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記 録 集 
 

期   日： 平成２8年 3月１2日（土） 
会   場： 長野県松本広域公園陸上競技場（競技場コード 201020） 
主   催： (一財)長野陸上競技協会 
後   援： (公財)長野体育協会 長野県教育委員会 
主   管： (一財)長野陸上競技協会 
審 判 長： 掛川 和彦 
記録・情報主任： 瀧沢 佳生 

 
■この大会で樹立された記録 

 
なし 

 
■グラウンドコンディション 

 
時刻 天候 風向 風速m/s 気温℃ 湿度% 

 9:00 晴 南南東 １．０ ５．０ ２５．０ 
10:00 晴 東 １．５ ６．０ ４０．０ 
11:00 晴 南南西 １．５ ７．０ ６４．０ 
12:00 晴 西 ０．５ ７．０ ４３．０ 

 



ﾄﾗｯｸ審判長 掛川　和彦
第10回長野県中・長距離リレー競技会（16200306） 記録主任： 瀧沢　佳生
主催：（一財）長野陸上競技協会
【開催日】 平成28年3月12日（土）

【主催団体】 一般財団法人長野陸上競技協会 決勝記録一覧表

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
 3/12 大町高(A)     8:40.89 松川高(A)     8:44.64 松本深志高     8:51.42 松川高(B)     9:10.85 伊那弥生ヶ丘高    9:12.17 豊科北中     9:35.69 大町高(B)     9:36.27 長野東部中(A)    9:37.26

4×800m 佐藤 大起(2) 後沢 大地(1) 徳原 冬威(1) 小池 貫太(1) 竹村 吉晃(2) 望月 脩真(1) 宮沢 真盛(1) 佐藤 晃太(1)
真島 雅季(2) 大西 元気(2) 石井 来弥(1) 近藤 裕哉(2) 丸田 健悟(2) 寺島 希羽(2) 伴野 元春(2) 木内 友士(1)
有賀 健(2) 熊谷 勇人(1) 植松 徹志(2) 光沢 佑人(2) 藤木 俊(2) 篠原 翔(2) 澁谷 郁磨(2) 小林 智輝(1)
百瀬 大輝(2) 河合 蓮(2) 米山 幸伸(2) 近藤 雅哉(1) 垣内 岳(2) 丸山 拓海(1) 深谷 文太(1) 片桐 悠人(1)

 3/12 松本深志高    19:20.76 堀金中    19:37.06 塩尻広陵中    20:58.45 安曇野かけっこ   21:46.30
4×1500m 植松 徹志(2) 上条 康太(2) 横矢 明大(2) 松原 功我(2)

栁沼 祐希(1) 黒岩 優斗(2) 太田 佳輝(1) 髙橋 平明(1)
坂井 結音(1) 高橋 優弥(1) 池田 英希(1) 宮澤 大翔(1)
横山 裕(1) 一志 瑠衣斗(2) 堀田 雅司(3) 倉科 拓実(1)

女  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
 3/12 大町高    10:52.32 松本深志高    11:03.09 安曇野かけっこ(A)   11:10.04 赤穂中(A)    11:19.03 鉢盛中(B)    11:24.87 鉢盛中(A)    11:34.11 信明中    11:36.44 赤穂中(B)    11:39.73

4×800m 曽根原 可菜(2) 一ﾉ瀬 菜月(2) 上條 舞(1) 中嶋 杏彩(2) 北村 優月(2) 明間 礼峰(2) 濱 綾華(2) 青田 梨世(1)
那須野 綺音(2) 山川 桃佳(2) 安坂 侑莉菜(2) 唐澤 花実(2) 野口 沙彩(2) 上條 優里(2) 小林 加奈(2) 小池 美月(2)
北澤 朱里(1) 矢島 由衣(2) 深澤 由惟(3) 熊谷 真歩(1) 倉沢 真奈(2) 上條 美結(1) 中島 遥佳(1) 唐澤 純夏(2)
丸山 瑞稀(2) 和田 真歩(1) 小林 叶音(3) 小倉 心音(2) 塙 茜音(2) 清水 愛巴(1) 山田 好恵(2) 木下 愛梨(1)

