
 12区間 119.0km 8:30 [ｽﾀｰﾄ]信濃毎日新聞長野本社前～[ﾌｨﾆｯｼｭ]岡谷市役所

 10区間  98.5km 8:00 [ｽﾀｰﾄ]松本城公園～[ﾌｨﾆｯｼｭ]飯田合同庁舎  総距離217.5km

【主催】長野県教育委員会/(一財)長野陸上競技協会/信濃毎日新聞社/(公財)信毎文化事業財団

【後援】長野県体育協会/長野県市長会/各市/長野県町村会/各郡町村会・連絡会

長野県中学校体育連盟/長野県高等学校体育連盟/信越放送

【主管】(一財)長野陸上競技協会

【協賛】ＮＴＴ東日本長野支店/長野日産自動車/各社

【協力】長野県警察/長野県医師会/長野赤十字病院/安曇野赤十字病院/長野県交通安全協会・
各地区交通安全協会・各地区交通指導員会/下諏訪町体育協会・スポーツ推進委員会
諏訪湖走友会/八十二銀行

気象状況

第65回記念

[長野陸上競技協会創立70周年記念大会]

2016年11月19日(土)・20日(日)

記録主任 瀧 沢 佳 生

公式記録集

審 判 長 伊 藤 利 博

２日目

総　　務 内 山 了 治

１日目

長野県縦断駅伝競走

上　田 10:30

雨

年月日 場所 時刻

諏　訪 14:30
2016年11月19日(土)

長　野 8:30

0.1m

0.6m

天候 気温 風向

雨 6.6℃ 南

風速

西南西 3.5m雨 8.9℃

伊　那 10:30 晴れ

9.6℃ 東

南

1.7m

南西松　本 8:00 晴れ 7.0℃

辰　野 9:40 晴れ 11.2℃ 南東

1.1m
2016年11月20日(日)

13.0℃

岡　谷 15:00 雨 9.7℃ 東 0.5m

飯　田 13:00 曇り 15.7℃ 南 0.6m

0.5m



217.5 km 119.0 km 98.5 km

順位 № チーム名 順位 順位

1 1 上伊那 新 11:38:09 新 6:24:05 1 5:14:04 1

2 9 全諏訪 11:50:44 6:27:45 2 5:22:59 2

3 8 上田東御小県 11:57:26 6:33:19 4 5:24:07 3

4 6 飯田下伊那 11:59:05 6:31:34 3 5:27:31 5

5 7 長野市 12:00:00 6:34:16 5 5:25:44 4

6 10 全佐久 12:10:41 6:41:55 7 5:28:46 6

7 2 松本市 12:12:39 6:39:52 6 5:32:47 9

8 14 中野下高井 12:20:53 6:48:00 8 5:32:53 10

9 13 須坂上高井 12:23:12 6:51:58 9 5:31:14 8

10 4 塩尻東筑木曽 12:26:43 6:56:21 10 5:30:22 7

11 3 千曲坂城 12:39:53 7:01:16 12 5:38:37 11

12 11 飯山栄 12:40:39 6:59:05 11 5:41:34 12

13 12 大町北安曇 12:44:13 7:01:33 13 5:42:40 13

14 5 安曇野市 12:54:44 7:05:34 14 5:49:10 14

15 15 上水内 13:11:05 7:17:10 15 5:53:55 15

第65回記念長野県縦断駅伝競走

総合成績

2016年11月19日～20日

総合時間 １日目 ２日目



長 野 市 上 伊 那

須 坂 上 高 井 全 諏 訪

大 町 北 安 曇 飯 田 下 伊 那

全 佐 久 上田東御小県

松 本 市 長 野 市

飯 田 下 伊 那 松 本 市

全 諏 訪 全 佐 久

中 野 下 高 井 中 野 下 高 井

塩尻東筑木曽 須 坂 上 高 井

上 伊 那 塩尻東筑木曽

千 曲 坂 城 飯 山 栄

上田東御小県 千 曲 坂 城

安 曇 野 市 大 町 北 安 曇

上 水 内 安 曇 野 市

飯 山 栄 上 水 内

上 伊 那 上 伊 那

全 諏 訪 全 諏 訪

飯 田 下 伊 那 上田東御小県

上田東御小県 飯 田 下 伊 那

長 野 市 長 野 市

松 本 市 全 佐 久

全 佐 久 松 本 市

中 野 下 高 井 中 野 下 高 井

須 坂 上 高 井 須 坂 上 高 井

塩尻東筑木曽 塩尻東筑木曽

飯 山 栄 千 曲 坂 城

千 曲 坂 城 飯 山 栄

大 町 北 安 曇 大 町 北 安 曇

安 曇 野 市 安 曇 野 市

上 水 内 上 水 内

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

１区 ２区 ３区 ４区 ５区 ６区 ７区 ８区 ９区 １０区 １１区 １２区

１日目 総合成績変移図

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

１３区 １４区 １５区 １６区 １７区 １８区 １９区 ２０区 ２１区 ２２区

２日目 総合成績変移図



区間記録 33:22 区間記録 26:52 区間記録 06:26 区間記録 13:48
第１区間 区間距離 11.6 km 第7区間 区間距離 8.6 km 第13区間 区間距離 2.0 km 第19区間 区間距離 4.3 km

