
大会コード　191700519

　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・

(特)茅野市スポーツ協会・(特)富士見町スポーツ協会・
原村スポーツ協会

　後　　　援： 諏訪地方市町村教育委員会連絡協議会・長野日報社・
茅野市民新聞社

　主　　　管： 諏訪陸上競技協会
　日　　　時： 令和１年８月３日（土）
　会　　　場： 茅野市運動公園陸上競技場（競技場コード：173100）
　総　　　務： 田中　米人
　審　判　長： 小口　眞喜也
　記 録 主 任： 矢花　之宏

◆今大会で樹立された新記録

記録の種類 クラス 種目 ラウンド 記録 氏名（学年） 所属 従来の記録

大会新 中学女子 4×100m 決勝 49"85

関澤 きらり(2)
佐伯 風帆(2)

荻原 希乃愛(3)
大森 里香(3)

軽井沢A&AC 51"67

大会新 中学女子 4×100m 決勝 51"28

宮澤 けい(2)
佐野 涼楓(2)
山田 優芽(3)
鎮西 花(3)

赤穂中 51"67

大会新 中学女子 4×100m 決勝 51"32

宮下 莉瑚(3)
能登 愛琉(2)
吉澤 詩乃(3)
山城 春菜(3)

松川JAC(A) 51"67

大会新 中学女子 4×800m 決勝 9'55"26

佐藤 悠花(3)
筒井 心葉(3)
佐藤 綾花(3)
下嶋 優菜(2)

松川JAC(A) 10'00"20

◆グランドコンディション
時刻 天候 風向 風速（ｍ/ｓ） 気温(℃) 湿度(％)
9:10 晴れ 南西 0.1 31.0 61.0
10:00 晴れ 西 0.1 31.7 58.5
11:00 晴れ 北北東 0.8 32.7 56.5
12:00 曇り 南 0.5 32.4 57.5

※中学、一般の100m+200m+300m+400mは、気象状況の悪化により、中止となりました。

第３５回信州リレー競技大会
記 録 集



第３５回 信州リレー競技大会(19170519) 記録主任 矢花　之宏

主催：茅野市陸上競技協会 ﾄﾗｯｸ審判長 小口　真喜也
共催：茅野市 茅野市教育委員会 信濃毎日新聞社 （特）茅野市体育協会 （特）富士見町体育協会 原村体育協
【開催日】 令和元年 ８月３日（土）

【主催団体】 茅野市陸上競技協会 決勝記録一覧表
男  子 【競技場】茅野市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

 8/ 3 一般男子 松本国際高     8:24.11 弥生ヶ丘高     9:03.55
4×800m 一志 瑠衣斗(3) 金野 隼男(2)

岡田 遥人(1) 清水 想介(2)
東 大志(2) 福田 駿希(2)
太田 佳輝(2) 浦野 優至(1)

 8/ 3 弥生ヶ丘高    18:54.92
4×1500m 福田 駿希(2)

金野 隼男(2)
岩波 響介(2)
清水 想介(2)

 8/ 3 中学男子 浅間中(A)       45.93 箕輪中(A)       46.07 富士見中(A)       47.14 東北中(B)       48.16 東北中(A)       48.44 長峰中(A)       48.66 諏訪西中(A)       48.98 春富中       49.16
4×100m 足立 晃悠 松澤 健耶(3) 矢沢 佑真(3) 佐藤 佑基(2) 廣瀬 春哉(3) 伊藤 紅羽(3) 金子 和優(2) 小幡 将太朗(2)

佐藤 将大 柴 悠翔(3) 名取 勇人(3) 小林 薫平(2) 小林 魁(3) 増田 光月(3) 小松 裕昭(2) 川口 愛翔(2)
藤原 陸生 唐澤 悠斗(3) 窪田 翔真(3) 千野 颯太(2) 酒井 柊哉(3) 西山 陸(3) 小池 成羽(2) 酒井 奏楽(2)
古村 拓海 古賀 涼輔(3) 小平 悟(3) 塚原 直翔(2) 山口 大輝(3) 畔上 亮太(3) 宮下 和秀(2) 下平 真吾(3)

 8/ 3 箕輪中(A)     8:53.82 赤穂中     9:08.98 富士見中     9:13.27 三陽中     9:16.46 駒ヶ根東中     9:37.05 清陵附属中     9:44.18 箕輪中(B)     9:46.06 春富中     9:46.97
4×800m 大場 崇義(2) 中村 元紀(2) 小平 悟(3) 高橋 光稀(3) 青木 颯(2) 芳澤 大樹(3) 南郷 友輝(3) 北原 浩太(3)

田中 惠介(3) 矢澤 蓮太郎(3) 田所 夢太郎(3) 高橋 孝樹(3) 中野 聡太(2) 難波 光輝(2) 山口 陽也(1) 田村 隼乙(2)
岩田 直也(3) 鈴木 哲平(2) 窪田 怜真(2) 甘利 裕介 宮澤 太地(2) 竹内 浩二(2) 大槻 心(1) 西村 連太郎(2)
佐藤 大介ﾏｰｸ(3) 長谷部 直大(3) 植松 大志(3) 北野 渓介(3) 森村 徳一(3) 松枝 智也(3) 小林 隼人(3) 中原 悠理(2)