 3/12 塩尻広陵中    24:22.01
4×1500m 松崎 紫月(1)

近藤 美保(1)
片柳 裕菜(1)
吉村 葵(1)



決勝 3月12日 12:15

長野県記録(KR)             1:20:36.4  信州大                                2013/08/11  
（藤本 俊平・牛澤 成一・白鳥 敦・南部 恭佑）

[ 1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  10 大町高(A)  2065 佐藤 大起(2)   8:40.89  7   9 女鳥羽中(A)  7298 丸山 優(2)  10:07.69 

ｵｵﾏﾁｺｳ ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ ﾒﾄﾊﾞﾁｭｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳ
 2064 真島 雅季(2)  7290 角崎 雅武(1)

ﾏｼﾏ ﾏｻｷ ｶｸｻﾞｷ ﾏｻﾑ
 2067 有賀 健(2)  7288 上田 大貴(2)

ｱﾙｶﾞ ﾀｹﾙ ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ
 2069 百瀬 大輝(2)  7293 藤本 晴也(2)

ﾓﾓｾ ﾋﾛｷ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙﾔ
 2   4 大町高(B)  2073 宮沢 真盛(1)   9:36.27  8   2 三陽中  5594 田中 圭(2)  10:10.72 

ｵｵﾏﾁｺｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾓﾙ ｻﾝﾖｳﾁｭｳ ﾀﾅｶ ｹｲ
 2066 伴野 元春(2)  5601 水田 遼太郎(2)

ﾊﾞﾝﾉ ﾓﾄﾊﾙ ﾐｽﾞﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ
 2068 澁谷 郁磨(2)  5617 柳澤 太一(1)

ｼﾌﾞﾔ ｲｸﾏ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｲﾁ
 2072 深谷 文太(1)  5570 渡辺 諒征(1)

ﾌｶﾔ ﾌﾞﾝﾀ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｾｲ
 3   7 堀金中(A)  6686 西村 遼(2)   9:41.75  9   8 安曇野かけっこ  9016 萩原 滉太郎(6)  10:53.75 

ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳ ｱｽﾞﾐﾉｶｹｯｺ ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳﾀﾛｳ
 6675 横山 絢大(3)  9015 大塚 悠剛(5)

ﾖｺﾔﾏ ｹﾝﾀ ｵｵﾂｶ ﾕｳｺﾞｳ
 6676 石田 優音(2)  9014 大塚 壮剛(5)

ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾄ ｵｵﾂｶ ｿｳｺﾞｳ
 6684 北村 剣臣(2)  9017 冨永 大輔(5)

ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾝ ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ
 4  12 信明中  7015 森 拓巳(1)   9:46.61 10   6 真田ｸﾗﾌﾞ(A)  9038 伊香賀 太一(6)  11:43.94 

ｼﾝﾒｲﾁｭｳ ﾓﾘ ﾀｸﾐ ｻﾅﾀﾞｸﾗﾌﾞ ｲｶｶﾞ ﾀｲﾁ
 7014 古畑 充稀(1)  9042 小林 康楠(5)

ﾌﾙﾊﾀ ﾐｽﾞｷ ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾅﾝ
 7010 倉田 歩夢(2)  9041 坂本 智哉(6)

ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾔ
 7008 小倉 颯太(2)  9039 伊香賀 遥土(4)

ｵｸﾞﾗ ｿｳﾀ ｲｶｶﾞ ﾊﾙﾄ
 5  11 鉢盛中  7437 山本 海斗(1)   9:49.69   1 長野市陸協  9061 小池 雄飛

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾄ ﾅｶﾞﾉｼﾘｸｷｮｳ ｺｲｹ ﾕｳﾋ 途中棄権
 7434 粟津原 奨太(2)  9065 中村 純和

ｱﾜﾂﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ｽﾐｶｽﾞ
 7431 中村 太郎(2)  9066 鳥羽 大地