順位 NO.CARD チーム名 選手名 区間時間 順位 NO.CARD チーム名 選手名 区間時間 順位 NO.CARD チーム名 選手名 区間時間 順位 NO.CARD チーム名 選手名 区間時間
1 7 長野市 大野 雄揮 34:45 1 1 上伊那 鈴木 昌幸 27:40 1 8 上田東御小県 久保田絢乃 06:29 1 8 上田東御小県 浅田 志帆 15:11
2 13 須坂上高井 白川 友一 35:44 2 8 上田東御小県 永井 慎也 28:08 2 1 上伊那 小原 茉莉 06:32 2 10 全佐久 川上 綾香 15:34
3 12 大町北安曇 薛 玄太郎 35:47 3 7 長野市 半田 雄大 28:27 3 4 塩尻東筑木曽 高松いずみ 06:35 3 7 長野市 荒井 友花 15:45
4 10 全佐久 依田航太郎 35:49 3 6 飯田下伊那 松下 悠 28:27 4 2 松本市 宮澤花奈実 06:39 4 1 上伊那 高橋 未来 15:50
5 2 松本市 坂野 圭史 35:51 5 9 全諏訪 赤間比呂志 28:43 5 7 長野市 和田 帆香 06:54 5 2 松本市 飯嶋 華央 15:53
6 6 飯田下伊那 後沢 大成 35:57 6 12 大町北安曇 松井 開人 28:59 6 5 安曇野市 竹岡 紗代 06:58 6 6 飯田下伊那 北林 由里 15:59

00:00 00:00
区間記録 22:34 区間記録 34:44 区間記録 33:08 区間記録 12:09

第2区間 区間距離 7.8 km 第8区間 区間距離 10.2 km 第14区間 区間距離 10.7 km 第20区間 区間距離 4.3 km

順位 NO.CARD チーム名 選手名 区間時間 順位 NO.CARD チーム名 選手名 区間時間 順位 NO.CARD チーム名 選手名 区間時間 順位 NO.CARD チーム名 選手名 区間時間
1 10 全佐久 児玉 天晴 23:18 1 8 上田東御小県 小林 正典 36:26 1 10 全佐久 宮入 一海 33:07 新 1 8 上田東御小県 宇津野 篤 12:49
2 8 上田東御小県 高木 航志 23:43 2 9 全諏訪 西澤 洋務 36:48 2 11 飯山栄 佐藤 聖也 34:00 2 1 上伊那 中谷 楓 13:10
3 1 上伊那 大澤 智樹 23:53 3 10 全佐久 佐々木柊馬 36:52 3 9 全諏訪 鈴木 優斗 34:12 3 7 長野市 丸山 拓真 13:20
4 6 飯田下伊那 宮内 斗輝 24:15 4 1 上伊那 上島 通成 37:17 4 7 長野市 割田 雄磨 34:23 4 3 千曲坂城 小板橋恭征 13:21
5 11 飯山栄 石澤 崇紀 24:38 5 2 松本市 下條源太郎 37:18 5 13 須坂上高井 石川 寛大 35:08 5 2 松本市 櫻井 心路 13:23
6 13 須坂上高井 石澤 由祐 24:50 6 7 長野市 小林 海仁 37:58 6 1 上伊那 水上 優斗 35:16 6 14 中野下高井 山本 景 13:43

00:00
区間記録 11:24 区間記録 34:56 区間記録 29:48 区間記録 51:19

第3区間 区間距離 3.7 km 第9区間 区間距離 9.5 km 第15区間 区間距離 9.2 km 第21区間 区間距離 17.0 km

順位 NO.CARD チーム名 選手名 区間時間 順位 NO.CARD チーム名 選手名 区間時間 順位 NO.CARD チーム名 選手名 区間時間 順位 NO.CARD チーム名 選手名 区間時間
1 2 松本市 木村 暁仁 11:26 1 6 飯田下伊那 松村 健一 36:32 1 13 須坂上高井 酒井 洋明 30:36 1 1 上伊那 高梨 良介 53:31
2 8 上田東御小県 眞田 稜生 11:37 2 4 塩尻東筑木曽 渡辺 優樹 38:04 2 9 全諏訪 児玉 拓矢 30:39 2 13 須坂上高井 白川 友一 54:10
3 13 須坂上高井 石川 晃大 11:38 3 9 全諏訪 羽川 英一 38:24 2 1 上伊那 上原 雄大 30:39 3 3 千曲坂城 利根川裕雄 54:19
4 1 上伊那 伊藤 大志 11:52 4 1 上伊那 佐々木跡武 38:39 4 6 飯田下伊那 河合 蓮 31:29 4 9 全諏訪 金澤 拓則 54:26
5 7 長野市 越 陽汰 11:54 5 12 大町北安曇 横山 武史 38:41 5 8 上田東御小県 甘利 大祐 31:41 5 6 飯田下伊那 原 武司 54:58
6 10 全佐久 片桐 陽和 12:02 6 7 長野市 小田切将真 39:01 6 2 松本市 伊藤 周也 32:19 6 4 塩尻東筑木曽 松野 淳司 55:00

00:00
区間記録 47:54 区間記録 44:05 区間記録 30:27 区間記録 42:42

第4区間 区間距離 15.6 km 第10区間 区間距離 15.8 km 第16区間 区間距離 10.4 km 第22区間 区間距離 14.0 km

順位 NO.CARD チーム名 選手名 区間時間 順位 NO.CARD チーム名 選手名 区間時間 順位 NO.CARD チーム名 選手名 区間時間 順位 NO.CARD チーム名 選手名 区間時間
1 9 全諏訪 宮坂 俊輔 49:06 1 1 上伊那 桃澤 大祐 43:52 新 1 1 上伊那 中山 壮一 32:11 1 8 上田東御小県 土屋 秀徳 45:38
2 6 飯田下伊那 仁科 利弥 50:16 2 9 全諏訪 牛山 純一 44:03 新 2 8 上田東御小県 宮下 輝一 32:24 2 4 塩尻東筑木曽 大村 一 45:42
3 2 松本市 塩原 大 50:22 3 6 飯田下伊那 早野 吉信 45:55 3 4 塩尻東筑木曽 折橋 翔太 32:58 3 1 上伊那 宮下 竣 45:46
3 1 上伊那 宮下 晴貴 50:22 4 14 中野下高井 小長谷祥治 46:42 4 10 全佐久 油井 宏喜 33:00 4 9 全諏訪 田畑 幸司 46:19
5 10 全佐久 宮入 一海 50:31 5 7 長野市 村澤 智啓 47:07 5 11 飯山栄 山崎佑太郎 33:28 5 7 長野市 青木 雅史 46:32
6 8 上田東御小県 北沢 正親 50:37 6 8 上田東御小県 宮澤 留以 48:54 6 6 飯田下伊那 原塚 大貴 33:40 6 13 須坂上高井 山岸 雄気 47:03