 8/ 3 箕輪中(A)    18:18.81 赤穂中(A)    18:38.79 富士見中(A)    18:59.89 三陽中    19:20.26 茅野東部中    19:29.16 浅間中(C)    19:50.29 松川JAC    20:05.69 富士見中(B)    20:34.58
4×1500m 大場 崇義(2) 堀田 匠和(2) 名取 勇人(3) 北野 渓介(3) 鈴木 創太 田下 輝稀 小池 莉希(3) 小松 歩輝(1)

田中 惠介(3) 矢澤 蓮太郎(3) 田所 夢太郎(3) 甘利 裕介 清水 康希 豊島 誉生 山田 隼輔(2) 小林 勇翔(1)
岩田 直也(3) 長谷部 直大(3) 窪田 怜真(2) 小林 晴人(3) 長田 大和 京野 倖太 羽生 大起(2) 小林 樹(1)
小林 隼人(3) 鈴木 哲平(2) 植松 大志(3) 高橋 光稀(3) 真道 叶羽 大井 奏汰 澤村 青宙(1) 平出 光晟(1)



決勝 8月3日 11:45

長野県記録(KR)                8:01.37 長野高専                     長野高専         2017/08/06  
                                      （高橋 一輝・廣瀬 洸・小池 勇飛・北原 廉）
長野県高校記録(KR)            8:08.34                              中野実業         1994/08/07  
                                      （目黒 聖典・佐藤 満喜・黒岩 新弥・田幸 将徳）
大会記録：信州リレー(GR)      8:01.37 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 松本国際高   317 一志 瑠衣斗(3)   8:24.11 

ｲｯｼ ﾙｲﾄ
  316 岡田 遥人(1)

ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ
  297 東 大志(2)

ｱｽﾞﾏ ﾀｲｼ
  301 太田 佳輝(2)

ｵｵﾀ ﾖｼｷ
 2   7 弥生ヶ丘高   535 金野 隼男(2)   9:03.55 

ｺﾝﾉ ﾊﾔｵ
  531 清水 想介(2)

ｼﾐｽﾞ ｿｳｽｹ
  526 福田 駿希(2)

ﾌｸﾀ ｼｭﾝｷ
  538 浦野 優至(1)

ｳﾗﾉ ﾕｳｲ

一般男子

4×800m

決勝



決勝 8月3日  9:20

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）
大会記録：信州リレー(GR)     16:50.9  

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1  10 弥生ヶ丘高   526 福田 駿希(2)  18:54.92 

ﾌｸﾀ ｼｭﾝｷ
  535 金野 隼男(2)

ｺﾝﾉ ﾊﾔｵ
  536 岩波 響介(2)

ｲﾜﾅﾐ ｷｮｳｽｹ
  531 清水 想介(2)

ｼﾐｽﾞ ｿｳｽｹ

一般男子

4×1500m

決勝



決勝 8月3日 10:35

長野県中学記録(CR)              43.57 芦原                         芦原             2016/06/19  
                                      （小林 涼真・柳澤 祐希・原 泰三・藤村 知季）
大会新：信州R中学(GR)           45.14 

[ 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   4 東北中(B)   424 佐藤 佑基(2)     48.16  1   3 箕輪中(A)   495 松澤 健耶(3)     46.07 

ｻﾄｳ ﾕｳｷ ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂﾔ
  420 小林 薫平(2)   504 柴 悠翔(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾝﾍﾟｲ ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ
  418 千野 颯太(2)   475 唐澤 悠斗(3)

ﾁﾉ ｿｳﾀ ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ
  417 塚原 直翔(2)   519 古賀 涼輔(3)

ﾂｶﾊﾗ ﾅｵﾄ ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ
 2   2 諏訪西中(A)   332 金子 和優(2)     48.98  2   7 富士見中(A)   427 矢沢 佑真(3)     47.14 

ｶﾈｺ ｶｽﾞﾔ ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ
  326 小松 裕昭(2)   429 名取 勇人(3)

ｺﾏﾂ ﾋﾛｱｷ ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ
  324 小池 成羽(2)   446 窪田 翔真(3)

ｺｲｹ ﾅﾙﾊ ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ
  338 宮下 和秀(2)   440 小平 悟(3)

ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾋﾃﾞ ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾄﾙ
 3   5 箕輪中(B)   474 那須 凜太郎(1)     51.21  3   4 松川JAC   290 安藤 義和(2)     49.99 

ﾅｽ ﾘﾝﾀﾛｳ ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼｶｽﾞ
  476 唐澤 伊織(1)   272 松村 青悟(2)

ｶﾗｻﾜ ｲｵﾘ ﾏﾂﾑﾗ ｾｲｺﾞ
  507 山口 智也(1)   279 合津 春快(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ ｺﾞｳｽﾞ ｼｭﾝｶｲ
  487 池上 雅哉(2)   271 松村 草児(2)

