
大会コード 22170733 (未公認競技会)

： ２０２２年１０月２２日（土）
： 長野市営陸上競技場（競技場コード 172070）
： 一般財団法人長野陸上競技協会　長野県中学校体育連盟
： 一般財団法人長野陸上競技協会　長野県中学校体育連盟陸上競技専門部
： 梨子田 昌央
： 牛山 通高
： 瀧沢 佳生

■県中駅伝大会進出 上位3校
<東信>

小諸東 1:03:37.27 東御東部 41:01.45
東御東部 1:05:33.74 浅間 41:10.99
上田第五 1:08:53.31 上田第五 44:04.79

<北信>

飯山城南 1:00:18.77 飯山城南 36:08.83
山ﾉ内 1:00:41.42 川中島 36:21.45
川中島 1:00:55.07 高社 36:46.35

■グラウンドコンディション

曇り 南 1.1 12.3 70.0 曇り 北北東 1.5 13.0 62.0
曇り 北東 0.9 13.0 62.0 曇り 南東 0.7 14.5 58.0
曇り 　 0.0 13.0 60.0

■その他記号の説明
欠場 途中棄権

主 催

第33回長野県中学校駅伝競走大会
東北信地区予選会
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【東信】

順位 チーム名
上位6名の
記録合計

選手名 記録

1 小諸東 1:03:37.27
土赤 仁義 (3) 9:28.34
諸山 琉生 (3) 9:59.85
伊東 輝 (3) 10:26.75
小林 凛太郎 (2) 10:53.91
佐藤 大翔 (1) 10:54.11
池田 広明 (1) 11:54.31
小林 颯介 (2) 11:54.44
須藤 漣 (1) 12:04.28
髙橋 悠 (1) 12:39.52

2 東御東部 1:05:33.74
佐藤ﾑﾊﾝﾏﾄﾞ ｱﾆｯｸ 10:41.51
楢原 舜斗 (3) 10:42.79
相場 莉空 (2) 10:45.80
小山 颯太 (1) 10:50.97
清水 瑛太 (1) 11:12.79
山口 流唯 (2) 11:19.88
山浦 伸太郎 (2) 11:40.10
昆 幸成 (1) 11:41.74
小山 叶夢 (3) 12:47.68

3 上田第五 1:08:53.31
清水 颯太 (2) 9:59.26
竜野 誠一郎 (2) 10:18.41
宮下 徹久 (2) 11:55.87
青木 虹斗 (2) 11:56.17
石田 悠人 (2) 12:10.79
伊東 吾郎 (2) 12:32.81
尾和 昊志朗 (2) 13:21.13
柄澤 洸志 (2) 13:46.11
上野 蒼介 (1) 13:54.25

長野県中学校駅伝競走大会予選会 リザルト【男子】



【東信】

順位 チーム名
上位6名の
記録合計

選手名 記録

長野県中学校駅伝競走大会予選会 リザルト【男子】

4 軽井沢 1:11:13.31
古屋野 佑俐 (2) 10:01.68
池田 恭輔 (2) 11:41.40
佐藤 陽 (1) 11:57.64
平間 旭 (2) 12:28.95
宇都宮 蓮 (1) 12:31.38
佐藤 祐希 (2) 12:32.26
安藤 英人 (1) 12:35.76
櫻井 浬 (1) 12:58.15

5 浅間 1:11:50.61
諸 垠遇  (2) 11:09.12
瀨戸 響希 (2) 11:09.13
土屋 大地 (2) 11:28.72
山口 穂高 (1) 12:19.27
山根 海 (1) 12:46.98
井出 浩 (1) 12:57.39
川﨑 湧太 (1) 13:35.35
若原 煌 (1) 13:59.01

6 丸子北 1:17:14.91
中島 漸 (2) 11:08.24
林 雅功 (2) 12:30.47
掛川 征恭 (2) 12:33.32
中村 翔音 (1) 12:43.43
北澤 鉄斗 (2) 13:58.80
中村 颯汰 (2) 14:20.65

佐久東
田島 理稀 (3) 10:33.85



【北信】

順位 チーム名
上位6名の
記録合計

選手名 記録

1 飯山城南 1:00:18.77
服部 真仁 (3) 9:07.88
髙橋 優太朗 (2) 9:56.16
岡村 颯太 (3) 10:05.52
山﨑 宏 (3) 10:09.29
岡田 龍樹 (3) 10:10.93
三ツ井 悠星 (1) 10:48.99
丸山 拓人 (1) 10:55.64
八井澤 陽斗 (3) 10:59.05
村山 未来翔 (1) 11:15.76