区間記録 10:14 区間記録 28:47 区間記録 47:55
第5区間 区間距離 3.2 km 第11区間 区間距離 10.0 km 第17区間 区間距離 16.6 km

順位 NO.CARD チーム名 選手名 区間時間 順位 NO.CARD チーム名 選手名 区間時間 順位 NO.CARD チーム名 選手名 区間時間
1 1 上伊那 清水 彩音 10:29 1 1 上伊那 馬場 隆夫 30:59 1 1 上伊那 原 広野 49:39
2 7 長野市 岡村 未歩 10:40 2 6 飯田下伊那 大沢 聖 31:57 2 9 全諏訪 岩渕 良平 51:34
3 2 松本市 小山 莉那 10:50 3 7 長野市 丸山 和輝 32:00 3 14 中野下高井 丸山 航平 52:33
4 6 飯田下伊那 千葉 麻里子 10:51 4 11 飯山栄 金井 奎 32:09 4 6 飯田下伊那 伊藤 洸介 52:59
5 14 中野下高井 臼井 夏海 10:59 5 8 上田東御小県 八反田浩也 32:18 5 7 長野市 鳥羽 大地 53:01
6 5 安曇野市 小合 沙季 11:04 6 10 全佐久 小池 彪 32:21 6 4 塩尻東筑木曽 家高 晋吾 53:18

区間記録 40:29 区間記録 31:07 区間記録 30:39
第6区間 区間距離 12.9 km 第12区間 区間距離 10.1 km 第18区間 区間距離 10.0 km

順位 NO.CARD チーム名 選手名 区間時間 順位 NO.CARD チーム名 選手名 区間時間 順位 NO.CARD チーム名 選手名 区間時間
1 1 上伊那 大蔵 孝典 39:30 新 1 11 飯山栄 広瀬 竜也 32:36 1 1 上伊那 荒井 優佑 31:30
2 9 全諏訪 高橋 悠平 40:07 新 2 1 上伊那 萩原 英雄 32:39 2 3 千曲坂城 竹鼻 大貴 32:05
3 8 上田東御小県 小山 祐太 40:41 3 8 上田東御小県 北村 翼 32:41 3 9 全諏訪 西中山 宏 32:59
4 2 松本市 平井 幹 41:20 4 9 全諏訪 友井 悠人 32:49 4 11 飯山栄 金井 奎 33:01
5 3 千曲坂城 利根川裕雄 41:26 5 6 飯田下伊那 松下 拓磨 32:56 5 8 上田東御小県 小宮山亮太 33:19
6 7 長野市 小池 勇飛 41:31 6 7 長野市 小川 健三 33:03 6 10 全佐久 山内 隼 33:31

第65回記念長野県縦断駅伝競走　区間トップ６



第65回記念長野県縦断駅伝競走 １日目　成績表
主催:長野県教育委員会/(一財)長野陸上競技協会/信濃毎日新聞社/(公財)信毎文化事業財団 上段：通算記録（順）
主管:(一財)長野陸上競技協会 下段：区間記録（順）

8時30分 スタート

1 1 上伊那 36'53 (10) 1ﾟ00'46 (5) 1ﾟ12'38 (7) 2ﾟ03'00 (5) 2ﾟ13'29 (1) 2ﾟ52'59 (1) 3ﾟ20'39 (1) 3ﾟ57'56 (1) 4ﾟ36'35 (1) 5ﾟ20'27 (1) 5ﾟ51'26 (1) 6ﾟ24'05 (1)

新 6ﾟ24'05 36'53 (10) 23'53 (3) 11'52 (4) 50'22 (3) 10'29 (1) 新 39'30 (1) 27'40 (1) 37'17 (4) 38'39 (4) 新 43'52 (1) 30'59 (1) 32'39 (2)

2 9 全諏訪 36'01 (7) 1ﾟ01'16 (8) 1ﾟ13'56 (8) 2ﾟ03'02 (6) 2ﾟ14'09 (5) 2ﾟ54'16 (2) 3ﾟ22'59 (2) 3ﾟ59'47 (2) 4ﾟ38'11 (2) 5ﾟ22'14 (2) 5ﾟ54'56 (2) 6ﾟ27'45 (2)

6ﾟ27'45 36'01 (7) 25'15 (11) 12'40 (11) 49'06 (1) 11'07 (7) 新 40'07 (2) 28'43 (5) 36'48 (2) 38'24 (3) 新 44'03 (2) 32'42 (7) 32'49 (4)

3 6 飯田下伊那 35'57 (6) 1ﾟ00'12 (3) 1ﾟ12'37 (6) 2ﾟ02'53 (3) 2ﾟ13'44 (4) 2ﾟ57'33 (7) 3ﾟ26'00 (6) 4ﾟ04'14 (7) 4ﾟ40'46 (4) 5ﾟ26'41 (3) 5ﾟ58'38 (3) 6ﾟ31'34 (3)

6ﾟ31'34 35'57 (6) 24'15 (4) 12'25 (7) 50'16 (2) 10'51 (4) 43'49 (9) 28'27 (3) 38'14 (7) 36'32 (1) 45'55 (3) 31'57 (2) 32'56 (5)

4 8 上田東御小県 37'16 (12) 1ﾟ00'59 (6) 1ﾟ12'36 (5) 2ﾟ03'13 (7) 2ﾟ14'58 (6) 2ﾟ55'39 (4) 3ﾟ23'47 (3) 4ﾟ00'13 (3) 4ﾟ39'26 (3) 5ﾟ28'20 (4) 6ﾟ00'38 (4) 6ﾟ33'19 (4)

6ﾟ33'19 37'16 (12) 23'43 (2) 11'37 (2) 50'37 (6) 11'45 (8) 40'41 (3) 28'08 (2) 36'26 (1) 39'13 (7) 48'54 (6) 32'18 (5) 32'41 (3)

