
期　　日／

コ ー ス／ 県松本平広域公園内周回コース

　第一区　3.0ｋｍ

　第二区　3.0ｋｍ

　第三区　2.0ｋｍ

　第四区　3.0ｋｍ

主　　催／ 中信地区陸上競技協会

主　　管／ 中信地区陸上競技協会

審 判 長／ 藤森　茂幸

記録主任／ 竹内　秀樹

総合の部 順位 № チーム名 地区名 記　録 備考

１位 2 川中島A 北信 36分24秒

２位 4 富士見 南信 36分57秒

３位 9 鉢盛A 中信 37分13秒

４位 3 駒ヶ根東A 南信 37分23秒

５位 5 信濃A 北信 37分30秒

６位 18 附属松本A 中信 37分41秒

区間賞 区 № 氏   名　(学年) 地区名 チーム名 区間記録 備考

１区 4 名取 燎太(2) 南信 富士見 9分31秒

２区 2 丸山 幸輝(1) 北信 川中島A 9分48秒

３区 2 若林 歩武(2) 北信 川中島A 6分45秒

４区 19 小平  仁(2) 北信 長野東部A 9分42秒

中信の部 順位 № チーム名 記　録 備考

１位 9 鉢盛A 37:13
２位 18 附属松本A 37:41
３位 64 大町第一 38:22
４位 23 豊科北ＴＦＣA 39:01
５位 13 塩尻広陵A 39:07
６位 42 清水A 39:09

区間賞 区 № 氏   名　(学年) 地区名 チーム名 区間記録 備考

１区 18 相馬 崇史(2) 中信 附属松本A 9分37秒

２区 18 下條 源太郎(1) 中信 附属松本A 9分55秒

３区 13 細野 拓歩(2) 中信 塩尻広陵A 6分49秒

４区 9 木村 幸太(2) 中信 鉢盛A 10分02秒

気象状況／ 時刻 天候 気温℃ 風向 風速m/sec 湿度％
11:00 曇り 3.0 南 2.2 74.0

第４回中信地区中学新人駅伝大会兼長野県ジュニア新人駅伝大会

男子の部

2013年2月11日(月)

公　　式　　記　　録　　集



上段：通算記録（順位） 上段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位） 下段：区間記録（順位）

記録

8.000 km

川中島A

1 2 川中島A 36分24秒 9'40 (3) 19'28 (1) 26'13 (1) 36'24 (1)

川中島A 9'40 (3) 9'48 (1) 6'45 (1) 10'11 (6)
富士見

2 4 富士見 36分57秒 9'31 (1) 19'40 (3) 26'36 (2) 36'57 (2)
富士見 9'31 (1) 10'09 (5) 6'56 (3) 10'21 (10)
鉢盛A

3 9 鉢盛A 37分13秒 9'53 (7) 20'10 (6) 27'11 (6) 37'13 (3)
鉢盛A 9'53 (7) 10'17 (6) 7'01 (5) 10'02 (2)
駒ヶ根東A

4 3 駒ヶ根東A 37分23秒 9'48 (6) 19'56 (5) 27'08 (5) 37'23 (4)
駒ヶ根東A 9'48 (6) 10'08 (4) 7'12 (13) 10'15 (7)
信濃A

5 5 信濃A 37分30秒 9'45 (5) 19'48 (4) 26'56 (3) 37'30 (5)
信濃A 9'45 (5) 10'03 (3) 7'08 (8) 10'34 (13)
附属松本A

6 18 附属松本A 37分41秒 9'37 (2) 19'32 (2) 27'05 (4) 37'41 (6)
附属松本A 9'37 (2) 9'55 (2) 7'33 (28) 10'36 (14)
長野東部A

7 19 長野東部A 37分48秒 10'21 (14) 20'57 (12) 28'06 (11) 37'48 (7)
長野東部A 10'21 (14) 10'36 (12) 7'09 (9) 9'42 (1)
芦原A

8 7 芦原A 38分15秒 10'05 (9) 20'40 (9) 27'36 (7) 38'15 (8)
芦原A 10'05 (9) 10'35 (11) 6'56 (3) 10'39 (15)
大町第一

9 64 大町第一 38分22秒 10'09 (10) 20'47 (11) 27'52 (9) 38'22 (9)
大町第一 10'09 (10) 10'38 (14) 7'05 (7) 10'30 (11)
すず竹RCA

10 1 すず竹RCA 38分25秒 10'00 (8) 20'23 (8) 27'43 (8) 38'25 (10)
すず竹RCA 10'00 (8) 10'23 (8) 7'20 (20) 10'42 (16)
篠ノ井西A

11 6 篠ノ井西A 38分29秒 10'19 (12) 20'45 (10) 28'11 (12) 38'29 (11)
篠ノ井西A 10'19 (12) 10'26 (9) 7'26 (25) 10'18 (8)
豊科北ＴＦＣA