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾛｳ ﾄﾊﾞ ﾀﾞｲﾁ
 7438 有村 尋仁(1)  9064 大野 雄揮

ｱﾘﾑﾗ ﾋﾛﾄ ｵｵﾉ ﾕｳｷ
 6   5 堀金中(B)  6688 宮島 隆輔(1)  10:03.13   3 辰野中  7978 小澤 将大(2)

ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｽｹ ﾀﾂﾉﾁｭｳ ｵｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 途中棄権
 6693 宮澤 武流(1)  7981 瀨戸 優孝(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾙ ｾﾄ ﾕﾀｶ
 6687 中島 淳公(1)  7973 佐藤 真治(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ
 6691 高橋 優弥(1)  7975 宮澤 隆之介(2)

ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ

男子

4×800m

決勝



決勝 3月12日 12:15

長野県記録(KR)             1:20:36.4  信州大                       信州大           2013/08/11  
（藤本 俊平・牛澤 成一・白鳥 敦・南部 恭佑）

[ 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 松川高(A)   554 後沢 大地(1)   8:44.64  6   8 長野東部中(A)  5517 佐藤 晃太(1)   9:37.26 

ﾏﾂｶﾜｺｳ ｺﾞｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｻﾄｳ ｺｳﾀ
  560 大西 元気(2)  5508 木内 友士(1)

ｵｵﾆｼ ｹﾞﾝｷ ｷｳﾁ ﾕｳﾄ
  550 熊谷 勇人(1)  5515 小林 智輝(1)

ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾔﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ
  548 河合 蓮(2)  5511 片桐 悠人(1)

ｶﾜｲ ﾚﾝ ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾄ
 2   9 松本深志高  2244 徳原 冬威(1)   8:51.42 7   2 下伊那松川中  8355 近藤 惠哉(3)   9:44.90 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼｺｳ ﾄｸﾊﾗ ﾄｳｲ ｼﾓｲﾅﾏﾂｶﾜﾁｭｳ ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ
 2245 石井 来弥(1)  8356 松山 准也(3)

ｲｼｲ ｸﾘﾔ ﾏﾂﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ
 2230 植松 徹志(2)  8361 森本 隆暉(2)

ｳｴﾏﾂ ﾃﾂｼ ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶｱｷ
 2224 米山 幸伸(2)  8364 中島 快都(1)

ﾖﾈﾔﾏ ﾕｷﾉﾌﾞ ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲﾄ
 3  10 松川高(B)   559 小池 貫太(1)   9:10.85 8   7 赤穂中(C)  8242 伊藤 大志(1)  10:04.03 

ﾏﾂｶﾜｺｳ ｺｲｹ ｶﾝﾀ ｱｶﾎﾁｭｳ ｲﾄｳ ﾀｲｼ
  545 近藤 裕哉(2)  8243 鈴木 駿平(1)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ
  546 光沢 佑人(2)  8233 金田 隼輔(2)

ｺｳｻﾞﾜ ﾕｳﾄ ｶﾅﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ
  553 近藤 雅哉(1)  8231 宮下 日向(2)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ ﾐﾔｼﾀ ﾋｭｳｶﾞ
 4   1 伊那弥生ヶ丘高   451 竹村 吉晃(2)   9:12.17 9   4 塩尻広陵中  6492 太田 佳輝(1)  10:11.00 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ﾀｹﾑﾗ ﾖｼｱｷ ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｵｵﾀ ﾖｼｷ
  453 丸田 健悟(2)  6491 横矢 明大(2)

ﾏﾙﾀ ｹﾝｺﾞ ﾖｺﾔ ｱｷﾋﾛ
  452 藤木 俊(2)  6479 池田 英希(1)

ﾌｼﾞｷ ｽｸﾞﾙ ｲｹﾀﾞ ｴｲｷ
  450 垣内 岳(2)  6470 堀田 雅司(3)