5 7 長野市 34'45 (1) 59'53 (2) 1ﾟ11'47 (2) 2ﾟ04'29 (8) 2ﾟ15'09 (8) 2ﾟ56'40 (5) 3ﾟ25'07 (5) 4ﾟ03'05 (6) 4ﾟ42'06 (5) 5ﾟ29'13 (5) 6ﾟ01'13 (5) 6ﾟ34'16 (5)

6ﾟ34'16 34'45 (1) 25'08 (9) 11'54 (5) 52'42 (8) 10'40 (2) 41'31 (6) 28'27 (3) 37'58 (6) 39'01 (6) 47'07 (5) 32'00 (3) 33'03 (6)

6 2 松本市 35'51 (5) 1ﾟ01'03 (7) 1ﾟ12'29 (4) 2ﾟ02'51 (2) 2ﾟ13'41 (3) 2ﾟ55'01 (3) 3ﾟ25'02 (4) 4ﾟ02'20 (4) 4ﾟ42'43 (7) 5ﾟ31'38 (6) 6ﾟ05'50 (6) 6ﾟ39'52 (6)

6ﾟ39'52 35'51 (5) 25'12 (10) 11'26 (1) 50'22 (3) 10'50 (3) 41'20 (4) 30'01 (11) 37'18 (5) 40'23 (10) 48'55 (7) 34'12 (10) 34'02 (9)

7 10 全佐久 35'49 (4) 59'07 (1) 1ﾟ11'09 (1) 2ﾟ01'40 (1) 2ﾟ13'34 (2) 2ﾟ56'57 (6) 3ﾟ26'06 (7) 4ﾟ02'58 (5) 4ﾟ42'33 (6) 5ﾟ33'54 (7) 6ﾟ06'15 (7) 6ﾟ41'55 (7)

6ﾟ41'55 35'49 (4) 23'18 (1) 12'02 (6) 50'31 (5) 11'54 (11) 43'23 (8) 29'09 (8) 36'52 (3) 39'35 (8) 51'21 (9) 32'21 (6) 35'40 (11)

8 14 中野下高井 36'24 (8) 1ﾟ01'31 (10) 1ﾟ14'05 (10) 2ﾟ07'00 (9) 2ﾟ17'59 (9) 3ﾟ02'33 (9) 3ﾟ31'54 (8) 4ﾟ11'04 (9) 4ﾟ54'01 (10) 5ﾟ40'43 (9) 6ﾟ14'40 (8) 6ﾟ48'00 (8)

6ﾟ48'00 36'24 (8) 25'07 (8) 12'34 (8) 52'55 (9) 10'59 (5) 44'34 (10) 29'21 (9) 39'10 (10) 42'57 (15) 46'42 (4) 33'57 (9) 33'20 (7)

9 13 須坂上高井 35'44 (2) 1ﾟ00'34 (4) 1ﾟ12'12 (3) 2ﾟ02'55 (4) 2ﾟ15'05 (7) 2ﾟ59'41 (8) 3ﾟ31'54 (8) 4ﾟ10'50 (8) 4ﾟ50'34 (8) 5ﾟ39'43 (8) 6ﾟ15'51 (9) 6ﾟ51'58 (9)

6ﾟ51'58 35'44 (2) 24'50 (6) 11'38 (3) 50'43 (7) 12'10 (13) 44'36 (11) 32'13 (15) 38'56 (9) 39'44 (9) 49'09 (8) 36'08 (14) 36'07 (12)

10 4 塩尻東筑木曽 36'25 (9) 1ﾟ01'28 (9) 1ﾟ14'04 (9) 2ﾟ08'18 (10) 2ﾟ20'08 (10) 3ﾟ05'34 (11) 3ﾟ36'36 (12) 4ﾟ15'31 (11) 4ﾟ53'35 (9) 5ﾟ45'36 (10) 6ﾟ20'07 (10) 6ﾟ56'21 (10)

6ﾟ56'21 36'25 (9) 25'03 (7) 12'36 (10) 54'14 (10) 11'50 (10) 45'26 (13) 31'02 (13) 38'55 (8) 38'04 (2) 52'01 (11) 34'31 (12) 36'14 (13)

11 11 飯山栄 38'46 (15) 1ﾟ03'24 (13) 1ﾟ16'34 (14) 2ﾟ13'30 (13) 2ﾟ25'50 (14) 3ﾟ10'34 (13) 3ﾟ40'11 (13) 4ﾟ21'23 (13) 5ﾟ02'46 (14) 5ﾟ54'20 (13) 6ﾟ26'29 (12) 6ﾟ59'05 (11)

6ﾟ59'05 38'46 (15) 24'38 (5) 13'10 (14) 56'56 (13) 12'20 (14) 44'44 (12) 29'37 (10) 41'12 (13) 41'23 (11) 51'34 (10) 32'09 (4) 32'36 (1)

12 3 千曲坂城 37'00 (11) 1ﾟ02'32 (11) 1ﾟ15'07 (11) 2ﾟ09'56 (11) 2ﾟ21'57 (11) 3ﾟ03'23 (10) 3ﾟ33'38 (10) 4ﾟ13'17 (10) 4ﾟ55'59 (11) 5ﾟ48'10 (11) 6ﾟ23'46 (11) 7ﾟ01'16 (12)

7ﾟ01'16 37'00 (11) 25'32 (12) 12'35 (9) 54'49 (11) 12'01 (12) 41'26 (5) 30'15 (12) 39'39 (11) 42'42 (14) 52'11 (12) 35'36 (13) 37'30 (15)

13 12 大町北安曇 35'47 (3) 1ﾟ03'09 (12) 1ﾟ15'57 (12) 2ﾟ12'07 (12) 2ﾟ25'21 (13) 3ﾟ11'52 (14) 3ﾟ40'51 (14) 4ﾟ21'41 (14) 5ﾟ00'22 (12) 5ﾟ52'58 (12) 6ﾟ26'37 (13) 7ﾟ01'33 (13)