12 23 豊科北ＴＦＣA 39分01秒 9'44 (4) 20'22 (7) 27'59 (10) 39'01 (12)
豊科北ＴＦＣA 9'44 (4) 10'38 (14) 7'37 (31) 11'02 (23)
塩尻広陵A

13 13 塩尻広陵A 39分07秒 11'19 (49) 22'10 (33) 28'59 (19) 39'07 (13)
塩尻広陵A 11'19 (49) 10'51 (20) 6'49 (2) 10'08 (4)
高森中A

14 20 高森中A 39分08秒 10'49 (27) 21'07 (15) 28'18 (14) 39'08 (14)
高森中A 10'49 (27) 10'18 (7) 7'11 (12) 10'50 (18)
清水A

15 42 清水A 39分09秒 10'28 (16) 21'04 (14) 28'17 (13) 39'09 (15)
清水A 10'28 (16) 10'36 (12) 7'13 (14) 10'52 (19)
川中島B

16 12 川中島B 39分31秒 10'30 (19) 21'03 (13) 28'36 (16) 39'31 (16)
川中島B 10'30 (19) 10'33 (10) 7'33 (28) 10'55 (21)
長野東部B

17 26 長野東部B 39分34秒 11'12 (44) 21'58 (24) 29'16 (21) 39'34 (17)
長野東部B 11'12 (44) 10'46 (17) 7'18 (18) 10'18 (8)
信明A

18 33 信明A 40分01秒 11'02 (37) 22'01 (26) 29'14 (20) 40'01 (18)
信明A 11'02 (37) 10'59 (26) 7'13 (14) 10'47 (17)
箕輪

19 16 箕輪 40分03秒 10'56 (32) 22'15 (37) 29'31 (29) 40'03 (19)
箕輪 10'56 (32) 11'19 (37) 7'16 (16) 10'32 (12)
岡谷北部

20 29 岡谷北部 40分03秒 10'28 (15) 21'16 (16) 28'32 (15) 40'03 (20)
岡谷北部 10'28 (15) 10'48 (18) 7'16 (16) 11'31 (40)
菅野A

21 35 菅野A 40分08秒 10'38 (21) 21'32 (17) 28'57 (18) 40'08 (21)
菅野A 10'38 (21) 10'54 (23) 7'25 (24) 11'11 (27)
堀金

22 31 堀金 40分17秒 11'51 (62) 22'45 (46) 30'09 (36) 40'17 (22)
堀金 11'51 (62) 10'54 (23) 7'24 (22) 10'08 (4)
大町スポーツクラブ

23 21 大町スポーツクラブ 40分25秒 10'54 (31) 21'43 (22) 29'20 (24) 40'25 (23)
大町スポーツクラブ 10'54 (31) 10'49 (19) 7'37 (31) 11'05 (24)
上諏訪A

24 25 上諏訪A 40分33秒 10'19 (11) 21'38 (18) 28'41 (17) 40'33 (24)
上諏訪A 10'19 (11) 11'19 (37) 7'03 (6) 11'52 (45)
広陵クラブA

25 27 広陵クラブA 40分36秒 10'50 (29) 22'07 (29) 29'27 (26) 40'36 (25)
広陵クラブA 10'50 (29) 11'17 (34) 7'20 (20) 11'09 (26)
丘

26 17 丘 40分36秒 10'34 (20) 21'40 (21) 29'29 (27) 40'36 (26)
丘 10'34 (20) 11'06 (28) 7'49 (39) 11'07 (25)
岡谷東部

27 22 岡谷東部 40分38秒 10'30 (18) 22'00 (25) 29'18 (22) 40'38 (27)
岡谷東部 10'30 (18) 11'30 (44) 7'18 (18) 11'20 (32)
飯田高陵A

28 8 飯田高陵A 40分41秒 11'02 (38) 21'40 (20) 29'26 (25) 40'41 (28)
飯田高陵A 11'02 (38) 10'38 (14) 7'46 (38) 11'15 (30)

中村 駿吾(1) 山中 智貴(2) 荻原 勇吹(2) 間瀬 智祐(2)

加藤 駿己(1) 矢島 佳樹(2) 後沢 大地(1) 佐々木 勇人(1)

中野 隼社(2) 河西 広樹(2) 竹内 雄大(1) 竹内 瑛来(2)

宮阪 紘平(2) 万城目ｶﾙﾛｽ譲(2) 山本 雄大(1) 小松 晃人(2)

松井 開人(1) 勝川 滉也(1) 片桐 寛貴(1) 佐藤 大起(2)

児玉 拓矢(1) 後藤 勇人(2) 仲宗根 龍実(2) 坂井 結音(1)

