
大会コード　22170519

　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： 長野日報社
　主　　　管： 諏訪陸上競技協会

　日　　　時： 令和４年８月６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： 葛城　光一
　記 録 主 任： 矢花　之宏

◆今大会で樹立された新記録
なし

◆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(％)
9:15 曇 0.0 25.3 71.0
10:00 曇 0.0 27.2 67.3

◆略号の説明
DNS：欠場　DNF：途中棄権　DQ：失格

第３７回信州リレー競技大会
記 録 集



第37回信州リレー競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 葛城　光一

主催：茅野市陸上競技協会 記録主任 矢花　之宏
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
【開催日】 令和4年8月6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/ 6 一般男子 東海大諏訪高     1:59.00 松本国際高(B)     2:02.49 松本国際高(C)     2:03.48 上田高     2:05.74 上田千曲高     2:05.78 松本国際高(A)     2:07.84
100m+200m+300m+4

00m 矢沢 佑真(3) 木曽 隆大朗(2) 井澤 眞成(1) 上原 萌聖(2) 西田  陸人(2) 矢花 彰吾(2)
久保田 凱士(3) 中澤 歩希(2) 林 瑞己(1) 宮澤 健人(2) 伊東 海翔(1) 市川 圭斗(3)
矢島 壮野(3) 大日向 孝雅(2) 中村 駿汰(1) 備後 琉空(2) 森 暖向太(2) 金子 楽斗(3)
窪田 翔真(3) 竹岡 尚輝(2) 渡辺 直弥(1) 小林 暉弥(2) 小林  誠史(2) 西沢 櫂(3)

 8/ 6 松本国際高(A)     8:50.56 上田千曲高     9:05.02
4×800m 岡田 遥人(3) 山下  千颯(2)

三村 祐輝(2) 安本  桜太郎(2)
田中 来波(1) 中山 旺星(1)
小林 陽琉(1) 横尾  悠翔(1)

 8/ 6 中学男子 安曇野AC       45.37 梓川中       50.04 諏訪西中(A)       50.84 諏訪西中(B)       55.90 長峰中(A)     1:00.21
4×100m 寺島 泰志(3) 村山 陽(2) 笠原 夕暉(2) 金子 颯汰(2) 渡邊 雄大(1)

松澤 悠(3) 手塚 優斗(1) 藤森 祐吏(2) 関 大輝(1) 小平 楓(2)
西尾 誓(3) 秋山 大晴(2) 矢野 愛翔(2) 新井 そら(1) 小松 福門(1)
兒野 幹(3) 青木 廉空(2) 松澤 琥太朗(2) 両角 和真(1) 伏見 俊哉(1)

 8/ 6 堀金中     2:08.27 辰野中     2:16.84 安曇野AC(B)     2:21.54 開成中(A)     2:23.25 安曇野AC(A)     2:25.01 永明中(A)     2:25.04
100m+200m+300m+4

00m 曽山 凜太郎(3) 荒井 康汰(3) 神保 帆希(2) 吉田 友哉(3) 太田 悠斗(1) 松原 颯士朗(2)
藤原 朋己(2) 木見尻 蓮(3) 藤岡 侑史(2) 村井 優斗(3) 髙樋 光(1) 竹村 脩(2)
中嶋 俊樹(3) 寺平 恵斗(3) 山田 瑛己(2) 宮内 響(2) 長崎 銀太(2) 竹原 壮介(3)
百瀬 柾宏(3) 佐藤 明守斗(3) 熊井 和真(2) 中澤 悠(3) 大和田 優一(3) 小平 光貴(2)



決勝 8月6日  9:35

大会記録：信州リレー(GR)        45.14 
長野県中学記録(CR)              43.32                              小諸東           2020        
                                      （榊原・伊藤・佐々木・山本）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 安曇野AC  6640 寺島 泰志(3)     45.37 

ﾃﾗｼﾏ ﾀｲｼ
 6641 松澤 悠(3)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳ
 6588 西尾 誓(3)