7ﾟ01'33 35'47 (3) 27'22 (15) 12'48 (13) 56'10 (12) 13'14 (15) 46'31 (15) 28'59 (6) 40'50 (12) 38'41 (5) 52'36 (13) 33'39 (8) 34'56 (10)

14 5 安曇野市 37'27 (13) 1ﾟ03'30 (14) 1ﾟ16'11 (13) 2ﾟ13'39 (14) 2ﾟ24'43 (12) 3ﾟ07'13 (12) 3ﾟ36'16 (11) 4ﾟ19'20 (12) 5ﾟ01'07 (13) 5ﾟ57'09 (14) 6ﾟ31'35 (14) 7ﾟ05'34 (14)

7ﾟ05'34 37'27 (13) 26'03 (13) 12'41 (12) 57'28 (15) 11'04 (6) 42'30 (7) 29'03 (7) 43'04 (14) 41'47 (13) 56'02 (15) 34'26 (11) 33'59 (8)

15 15 上水内 38'00 (14) 1ﾟ05'21 (15) 1ﾟ19'07 (15) 2ﾟ16'10 (15) 2ﾟ27'56 (15) 3ﾟ13'30 (15) 3ﾟ44'53 (15) 4ﾟ28'53 (15) 5ﾟ10'29 (15) 6ﾟ03'15 (15) 6ﾟ39'50 (15) 7ﾟ17'10 (15)

7ﾟ17'10 38'00 (14) 27'21 (14) 13'46 (15) 57'03 (14) 11'46 (9) 45'34 (14) 31'23 (14) 44'00 (15) 41'36 (12) 52'46 (14) 36'35 (15) 37'20 (14)

渋沢 郁未 小林 和幸 徳武 源介 小林 健人 大草 健史 池田 幸司泉 継道 小林 正季 藤井 勇気 渋沢 敦也 大橋 朱里 中澤 俊喜

古川 竜大 百瀬 州一 内川 隆 小林 正次 北村 健 丸山 純一中村 祐紀 黒岩 慶大 黒岩 優斗 高木 一裕 小合 沙季 林 優人

松井 開人 竹村 僚太 横山 武史 大和田雅人 加藤 誠隆 久保 浩昭薛 玄太郎 髙橋 一輝 北澤 翔馬 西澤 紀元 那須野綺音 上村 亮介

荒井 彰平 阿藤 紘己 山谷 良登 宮入 博 松本 剛 桑原 健輔佐藤 隆史 小宮山達也 高橋 響希 竹鼻 大貴 和田美紗妃 利根川裕雄

宮川 健太 島田 康陽 小出 徹 堀田 学 金井 奎 広瀬 竜也山崎佑太郎 石澤 崇紀 小林 吹雪 滝澤高太郎 阿部 綾華 藤木 政貴

青木 颯 上田 桂悟 渡辺 優樹 関森 康平 古清水映二 宮阪 紘平大村 一 三島 颯太 村上 裕雅 松野 淳司 蛭田 杏 青木 陽

小林 大介 中根 光洋 宮川 鉄也 荒井 佑輔 高野 翔吾 小林 豊白川 友一 石澤 由祐 石川 晃大 酒井 洋明 内山 実音 大峡 翔太

渡邉 万葉 神田 靖彦 岡 利哉 小長谷祥治 青木 浩二 武田 優介丸山 航平 青木 祥平 森 龍希 柳澤 瑞樹 臼井 夏海 石川 雄麻

中原 理行 佐々木柊馬 濱野 将基 内川 大樹 小池 彪 栁澤 一樹依田航太郎 児玉 天晴 片桐 陽和 宮入 一海 碓氷 眞子 小平 佳伸

高谷 裕治 下條源太郎 塩原 潤 小林 大起 近藤 晃永 百瀬 永吉坂野 圭史 山本 昌希 木村 暁仁 塩原 大 小山 莉那 平井 幹

半田 雄大 小林 海仁 小田切将真 村澤 智啓 丸山 和輝 小川 健三大野 雄揮 小山 颯也 越 陽汰 金児 夏希 岡村 未歩 小池 勇飛

永井 慎也 小林 正典 高木 孝亮 宮澤 留以 八反田浩也 北村 翼宮島幸太郎 高木 航志 眞田 稜生 北沢 正親 箱山 侑香 小山 祐太

松下 悠 松下 健 松村 健一 早野 吉信 大沢 聖 松下 拓磨後沢 大成 宮内 斗輝 松﨑 文哉 仁科 利弥 千葉 麻里子 伊東 和也

赤間比呂志 西澤 洋務 羽川 英一 牛山 純一 清沢 創一 友井 悠人小林 季生 佐藤 龍我 小林 亮太 宮坂 俊輔 臼田 悠花 高橋 悠平

鈴木 昌幸 上島 通成 佐々木跡武 桃澤 大祐 馬場 隆夫 萩原 英雄

小茂谷～白樺湖 白樺湖～茅野 茅野～諏訪 諏訪～岡谷丸子～長和 長和～小茂谷

樋口 正晃 大澤 智樹 伊藤 大志 宮下 晴貴 清水 彩音 大蔵 孝典

千曲八幡～若宮 若宮～秋和 秋和～上田 上田～丸子

10.2 km 9.5 km 15.8 km 10.0 km 10.1 km

第９区 第１０区 第１１区 第１２区第８区

3.7 km 15.6 km 3.2 km 12.9 km

第３区 第４区 第５区 第６区

8.6 km

第７区
2016年11月19日

順 No
チーム名
総合時間

第１区 第２区

長野～篠ノ井 篠ノ井～千曲八幡

11.6 km 7.8 km



第65回記念長野県縦断駅伝競走 ２日目　成績表
主催:長野県教育委員会/(一財)長野陸上競技協会/信濃毎日新聞社/(公財)信毎文化事業財団 上段： 通算記録（順）
主管:(一財)長野陸上競技協会 中段：2日目記録（順）