ｲｹｶﾞﾐ ﾏｻﾔ ﾏﾂﾑﾗ ｿｳｼﾞ
 4   6 諏訪西中(B)   334 宮﨑 志貴(2)     52.11  4   5 清陵附属中   350 杉井 瑛澄(1)     50.11 

ﾐﾔｻﾞｷ ｼｷ ｽｷﾞｲ ｴｲｽ
  325 小泉 陽貴(3)   353 小平 晋太郎(2)

ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙｷ ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾝﾀﾛｳ
  337 宮下 翔弥(2)   349 西沢 颯馬(2)

ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳﾔ ﾆｼｻﾞﾜ ｿｳﾏ
  330 小口 蒼葉(1)   342 傳田 悠人(2)

ｵｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ
 5   8 茅野東部中   125 倉澤 傑     54.58  5   2 高社中   213 町田 煌季(1)     51.84 

ｸﾗｻﾜ ﾀｶｼ ﾏﾁﾀﾞ ｺｳｷ
  127 清水 太揮   222 高橋 旭輝(2)

ｼﾐｽﾞ ﾀｲｷ ﾀｶﾊｼ ｱｻｷ
  130 松村 奏和   209 湯本 毅郎(1)

ﾏﾂﾑﾗ ｶﾝﾀ ﾕﾓﾄ ﾀｹﾛｳ
  117 髙田 秀治   215 上野 新太(2)

ﾀｶﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ ｳｴﾉ ｱﾗﾀ
 6   7 茅野北部中(C)   155 今井 結斗(2)     55.84  6   6 諏訪西中(C)   321 小平 寛太(2)     54.96 

ｲﾏｲ ﾕｲﾄ ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾝﾀ
  158 牛山 拓海(2)   335 宮阪 和人(1)

ｳｼﾔﾏ ﾀｸﾐ ﾐﾔｻｶ ｶｽﾞﾄ
  142 大江 瑛斗(2)   333 京村 明飛(1)

ｵｵｴ ｱｷﾄ ｷｮｳﾑﾗ ｱｻﾋ
  141 滝澤 賢(2)   331 山田 樹暉(2)

ﾀｷｻﾞﾜ ｻﾄﾙ ﾔﾏﾀﾞ ｲﾂｷ
 7   3 飯綱中  5194 小林 莉人(1)     57.91  7   8 箕輪中(C)   486 竹内 蒼太朗(1)     56.97 

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾄ ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾛｳ
 5195 荒井 蒼優(1)   479 田中 優一(1)

ｱﾗｲ ｿｳﾕｳ ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁ
 5197 相澤 史翔(1)   493 上田 柊佑(1)

ｱｲｻﾞﾜ ﾌﾐﾄ ｳｴﾀﾞ ｼｭｳ
 5193 岩村 永太(1)   468 有賀 柾宗(1)

ｲﾜﾑﾗ ｴｲﾀ ｱﾙｶﾞ ﾏｻﾑﾈ

中学男子

4×100m

決勝



[ 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   7 浅間中(A)   377 足立 晃悠     45.93  1   6 長峰中(A)   407 伊藤 紅羽(3)     48.66 

ｱﾀﾞﾁ ﾃﾙﾁｶ ｲﾄｳ ｸﾚﾊ
  380 佐藤 将大   393 増田 光月(3)

ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ
  372 藤原 陸生   395 西山 陸(3)

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｷ ﾆｼﾔﾏ ﾘｸ
  381 古村 拓海   387 畔上 亮太(3)

ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾘｮｳﾀ
 2   2 駒ヶ根東中(B)   198 伊東 未来翔(3)     50.29  2   4 永明中(A)    48 北原 壱晟(3)     49.61 

ｲﾄｳ ﾐｷﾄ ｷﾀﾊﾗ ｲｯｾｲ
  178 竹村 昌之(1)    54 清水 克暉(3)

ﾀｹﾑﾗ ﾏｻﾕｷ ｼﾐｽﾞ ｶﾂｷ
  185 深谷 礎(3)    44 両角 駿介(3)

ﾌｶﾔ ﾓﾄ ﾓﾛｽﾞﾐ ｼｭﾝｽｹ
  192 小出 成悟(3)    69 宮原 有輝(3)

ｺｲﾃﾞ ｾｲｺﾞ ﾐﾔﾊﾗ ﾕｳｷ
 3   4 岡谷西部中(A)   111 横山 勇磨(2)     50.97  3   5 永明中(B)    47 名取 陽(2)     50.57 

ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾏ ﾅﾄﾘ ﾊﾙ
  100 上田 隼(1)    68 牛山 渉(2)

ｳｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ ｳｼﾔﾏ ﾜﾀﾙ
  102 三澤 隼人(1)    49 尾台 浩都(2)

ﾐｻﾜ ﾊﾔﾄ ｵﾀﾞｲ ﾋﾛﾄ
  101 三澤 煌明(2)    45 梨子田 壮輝(2)

ﾐｻﾜ ｺｳﾒｲ ﾅｼﾀﾞ ｿｳｷ
 4   8 長峰中(B)   385 両角 薙斗(2)     51.08  4   2 浅間中(E)   624 小須田 翔     51.23 