2 山ﾉ内 1:00:41.42
大山 陽生 (3) 9:43.98
川邊 暖太 (3) 10:00.46
山本 悠貴 (3) 10:02.02
黒岩 佳佑 (3) 10:03.31
池田 大輝 (3) 10:19.38
金井 珀人 (2) 10:32.27
岩下 聖実 (3) 10:34.49
徳竹 希星 (2) 10:53.71
小根澤 琥珀 (1) 11:37.90

3 川中島 1:00:55.07
越 陽色 (3) 9:16.32
笠嶋 佑樹 (3) 9:23.24
青木 大和 (3) 10:12.18
細井 翔馬 (3) 10:12.28
竹内 飛夏 (1) 10:55.06
木田 陸翔 (1) 10:55.99
宇都宮 大駕 (1) 11:00.06
森 蒼介 (1) 11:09.59
小林 奏明 (1) 11:36.69

4 三陽 1:01:30.35
渡邉 香基 (3) 9:51.72
丑山 太陽 (2) 9:57.26
清水 陸翔 (2) 10:08.42
中谷 悠人 (3) 10:08.54
杉田 真悟 (3) 10:18.47
北村 舞弥 (3) 11:05.94

長野県中学校駅伝競走大会予選会 リザルト【男子】



【北信】

順位 チーム名
上位6名の
記録合計

選手名 記録

長野県中学校駅伝競走大会予選会 リザルト【男子】

5 木島平 1:02:56.06
三橋 大翔 (3) 9:15.82
鈴木 士愛 (2) 10:01.35
山本 生吹 (2) 10:12.52
山本 隆太 (2) 10:48.63
佐藤 陽理 (2) 11:09.50
山嵜 太陽 (1) 11:28.24
湯本 琉星 (1) 11:52.74

6 裾花 1:04:48.05
佐藤 大河 (3) 9:22.22
塩原 知弥 (2) 10:01.94
一由 啓太 (3) 11:00.92
馬場 煌陽 (3) 11:12.71
岡村 佳晃 (2) 11:34.73
清水 翔太 (3) 11:35.53
古川 雅哉 (2) 12:13.22
渡邉 慎太郎 (3) 12:21.53

7 飯綱 1:05:03.47
古谷 圭志 (1) 10:38.77
上野 翔琉 (2) 10:39.29
大川 和真 (1) 10:45.98
仲俣 悠太 (2) 10:46.64
山岸 由尚 (2) 11:04.38
剱持 遥央 (1) 11:08.41
近藤 友晴 (2) 11:10.94
本山 秀斗 (2) 11:22.29

8 広徳 1:05:06.75
宮沢 洸佑 (2) 10:03.93
井川 元喜 (3) 10:20.94
伊藤 靖幸 (2) 10:27.64
宮野尾 蓮 (2) 11:16.62
柳沢 陽人 (2) 11:25.42
瀧澤 劉 (1) 11:32.20
橋本 涼太 (2) 11:34.27
小林 快優 (2) 13:41.90



【北信】

順位 チーム名
上位6名の
記録合計

選手名 記録

長野県中学校駅伝競走大会予選会 リザルト【男子】

9 高社 1:05:12.73
髙橋 佑光 (2) 9:47.15
山田 大翔 (2) 10:45.16
武田 朝日 (1) 10:57.23
髙橋 翔輝 (3) 11:05.55
武田 翔舞 (2) 11:07.61
池田 怜 (2) 11:30.03
田中 旬之介 (3) 11:34.16
山田 優心 (1) 13:04.91

10 墨坂 1:07:13.62
山岸 大智 (1) 9:54.66
千葉 海頼 (1) 10:02.92
竹内 颯祐 (1) 11:13.04
山下 勇気 (3) 11:46.01
市橋 拓久 (3) 12:04.40
長岡 厚希 (1) 12:12.59
丸山 椋椰 (1) 13:06.28
冨澤 奏人 (1) 13:08.34

11 篠ﾉ井西 1:07:24.51
井上 俊弥 (3) 10:00.39
飯田 裕太 (3) 10:55.28
堀内 昊汰 (1) 11:05.90
前島 朔太郎 (1) 11:06.73
丸山 遼輔 (1) 11:17.81
樽田 侑虎 (2) 12:58.40
小河原 陸 (2) 12:58.80

12 戸倉上山田 1:08:18.65
両澤 諒 (3) 10:36.28
森屋 樹 (1) 11:05.84
小林 翔太 (2) 11:07.14
山﨑 礼頌 (3) 11:22.48
五十嵐 将恭 (3) 11:59.55
塚田 瑠維 (2) 12:07.36



【北信】

順位 チーム名
上位6名の
記録合計

選手名 記録

長野県中学校駅伝競走大会予選会 リザルト【男子】

13 長野日大 1:08:28.49
田中 秀磨 (3) 9:00.07
岸本 莞爾 (3) 9:03.14
干川 瑞月 (3) 11:14.01
大井 友良 (2) 12:19.89
小笠原 虹 (3) 13:04.88
芳澤 宏一 (3) 13:46.50