8時00分 スタート 下段： 区間記録（順）

1 1 上伊那 6ﾟ30'37 (1) 7ﾟ05'53 (1) 7ﾟ36'32 (1) 8ﾟ08'43 (1) 8ﾟ58'22 (1) 9ﾟ29'52 (1) 9ﾟ45'42 (1) 9ﾟ58'52 (1) 10ﾟ52'23 (1) 11ﾟ38'09 (1) 5ﾟ14'04 (1)
新 11ﾟ38'09 6'32 (2) 41'48 (5) 1ﾟ12'27 (2) 1ﾟ44'38 (1) 2ﾟ34'17 (1) 3ﾟ05'47 (1) 3ﾟ21'37 (1) 3ﾟ34'47 (1) 4ﾟ28'18 (1) 5ﾟ14'04 (1)

6'32 (2) 35'16 (6) 30'39 (2) 32'11 (1) 49'39 (1) 31'30 (1) 15'50 (4) 13'10 (2) 53'31 (1) 45'46 (3)

2 9 全諏訪 6ﾟ34'57 (2) 7ﾟ09'09 (2) 7ﾟ39'48 (2) 8ﾟ15'16 (2) 9ﾟ06'50 (2) 9ﾟ39'49 (2) 9ﾟ56'12 (2) 10ﾟ09'59 (2) 11ﾟ04'25 (2) 11ﾟ50'44 (2) 5ﾟ22'59 (2)
11ﾟ50'44 7'12 (9) 41'24 (4) 1ﾟ12'03 (1) 1ﾟ47'31 (3) 2ﾟ39'05 (2) 3ﾟ12'04 (2) 3ﾟ28'27 (2) 3ﾟ42'14 (3) 4ﾟ36'40 (2) 5ﾟ22'59 (2)

7'12 (9) 34'12 (3) 30'39 (2) 35'28 (12) 51'34 (2) 32'59 (3) 16'23 (8) 13'47 (8) 54'26 (4) 46'19 (4)

3 8 上田東御小県 6ﾟ39'48 (4) 7ﾟ15'45 (5) 7ﾟ47'26 (4) 8ﾟ19'50 (4) 9ﾟ13'26 (4) 9ﾟ46'45 (4) 10ﾟ01'56 (3) 10ﾟ14'45 (3) 11ﾟ11'48 (4) 11ﾟ57'26 (3) 5ﾟ24'07 (3)
11ﾟ57'26 6'29 (1) 42'26 (9) 1ﾟ14'07 (5) 1ﾟ46'31 (2) 2ﾟ40'07 (3) 3ﾟ13'26 (3) 3ﾟ28'37 (3) 3ﾟ41'26 (2) 4ﾟ38'29 (3) 5ﾟ24'07 (3)

6'29 (1) 35'57 (11) 31'41 (5) 32'24 (2) 53'36 (8) 33'19 (5) 15'11 (1) 12'49 (1) 57'03 (10) 45'38 (1)

4 6 飯田下伊那 6ﾟ38'43 (3) 7ﾟ14'23 (3) 7ﾟ45'52 (3) 8ﾟ19'32 (3) 9ﾟ12'31 (3) 9ﾟ46'20 (3) 10ﾟ02'19 (4) 10ﾟ16'20 (4) 11ﾟ11'18 (3) 11ﾟ59'05 (4) 5ﾟ27'31 (5)
11ﾟ59'05 7'09 (8) 42'49 (11) 1ﾟ14'18 (6) 1ﾟ47'58 (5) 2ﾟ40'57 (4) 3ﾟ14'46 (5) 3ﾟ30'45 (6) 3ﾟ44'46 (6) 4ﾟ39'44 (5) 5ﾟ27'31 (5)

7'09 (8) 35'40 (9) 31'29 (4) 33'40 (6) 52'59 (4) 33'49 (8) 15'59 (6) 14'01 (11) 54'58 (5) 47'47 (9)

5 7 長野市 6ﾟ41'10 (5) 7ﾟ15'33 (4) 7ﾟ48'00 (5) 8ﾟ22'39 (5) 9ﾟ15'40 (5) 9ﾟ49'12 (5) 10ﾟ04'57 (5) 10ﾟ18'17 (5) 11ﾟ13'28 (5) 12ﾟ00'00 (5) 5ﾟ25'44 (4)
12ﾟ00'00 6'54 (5) 41'17 (3) 1ﾟ13'44 (4) 1ﾟ48'23 (7) 2ﾟ41'24 (6) 3ﾟ14'56 (6) 3ﾟ30'41 (5) 3ﾟ44'01 (4) 4ﾟ39'12 (4) 5ﾟ25'44 (4)

6'54 (5) 34'23 (4) 32'27 (7) 34'39 (8) 53'01 (5) 33'32 (7) 15'45 (3) 13'20 (3) 55'11 (7) 46'32 (5)

6 10 全佐久 6ﾟ49'47 (7) 7ﾟ22'54 (7) 7ﾟ56'33 (7) 8ﾟ29'33 (7) 9ﾟ23'06 (6) 9ﾟ56'37 (6) 10ﾟ12'11 (6) 10ﾟ26'12 (6) 11ﾟ22'50 (6) 12ﾟ10'41 (6) 5ﾟ28'46 (6)
12ﾟ10'41 7'52 (15) 40'59 (1) 1ﾟ14'38 (8) 1ﾟ47'38 (4) 2ﾟ41'11 (5) 3ﾟ14'42 (4) 3ﾟ30'16 (4) 3ﾟ44'17 (5) 4ﾟ40'55 (6) 5ﾟ28'46 (6)

7'52 (15) 新 33'07 (1) 33'39 (11) 33'00 (4) 53'33 (7) 33'31 (6) 15'34 (2) 14'01 (11) 56'38 (9) 47'51 (10)