百瀬 真悟(1) 丸山 優太(2) 小林 勇輝(1) 伊藤 留希亜(1)

吉田 快(2) 黒岩 慶大(2) 青栁 穣(2) 高井 悠登(2)

春日 聖悟(2) 葉桐 文哉(2) 垣内 岳(2) 丸田 健悟(2)

米山 幸伸(2) 北村 駿弥(2) 辛山 圭太(2) 齋藤 大輝(2)

両角  賢(1) 倉嶋 優太(1) 小林 祐輝(1) 駒村 壮眞(1)

太田 隼弥(1) 青沼 潮(1) 手塚 大喜(2) 小松 太一(2)

窪田 悠人(2) 池上 一希(2) 岡田 大志(2) 百瀬 賢一(2)

今村 駿汰(1) 栁澤 海斗(1) 小林 大輝(2) 小林 泰輔(2)

横矢 宇博(2) 折橋 翔太(2) 細野 拓歩(2) 太田 裕真(2)

岩﨑 一徹(2) 松﨑 健悟(1) 花井 有輝(2) 西村 武登(1)

長原 治玄(1) 西村  健吾(2) 宮入 海翔(2) 笠原 渓介(2)

大月 海世(2) 花形 駿介(2) 髙木 涼太(2) 長﨑 祐介(2)

髙橋 龍矢(2) 林 亮輔(2) 長谷川 潤(1) 遠藤 幹也(2)

橋爪 颯生(2) 北原 類(2) 坂下 裕紀(2) 平澤 宏二郎(2)

水島 菖二(2) 吉沢 智貴(2) 黒崎 英樹(2) 小平  仁(2)

掛川 萌也(2) 武藤 雅哉(2) 花里 翼(2) 荻原 慧(1)

木田 元春(2) 中山 陸(1) 小出 郁弥(1) 竹内 啓真(2)

相馬 崇史(2) 下條 源太郎(1) 藤澤 翼(2) 菅 真志(2)

木村 祐太(2) 土屋 勇太(1) 海川 和哉(2) 木村 幸太(2)

馬場 隆夫(2) 滝澤 拓輝(1) 竹村 吉晃(2) 宮脇 大輝(2)

小林 海仁(2) 丸山 幸輝(1) 若林 歩武(2) 北島 翔吾(2)

名取 燎太(2) 清水 大希(1) 植松 徹志(2) 小林 啓介(2)

第４区

3.0 km 2.0 km 3.0 km 3.0 km

スタート～第一中継 第一中継～第二中継 第二中継～第三中継 第三中継～フィニッシュ

2013/2/11(月)

第４回中信地区中学新人駅伝大会兼長野県ジュニア新人駅伝大会　男子成績一覧表
総合の部

順 No 学　校　名

第１区 第２区 第３区

1/3



記録

8.000 km

第４区

3.0 km 2.0 km 3.0 km 3.0 km

スタート～第一中継 第一中継～第二中継 第二中継～第三中継 第三中継～フィニッシュ

順 No 学　校　名

第１区 第２区 第３区

鎌田
29 28 鎌田 40分43秒 10'29 (17) 21'39 (19) 29'30 (28) 40'43 (29)

鎌田 10'29 (17) 11'10 (30) 7'51 (41) 11'13 (28)
清水B

30 48 清水B 40分44秒 11'15 (48) 22'08 (30) 29'18 (22) 40'44 (30)
清水B 11'15 (48) 10'53 (22) 7'10 (11) 11'26 (36)
梓川

31 10 梓川 40分57秒 10'41 (22) 22'11 (34) 29'35 (30) 40'57 (31)
梓川 10'41 (22) 11'30 (44) 7'24 (22) 11'22 (34)
附属松本B

32 44 附属松本B 41分06秒 10'59 (35) 22'10 (31) 29'53 (33) 41'06 (32)
附属松本B 10'59 (35) 11'11 (32) 7'43 (35) 11'13 (28)
駒ヶ根東B

33 59 駒ヶ根東B 41分20秒 11'20 (50) 22'47 (47) 29'56 (34) 41'20 (33)
駒ヶ根東B 11'20 (50) 11'27 (43) 7'09 (9) 11'24 (35)
信濃B

34 15 信濃B 41分21秒 10'57 (33) 22'03 (27) 29'52 (32) 41'21 (34)
信濃B 10'57 (33) 11'06 (28) 7'49 (39) 11'29 (38)
鉢盛B

35 45 鉢盛B 41分27秒 11'07 (40) 23'04 (53) 30'35 (46) 41'27 (35)
鉢盛B 11'07 (40) 11'57 (54) 7'31 (27) 10'52 (19)
赤穂

36 60 赤穂 41分34秒 10'54 (30) 21'58 (23) 29'40 (31) 41'34 (36)
赤穂 10'54 (30) 11'04 (27) 7'42 (34) 11'54 (46)
穂高西A

