
期　　日／

コ ー ス／ 県松本平広域公園内周回コース

主　　催／ 中信地区陸上競技協会 協賛／　(有)タケシゲ

主　　管／ 中信地区陸上競技協会

総　　務／ 青山　陸生

審 判 長／ 小幡　泰俊 記録主任／ 瀧沢　佳生

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 35分54秒

２位 11 信大附属松本A 中信 36分16秒

３位 9 宮田A 南信 36分29秒

４位 1 箕輪A 南信 36分34秒

５位 6 赤穂A 南信 36分42秒

６位 10 富士見A 南信 37分12秒

区間賞 区 № 氏   名　(学年) 地区名 チーム名 区間記録 備考

１区 9 小田切 幹太(2) 南信 宮田A 9分27秒

２区 2 吉岡 大翔(2) 北信 川中島A 9分11秒

３区 6 矢澤 蓮太郎(2) 南信 赤穂A 6分28秒 新

４区 1 大場 崇義(1) 南信 箕輪A 9分54秒

中信の部 順位 № チーム名 記　録 備考

１位 11 信大附属松本A 36分16秒

２位 54 開成A 37分18秒

３位 21 北安松川A 39分06秒

４位 17 鉢盛A 39分30秒

５位 27 高綱A 39分35秒

６位 13 信大附属松本B 39分43秒

区間賞 区 № 氏   名　(学年) 地区名 チーム名 区間記録 備考

１区 33 武田 寧登(2) 中信 白馬A 9分48秒

２区 11 大塚 壮剛(2) 中信 信大附属松本A 9分52秒

３区 11 遠藤 優裕(1) 中信 信大附属松本A 6分35秒

４区 11 宇都宮 崚太(2) 中信 信大附属松本A 9分58秒

気象状況／ 時刻 天候 気温℃ 風向 風速m/sec 湿度％
10:45 晴れ 10.0 南西 1.6 54.0
11:00 晴れ 8.5 北東 3.9 51.0

第２区 3.00km

第３区 2.05km

第４区 3.00km

第10回中信地区中学新人駅伝競走大会

男子の部

公　　式　　記　　録　　集

2019年2月23日(土)

第１区 3.05km



上段：通算記録（順位） 上段：通算記録（順位）

新＝新記録 下段：区間記録（順位） 下段：区間記録（順位）

記録

8.10 km

川中島A

1 2 川中島A 35分54秒 9'39 (4) 18'50 (1) 25'54 (1) 35'54 (1)

川中島A 9'39 (4) 9'11 (1) 7'04 (9) 10'00 (3)
信大附属松本A

2 11 信大附属松本A 36分16秒 9'51 (7) 19'43 (5) 26'18 (4) 36'16 (2)
信大附属松本A 9'51 (7) 9'52 (3) 6'35 (2) 9'58 (2)
宮田A

3 9 宮田A 36分29秒 9'27 (1) 19'31 (2) 26'17 (3) 36'29 (3)
宮田A 9'27 (1) 10'04 (5) 6'46 (3) 10'12 (6)
箕輪A

4 1 箕輪A 36分34秒 9'53 (9) 19'38 (3) 26'40 (5) 36'34 (4)
箕輪A 9'53 (9) 9'45 (2) 7'02 (7) 9'54 (1)
赤穂A

5 6 赤穂A 36分42秒 9'45 (5) 19'48 (6) 26'16 (2) 36'42 (5)
赤穂A 9'45 (5) 10'03 (4) 新 6'28 (1) 10'26 (11)
富士見A

6 10 富士見A 37分12秒 9'36 (2) 19'41 (4) 27'00 (6) 37'12 (6)
富士見A 9'36 (2) 10'05 (6) 7'19 (16) 10'12 (6)
開成A

7 54 開成A 37分18秒 9'52 (8) 19'59 (7) 27'07 (7) 37'18 (7)
開成A 9'52 (8) 10'07 (7) 7'08 (11) 10'11 (4)
豊丘A