ﾓﾛｽﾞﾐ ﾅｷﾞﾄ ｺｽﾀﾞ ｶｹﾙ
  405 伊藤 良真(2)   623 木内 心大

ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ ｷｳﾁ ｺｺﾛ
  401 市川 蓮也(2)   622 柳澤 透偉

ｲﾁｶﾜ ﾚﾝﾔ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄｳｲ
  391 藤森 寿馬(2)   621 小林 一成

ﾌｼﾞﾓﾘ ｶｽﾞﾏ ｺﾊﾞﾔｼ ｲｯｾｲ
 5   3 茅野北部中(B)   139 中村 光(2)     51.30  5   8 穂高西中   463 小林 怜央(2)     51.96 

ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾙ ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵ
  153 山田 龍(2)   453 百瀬 洋夢(3)

ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳ ﾓﾓｾ ﾋﾛﾑ
  143 多田 夏音(1)   458 瀧川 満(2)

ﾀﾀﾞ ｶｵﾄ ﾀｷｶﾞﾜ ﾐﾂﾙ
  148 清水 雅矢(2)   625 矢口 風斗(2)

ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾔ ﾔｸﾞﾁ ｶｻﾞﾄ
 6   6 富士見中(B)   444 三井 颯也(2)     55.27  6   7 駒ヶ根東中   188 上山 航汰(2)     55.36 

ﾐﾂｲ ｿｳﾔ ｶﾐﾔﾏ ｺｳﾀ
  428 木次 夏雪(2)   172 北原 快聖(1)

ｺﾂｷﾞ ﾅﾂｷ ｷﾀﾊﾗ ｶｲｾｲ
  437 小林 勇翔(1)   175 湯澤 颯(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ ﾕｻﾞﾜ ｿｳ
  430 平出 光晟(1)   181 大蔵 優悟(2)

ﾋﾗｲﾃﾞ ｺｳｾｲ ｵｵｸﾗ ﾕｳｺﾞ
    5 安曇野かけっこ(A)       7   3 安曇野かけっこ   17 東村 寛介(1)     55.61 

DNS ﾋｶﾞｼﾑﾗ ｶﾝｽｹ
   20 太谷 拓斗(1)

ｵｵﾀﾆ ﾀｸﾄ
    8 澤柳 智也(2)

ｻﾜﾔﾅｷﾞ ﾄﾓﾔ
   29 山田 智也(2)

ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾔ

中学男子

4×100m



[ 5組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 東北中(A)   415 廣瀬 春哉(3)     48.44 

ﾋﾛｾ ﾊﾙﾔ
  421 小林 魁(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ
  422 酒井 柊哉(3)

ｻｶｲ ｼｭｳﾔ
  423 山口 大輝(3)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ
 2   6 春富中   250 小幡 将太朗(2)     49.16 

ｵﾊﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ
  248 川口 愛翔(2)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾅﾄ
  252 酒井 奏楽(2)

ｻｶｲ ｿﾗ
  255 下平 真吾(3)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ  ｼﾝｺﾞ
 3   5 茅野北部中(A)   162 河東 淳人(3)     49.42 

ｶﾜﾄｳ ｱﾂﾄ
  146 川村 京平(3)

ｶﾜﾑﾗ ｷｮｳﾍｲ
  137 両角 俐音(3)

ﾓﾛｽﾞﾐ ﾘｵﾝ
  145 川﨑 友徳(3)

ｶﾜｻｷ ﾄﾓﾉﾘ
 4   4 浅間中(B)   369 木内 光波     50.10 

ｷｳﾁ ｺｳﾊ
  384 菊池 優介

ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ
  379 秋山 恵澄

ｱｷﾔﾏ ｹｲﾄ
  383 宮澤 健人

ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ
 5   7 岡谷西部中(B)    96 中島 健太(1)     54.94 

ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾀ
  107 丸山 大翔(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾄ
  112 伊藤 晴希(3)

ｲﾄｳ ﾊﾙｷ
  105 宮澤 秦羽(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｼﾝﾊ
 6   8 長峰中(C)   406 伊藤 陽飛(1)   1:01.03 

ｲﾄｳ ﾊﾙﾋ
  396 杉浦 遥光(1)

ｽｷﾞｳﾗ ﾊﾙﾋ
  403 横山 大地(1)

ﾖｺﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ
  394 石田 晟大(1)