ｶｷｳﾁ ｶﾞｸ ﾎｯﾀ ﾏｻｼ
 5  11 豊科北中  6633 望月 脩真(1)   9:35.69 10   3 赤穂中(A)  8237 新谷 佳汰(1)  10:44.79 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｭｳﾏ ｱｶﾎﾁｭｳ ｼﾝﾔ ｹｲﾀ
 6652 寺島 希羽(2)  8245 佐野 修一郎(1)

ﾃﾗｼﾏ ｷｮｳ ｻﾉ ｼｭｳｲﾁﾛｳ
 6651 篠原 翔(2)  8238 松井 秀真(1)

ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ ﾏﾂｲ ｼｭｳﾏ
 6638 丸山 拓海(1)  8241 山田 海斗(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ
  5 赤穂中(B)

ｱｶﾎﾁｭｳ 欠場

   1 大町高(A)   8:40.89 佐藤 大起(2) 真島 雅季(2) 有賀 健(2) 百瀬 大輝(2)   1   1
   2 松川高(A)   8:44.64 後沢 大地(1) 大西 元気(2) 熊谷 勇人(1) 河合 蓮(2)   2   1
   3 松本深志高   8:51.42 徳原 冬威(1) 石井 来弥(1) 植松 徹志(2) 米山 幸伸(2)   2   2
   4 松川高(B)   9:10.85 小池 貫太(1) 近藤 裕哉(2) 光沢 佑人(2) 近藤 雅哉(1)   2   3
   5 伊那弥生ヶ丘高   9:12.17 竹村 吉晃(2) 丸田 健悟(2) 藤木 俊(2) 垣内 岳(2)   2   4
   6 豊科北中   9:35.69 望月 脩真(1) 寺島 希羽(2) 篠原 翔(2) 丸山 拓海(1)   2   5
   7 大町高(B)   9:36.27 宮沢 真盛(1) 伴野 元春(2) 澁谷 郁磨(2) 深谷 文太(1)   1   2
   8 長野東部中(A)   9:37.26 佐藤 晃太(1) 木内 友士(1) 小林 智輝(1) 片桐 悠人(1)   2   6
   9 堀金中(A)   9:41.75 西村 遼(2) 横山 絢大(3) 石田 優音(2) 北村 剣臣(2)   1   3
  10 下伊那松川中   9:44.90 近藤 惠哉(3) 松山 准也(3) 森本 隆暉(2) 中島 快都(1)   2   7
  11 信明中   9:46.61 森 拓巳(1) 古畑 充稀(1) 倉田 歩夢(2) 小倉 颯太(2)   1   4
  12 鉢盛中   9:49.69 山本 海斗(1) 粟津原 奨太(2) 中村 太郎(2) 有村 尋仁(1)   1   5
  13 堀金中(B)  10:03.13 宮島 隆輔(1) 宮澤 武流(1) 中島 淳公(1) 高橋 優弥(1)   1   6
  14 赤穂中(C)  10:04.03 伊藤 大志(1) 鈴木 駿平(1) 金田 隼輔(2) 宮下 日向(2)   2   8
  15 女鳥羽中(A)  10:07.69 丸山 優(2) 角崎 雅武(1) 上田 大貴(2) 藤本 晴也(2)   1   7
  16 三陽中  10:10.72 田中 圭(2) 水田 遼太郎(2) 柳澤 太一(1) 渡辺 諒征(1)   1   8
  17 塩尻広陵中  10:11.00 太田 佳輝(1) 横矢 明大(2) 池田 英希(1) 堀田 雅司(3)   2   9
  18 赤穂中(A)  10:44.79 新谷 佳汰(1) 佐野 修一郎(1) 松井 秀真(1) 山田 海斗(1)   2  10
  19 安曇野かけっこ  10:53.75 萩原 滉太郎(6) 大塚 悠剛(5) 大塚 壮剛(5) 冨永 大輔(5)   1   9
  20 真田ｸﾗﾌﾞ(A)  11:43.94 伊香賀 太一(6) 小林 康楠(5) 坂本 智哉(6) 伊香賀 遥土(4)   1  10