8 29 豊丘A 38分06秒 10'10 (14) 20'30 (9) 27'23 (8) 38'06 (8)
豊丘A 10'10 (14) 10'20 (9) 6'53 (4) 10'43 (17)
川中島B

9 62 川中島B 38分14秒 10'12 (17) 20'36 (11) 27'36 (9) 38'14 (9)
川中島B 10'12 (17) 10'24 (11) 7'00 (6) 10'38 (15)
三陽A

10 15 三陽A 38分26秒 10'14 (18) 20'38 (12) 28'00 (12) 38'26 (10)
三陽A 10'14 (18) 10'24 (11) 7'22 (18) 10'26 (11)
茅野東部A

11 16 茅野東部A 38分38秒 10'11 (15) 20'22 (8) 27'37 (10) 38'38 (11)
茅野東部A 10'11 (15) 10'11 (8) 7'15 (14) 11'01 (25)
箕輪B

12 20 箕輪B 38分50秒 10'39 (30) 21'26 (28) 28'39 (17) 38'50 (12)
箕輪B 10'39 (30) 10'47 (26) 7'13 (12) 10'11 (4)
東御東部A

13 18 東御東部A 39分04秒 10'30 (25) 21'01 (20) 28'04 (13) 39'04 (13)
東御東部A 10'30 (25) 10'31 (14) 7'03 (8) 11'00 (24)
北安松川A

14 21 北安松川A 39分06秒 10'21 (21) 20'58 (18) 27'54 (11) 39'06 (14)
北安松川A 10'21 (21) 10'37 (18) 6'56 (5) 11'12 (30)
広徳A

15 26 広徳A 39分07秒 10'36 (28) 21'17 (25) 28'53 (26) 39'07 (15)
広徳A 10'36 (28) 10'41 (24) 7'36 (23) 10'14 (8)
松川ＪＡＣA

16 7 松川ＪＡＣA 39分07秒 10'59 (38) 21'37 (33) 28'42 (20) 39'07 (16)
松川ＪＡＣA 10'59 (38) 10'38 (19) 7'05 (10) 10'25 (10)
戸倉上山田A

17 8 戸倉上山田A 39分10秒 9'39 (3) 20'52 (16) 28'56 (28) 39'10 (17)
戸倉上山田A 9'39 (3) 11'13 (38) 8'04 (43) 10'14 (8)
春富A

18 48 春富A 39分19秒 10'11 (16) 20'49 (14) 28'31 (15) 39'19 (18)
春富A 10'11 (16) 10'38 (19) 7'42 (28) 10'48 (19)
赤穂B

19 45 赤穂B 39分29秒 10'16 (19) 20'52 (17) 28'31 (15) 39'29 (19)
赤穂B 10'16 (19) 10'36 (17) 7'39 (25) 10'58 (21)
鉢盛A

20 17 鉢盛A 39分30秒 10'52 (36) 21'31 (30) 28'55 (27) 39'30 (20)
鉢盛A 10'52 (36) 10'39 (22) 7'24 (19) 10'35 (14)
長野東部A

21 14 長野東部A 39分31秒 10'28 (23) 21'03 (22) 28'44 (22) 39'31 (21)
長野東部A 10'28 (23) 10'35 (16) 7'41 (27) 10'47 (18)
高綱A

22 27 高綱A 39分35秒 10'25 (22) 21'31 (31) 29'05 (31) 39'35 (22)
高綱A 10'25 (22) 11'06 (34) 7'34 (22) 10'30 (13)
信大附属松本B

23 13 信大附属松本B 39分43秒 10'08 (13) 21'29 (29) 28'45 (23) 39'43 (23)
信大附属松本B 10'08 (13) 11'21 (42) 7'16 (15) 10'58 (21)
屋代A