ﾆｼｵ ｾｲ
 6662 兒野 幹(3)

ﾁｺﾞﾉ ﾐｷ
 2   6 梓川中  7370 村山 陽(2)     50.04 

ﾑﾗﾔﾏ ﾊﾙ
 7342 手塚 優斗(1)

ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾄ
 7371 秋山 大晴(2)

ｱｷﾔﾏ ﾀｲｾｲ
 7372 青木 廉空(2)

ｱｵｷ ﾚﾝｾｲ
 3   5 諏訪西中(A)  7746 笠原 夕暉(2)     50.84 

ｶｻﾊﾗ ﾕｳｷ
 7750 藤森 祐吏(2)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳﾘ
 7749 矢野 愛翔(2)

ﾔﾉ ﾏﾅﾄ
 7748 松澤 琥太朗(2)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ
 4   7 諏訪西中(B)  7753 金子 颯汰(2)     55.90 

ｶﾈｺ ｿｳﾀ
 7741 関 大輝(1)

ｾｷ ﾋﾛｷ
 7740 新井 そら(1)

ｱﾗｲ ｿﾗ
 7742 両角 和真(1)

ﾓﾛｽﾞﾐ ｶｽﾞﾏ
 5   3 長峰中(A)  7863 渡邊 雄大(1)   1:00.21 

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ
 7853 小平 楓(2)

ｺﾀﾞｲﾗ ｶｴﾃﾞ
 7860 小松 福門(1)

ｺﾏﾂ ﾌｸﾄ
 7862 伏見 俊哉(1)

ﾌｼﾐ ﾄｼﾔ

決勝 8月6日  9:45

大会記録：信州リレー(GR)              

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
    6 松商学園高      

DNS

決勝

中学男子

4×100m

決勝

一般男子

4×100m



決勝 8月6日 10:05

大会記録：信州リレー(GR)      2:02.91 
                                      
長野県中学記録(CR)            2:02.90 堀金                         堀金             2016/08/07  
                                      （石田 優音・中島 淳公・大月 洸典・一志 瑠衣斗）
長野県記録(KR)                1:54.20                              松本大           2018/08/12  
                                      （輪湖 勇哉・成沢 稜・水島 優・小林 航）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 堀金中  6680 曽山 凜太郎(3)   2:08.27 

ｿﾔﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ
 6687 藤原 朋己(2)

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄﾓｷ
 6684 中嶋 俊樹(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼｷ
 6681 百瀬 柾宏(3)

ﾓﾓｾ ﾏｻﾋﾛ
 2   3 辰野中  7967 荒井 康汰(3)   2:16.84 

ｱﾗｲ ｺｳﾀ
 7955 木見尻 蓮(3)

ｷﾐｼﾞﾘ ﾚﾝ
 7956 寺平 恵斗(3)

ﾃﾗﾀﾞｲﾗ ｹｲﾄ
 7969 佐藤 明守斗(3)

ｻﾄｳ ｱｽﾄ
 3   4 安曇野AC(B)  6663 神保 帆希(2)   2:21.54 

ｼﾞﾝﾎﾞｳ ﾎﾏﾚ
 6664 藤岡 侑史(2)

ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳｼﾞ
 6665 山田 瑛己(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｴｲｷ
 6666 熊井 和真(2)

ｸﾏｲ ｶｽﾞﾏ
 4   6 開成中(A)  7123 吉田 友哉(3)   2:23.25 

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾔ
 7122 村井 優斗(3)

ﾑﾗｲ ﾕｳﾄ
 7131 宮内 響(2)

ﾐﾔｳﾁ ﾋﾋﾞｷ
 7124 中澤 悠(3)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳ
 5   2 安曇野AC(A)  6669 太田 悠斗(1)   2:25.01 

ｵｵﾀ ﾕｳﾄ
 6667 髙樋 光(1)

ﾀｶﾄｲ ﾋｶﾙ
 6659 長崎 銀太(2)

ﾅｶﾞｻｷ ｷﾞﾝﾀ
 6656 大和田 優一(3)