37 61 穂高西A 41分36秒 11'14 (46) 22'36 (43) 30'20 (39) 41'36 (37)
穂高西A 11'14 (46) 11'22 (40) 7'44 (36) 11'16 (31)
篠ノ井西B

38 14 篠ノ井西B 41分58秒 10'50 (28) 22'13 (36) 30'28 (43) 41'58 (38)
篠ノ井西B 10'50 (28) 11'23 (41) 8'15 (59) 11'30 (39)
芦原B

39 11 芦原B 41分59秒 11'14 (45) 22'11 (35) 30'20 (39) 41'59 (39)
芦原B 11'14 (45) 10'57 (25) 8'09 (55) 11'39 (43)
すず竹RCB

40 32 すず竹RCB 42分00秒 11'06 (39) 22'23 (40) 30'40 (47) 42'00 (40)
すず竹RCB 11'06 (39) 11'17 (34) 8'17 (60) 11'20 (32)
諏訪南

41 63 諏訪南 42分08秒 10'45 (24) 22'05 (28) 29'58 (35) 42'08 (41)
諏訪南 10'45 (24) 11'20 (39) 7'53 (43) 12'10 (51)
開成

42 49 開成 42分09秒 11'14 (47) 22'38 (44) 30'14 (37) 42'09 (42)
開成 11'14 (47) 11'24 (42) 7'36 (30) 11'55 (47)
旭町A

43 41 旭町A 42分19秒 10'45 (23) 22'50 (49) 30'51 (48) 42'19 (44)
旭町A 10'45 (23) 12'05 (59) 8'01 (48) 11'28 (37)
塩尻西部

44 56 塩尻西部 42分26秒 11'08 (41) 22'26 (41) 30'29 (44) 42'26 (45)
塩尻西部 11'08 (41) 11'18 (36) 8'03 (50) 11'57 (48)
北安松川

45 40 北安松川 42分28秒 10'20 (13) 22'17 (39) 30'20 (39) 42'28 (46)
北安松川 10'20 (13) 11'57 (54) 8'03 (50) 12'08 (50)
長峰

46 43 長峰 42分45秒 11'27 (53) 23'34 (58) 32'43 (64) 42'45 (47)
長峰 11'27 (53) 12'07 (60) 9'09 (65) 10'02 (2)
穂高東

47 36 穂高東 42分53秒 11'59 (63) 22'50 (48) 31'57 (59) 42'53 (48)
穂高東 11'59 (63) 10'51 (20) 9'07 (64) 10'56 (22)
塩尻

48 47 塩尻 42分54秒 10'47 (25) 22'17 (38) 30'18 (38) 42'54 (49)
塩尻 10'47 (25) 11'30 (44) 8'01 (48) 12'36 (56)
辰野

49 30 辰野 43分00秒 11'50 (60) 23'31 (57) 31'26 (55) 43'00 (50)
辰野 11'50 (60) 11'41 (51) 7'55 (45) 11'34 (41)
広陵クラブB

50 39 広陵クラブB 43分11秒 11'29 (55) 23'20 (55) 31'14 (53) 43'11 (51)
広陵クラブB 11'29 (55) 11'51 (52) 7'54 (44) 11'57 (48)
女鳥羽

51 62 女鳥羽 43分36秒 11'01 (36) 23'04 (54) 31'12 (52) 43'36 (52)
女鳥羽 11'01 (36) 12'03 (56) 8'08 (54) 12'24 (55)
穂高西B

52 66 穂高西B 43分54秒 11'22 (51) 22'59 (51) 31'08 (51) 43'54 (53)
穂高西B 11'22 (51) 11'37 (49) 8'09 (55) 12'46 (59)
菅野B

53 67 菅野B 43分59秒 11'28 (54) 23'39 (59) 31'17 (54) 43'59 (54)
菅野B 11'28 (54) 12'11 (61) 7'38 (33) 12'42 (57)
塩尻市陸上教室B

54 65 塩尻市陸上教室B 44分03秒 11'37 (56) 23'59 (62) 31'51 (58) 44'03 (55)
塩尻市陸上教室B 11'37 (56) 12'22 (62) 7'52 (42) 12'12 (52)
松島A

55 53 松島A 44分06秒 12'01 (64) 24'23 (64) 32'29 (62) 44'06 (56)
松島A 12'01 (64) 12'22 (62) 8'06 (53) 11'37 (42)
丸ノ内

56 51 丸ノ内 44分30秒 11'44 (59) 24'16 (63) 32'14 (61) 44'30 (57)
丸ノ内 11'44 (59) 12'32 (64) 7'58 (46) 12'16 (53)
飯田高陵B