14 小布施 1:09:08.95
藤沢 陽斗 (2) 10:44.90
大村 優仁 (1) 11:31.37
田畑 暖 (1) 11:33.93
本間 遥斗 (2) 11:42.31
酒井 凛 (2) 11:47.72
利根川 瑛人 (2) 11:48.72
根岸昂太郎 (2) 12:39.71
船木 介晴 (1) 12:44.85
吉澤 直樹 (1) 13:27.72

15 長野北部 1:09:27.96
中村 優希 (1) 11:17.99
北村 隼 (2) 11:27.83
室岡 颯佑 (2) 11:33.26
丸山 佳祐 (1) 11:35.49
金子 弓 (3) 11:40.47
堤 昌寛 (1) 11:52.92

16 若穂 1:09:38.60
宮入 慧多 (1) 10:54.21
樋口 亜夢 (3) 11:00.27
峰村 夏樹 (2) 11:47.71
田村 宙輝 (1) 11:49.08
山岸 悠希 (1) 11:55.96
牧野 拓実 (1) 12:11.37
相澤 凌芽 (1) 12:18.48



【北信】

順位 チーム名
上位6名の
記録合計

選手名 記録

長野県中学校駅伝競走大会予選会 リザルト【男子】

17 長野東部 1:10:18.74
飯島 壮太 (2) 10:50.45
熊井 凛海 (2) 11:18.56
川島 悠暢 (2) 11:25.19
富井 陽斗 (2) 12:10.46
吉澤 理仁 (1) 12:10.54
金子 楓茉 (1) 12:23.54

18 飯山城北 1:10:41.18
町井 颯斗 (2) 10:54.47
深石 叶大 (3) 11:04.08
大野 慎平 (3) 11:22.80
深石 新大 (1) 12:05.85
山田 琥太郎 (2) 12:22.32
髙井 遥斗 (2) 12:51.66
半藤 文聖 (1) 12:57.27
小出 陽都 (2) 13:25.86

19 信濃小 1:10:49.90
中村 桜大 (2) 10:54.02
佐藤 佑年 (2) 11:14.21
岡田 然 (1) 11:35.43
佐藤 涼介 (1) 12:12.85
小西 蒼生 (1) 12:18.80
荒井 遼星 (1) 12:34.59
笹原 琉騎 (1) 14:12.92

20 中野平 1:16:02.44
田中 秀弥 (3) 10:41.72
宮本 悠斗 (1) 12:44.83
小林 祢緒 (2) 12:49.09
山田 拓未 (1) 13:02.60
髙木 祐 (2) 13:21.45
江本 航史郎 (1) 13:22.75
武田 親弥 (1) 13:29.30



【北信】

順位 チーム名
上位6名の
記録合計

選手名 記録

長野県中学校駅伝競走大会予選会 リザルト【男子】

野沢温泉
森 星七 (2) 10:22.54
畔上 蒼野 (2) 11:08.39
松尾 恒樹 (2) 11:29.56
池田 泉太 (2) 12:22.00
杉山 瑶太 (1) 12:31.88

市立長野
川畑 秀平 (2) 10:42.83
町田 大夢 (3) 10:49.95
松本 琉之介 (2) 11:44.21
奥井 大暉 (1) 12:12.87
髙山 煌大 (1) 13:39.75

櫻ヶ岡
関川 玄太郎 (1) 10:57.21
横山 瑛登 (1) 11:43.89
河野 伍真 (1) 12:13.79
田中 颯真 (1) 12:38.42
野口 隼聖 (2) 13:06.80



男子東信 ３０００ｍ タイムレース(3) 10月22日 10:45

長野県中学生記録　(JR) 8分30秒96 吉岡 大翔(川中島) 2019

タイムレース 全3組
  1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  11   11
土赤 仁義 (3)
ﾂﾁｱｶ ｼﾞﾝ

長　野・小諸東  9:28.34

  2  12   12
清水 颯太 (2)
ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ

長　野・上田第五  9:59.26

  3  13   13
諸山 琉生 (3)
ﾓﾛﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ

長　野・小諸東  9:59.85

  4   8    8
古屋野 佑俐 (2)
ｺﾔﾉ ﾕｳﾘ

長　野・軽井沢 10:01.68

  5  14   14
竜野 誠一郎 (2)
ﾀﾂﾉ ｾｲｲﾁﾛｳ

長　野・上田第五 10:18.41

  6  15   15
伊東 輝 (3)
ｲﾄｳ ﾋｶﾙ 長　野・小諸東 10:26.75

  7  16   16
田島 理稀 (3)
ﾀｼﾞﾏ ﾘｷ 長　野・佐久東 10:33.85

  8   2    2
佐藤ﾑﾊﾝﾏﾄﾞ ｱﾆｯｸ (2)

