲｼｶﾜ ﾕｳﾏ
 7011 岡 貴志

ｵｶ ﾀｶｼ
 7009 長谷川 直生

ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ
 3096 竹前 勇貴(1)

ﾀｹﾏｴﾕｳｷ

ｵｰﾌﾟﾝ男子

4×1500m

決勝
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