24 61 屋代A 39分43秒 9'56 (10) 20'43 (13) 28'40 (18) 39'43 (24)
屋代A 9'56 (10) 10'47 (26) 7'57 (38) 11'03 (26)
永明A

25 28 永明A 39分47秒 10'17 (20) 21'12 (24) 28'42 (20) 39'47 (25)
永明A 10'17 (20) 10'55 (29) 7'30 (20) 11'05 (28)
駒ケ根東A

26 4 駒ケ根東A 39分57秒 10'34 (27) 21'08 (23) 28'40 (18) 39'57 (26)
駒ケ根東A 10'34 (27) 10'34 (15) 7'32 (21) 11'17 (32)

2019/2/23(土)

第10回中信地区中学新人駅伝競走大会　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 第４区

3.1 km 3.0 km 2.05 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

永原 颯磨(1) 吉岡 大翔(2) 飯島 千太郎(1) 吉岡 斗真(1)

大塚 悠剛(2) 大塚 壮剛(2) 遠藤 優裕(1) 宇都宮 崚太(2)

小田切 幹太(2) 佐々木 陸(2) 中島 温(1) 野溝 兼佑(1)

小林 隼人(2) 岩田 直也(2) 田中 惠介(2) 大場 崇義(1)

長谷部 直大(2) 鈴木 哲平(1) 矢澤 蓮太郎(2) 渋谷 大和(1)

田所 夢太郎(2) 馬場 直喜(2) 窪田 怜真(1) 小平 悟(2)

杉原 立樹(2) 安坂 丈瑠(2) 橋本 博人(2) 合葉 太飛(2)

菅沼 心太(2) 米山 元章(2) 坂巻 譲太(2) 長沼 康介(2)

金子 一渓(1) 宮尾 大空(1) 西川 巧(1) 山﨑 和音斗(1)

甘利 裕介(2) 北野 渓介(2) 高橋 孝樹(2) 高橋 光稀(2)

鈴木 創太(2) 真道 叶羽(1) 矢島 壮野(2) 長田 大和(1)

佐藤 大介 マーク(2) 北澤 秀征(2) 南郷 友輝(2) 岡添 智史(2)

楢原 累斗(2) 宮下 輝海(2) 福島 大志郎(2) 横山 廉汰郎(1)

横澤 静也(1) 畠山 史城(2) 丸山 祥太(2) 勝家 崚太(2)

近藤 寛康(2) 安藤 光星(2) 吉田 夢希斗(2) 堀内 遥人(2)

梅原 悠良(1) 羽生 大起(1) 山田 隼輔(1) 熊谷 航陽(1)

和田 瑛登(2) 大下 文斗貴(1) 茂木 天満(1) 竹内 朝輝(2)

北原 浩太(2) 長橋 寛太(2) 犬塚 陸斗(2) 中原 悠里(1)

堀田 匠和(1) 中村 元紀(1) 鈴木 隼汰(1) 大原 翔輝(1)

三島 成生(1) 桃井 盛那(2) 奥原 時光(1) 山田 瑛太(1)

山田 翔(2) 倉嶋 颯太(1) 進藤 大和(1) 町田 智(1)

金古 廉(2) 金子 楽斗(2) 川瀬 拓郎(2) 窪田 浩志(2)

木下 慎太郎(2) 久保田 興輝(1) 清水 寛斗(1) 西垣 尚弥(2)

宮﨑 蒼也(2) 栗原 招太郎(2) 町田 廉太郎(2) 鈴木 大洋(2)

中澤 京聖(1) 清水 克暉(2) 牛山 門(1) 今村 太知(2)

森村 徳一(2) 小木曽 翔太(1) 仁平 優太(1) 福澤 栄暉(1)
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記録

8.10 km

順 No 学　校　名

第１区 第２区 第３区 第４区

3.1 km 3.0 km 2.05 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

梓川A
27 24 梓川A 40分02秒 10'29 (24) 20'50 (15) 29'04 (30) 40'02 (27)

