
共催：長野県 長野県教育委員会 公益財団法人長野県スポーツ協会 松本市 松本市教育委員会 長野県高等学校体育連盟 長野県中学校体育連盟
　　　松本商工会議所 ＮＰＯ法人信州駅伝サポート会

総　務： 内山　了治
審判長： 篠原　克修
記録主任： 瀧沢　佳生

コース： 松本平広域公園陸上競技場発着 4区間 6.1 ㎞
第1区(女子)1.6km - 第2区(男子)1.5km -第3区(女子)1.5km -第4区(男子)1.5km 

大会記録　　※新コースのためなし　　　　　　

■総合 ■町の部

上田市    21:27 高森町    21:56
高森町    21:56 飯綱町    23:12
松本市    21:57 飯島町    23:28
諏訪市    22:06
安曇野市    22:06
飯田市    22:25 ■村の部
駒ヶ根市    22:27
須坂市    22:47 下條村    23:37
岡谷市    23:09 山形村    23:45
飯綱町    23:12 白馬村    24:09
佐久市    23:12
長野市    23:13
飯島町    23:28
下諏訪町    23:35
下條村    23:37
小諸市    23:41
山形村    23:45
東御市    23:47
池田町    23:51
飯山市    23:52
中野市    23:53
伊那市    24:02
箕輪町    24:04
辰野町    24:08
白馬村    24:09
南木曽町    24:09
佐久穂町    24:15
宮田村    24:18
松川村    24:20
山ﾉ内町    24:30
木島平村    24:34
南箕輪村    24:42
木祖村    24:57
信濃町    25:09
松川町    25:45
豊丘村    25:52
筑北村    26:11
中川村    26:21
坂城町    26:25
大町市    26:32
喬木村    26:36
大桑村    26:43
栄村    26:44

■グラウンドコンディション

  10:50    1.2   19.0
  11:00    1.2   20.0
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競技会名 第15回長野県市町村対抗小学生駅伝競走大会 ｺｰﾄﾞ  [21170014] 総務      　内山　了治
コ ー ス 松本平広域公園陸上競技場発着 4区間 6.1 ㎞ ｺｰﾄﾞ  [171020] 審判長      篠原　克修

記録主任    瀧沢　佳生

順位 競技者名２ 競技者名３ 競技者名４ 記  録 備  考
    1 上田市 北原 亜純 黒木 玲雄 黒沢 燈 金井 瑛斗    21:27           
    2 高森町 古林 なな花 本島 岳 宮脇 悠莉 鳥海 倖正    21:56           
    3 松本市 上條 夢芽 永田 航大 高橋 莉子 近藤 汰一    21:57           
    4 諏訪市 飯嶋 結南 平林 陽真 両角 菜月 茅野 泰智    22:06           
    5 安曇野市 熊谷 心陽 中澤 侑己 不破 清華 野島 将太    22:06           
    6 飯田市 後藤 朱里 三ﾂ石 泰河 水野 眞子 筒井 陽    22:25           
    7 駒ヶ根市 原 梨珠 新井 結士 小川 紗凪 藤満 智大    22:27           
    8 須坂市 町田 紗希 山岸 大智 西原 彩寧 小林 礼旺    22:47           
    9 岡谷市 田畑 真子 大森 琥明 田中 海羽 田畑 泰司    23:09           
   10 飯綱町 笠井 茉胡 宮本 侑空 伊藤 美桜 伊藤 陸羽    23:12           
   11 佐久市 清水 梨乃 山浦 英純 平島 唯那 齊藤 響    23:12           
   12 長野市 待井 未里 佐藤 新太 林 明奏里 堀内 昊汰    23:13           
   13 飯島町 宮下 慶 伊藤 大和 下島 香里奈 水町 心    23:28           
   14 下諏訪町 原 咲良 名取 泰我 宮原 彩歌 荻久保 俊大    23:35           
   15 下條村 熊谷 莉子 野村 一馬 下嶋 花菜 前沢 泰匠    23:37           
   16 小諸市 高野 寧々 関 幹太 小林 優奈 石岡 涼    23:41           
   17 山形村 清沢 実紀 上條 悠太 加藤 瑠奈 友森 翔愛    23:45           
   18 東御市 塩入 心寧 七海 伊織 小山 柊花 小山 颯太    23:47           
   19 池田町 佐々木 瞭 瀧澤 雄大 太田 花菜 横田 煌成    23:51           
   20 飯山市 中村 夢香 山本 湧心 青木 倫乃 村山 未来翔    23:52           
   21 中野市 小森 優空 吉家 悠人 永沢 茉奈果 荒井 裕光    23:53           
   22 伊那市 黒河内 そら 髙橋 尚暖 加藤 愛依 伊藤 岳都    24:02           
   23 箕輪町 北原 風花 原 琥太郎 小口 夏穂 武村 翔月    24:04           
   24 辰野町 宮澤 里衣 赤羽 陽晴 小林 穂香 瀬戸 凌治    24:08           
   25 白馬村 山田 柚野 田中 翠人 木下 瑠心 松澤 晃佑    24:09           
   26 南木曽町 加藤 愛梨 北原 乙 伊藤 音羽 佐藤 玲王    24:09           
   27 佐久穂町 森本 葉菜 菊池 瞭太 小澤 美晴 田丸 隼資    24:15           
   28 宮田村 春日 美月 竹内 隆哉 宇都宮 香澄 新井 眞吏    24:18           
   29 松川村 望月 清世 松澤 聖斗 倉科 京佳 岡田 結斗    24:20           
   30 山ﾉ内町 竹節 舞優 川邊 陽太 池田 愛菜 菅沼 煌士朗    24:30           
   31 木島平村 山﨑 仁乃 小林 舜季 小野沢 二葉 山嵜 太陽    24:34           
   32 南箕輪村 山野井 悠月 伊藤 光稀 春田 心音 倉田 彪雅    24:42           
   33 木祖村 加藤 南 原 昊椰 安原 優芽 神出 奏和    24:57           
   34 信濃町 寺嶋 優姫 佐藤 涼介 丸山 紗兎 岡田 然    25:09           
   35 松川町 西尾 実羽 古沢 瑛翼 大久保 咲希 宮澤 佑茉    25:45           
   36 豊丘村 木下 櫻 松村 和眞 青塚 羽琴 山崎 柊    25:52           
   37 筑北村 北條 紀乃 根石 友紀 一ﾉ瀬 歩花 渡辺 蓮    26:11           
   38 中川村 諸田 くるみ 川島 龍斗 宮澤 乃亜 飯島 瑛虎    26:21           
   39 坂城町 飯野 凛 塩川 颯大 𠮷𠮷和 七海 池田 倫太朗    26:25           
   40 大町市 杉木 結 安倍 青球 金原 藍菜 続麻 世稀    26:32           
   41 喬木村 森山 桜香 香山 魅録 松澤 紗采 平澤 巧惺    26:36           
   42 大桑村 田中 希美 森下 創太 原田 佳穂 瀬脇 青馬    26:43           
   43 栄村 倉俣 好花 樋口 快晴 樋口 四季 阿部 堪成    26:44           
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