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

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考

男子

4×800m

決勝



決勝 3月12日 12:05

長野県記録(KR)                9:37.84 長野吉田高                          2012/02/25  
（木田 真美子・村上 りさ子・池田 文美・内山 成実）

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   1 大町高  1692 曽根原 可菜(2)  10:52.32 10  16 塩尻広陵中  6474 近藤 美保(1)  11:42.41 

ｵｵﾏﾁｺｳ ｿﾈﾊﾗ ｶﾅ ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾎ
 1694 那須野 綺音(2)  6475 松崎 紫月(1)

ﾅｽﾉ ｱﾔﾈ ﾏﾂｻﾞｷ ｼﾂﾞｷ
 1697 北澤 朱里(1)  6476 片柳 裕菜(1)

ｷﾀｻﾞﾜ ｱｶﾘ ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾅ
 1693 丸山 瑞稀(2)  6477 田中 麻由(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾐｽﾞｷ ﾀﾅｶ ﾏﾕ
 2   5 松本深志高  1778 一ﾉ瀬 菜月(2)  11:03.09 11  14 女鳥羽中(A)  7288 久保田 舞(2)  11:44.21 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼｺｳ ｲﾁﾉｾ ﾅﾂｷ ﾒﾄﾊﾞﾁｭｳ ｸﾎﾞﾀ ﾏｲ
 1779 山川 桃佳(2)  7286 畑野 実優(2)

ﾔﾏｶﾜ ﾓﾓｶ ﾊﾀﾉ ﾐｳ
 1289 矢島 由衣(2)  7285 吉川 若那(2)

ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ ｷｯｶﾜ ﾓﾅ
 1766 和田 真歩(1)  7287 臼井 涼葉(2)

ﾜﾀﾞ ﾏﾎ ｳｽｲ ｽｽﾞﾊ
 3   3 安曇野かけっこ  6662 上條 舞(1)  11:10.04 12   8 堀金中  6681 德武 瑠夏(2)  11:45.05 

ｱｽﾞﾐﾉｶｹｯｺ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏｲ ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ﾄｸﾀｹ ﾙﾅ
 6551 安坂 侑莉菜(2)  6687 飯森 瑠花(1)

ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ ｲｲﾓﾘ ﾙｶ
 6643 深澤 由惟(3)  6678 洞 祥子(2)

ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ ﾎﾗ ｼｮｳｺ
 6641 小林 叶音(3)  6680 工藤 愛菜(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ ｸﾄﾞｳ ﾏﾅ
 4   9 赤穂中(A)  8236 中嶋 杏彩(2)  11:19.03 13   2 丘中  6467 古田 愛美(2)  12:02.96 

ｱｶﾎﾁｭｳ ﾅｶｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ ｵｶﾁｭｳ ﾌﾙﾀ ﾏﾅﾐ
 8237 唐澤 花実(2)  6441 中村 水貴(1)

ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ
 8249 熊谷 真歩(1)  6465 三木 彩夏(2)

ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾎ ﾐｷ ｻﾔｶ
 8240 小倉 心音(2)  6440 吉川 凜(1)

ｵｸﾞﾗ ｺｺﾈ ﾖｼｶﾜ ﾘﾝ
 5  12 鉢盛中(B)  7438 北村 優月(2)  11:24.87 14  17 安曇野かけっこ  9011 竹岡 紗代(6)  12:16.70 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｷﾀﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ ｱｽﾐﾉｶｹｯｺ ﾀｹｵｶ ｻﾖ
 7439 野口 沙彩(2)  9014 藤原 奈々(6)

ﾉｸﾞﾁ ｻｱﾔ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅﾅ
 7436 倉沢 真奈(2)  9010 松原 美夢(5)

ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾑ
 7440 塙 茜音(2)  9013 唐澤 萌花(4)