7 2 松本市 6ﾟ46'31 (6) 7ﾟ22'05 (6) 7ﾟ54'24 (6) 8ﾟ29'16 (6) 9ﾟ23'58 (7) 9ﾟ58'28 (7) 10ﾟ14'21 (7) 10ﾟ27'44 (7) 11ﾟ24'56 (7) 12ﾟ12'39 (7) 5ﾟ32'47 (9)
12ﾟ12'39 6'39 (4) 42'13 (6) 1ﾟ14'32 (7) 1ﾟ49'24 (10) 2ﾟ44'06 (9) 3ﾟ18'36 (9) 3ﾟ34'29 (8) 3ﾟ47'52 (8) 4ﾟ45'04 (10) 5ﾟ32'47 (9)

6'39 (4) 35'34 (8) 32'19 (6) 34'52 (11) 54'42 (9) 34'30 (11) 15'53 (5) 13'23 (5) 57'12 (11) 47'43 (8)

8 14 中野下高井 6ﾟ55'12 (8) 7ﾟ31'09 (8) 8ﾟ04'22 (8) 8ﾟ38'17 (8) 9ﾟ30'50 (8) 10ﾟ05'16 (8) 10ﾟ22'04 (8) 10ﾟ35'47 (8) 11ﾟ32'12 (8) 12ﾟ20'53 (8) 5ﾟ32'53 (10)
12ﾟ20'53 7'12 (9) 43'09 (12) 1ﾟ16'22 (12) 1ﾟ50'17 (11) 2ﾟ42'50 (8) 3ﾟ17'16 (7) 3ﾟ34'04 (7) 3ﾟ47'47 (7) 4ﾟ44'12 (8) 5ﾟ32'53 (10)

7'12 (10) 35'57 (11) 33'13 (8) 33'55 (7) 52'33 (3) 34'26 (10) 16'48 (11) 13'43 (6) 56'25 (8) 48'41 (12)

9 13 須坂上高井 6ﾟ59'36 (9) 7ﾟ34'44 (9) 8ﾟ05'20 (9) 8ﾟ40'05 (9) 9ﾟ36'15 (9) 10ﾟ11'21 (9) 10ﾟ27'24 (9) 10ﾟ41'59 (9) 11ﾟ36'09 (9) 12ﾟ23'12 (9) 5ﾟ31'14 (8)
12ﾟ23'12 7'38 (13) 42'46 (10) 1ﾟ13'22 (3) 1ﾟ48'07 (6) 2ﾟ44'17 (10) 3ﾟ19'23 (10) 3ﾟ35'26 (9) 3ﾟ50'01 (10) 4ﾟ44'11 (7) 5ﾟ31'14 (8)

7'38 (13) 35'08 (5) 30'36 (1) 34'45 (10) 56'10 (12) 35'06 (12) 16'03 (7) 14'35 (14) 54'10 (2) 47'03 (6)

10 4 塩尻東筑木曽 7ﾟ02'56 (10) 7ﾟ38'39 (10) 8ﾟ12'31 (10) 8ﾟ45'29 (10) 9ﾟ38'47 (10) 10ﾟ14'05 (10) 10ﾟ32'06 (10) 10ﾟ46'01 (10) 11ﾟ41'01 (10) 12ﾟ26'43 (10) 5ﾟ30'22 (7)
12ﾟ26'43 6'35 (3) 42'18 (7) 1ﾟ16'10 (11) 1ﾟ49'08 (8) 2ﾟ42'26 (7) 3ﾟ17'44 (8) 3ﾟ35'45 (10) 3ﾟ49'40 (9) 4ﾟ44'40 (9) 5ﾟ30'22 (7)

6'35 (3) 35'43 (10) 33'52 (12) 32'58 (3) 53'18 (6) 35'18 (13) 18'01 (15) 13'55 (9) 55'00 (6) 45'42 (2)

11 3 千曲坂城 7ﾟ08'18 (12) 7ﾟ46'28 (12) 8ﾟ20'43 (12) 8ﾟ57'01 (13) 9ﾟ52'22 (12) 10ﾟ24'27 (12) 10ﾟ41'10 (12) 10ﾟ54'31 (12) 11ﾟ48'50 (11) 12ﾟ39'53 (11) 5ﾟ38'37 (11)
12ﾟ39'53 7'02 (7) 45'12 (14) 1ﾟ19'27 (14) 1ﾟ55'45 (14) 2ﾟ51'06 (13) 3ﾟ23'11 (12) 3ﾟ39'54 (12) 3ﾟ53'15 (12) 4ﾟ47'34 (11) 5ﾟ38'37 (11)

7'02 (7) 38'10 (14) 34'15 (13) 36'18 (13) 55'21 (11) 32'05 (2) 16'43 (10) 13'21 (4) 54'19 (3) 51'03 (15)

12 11 飯山栄 7ﾟ06'21 (11) 7ﾟ40'21 (11) 8ﾟ14'45 (11) 8ﾟ48'13 (11) 9ﾟ46'44 (11) 10ﾟ19'45 (11) 10ﾟ37'02 (11) 10ﾟ50'57 (11) 11ﾟ52'17 (12) 12ﾟ40'39 (12) 5ﾟ41'34 (12)
12ﾟ40'39 07'16 (11) 41'16 (2) 1ﾟ15'40 (9) 1ﾟ49'08 (8) 2ﾟ47'39 (11) 3ﾟ20'40 (11) 3ﾟ37'57 (11) 3ﾟ51'52 (11) 4ﾟ53'12 (12) 5ﾟ41'34 (12)

07'16 (11) 34'00 (2) 34'24 (14) 33'28 (5) 58'31 (15) 33'01 (4) 17'17 (12) 13'55 (9) 1ﾟ01'20 (15) 48'22 (11)

13 12 大町北安曇 7ﾟ09'13 (13) 7ﾟ47'31 (13) 8ﾟ20'51 (13) 8ﾟ55'33 (12) 9ﾟ53'09 (13) 10ﾟ27'21 (13) 10ﾟ45'06 (13) 10ﾟ59'21 (13) 11ﾟ56'39 (13) 12ﾟ44'13 (13) 5ﾟ42'40 (13)
12ﾟ44'13 7'40 (14) 45'58 (15) 1ﾟ19'18 (13) 1ﾟ54'00 (13) 2ﾟ51'36 (14) 3ﾟ25'48 (13) 3ﾟ43'33 (13) 3ﾟ57'48 (13) 4ﾟ55'06 (13) 5ﾟ42'40 (13)