ｲｼﾀﾞ ｾｲﾀ

中学男子

4×100m



   1 浅間中(A)     45.93 足立 晃悠 佐藤 将大 藤原 陸生 古村 拓海   3   1
   2 箕輪中(A)     46.07 松澤 健耶(3) 柴 悠翔(3) 唐澤 悠斗(3) 古賀 涼輔(3)   2   1
   3 富士見中(A)     47.14 矢沢 佑真(3) 名取 勇人(3) 窪田 翔真(3) 小平 悟(3)   2   2
   4 東北中(B)     48.16 佐藤 佑基(2) 小林 薫平(2) 千野 颯太(2) 塚原 直翔(2)   1   1
   5 東北中(A)     48.44 廣瀬 春哉(3) 小林 魁(3) 酒井 柊哉(3) 山口 大輝(3)   5   1
   6 長峰中(A)     48.66 伊藤 紅羽(3) 増田 光月(3) 西山 陸(3) 畔上 亮太(3)   4   1
   7 諏訪西中(A)     48.98 金子 和優(2) 小松 裕昭(2) 小池 成羽(2) 宮下 和秀(2)   1   2
   8 春富中     49.16 小幡 将太朗(2)川口 愛翔(2) 酒井 奏楽(2) 下平 真吾(3)   5   2
   9 茅野北部中(A)     49.42 河東 淳人(3) 川村 京平(3) 両角 俐音(3) 川﨑 友徳(3)   5   3
  10 永明中(A)     49.61 北原 壱晟(3) 清水 克暉(3) 両角 駿介(3) 宮原 有輝(3)   4   2
  11 松川JAC     49.99 安藤 義和(2) 松村 青悟(2) 合津 春快(2) 松村 草児(2)   2   3
  12 浅間中(B)     50.10 木内 光波 菊池 優介 秋山 恵澄 宮澤 健人   5   4
  13 清陵附属中     50.11 杉井 瑛澄(1) 小平 晋太郎(2)西沢 颯馬(2) 傳田 悠人(2)   2   4
  14 駒ヶ根東中(B)     50.29 伊東 未来翔(3)竹村 昌之(1) 深谷 礎(3) 小出 成悟(3)   3   2
  15 永明中(B)     50.57 名取 陽(2) 牛山 渉(2) 尾台 浩都(2) 梨子田 壮輝(2)  4   3
  16 岡谷西部中(A)     50.97 横山 勇磨(2) 上田 隼(1) 三澤 隼人(1) 三澤 煌明(2)   3   3
  17 長峰中(B)     51.08 両角 薙斗(2) 伊藤 良真(2) 市川 蓮也(2) 藤森 寿馬(2)   3   4
  18 箕輪中(B)     51.21 那須 凜太郎(1)唐澤 伊織(1) 山口 智也(1) 池上 雅哉(2)   1   3
  19 浅間中(E)     51.23 小須田 翔 木内 心大 柳澤 透偉 小林 一成   4   4
  20 茅野北部中(B)     51.30 中村 光(2) 山田 龍(2) 多田 夏音(1) 清水 雅矢(2)   3   5
  21 高社中     51.84 町田 煌季(1) 高橋 旭輝(2) 湯本 毅郎(1) 上野 新太(2)   2   5
  22 穂高西中     51.96 小林 怜央(2) 百瀬 洋夢(3) 瀧川 満(2) 矢口 風斗(2)   4   5
  23 諏訪西中(B)     52.11 宮﨑 志貴(2) 小泉 陽貴(3) 宮下 翔弥(2) 小口 蒼葉(1)   1   4
  24 茅野東部中     54.58 倉澤 傑 清水 太揮 松村 奏和 髙田 秀治   1   5
  25 岡谷西部中(B)     54.94 中島 健太(1) 丸山 大翔(3) 伊藤 晴希(3) 宮澤 秦羽(1)   5   5
  26 諏訪西中(C)     54.96 小平 寛太(2) 宮阪 和人(1) 京村 明飛(1) 山田 樹暉(2)   2   6
  27 富士見中(B)     55.27 三井 颯也(2) 木次 夏雪(2) 小林 勇翔(1) 平出 光晟(1)   3   6
  28 駒ヶ根東中     55.36 上山 航汰(2) 北原 快聖(1) 湯澤 颯(2) 大蔵 優悟(2)   4   6
  29 安曇野かけっこ(     55.61 東村 寛介(1) 太谷 拓斗(1) 澤柳 智也(2) 山田 智也(2)   4   7
  30 茅野北部中(C)     55.84 今井 結斗(2) 牛山 拓海(2) 大江 瑛斗(2) 滝澤 賢(2)   1   6
  31 箕輪中(C)     56.97 竹内 蒼太朗(1)田中 優一(1) 上田 柊佑(1) 有賀 柾宗(1)   2   7
  32 飯綱中     57.91 小林 莉人(1) 荒井 蒼優(1) 相澤 史翔(1) 岩村 永太(1)   1   7
  33 長峰中(C)   1:01.03 伊藤 陽飛(1) 杉浦 遥光(1) 横山 大地(1) 石田 晟大(1)   5   6
    安曇野かけっこ(A          DNS   3    

決勝 8月3日 10:35

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
    5 安曇野かけっこ  386 豊泉 佑介(1)      

ﾄﾖｲｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ DQ
   14 武田 大和(1)

ﾀｹﾀﾞ ﾔﾏﾄ
   23 松嶋 大智(2)

ﾏﾂｼﾏ ﾀｲﾁ
    9 林 陸翔(2)

ﾊﾔｼ ﾘｸﾄ

4×100m

決勝

中学男子ｵｰﾌﾟﾝ

順位 所属名 都道府県 記録 備考

中学男子

4×100m
タイムレース

順位ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組



決勝 8月3日 11:45

長野県中学記録(CR)            8:39.26 塩尻広陵                     塩尻広陵         2014/03/15  
                                      （下村 勇喜・細野 拓歩・太田 裕真・折橋 翔太）
大会新：信州R中学(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   1 箕輪中(A)   489 大場 崇義(2)   8:53.82  1   2 三陽中   236 高橋 光稀(3)   9:16.46 