梓川A 10'29 (24) 10'21 (10) 8'14 (48) 10'58 (21)
高社A

28 19 高社A 40分03秒 10'08 (12) 21'00 (19) 28'51 (25) 40'03 (28)
高社A 10'08 (12) 10'52 (28) 7'51 (36) 11'12 (30)
白馬A

29 33 白馬A 40分22秒 9'48 (6) 20'30 (10) 28'14 (14) 40'22 (29)
白馬A 9'48 (6) 10'42 (25) 7'44 (30) 12'08 (53)
岡谷市陸上教室A

30 46 岡谷市陸上教室A 40分23秒 10'44 (34) 21'24 (27) 29'03 (29) 40'23 (30)
岡谷市陸上教室A 10'44 (34) 10'40 (23) 7'39 (25) 11'20 (34)
堀金A

31 5 堀金A 40分25秒 10'42 (33) 21'44 (34) 29'46 (37) 40'25 (31)
堀金A 10'42 (33) 11'02 (31) 8'02 (42) 10'39 (16)
波田A

32 41 波田A 40分36秒 9'58 (11) 21'02 (21) 28'50 (24) 40'36 (32)
波田A 9'58 (11) 11'04 (33) 7'48 (33) 11'46 (48)
須坂RCA

33 12 須坂RCA 40分37秒 10'32 (26) 22'12 (38) 29'33 (33) 40'37 (33)
須坂RCA 10'32 (26) 11'40 (49) 7'21 (17) 11'04 (27)
富士見B

34 32 富士見B 40分38秒 10'42 (32) 21'20 (26) 29'45 (36) 40'38 (34)
富士見B 10'42 (32) 10'38 (19) 8'25 (54) 10'53 (20)
山辺A

35 25 山辺A 41分26秒 10'38 (29) 21'55 (35) 29'41 (34) 41'26 (35)
山辺A 10'38 (29) 11'17 (40) 7'46 (31) 11'45 (46)
諏訪西A

36 31 諏訪西A 41分51秒 10'46 (35) 21'56 (36) 30'14 (38) 41'51 (36)
諏訪西A 10'46 (35) 11'10 (37) 8'18 (51) 11'37 (40)
塩尻広陵A

37 23 塩尻広陵A 41分52秒 10'57 (37) 22'19 (39) 30'24 (39) 41'52 (37)
塩尻広陵A 10'57 (37) 11'22 (43) 8'05 (45) 11'28 (38)
信明A

38 34 信明A 41分56秒 11'02 (39) 22'25 (41) 30'39 (44) 41'56 (38)
信明A 11'02 (39) 11'23 (44) 8'14 (48) 11'17 (32)
高綱B

39 55 高綱B 41分59秒 11'05 (42) 21'33 (32) 29'42 (35) 41'59 (39)
高綱B 11'05 (42) 10'28 (13) 8'09 (46) 12'17 (54)
真田クラブA

40 63 真田クラブA 42分03秒 11'06 (43) 22'37 (45) 30'37 (43) 42'03 (40)
真田クラブA 11'06 (43) 11'31 (46) 8'00 (39) 11'26 (36)
箕輪D

41 51 箕輪D 42分04秒 10'40 (31) 22'48 (47) 30'30 (40) 42'04 (41)
箕輪D 10'40 (31) 12'08 (56) 7'42 (28) 11'34 (39)
梓川B

42 40 梓川B 42分05秒 11'09 (46) 22'58 (49) 30'59 (50) 42'05 (42)
梓川B 11'09 (46) 11'49 (54) 8'01 (41) 11'06 (29)
三郷A

43 42 三郷A 42分13秒 11'21 (51) 23'02 (50) 30'51 (47) 42'13 (43)
三郷A 11'21 (51) 11'41 (51) 7'49 (34) 11'22 (35)
菅野A

44 3 菅野A 42分15秒 11'08 (44) 22'46 (46) 30'33 (41) 42'15 (44)
菅野A 11'08 (44) 11'38 (48) 7'47 (32) 11'42 (41)
穂高東A