ｵｵﾜﾀﾞ ﾕｳｲﾁ
 6   5 永明中(A)  7797 松原 颯士朗(2)   2:25.04 

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｿｳｼﾛｳ
 7801 竹村 脩(2)

ﾀｹﾑﾗ ｼｭｳ
 7794 竹原 壮介(3)

ﾀｹﾊﾗ ｿｳｽｹ
 7796 小平 光貴(2)

ｺﾀﾞｲﾗ ｺｳｷ

中学男子

100m+200m+300m+400m

決勝



決勝 8月6日 10:25

大会記録：信州リレー(GR)      1:55.99                              市立長野高       2018        
                                      （齊藤・宮下・池田・児玉）
長野県高校記録(KR)            1:55.99                              市立長野         2018/08/05  
                                      （齊藤 舜太郎・宮下 翼・池田 翔紀・児玉 悠作）
長野県記録(KR)                1:54.20                              松本大           2018/08/12  
                                      （輪湖 勇哉・成沢 稜・水島 優・小林 航）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 東海大諏訪高    60 矢沢 佑真(3)   1:59.00 

ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ
   57 久保田 凱士(3)

ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ
   56 矢島 壮野(3)

ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ
   29 窪田 翔真(3)

ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ
 2   2 松本国際高(B)  2521 木曽 隆大朗(2)   2:02.49 

ｷｿ ﾘｭｳﾀﾛｳ
 2524 中澤 歩希(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾕｷ
 2520 大日向 孝雅(2)

ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｶﾞ
 2522 竹岡 尚輝(2)

ﾀｹｵｶ ﾅｵｷ
 3   4 松本国際高(C)  2503 井澤 眞成(1)   2:03.48 

ｲｻﾞﾜ ﾏｻﾅﾘ
 2505 林 瑞己(1)

ﾊﾔｼ ﾐｽﾞｷ
 2501 中村 駿汰(1)

ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ
 2502 渡辺 直弥(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾔ
 4   3 上田高  1789 上原 萌聖(2)   2:05.74 

ｳｴﾊﾗ ﾎｳｾｲ
 1791 宮澤 健人(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ
 1792 備後 琉空(2)

ﾋﾞﾝｺﾞ ﾘｸ
 1793 小林 暉弥(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾔ
 5   5 上田千曲高  1861 西田  陸人(2)   2:05.78 

ﾆｼﾀ    ﾘｸﾄ
 1868 伊東 海翔(1)

ｲﾄｳ ｶｲﾄ
 1864 森 暖向太(2)

ﾓﾘ  ﾋﾅﾀ
 1862 小林  誠史(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ
 6   6 松本国際高(A)  2530 矢花 彰吾(2)   2:07.84 

ﾔﾊﾞﾅ ｼｮｳｺﾞ
 2514 市川 圭斗(3)

ｲﾁｶﾜ ｹｲﾄ
 2516 金子 楽斗(3)

ｶﾈｺ ｶﾞｸﾄ
 2515 西沢 櫂(3)

ﾆｼｻﾞﾜ ｶｲ

一般男子

100m+200m+300m+400m

決勝



決勝 8月6日 10:50

大会記録：信州リレー(GR)      8:01.37                              長野高専         2017        
                                      （高橋・廣瀬・小池・北原）
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）
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）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 松本国際高(A)  3141 岡田 遥人(3)   8:50.56 

ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ
 2518 三村 祐輝(2)

ﾐﾑﾗ ﾕｳｷ
 2506 田中 来波(1)

ﾀﾅｶ ﾗｲﾊ
 2504 小林 陽琉(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙ
 2   1 上田千曲高  1866 山下  千颯(2)   9:05.02 

ﾔﾏｼﾀ  ﾁﾊﾔ
 1863 安本  桜太郎(2)

ﾔｽﾓﾄ  ｵｳﾀﾛｳ
 1869 中山 旺星(1)

ﾅｶﾔﾏ ｵｳｾｲ
 1867 横尾  悠翔(1)

ﾖｺｵ ﾕｳｶﾞ

一般男子

4×800m

決勝
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