ｵｵﾊﾞ ﾀｶﾖｼ ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ
  478 田中 惠介(3)   235 高橋 孝樹(3)

ﾀﾅｶ ｹｲｽｹ ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞｭ
  520 岩田 直也(3)   237 甘利 裕介

ｲﾜﾀ ﾅｵﾔ ｱﾏﾘ ﾕｳｽｹ
  513 佐藤 大介ﾏｰｸ(3)   228 北野 渓介(3)

ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹﾏｰｸ ｷﾀﾉ ｹｲｽｹ
 2   8 赤穂中   600 中村 元紀(2)   9:08.98  2   1 清陵附属中   345 芳澤 大樹(3)   9:44.18 

ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｷ ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｷ
  604 矢澤 蓮太郎(3)   346 難波 光輝(2)

ﾔｻﾞﾜ ﾚﾝﾀﾛｳ ﾅﾝﾊﾞ ｺｳｷ
  608 鈴木 哲平(2)   348 竹内 浩二(2)

ｽｽﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ ﾀｹｳﾁ ｺｳｼﾞ
  603 長谷部 直大(3)   352 松枝 智也(3)

ﾊｾﾍﾞ ﾅｵﾋﾛ ﾏﾂｴﾀﾞ ﾄﾓﾔ
 3   7 富士見中   440 小平 悟(3)   9:13.27  3   3 松川JAC   262 澤村 青宙(1)  10:04.01 

ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾄﾙ ｻﾜﾑﾗ ｿﾗ
  433 田所 夢太郎(3)   274 小池 莉希(3)

ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕﾒﾀﾛｳ ｺｲｹ ﾘｷ
  447 窪田 怜真(2)   275 山田 隼輔(2)

ｸﾎﾞﾀ ﾚｲﾏ ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ
  436 植松 大志(3)   287 羽生 大起(2)

ｳｴﾏﾂ ﾀｲｼ ﾊﾆｭｳ ﾀﾞｲｷ
 4   4 駒ヶ根東中   183 青木 颯(2)   9:37.05  4   5 箕輪中(C)   514 根橋 諒介(1)  10:53.18 

ｱｵｷ ﾊﾔﾃ ﾈﾊﾞｼ ﾘｮｳｽｹ
  177 中野 聡太(2)   480 中林 優(1)

ﾅｶﾉ ｿｳﾀ ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳ
  195 宮澤 太地(2)   484 中村 春人(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｲﾁ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾄ
  187 森村 徳一(3)   482 中野 瑛太(2)

ﾓﾘﾑﾗ ﾉﾘｶｽﾞ ﾅｶﾉ ｴｲﾀ
 5   2 箕輪中(B)   473 南郷 友輝(3)   9:46.06  5   4 長峰中(A)   407 伊藤 紅羽(3)  11:36.40 

ﾅﾝｺﾞｳ ﾕｳｷ ｲﾄｳ ｸﾚﾊ
  506 山口 陽也(1)   403 横山 大地(1)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾔ ﾖｺﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ
  488 大槻 心(1)   406 伊藤 陽飛(1)

ｵｵﾂｷ ｼﾝ ｲﾄｳ ﾊﾙﾋ
  498 小林 隼人(3)   394 石田 晟大(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ ｲｼﾀﾞ ｾｲﾀ
 6   3 春富中   239 北原 浩太(3)   9:46.97     6 茅野東部中      

ｷﾀﾊﾗ  ｺｳﾀ DNS
  245 田村 隼乙(2)

ﾀﾑﾗ ﾊﾔﾄ
  249 西村 連太郎(2)

ﾆｼﾑﾗ ﾚﾝﾀﾛｳ
  246 中原 悠理(2)

ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾘ
 7   5 飯綱中  5204 髙野 耕太郎(2)  10:00.38 

ﾀｶﾉ ｺｳﾀﾛｳ
 5190 齋藤 蓮(3)

ｻｲﾄｳ ﾚﾝ
 5205 伊藤 翔(2)

ｲﾄｳ ｼｮｳ
 5195 荒井 蒼優(1)

ｱﾗｲ ｿｳﾕｳ
 8   6 岡谷西部中   112 伊藤 晴希(3)  10:01.38 

ｲﾄｳ ﾊﾙｷ
  107 丸山 大翔(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾄ
  111 横山 勇磨(2)

ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾏ
   96 中島 健太(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾀ

中学男子

4×800m

決勝



   1 箕輪中(A)   8:53.82 大場 崇義(2) 田中 惠介(3) 岩田 直也(3) 佐藤 大介ﾏｰｸ(3  1   1
   2 赤穂中   9:08.98 中村 元紀(2) 矢澤 蓮太郎(3)鈴木 哲平(2) 長谷部 直大(3)  1   2
   3 富士見中   9:13.27 小平 悟(3) 田所 夢太郎(3)窪田 怜真(2) 植松 大志(3)   1   3
   4 三陽中   9:16.46 高橋 光稀(3) 高橋 孝樹(3) 甘利 裕介 北野 渓介(3)   2   1
   5 駒ヶ根東中   9:37.05 青木 颯(2) 中野 聡太(2) 宮澤 太地(2) 森村 徳一(3)   1   4
   6 清陵附属中   9:44.18 芳澤 大樹(3) 難波 光輝(2) 竹内 浩二(2) 松枝 智也(3)   2   2
   7 箕輪中(B)   9:46.06 南郷 友輝(3) 山口 陽也(1) 大槻 心(1) 小林 隼人(3)   1   5
   8 春富中   9:46.97 北原 浩太(3) 田村 隼乙(2) 西村 連太郎(2)中原 悠理(2)   1   6
   9 飯綱中  10:00.38 髙野 耕太郎(2)齋藤 蓮(3) 伊藤 翔(2) 荒井 蒼優(1)   1   7
  10 岡谷西部中  10:01.38 伊藤 晴希(3) 丸山 大翔(3) 横山 勇磨(2) 中島 健太(1)   1   8
  11 松川JAC  10:04.01 澤村 青宙(1) 小池 莉希(3) 山田 隼輔(2) 羽生 大起(2)   2   3
  12 箕輪中(C)  10:53.18 根橋 諒介(1) 中林 優(1) 中村 春人(2) 中野 瑛太(2)   2   4
  13 長峰中(A)  11:36.40 伊藤 紅羽(3) 横山 大地(1) 伊藤 陽飛(1) 石田 晟大(1)   2   5
    茅野東部中          DNS   2    

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録

中学男子

4×800m

組 順位備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4



決勝 8月3日  9:20

長野県中学記録(CR)           17:37.14 松川JAC                      松川JAC          2013/02/23  
                                      （松澤 拓弥・田畑 崇明・吉川 健成・松下 湧登）
大会新：信州R中学(GR)        17:51.87 

[ 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   3 箕輪中(A)   489 大場 崇義(2)  18:18.81  1   3 茅野東部中   118 鈴木 創太  19:29.16 

ｵｵﾊﾞ ﾀｶﾖｼ ｽｽﾞｷ ｱﾗﾀ
  478 田中 惠介(3)   128 清水 康希

ﾀﾅｶ ｹｲｽｹ ｼﾐｽﾞ ｺｳｷ
  520 岩田 直也(3)   123 長田 大和

ｲﾜﾀ ﾅｵﾔ ﾅｶﾞﾀ ﾔﾏﾄ
  498 小林 隼人(3)   129 真道 叶羽

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ ｼﾝﾄﾞｳ ｷｮｳ
 2   5 赤穂中(A)   605 堀田 匠和(2)  18:38.79  2   8 浅間中(C)   373 田下 輝稀  19:50.29 

ﾎﾘﾀ ﾀｸﾄ ﾀｼﾀ ｺｳｷ
  604 矢澤 蓮太郎(3)   370 豊島 誉生

ﾔｻﾞﾜ ﾚﾝﾀﾛｳ ﾄﾖｼﾏ ﾀｶｵ
  603 長谷部 直大(3)   382 京野 倖太

ﾊｾﾍﾞ ﾅｵﾋﾛ ｷｮｳﾉ ｺｳﾀ
  608 鈴木 哲平(2)   376 大井 奏汰

ｽｽﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ ｵｵｲ ｿｳﾀ
 3   6 富士見中(A)   429 名取 勇人(3)  18:59.89  3   7 松川JAC   274 小池 莉希(3)  20:05.69 

ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ ｺｲｹ ﾘｷ
  433 田所 夢太郎(3)   275 山田 隼輔(2)

ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕﾒﾀﾛｳ ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ
  447 窪田 怜真(2)   287 羽生 大起(2)

ｸﾎﾞﾀ ﾚｲﾏ ﾊﾆｭｳ ﾀﾞｲｷ
  436 植松 大志(3)   262 澤村 青宙(1)

ｳｴﾏﾂ ﾀｲｼ ｻﾜﾑﾗ ｿﾗ
 4   7 三陽中   228 北野 渓介(3)  19:20.26  4   2 箕輪中(B)   512 佐藤 大輔ﾏｰｸ(3)  20:39.65 

ｷﾀﾉ ｹｲｽｹ ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹﾏｰｸ
  237 甘利 裕介   488 大槻 心(1)

ｱﾏﾘ ﾕｳｽｹ ｵｵﾂｷ ｼﾝ
  233 小林 晴人(3)   480 中林 優(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳ
  236 高橋 光稀(3)   524 伊藤 達也(2)

ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ
 5   2 富士見中(B)   443 小松 歩輝(1)  20:34.58  5   6 赤穂中(B)   609 大原 翔輝(2)  21:04.45 

ｺﾏﾂ ｱﾕｷ ｵｵﾊﾗ ﾄｷ
  437 小林 勇翔(1)   610 矢澤 秀成(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ ﾔｻﾞﾜ ｼｭｳｾｲ
  438 小林 樹(1)   602 鈴木 凰介(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾂｷ ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ
  430 平出 光晟(1)   611 鈴木 隼汰(2)