57 24 飯田高陵B 44分52秒 11'43 (57) 23'47 (61) 31'46 (57) 44'52 (58)
飯田高陵B 11'43 (57) 12'04 (58) 7'59 (47) 13'06 (61)
信明B

58 54 信明B 44分53秒 11'44 (58) 23'22 (56) 32'09 (60) 44'53 (59)
信明B 11'44 (58) 11'38 (50) 8'47 (63) 12'44 (58)

小松 和弥(2) 飯干 聖也(2) 忠地 竜生(1) 小倉 雄大(1)

小池 寿輝(1) 堀口 旺伽(1) 田邊 奨(1) 飯吉 杏純(1)

木下 翼(2) 亀山 由雅(2) 岩崎 元太(1) 金原 諒(2)

小林 隼(1) 高山 聖人(2) 羽毛田 拓海(2) 長尾 飛呂(1)

木下 祐太郎(2) 熊谷 拓真(2) 一之瀬 向稀(2) 中島 嘉活(2)

外舘 真之介(1) 安永 幸太(1) 有賀 大介(1) 坂井 創(1)

伊藤 周也(1) 大川 天斗(1) 花岡 雅章(1) 岡田 絃希(2)

瀧澤 遼介(2) 古田 泰志(2) 筒井 薫(2) 塚原 潤也(2)

加藤匠(2) 田中一輝(1) 久保鷹貴(1) 山田航大(1)

宮川 和紀(1) 百瀬 公一(1) 手塚 知丹(1) 中村 優作(1)

中谷 翔希(1) 荒井 優佑(1) 山崎 絢志郎(1) 長島 聖(2)

宮坂 翔太(2) 五味 拓実(2) 関 悠登(2) 矢島 洸一(1)

遠藤 彗斗(1) 山田 晴海(2) 浅野 拓真(1) 望月 春希(2)

長野 翔(2) 中村 伊吹(2)

真島雅季(2) 原田伊吹(1) 橋本青空(1) 古畑智也(2)

中田 侑希(2) 山田 雄太(1) 中田 智之(1) 浅原 隼風(2)

佐藤 悠樹(2) 鷲澤 拓海(2)

金子 英輝(2) 原 賢人(1) 新海伊織(2) 渡部 翔太(1)

前田 裕介(2) 宮本 侃汰(2) 武居 博貴(2) 仙庭 孝祐(2)

小俣 龍星(2) 土屋 侃汰(2) 中田 凌平(2) 和田 明斗(2)

唐澤 卓郎(1) 池上 芳樹(2) 登内 惇(1) 渋谷 凌(2)

寺島 利明(2) 有賀 健(2) 下川 省吾(2) 平林 聖也(2)

内田 裕二(1) 甲田 基也(1) 渡利 悠生(1) 山田 竜平(2)

西澤 遼介(1) 松永 蓮汰(1) 奥垣内 崇史(1) 中塚 俊助(1)

岡田 稜(2) 杉山 修己(1) 唐澤 直人(1) 見並 龍佑(1)

小池 直樹(1) 竹村 郁輝(1) 宮澤 崇(2) 湯澤 健(2)

井澤 直也(1) 三澤 朋輝(1) 山崎 大地(2) 小林 勇斗(1)

村瀬 勇哉(1) 山﨑 翔馬(1) 片田 慎人(1) 逸見 和弥(2)

輪湖 勇哉(2) 折井 秀太朗(1) 北原 樹(2) 横山 裕(1)

渋谷 涼太(2) 佐藤 高史(2) 寺田 凌(1) 丸山 浩成(2)

中田 智貴(1) 齊木 俊兵(1) 井口 将理(2) 平林 風雅(2)
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記録

8.000 km

第４区

3.0 km 2.0 km 3.0 km 3.0 km

スタート～第一中継 第一中継～第二中継 第二中継～第三中継 第三中継～フィニッシュ

順 No 学　校　名

第１区 第２区 第３区

旭町B
59 46 旭町B 44分53秒 11'50 (61) 24'30 (65) 32'35 (63) 44'53 (60)

旭町B 11'50 (61) 12'40 (65) 8'05 (52) 12'18 (54)
永明A

60 37 永明A 44分59秒 11'23 (52) 22'33 (42) 31'02 (49) 44'59 (61)
永明A 11'23 (52) 11'10 (30) 8'29 (61) 13'57 (63)
永明B

61 52 永明B 46分46秒 12'04 (65) 25'08 (66) 33'43 (65) 46'46 (63)
永明B 12'04 (65) 13'04 (67) 8'35 (62) 13'03 (60)
高森中B