ﾊﾅﾜ ｱｶﾈ ｶﾗｻﾜ ﾎﾉｶ
 6  10 鉢盛中(A)  7441 明間 礼峰(2)  11:34.11 15   4 女鳥羽中(B)  7290 小松 真子(1)  12:43.43 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｱｹﾏ ｱﾔﾈ ﾒﾄﾊﾞﾁｭｳ ｺﾏﾂ ﾏｺ
 7435 上條 優里(2)  7293 古田 桃夏(1)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕﾘ ﾌﾙﾀ ﾓﾓｶ
 7445 上條 美結(1)  7291 杉村 穂乃美(1)

ｶｲｼﾞｮｳ ﾐﾕ ｽｷﾞﾑﾗ ﾎﾉﾐ
 7442 清水 愛巴(1)  7289 石川 詩(1)

ｼﾐｽﾞ ﾏﾅﾊ ｲｼｶﾜ ｳﾀ
 7  15 信明中  7013 濱 綾華(2)  11:36.44   6 鉢盛中(C)

ｼﾝﾒｲﾁｭｳ ﾊﾏ ｱﾔｶ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ 欠場
 7010 小林 加奈(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ
 7015 中島 遥佳(1)

ﾅｶｼﾏ ﾊﾙｶ
 7014 山田 好恵(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｺﾉｴ
 8  11 赤穂中(B)  8246 青田 梨世(1)  11:39.73  13 赤穂中(D)

ｱｶﾎﾁｭｳ ｱｵﾀ ﾘｾ ｱｶﾎﾁｭｳ 欠場
 8239 小池 美月(2)

ｺｲｹ ﾐﾂﾞｷ
 8233 唐澤 純夏(2)

ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ
 8242 木下 愛梨(1)

ｷﾉｼﾀ ｱｲﾘ
 9   7 赤穂中(C)  8243 眞田 華香(1)  11:41.87 

ｱｶﾎﾁｭｳ ｻﾅﾀﾞ ﾊﾅｶ
 8220 氣賀澤 杏香(1)

ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ
 8248 春日 如乃(1)

ｶｽｶﾞ ﾕｷﾉ
 8245 森脇 涼羽(1)

ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ

女子

4×800m

決勝



決勝 3月12日  9:40

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

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   1 松本深志高  2230 植松 徹志(2)  19:20.76 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼｺｳ ｳｴﾏﾂ ﾃﾂｼ
 2238 栁沼 祐希(1)

ﾔｷﾞﾇﾏ ﾕｳｷ
 2242 坂井 結音(1)

ｻｶｲ ﾕｲﾝ
 2239 横山 裕(1)

ﾖｺﾔﾏ ﾕｳ
 2   4 堀金中  6678 上条 康太(2)  19:37.06 

ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳﾀ
 6685 黒岩 優斗(2)

ｸﾛｲﾜ ﾕｳﾄ
 6691 高橋 優弥(1)

ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ
 6682 一志 瑠衣斗(2)

ｲｯｼ ﾙｲﾄ
 3   3 塩尻広陵中  6491 横矢 明大(2)  20:58.45 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾖｺﾔ ｱｷﾋﾛ
 6492 太田 佳輝(1)

ｵｵﾀ ﾖｼｷ
 6479 池田 英希(1)

ｲｹﾀﾞ ｴｲｷ
 6470 堀田 雅司(3)

ﾎｯﾀ ﾏｻｼ
 4   2 安曇野かけっこ  6650 松原 功我(2)  21:46.30 

ｱｽﾞﾐﾉｶｹｯｺ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｶﾞ
 6635 髙橋 平明(1)

ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｱ
 6551 宮澤 大翔(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ
 6631 倉科 拓実(1)

ｸﾗｼﾅ ﾀｸﾐ

決勝 3月12日  9:40

長野県記録(KR)               19:14.64 長野東高                             2013/03/15  
（中村 智美・塩崎 葵・久保田 里奈・玉城 かんな）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 塩尻広陵中  6475 松崎 紫月(1)  24:22.01 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾏﾂｻﾞｷ ｼﾂﾞｷ
 6474 近藤 美保(1)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾎ
 6476 片柳 裕菜(1)

ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾅ
 6479 吉村 葵(1)

ﾖｼﾑﾗ ｱｵｲ

4×1500m

決勝

男子

4×1500m

決勝

女子
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