45 59 穂高東A 42分18秒 11'03 (41) 22'30 (42) 30'52 (48) 42'18 (45)
穂高東A 11'03 (41) 11'27 (45) 8'22 (53) 11'26 (36)
穂高西A

46 58 穂高西A 42分18秒 11'30 (52) 22'32 (43) 30'36 (42) 42'18 (46)
穂高西A 11'30 (52) 11'02 (31) 8'04 (43) 11'42 (41)
豊丘B

47 47 豊丘B 42分25秒 11'15 (48) 22'22 (40) 30'39 (44) 42'25 (47)
豊丘B 11'15 (48) 11'07 (35) 8'17 (50) 11'46 (48)
開成B

48 30 開成B 42分36秒 11'18 (49) 23'15 (52) 30'52 (48) 42'36 (48)
開成B 11'18 (49) 11'57 (55) 7'37 (24) 11'44 (45)
鉢盛B

49 57 鉢盛B 42分49秒 11'37 (54) 23'17 (53) 31'06 (51) 42'49 (49)
鉢盛B 11'37 (54) 11'40 (49) 7'49 (34) 11'43 (43)
永明B

50 49 永明B 42分58秒 11'02 (40) 23'22 (54) 31'13 (53) 42'58 (50)
永明B 11'02 (40) 12'20 (58) 7'51 (36) 11'45 (46)
筑摩野A

51 56 筑摩野A 43分06秒 11'09 (45) 22'52 (48) 31'11 (52) 43'06 (51)
筑摩野A 11'09 (45) 11'43 (52) 8'19 (52) 11'55 (51)
丘A

52 52 丘A 43分12秒 11'54 (57) 23'03 (51) 31'29 (54) 43'12 (52)
丘A 11'54 (57) 11'09 (36) 8'26 (55) 11'43 (43)
安曇野かけっこクラブA

53 22 安曇野かけっこクラブA 43分12秒 11'20 (50) 22'36 (44) 30'45 (46) 43'12 (53)
安曇野かけっこクラブA 11'20 (50) 11'16 (39) 8'09 (46) 12'27 (56)
三郷B

54 44 三郷B 44分38秒 11'41 (56) 23'29 (55) 31'57 (55) 44'38 (54)
三郷B 11'41 (56) 11'48 (53) 8'28 (56) 12'41 (57)

大越 温真(2) 輪湖 颯(2) 木島 玲(1) 清水 悠雅(2)

浦野 太平(2) 齋藤 黎(1) 上野 新太(1) 嶋田 大輝(1)

武田 寧登(2) 松澤 尚弥(2) 江津 祥太朗(2) 荻野 彪(2)

壬生 新(2) 小松 悟一(2) 宮坂 志一(1) 村瀬 貴哉(1)

森 維織(1) 落合 華七斗(2) 上条 勇貴(2) 小池 陽(2)

水野 琉斗(1) 増田 空大(2) 芝田 悠(2) 山口 洸斗(1)

田幸 瞭(2) 沼田 豊輝(1) 宮澤 大和(1) 宇田 陽介(2)

矢沢 佑真(2) 窪田 翔真(2) 木次 夏雪(1) 植松 大志(2)

梶川 新(2) 村本 瑛(2) 重田 篤希(2) 中澤 藍希(1)

宮下 翔弥(1) 小池 悠斗(1) 小泉 陽貴(2) 藤森 光(1)

今井 雄貴(2) 土方 晃希(2) 吉田 隼人(2) 入江 修瑚(2)

田村 悠(2) 勝田 大雅(1) 山崎 優太(1) 牛越 悠太(2)

古澤 昇吾(1) 奥原 悠月(1) 林 智輝(1) 筒木 順(1)

小林 康楠(2) 熊倉 正之(1) 久保田 誠(1) 新井 拓実(1)