34 高森中B オープン
高森中B 11'09 (42) 11'32 (47) 7'44 (36)
塩尻市陸上教室A

38 塩尻市陸上教室A オープン
塩尻市陸上教室A 10'58 (34) 11'12 (33) 9'17 (66) 13'49 (62)
塩尻広陵B

50 塩尻広陵B オープン
塩尻広陵B 12'09 (66) 11'32 (47)
松島B

55 松島B オープン
松島B 12'50 (67) 12'42 (66) 8'13 (58)
上諏訪B

57 上諏訪B オープン
上諏訪B 10'48 (26) 12'03 (56) 8'11 (57)
豊科北ＴＦＣB

58 豊科北ＴＦＣB オープン
豊科北ＴＦＣB 11'11 (43) 11'51 (52) 7'29 (26) 11'39 (43)

宮坂 智史(2) 伊藤 駿(1) 中村 謙士(1)

樋口 慧輔(2) 武居 昂輝(1)

鰐川 采斗(1) 富山 剛(1) 市毛 寛人(1)

河野 明仁(1) 立石 瑞生(2) 松田 剛司(1) 安蒜 和樹(1)

山口 幸大(2) 髙田 雅也(1) 小平 宗弥(1)

吉田 渓悟(2) 備前 宥雅(2) 伊藤 大起(2) 笠原 悠生(2)

小口 貴也(1) 竹内 健吾(2) 竹内 竜吾(1) 中村 昭太(2)

髙橋 悠吏(2) 木船 宗一(2) 太田 耕二(1) 富田 裕也(1)

山口 将史(1) 坂本 大輔(1) 飯島 拓海(2) 北嶋 竣(1)
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上段：通算記録（順位） 上段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位） 下段：区間記録（順位）

記録

8.000 km

鉢盛A
1 9 鉢盛A 37分13秒 9'53 (7) 20'10 (6) 27'11 (6) 37'13 (3)

鉢盛A 9'53 (7) 10'17 (6) 7'01 (5) 10'02 (2)
附属松本A

2 18 附属松本A 37分41秒 9'37 (2) 19'32 (2) 27'05 (4) 37'41 (6)
附属松本A 9'37 (2) 9'55 (2) 7'33 (28) 10'36 (14)
大町第一

3 64 大町第一 38分22秒 10'09 (10) 20'47 (11) 27'52 (9) 38'22 (9)
大町第一 10'09 (10) 10'38 (14) 7'05 (7) 10'30 (11)
豊科北ＴＦＣA

4 23 豊科北ＴＦＣA 39分01秒 9'44 (4) 20'22 (7) 27'59 (10) 39'01 (12)
豊科北ＴＦＣA 9'44 (4) 10'38 (14) 7'37 (31) 11'02 (23)
塩尻広陵A

5 13 塩尻広陵A 39分07秒 11'19 (49) 22'10 (33) 28'59 (19) 39'07 (13)
塩尻広陵A 11'19 (49) 10'51 (20) 6'49 (2) 10'08 (4)
清水A

6 42 清水A 39分09秒 10'28 (16) 21'04 (14) 28'17 (13) 39'09 (15)
清水A 10'28 (16) 10'36 (12) 7'13 (14) 10'52 (19)
信明A

7 33 信明A 40分01秒 11'02 (37) 22'01 (26) 29'14 (20) 40'01 (18)
信明A 11'02 (37) 10'59 (26) 7'13 (14) 10'47 (17)
菅野A

8 35 菅野A 40分08秒 10'38 (21) 21'32 (17) 28'57 (18) 40'08 (21)
菅野A 10'38 (21) 10'54 (23) 7'25 (24) 11'11 (27)
堀金

9 31 堀金 40分17秒 11'51 (62) 22'45 (46) 30'09 (36) 40'17 (22)
堀金 11'51 (62) 10'54 (23) 7'24 (22) 10'08 (4)
大町スポーツクラブ

10 21 大町スポーツクラブ 40分25秒 10'54 (31) 21'43 (22) 29'20 (24) 40'25 (23)
大町スポーツクラブ 10'54 (31) 10'49 (19) 7'37 (31) 11'05 (24)
広陵クラブA

11 27 広陵クラブA 40分36秒 10'50 (29) 22'07 (29) 29'27 (26) 40'36 (25)
広陵クラブA 10'50 (29) 11'17 (34) 7'20 (20) 11'09 (26)
丘

12 17 丘 40分36秒 10'34 (20) 21'40 (21) 29'29 (27) 40'36 (26)
丘 10'34 (20) 11'06 (28) 7'49 (39) 11'07 (25)
鎌田

13 28 鎌田 40分43秒 10'29 (17) 21'39 (19) 29'30 (28) 40'43 (29)
鎌田 10'29 (17) 11'10 (30) 7'51 (41) 11'13 (28)
清水B

14 48 清水B 40分44秒 11'15 (48) 22'08 (30) 29'18 (22) 40'44 (30)
清水B 11'15 (48) 10'53 (22) 7'10 (11) 11'26 (36)
梓川