7'40 (14) 38'18 (15) 33'20 (10) 34'42 (9) 57'36 (14) 34'12 (9) 17'45 (13) 14'15 (13) 57'18 (12) 47'34 (7)

14 5 安曇野市 7ﾟ12'32 (14) 7ﾟ47'58 (14) 8ﾟ21'15 (14) 8ﾟ59'17 (14) 9ﾟ55'28 (14) 10ﾟ35'55 (14) 10ﾟ52'22 (14) 11ﾟ06'07 (14) 12ﾟ04'51 (14) 12ﾟ54'44 (14) 5ﾟ49'10 (14)
12ﾟ54'44 6'58 (6) 42'24 (8) 1ﾟ15'41 (10) 1ﾟ53'43 (12) 2ﾟ49'54 (12) 3ﾟ30'21 (14) 3ﾟ46'48 (14) 4ﾟ00'33 (14) 4ﾟ59'17 (14) 5ﾟ49'10 (14)

6'58 (6) 35'26 (7) 33'17 (9) 38'02 (14) 56'11 (13) 40'27 (15) 16'27 (9) 13'45 (7) 58'44 (13) 49'53 (14)

15 15 上水内 7ﾟ24'42 (15) 8ﾟ02'02 (15) 8ﾟ38'56 (15) 9ﾟ17'04 (15) 10ﾟ11'58 (15) 10ﾟ48'54 (15) 11ﾟ06'52 (15) 11ﾟ21'28 (15) 12ﾟ21'36 (15) 13ﾟ11'05 (15) 5ﾟ53'55 (15)
13ﾟ11'05 7'32 (12) 44'52 (13) 1ﾟ21'46 (15) 1ﾟ59'54 (15) 2ﾟ54'48 (15) 3ﾟ31'44 (15) 3ﾟ49'42 (15) 4ﾟ04'18 (15) 5ﾟ04'26 (15) 5ﾟ53'55 (15)

7'32 (12) 37'20 (13) 36'54 (15) 38'08 (15) 54'54 (10) 36'56 (14) 17'58 (14) 14'36 (15) 1ﾟ00'08 (14) 49'29 (13)

小林 貴恵 上原 海里 土屋 隆正 中澤 俊喜髙野 美穂 渋沢 敦也 諸岡 真悟 藤本真佐志 泉 継道 榎田 俊幸

大内 直樹 千葉 恭子 上条 康太 丸山 純一 高木 一裕

中島菜都美 薛 哲平 上田 瑠偉 新 遼吾榛葉 雄大

竹岡 紗代 中村 祐紀 小澤 大輝 筒井 将斗 榎坂 侑哉

宮沢真那果 畠山 龍大 勝川 滉也 榛葉 琢也 栗林 拓矢

金井 奎 仲條 夏葵 髙藤 陽樹 服部 正秋 滝澤高太郎

西野入 萌利 小板橋恭征 利根川裕雄 堀川 健一竹鼻 大貴

小林 花咲 佐藤 聖也 徳永 吉彦 山崎佑太郎 浦野 裕之

高野 桜楽 内堀 太一 寺澤ｱﾝﾄﾞﾘｭｳﾏｺﾄ 諏訪 琢眞 佐藤 隆史

村上 真也 菅沼 真衣 川上 烈生 松野 淳司 大村 一

高橋 三紗子 佐々木颯斗 白川 友一 山岸 雄気齋藤 真一

高松いずみ 菅沼 直紘 小松 晃人 折橋 翔太 家高 晋吾

竹前 芽依 石川 寛大 酒井 洋明 大峡 翔太 志村 翔太

萩原 徹 徳武 洋子 山本 景 山田 琢也 犬童 啓太

飯嶋 華央 櫻井 心路 関 喜明 樋口 祥平清水 慎也

山田 葵香 黒川 岳 藤木 悠平 神田 時宗 丸山 航平

宮澤花奈実 佐伯 拓海 伊藤 周也 降籏 一誓 青木 学

川上 綾香 磯貝 拓哉 清水 優 笹崎 慎一

荒井 友花 丸山 拓真 長谷川久嗣 青木 雅史

小宮山亮太

中山 琉那 宮入 一海 小林 勝太 油井 宏喜 岡村 卓也

和田 帆香 割田 雄磨 寺島 慧悟 駒村 壮眞 鳥羽 大地

山内 隼

滝沢 祐太

宮下 竣荒井 優佑

松井 美蓉 米山 祐貴 河合 蓮 原塚 大貴 伊藤 洸介

久保田絢乃 滝沢 優也 甘利 大祐 宮下 輝一 松久 哲治

大峽 和 北林 由里 中嶋 紀彰 原 武司 松山 克敏

浅田 志帆 宇津野 篤 山岸 将也 土屋 秀徳

4.3 km 4.3 km 17.0 km 14.0 km ２日目成績

五味 叶花 鈴木 優斗 児玉 拓矢 關 凱人 岩渕 良平

小原 茉莉 水上 優斗 上原 雄大 中山 壮一 原 広野

西中山 宏 宮坂 万理 二見 優輝 金澤 拓則 田畑 幸司

高橋 未来 中谷 楓 高梨 良介
北小野～辰野 辰野～伊那

第２０区 第２１区 第２２区
2.0 km 10.7 km 9.2 km 10.4 km 16.6 km 10.0 km

第１４区 第１５区 第１６区 第１７区 第１８区 第１９区

伊那～宮田 宮田～駒ヶ根 駒ヶ根～福岡 福岡～伊那大島 伊那大島～飯田

2016年11月20日

順 No チーム名
総合時間

第１３区

松本～庄内 庄内～塩尻 塩尻～北小野
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