西澤 知(2) 中野 瑛太(1) 伊藤 達也(1) 柴 将斗(2)

上野 祥弥(2) 笠井 遙人(2) 二木 健友(1) 青木 大河(2)

柴田 莉生(2) 廣島 颯絃(1) 青木 俊輔(2) 松本 侑也(2)

野口 翔大朗(2) 小林 元稀(1) 佐々木 翔(1) 宇都宮 創太(1)

蓮井 涼太(2) 綱脇 恭宏(2) 磯部 響(2) 田原 琳太郎(2)

矢口 風斗(1) 滝川 満(1) 小林 怜央(1) 増田 慧也(1)

廣瀬 琉斗(1) 小野寺 研斗(2) 藤木 夕浬(1) 辻元 皇輝(2)

丸山 和孝(1) 青島 竜輝斗(2) 市川 圭斗(2) 宮入 大輝(1)

米山 依岬(1) 清澤 広伸(2) 中澤 歩希(1) 山本 蓮(1)

宮原 有輝(2) 北原 壱晟(2) 名取 陽(1) 牛山 渉(1)

横沢 颯太(1) 児玉 賢人(1) 遠藤 翼(1) 伊藤 心(1)

一本木 雅秀(2) 百瀬 歩夢(1) 加藤 輝(1) 城井 煌陽(1)

澤柳 智也(1) 竹内 秀晟(2) 松嶋 大智(1) 坂口 楽人(1)

東本 遥大(1) 務台 貴斗(1) 藤原 颯槻(2) 青栁 空(2)
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記録

8.10 km

順 No 学　校　名

第１区 第２区 第３区 第４区

3.1 km 3.0 km 2.05 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

塩尻B
55 43 塩尻B 45分16秒 11'34 (53) 24'14 (57) 33'12 (58) 45'16 (55)

塩尻B 11'34 (53) 12'40 (60) 8'58 (60) 12'04 (52)
塩尻A

56 36 塩尻A 45分46秒 11'40 (55) 24'29 (58) 33'54 (60) 45'46 (56)
塩尻A 11'40 (55) 12'49 (61) 9'25 (61) 11'52 (50)
女鳥羽A

57 38 女鳥羽A 46分00秒 12'41 (59) 25'06 (60) 33'40 (59) 46'00 (57)
女鳥羽A 12'41 (59) 12'25 (59) 8'34 (58) 12'20 (55)
北安松川B

58 60 北安松川B 46分49秒 13'19 (61) 24'36 (59) 32'36 (56) 46'49 (58)
北安松川B 13'19 (61) 11'17 (40) 8'00 (39) 14'13 (59)
塩尻市陸上教室A

OPN 37 塩尻市陸上教室A 46分59秒 12'48 (60) 25'07 (61) 33'56 (61) 46'59 (59)
塩尻市陸上教室A 12'48 (60) 12'19 (57) 8'49 (59) 13'03 (58)
清水A

39 清水A DNF 12'41 (58) 24'12 (56) 32'40 (57)
清水A 12'41 (58) 11'31 (46) 8'28 (56)
箕輪C

50 箕輪C DNF 11'14 (47) 22'11 (37) 29'24 (32)
箕輪C 11'14 (47) 10'57 (30) 7'13 (12)

増田 大葵(1) 馬場 友希(1) 大久保 樹(1) 諏訪 晃(1)

村上 康生(1) 向山 若杜(1) 尾関 響(1) 保髙 寿一(1)

林 陽向(1)

百瀬 匠真(2) 西沢 櫂(2) 笠原 諒誓(1) 田多井 信吾(1)

中村 眞海(1) 峯村 享明(2) 鈴木 慎吾(1) 梶山 奉紡(2)

三澤 芽生(2) 松下 晃康(2) 井口 喜斗(2)

萩原 諒(1) 中村 陸人( ) 宮下 裕也(1) 永松 篤(1)

宇原 琥響(1) 三浦 快介(2)
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