15 10 梓川 40分57秒 10'41 (22) 22'11 (34) 29'35 (30) 40'57 (31)
梓川 10'41 (22) 11'30 (44) 7'24 (22) 11'22 (34)
附属松本B

16 44 附属松本B 41分06秒 10'59 (35) 22'10 (31) 29'53 (33) 41'06 (32)
附属松本B 10'59 (35) 11'11 (32) 7'43 (35) 11'13 (28)
鉢盛B

17 45 鉢盛B 41分27秒 11'07 (40) 23'04 (53) 30'35 (46) 41'27 (35)
鉢盛B 11'07 (40) 11'57 (54) 7'31 (27) 10'52 (19)
穂高西A

18 61 穂高西A 41分36秒 11'14 (46) 22'36 (43) 30'20 (39) 41'36 (37)
穂高西A 11'14 (46) 11'22 (40) 7'44 (36) 11'16 (31)
開成

19 49 開成 42分09秒 11'14 (47) 22'38 (44) 30'14 (37) 42'09 (42)
開成 11'14 (47) 11'24 (42) 7'36 (30) 11'55 (47)
旭町A

20 41 旭町A 42分19秒 10'45 (23) 22'50 (49) 30'51 (48) 42'19 (44)
旭町A 10'45 (23) 12'05 (59) 8'01 (48) 11'28 (37)
塩尻西部

21 56 塩尻西部 42分26秒 11'08 (41) 22'26 (41) 30'29 (44) 42'26 (45)
塩尻西部 11'08 (41) 11'18 (36) 8'03 (50) 11'57 (48)
北安松川

22 40 北安松川 42分28秒 10'20 (13) 22'17 (39) 30'20 (39) 42'28 (46)
北安松川 10'20 (13) 11'57 (54) 8'03 (50) 12'08 (50)
穂高東

23 36 穂高東 42分53秒 11'59 (63) 22'50 (48) 31'57 (59) 42'53 (48)
穂高東 11'59 (63) 10'51 (20) 9'07 (64) 10'56 (22)
塩尻

24 47 塩尻 42分54秒 10'47 (25) 22'17 (38) 30'18 (38) 42'54 (49)
塩尻 10'47 (25) 11'30 (44) 8'01 (48) 12'36 (56)
広陵クラブB

25 39 広陵クラブB 43分11秒 11'29 (55) 23'20 (55) 31'14 (53) 43'11 (51)
広陵クラブB 11'29 (55) 11'51 (52) 7'54 (44) 11'57 (48)
女鳥羽

26 62 女鳥羽 43分36秒 11'01 (36) 23'04 (54) 31'12 (52) 43'36 (52)
女鳥羽 11'01 (36) 12'03 (56) 8'08 (54) 12'24 (55)
穂高西B

27 66 穂高西B 43分54秒 11'22 (51) 22'59 (51) 31'08 (51) 43'54 (53)
穂高西B 11'22 (51) 11'37 (49) 8'09 (55) 12'46 (59)
菅野B

28 67 菅野B 43分59秒 11'28 (54) 23'39 (59) 31'17 (54) 43'59 (54)
菅野B 11'28 (54) 12'11 (61) 7'38 (33) 12'42 (57)

伊藤 周也(1) 大川 天斗(1) 花岡 雅章(1) 岡田 絃希(2)

加藤匠(2) 田中一輝(1) 久保鷹貴(1) 山田航大(1)

外舘 真之介(1) 安永 幸太(1) 有賀 大介(1) 坂井 創(1)

瀧澤 遼介(2) 古田 泰志(2) 筒井 薫(2) 塚原 潤也(2)

遠藤 彗斗(1) 山田 晴海(2) 浅野 拓真(1) 望月 春希(2)

宮川 和紀(1) 百瀬 公一(1) 手塚 知丹(1) 中村 優作(1)

真島雅季(2) 原田伊吹(1) 橋本青空(1) 古畑智也(2)

中田 侑希(2) 山田 雄太(1) 中田 智之(1) 浅原 隼風(2)

佐藤 悠樹(2) 鷲澤 拓海(2) 長野 翔(2) 中村 伊吹(2)

前田 裕介(2) 宮本 侃汰(2) 武居 博貴(2) 仙庭 孝祐(2)

寺島 利明(2) 有賀 健(2) 下川 省吾(2) 平林 聖也(2)

西澤 遼介(1) 松永 蓮汰(1) 奥垣内 崇史(1) 中塚 俊助(1)

村瀬 勇哉(1) 山﨑 翔馬(1) 片田 慎人(1) 逸見 和弥(2)

輪湖 勇哉(2) 折井 秀太朗(1) 北原 樹(2) 横山 裕(1)

渋谷 涼太(2) 佐藤 高史(2) 寺田 凌(1) 丸山 浩成(2)