ﾋﾗｲﾃﾞ ｺｳｾｲ ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾀ
 6   1 茅野北部中   144 前田 翔太(2)  21:00.04  6   5 諏訪西中   337 宮下 翔弥(2)  21:28.38 

ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳﾔ
  155 今井 結斗(2)   325 小泉 陽貴(3)

ｲﾏｲ ﾕｲﾄ ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙｷ
  163 伊藤 魁(2)   323 小池 悠斗(2)

ｲﾄｳ ｶｲ ｺｲｹ ﾕｳﾄ
  156 沓掛 珀(2)   320 藤森 光(2)

ｸﾂｶｹ ﾊｸ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋｶﾙ
 7   4 駒ヶ根東中   191 小木曽 翔太(2)  21:14.30  7   1 箕輪中(C)   505 柴 将斗(3)  21:30.95 

ｵｷﾞｿ ｼｮｳﾀ ｼﾊﾞ ﾏｻﾄ
  184 仁平 優太(2)   506 山口 陽也(1)

ﾆﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾀ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾔ
  174 福澤 栄暉(2)   484 中村 春人(2)

ﾌｸｻﾞﾜ ｴｲｷ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾄ
  170 木下 斎滉(1)   473 南郷 友輝(3)

ｷﾉｼﾀ ｲｯｺｳ ﾅﾝｺﾞｳ ﾕｳｷ
 8   8 岡谷西部中   112 伊藤 晴希(3)  21:27.76  8   9 高社中   205 齋藤 黎(2)  21:46.63 

ｲﾄｳ ﾊﾙｷ ｻｲﾄｳ ﾚｲ
  107 丸山 大翔(3)   213 町田 煌季(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾄ ﾏﾁﾀﾞ ｺｳｷ
  111 横山 勇磨(2)   221 高津 玲(1)

ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾏ ﾀｶﾂ ﾚｲ
   96 中島 健太(1)   210 嶋田 大輝(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾀ ｼﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ
 9   9 永明中    73 加藤 遼一郎(1)  23:41.18     4 浅間中(D)      

ｶﾄｳ ﾘｮｳｲﾁﾛｳ DNS
   51 中山 岳和(1)

ﾅｶﾔﾏ ｶﾞｸﾄ
   61 寺平 隼海(1)

ﾃﾗﾀﾞｲﾗ ｼｭｳ
   46 矢﨑 隆暉(1)

ﾔｻﾞｷ ﾘｭｳｷ

中学男子

4×1500m

決勝



   1 箕輪中(A)  18:18.81 大場 崇義(2) 田中 惠介(3) 岩田 直也(3) 小林 隼人(3)   1   1
   2 赤穂中(A)  18:38.79 堀田 匠和(2) 矢澤 蓮太郎(3)長谷部 直大(3)鈴木 哲平(2)   1   2
   3 富士見中(A)  18:59.89 名取 勇人(3) 田所 夢太郎(3)窪田 怜真(2) 植松 大志(3)   1   3
   4 三陽中  19:20.26 北野 渓介(3) 甘利 裕介 小林 晴人(3) 高橋 光稀(3)   1   4
   5 茅野東部中  19:29.16 鈴木 創太 清水 康希 長田 大和 真道 叶羽   2   1
   6 浅間中(C)  19:50.29 田下 輝稀 豊島 誉生 京野 倖太 大井 奏汰   2   2
   7 松川JAC  20:05.69 小池 莉希(3) 山田 隼輔(2) 羽生 大起(2) 澤村 青宙(1)   2   3
   8 富士見中(B)  20:34.58 小松 歩輝(1) 小林 勇翔(1) 小林 樹(1) 平出 光晟(1)   1   5
   9 箕輪中(B)  20:39.65 佐藤 大輔ﾏｰｸ(3大槻 心(1) 中林 優(1) 伊藤 達也(2)   2   4
  10 茅野北部中  21:00.04 前田 翔太(2) 今井 結斗(2) 伊藤 魁(2) 沓掛 珀(2)   1   6
  11 赤穂中(B)  21:04.45 大原 翔輝(2) 矢澤 秀成(1) 鈴木 凰介(2) 鈴木 隼汰(2)   2   5
  12 駒ヶ根東中  21:14.30 小木曽 翔太(2)仁平 優太(2) 福澤 栄暉(2) 木下 斎滉(1)   1   7
  13 岡谷西部中  21:27.76 伊藤 晴希(3) 丸山 大翔(3) 横山 勇磨(2) 中島 健太(1)   1   8
  14 諏訪西中  21:28.38 宮下 翔弥(2) 小泉 陽貴(3) 小池 悠斗(2) 藤森 光(2)   2   6
  15 箕輪中(C)  21:30.95 柴 将斗(3) 山口 陽也(1) 中村 春人(2) 南郷 友輝(3)   2   7
  16 高社中  21:46.63 齋藤 黎(2) 町田 煌季(1) 高津 玲(1) 嶋田 大輝(2)   2   8
  17 永明中  23:41.18 加藤 遼一郎(1)中山 岳和(1) 寺平 隼海(1) 矢﨑 隆暉(1)   1   9
    浅間中(D)          DNS   2    

組 順位備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4

中学男子

4×1500m
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録
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