中田 智貴(1) 齊木 俊兵(1) 井口 将理(2) 平林 風雅(2)

中野 隼社(2) 河西 広樹(2) 竹内 雄大(1) 竹内 瑛来(2)

宮阪 紘平(2) 万城目ｶﾙﾛｽ譲(2) 山本 雄大(1) 小松 晃人(2)

松井 開人(1) 勝川 滉也(1) 片桐 寛貴(1) 佐藤 大起(2)

百瀬 真悟(1) 丸山 優太(2) 小林 勇輝(1) 伊藤 留希亜(1)

吉田 快(2) 黒岩 慶大(2) 青栁 穣(2) 高井 悠登(2)

太田 隼弥(1) 青沼 潮(1) 手塚 大喜(2) 小松 太一(2)

窪田 悠人(2) 池上 一希(2) 岡田 大志(2) 百瀬 賢一(2)

横矢 宇博(2) 折橋 翔太(2) 細野 拓歩(2) 太田 裕真(2)

大月 海世(2) 花形 駿介(2) 髙木 涼太(2) 長﨑 祐介(2)

髙橋 龍矢(2) 林 亮輔(2) 長谷川 潤(1) 遠藤 幹也(2)

相馬 崇史(2) 下條 源太郎(1) 藤澤 翼(2) 菅 真志(2)

木村 祐太(2) 土屋 勇太(1) 海川 和哉(2) 木村 幸太(2)

第４区

3.0 km 2.0 km 3.0 km 3.0 km

スタート～第一中継 第一中継～第二中継 第二中継～第三中継 第三中継～フィニッシュ

2013/2/11(月)

第４回中信地区中学新人駅伝大会兼長野県ジュニア新人駅伝大会　男子成績一覧表
中信の部

順 No 学　校　名

第１区 第２区 第３区
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記録

8.000 km

第４区

3.0 km 2.0 km 3.0 km 3.0 km

スタート～第一中継 第一中継～第二中継 第二中継～第三中継 第三中継～フィニッシュ

順 No 学　校　名

第１区 第２区 第３区

塩尻市陸上教室B
29 65 塩尻市陸上教室B 44分03秒 11'37 (56) 23'59 (62) 31'51 (58) 44'03 (55)

塩尻市陸上教室B 11'37 (56) 12'22 (62) 7'52 (42) 12'12 (52)
松島A

30 53 松島A 44分06秒 12'01 (64) 24'23 (64) 32'29 (62) 44'06 (56)
松島A 12'01 (64) 12'22 (62) 8'06 (53) 11'37 (42)
丸ノ内

31 51 丸ノ内 44分30秒 11'44 (59) 24'16 (63) 32'14 (61) 44'30 (57)
丸ノ内 11'44 (59) 12'32 (64) 7'58 (46) 12'16 (53)
信明B

32 54 信明B 44分53秒 11'44 (58) 23'22 (56) 32'09 (60) 44'53 (59)
信明B 11'44 (58) 11'38 (50) 8'47 (63) 12'44 (58)
旭町B

33 46 旭町B 44分53秒 11'50 (61) 24'30 (65) 32'35 (63) 44'53 (60)
旭町B 11'50 (61) 12'40 (65) 8'05 (52) 12'18 (54)
塩尻市陸上教室A

38 塩尻市陸上教室A オープン
塩尻市陸上教室A 10'58 (34) 11'12 (33) 9'17 (66) 13'49 (62)
塩尻広陵B

50 塩尻広陵B オープン
塩尻広陵B 12'09 (66) 11'32 (47)
松島B

55 松島B オープン
松島B 12'50 (67) 12'42 (66) 8'13 (58)
豊科北ＴＦＣB

58 豊科北ＴＦＣB オープン
豊科北ＴＦＣB 11'11 (43) 11'51 (52) 7'29 (26) 11'39 (43)

山口 将史(1) 坂本 大輔(1) 飯島 拓海(2) 北嶋 竣(1)

鰐川 采斗(1) 富山 剛(1) 市毛 寛人(1)

小口 貴也(1) 竹内 健吾(2) 竹内 竜吾(1) 中村 昭太(2)

樋口 慧輔(2) 武居 昂輝(1)

髙橋 悠吏(2) 木船 宗一(2) 太田 耕二(1) 富田 裕也(1)

小松 和弥(2) 飯干 聖也(2) 忠地 竜生(1) 小倉 雄大(1)

木下 祐太郎(2) 熊谷 拓真(2) 一之瀬 向稀(2) 中島 嘉活(2)

小池 寿輝(1) 堀口 旺伽(1) 田邊 奨(1) 飯吉 杏純(1)

小林 隼(1) 高山 聖人(2) 羽毛田 拓海(2) 長尾 飛呂(1)
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