ｻﾄｳﾑﾊﾝﾏﾄﾞ ｱﾆｯｸ 長　野・東御東部 10:41.51

  9  17   17
楢原 舜斗 (3)
ﾅﾗﾊﾗ ｼｭﾝﾄ

長　野・東御東部 10:42.79

 10  19   19
相場 莉空 (2)
ｱｲﾊﾞ ﾘｸ

長　野・東御東部 10:45.80

 11   7    7
小山 颯太 (1)
ｺﾔﾏ ｿｳﾀ

長　野・東御東部 10:50.97

 12   1    1
小林 凛太郎 (2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝﾀﾛｳ

長　野・小諸東 10:53.91

 13  20   20
佐藤 大翔 (1)
ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ

長　野・小諸東 10:54.11

 14  10   10
諸 垠遇  (2)
ｾﾞ ｳﾇ 長　野・浅間 11:09.12

 15   3    3
瀨戸 響希 (2)
ｾﾄ ﾋﾋﾞｷ 長　野・浅間 11:09.13

 16   9    9
清水 瑛太 (1)
ｼﾐｽﾞ ｴｲﾀ 長　野・東御東部 11:12.79

 17   5    5
山口 流唯 (2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾙｲ

長　野・東御東部 11:19.88

 18  18   18
土屋 大地 (2)
ﾂﾁﾔ ﾀﾞｲﾁ

長　野・浅間 11:28.72

 19   4    4
伊東 吾郎 (2)
ｲﾄｳ ｺﾞﾛｳ

長　野・上田第五 12:32.81

  6    6
渡邉 正葵 (3)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ

長　野・佐久東 DNS

  2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  12   12
山浦 伸太郎 (2)
ﾔﾏｳﾗ ｼﾝﾀﾛｳ

長　野・東御東部 11:40.10

  2   7    7
池田 恭輔 (2)
ｲｹﾀﾞ ｷｮｳｽｹ

長　野・軽井沢 11:41.40

  3  10   10
昆 幸成 (1)
ｺﾝ ﾕｷﾅﾘ

長　野・東御東部 11:41.74

  4   1    1
池田 広明 (1)
ｲｹﾀﾞ ｺｳﾒｲ

長　野・小諸東 11:54.31

  5  19   19
小林 颯介 (2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳｽｹ

長　野・小諸東 11:54.44

  6  11   11
宮下 徹久 (2)
ﾐﾔｼﾀ ﾃﾂﾋｻ 長　野・上田第五 11:55.87

  7   2    2
青木 虹斗 (2)
ｱｵｷ ﾅﾅﾄ 長　野・上田第五 11:56.17

  8   5    5
須藤 漣 (1)
ｽﾄﾞｳ ﾚﾝ 長　野・小諸東 12:04.28

  9  17   17
石田 悠人 (2)
ｲｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ

長　野・上田第五 12:10.79

 10  16   16
山口 穂高 (1)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾀｶ

長　野・浅間 12:19.27

 11   8    8
髙橋 悠 (1)
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ

長　野・小諸東 12:39.52

 12   3    3
山根 海 (1)
ﾔﾏﾈ ｶｲ

長　野・浅間 12:46.98

 13  15   15
小山 叶夢 (3)
ｺﾔﾏ ｶﾅﾒ

長　野・東御東部 12:47.68

 14  13   13
井出 浩 (1)
ｲﾃﾞ ｺｳ 長　野・浅間 12:57.39

 15   6    6
川﨑 湧太 (1)
ｶﾜｻｷ ﾕｳﾀ 長　野・浅間 13:35.35

  4    4
中澤 拓海 (3)
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 長　野・佐久東 DNS

  9    9
豊田 大夢 (3)
ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛﾑ

長　野・佐久東 DNS

 14   14
大塚 智哉 (3)
ｵｵﾂｶ ﾄﾓﾔ

長　野・佐久東 DNS

 18   18
富松 皇成 (3)
ﾄﾐﾏﾂ ｺｳｾｲ

長　野・佐久東 DNS

凡例（DNS:欠    場）



男子東信 ３０００ｍ タイムレース(3) 10月22日 10:45

長野県中学生記録　(JR) 8分30秒96 吉岡 大翔(川中島) 2019

  3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  15   15
中島 漸 (2)
ﾅｶｼﾞﾏ ｾﾞﾝ 長　野・丸子北 11:08.24

  2  10   10
佐藤 陽 (1)
ｻﾄｳ ﾊﾙ 長　野・軽井沢 11:57.64

  3  14   14
平間 旭 (2)
ﾋﾗﾏ ｱｷﾗ 長　野・軽井沢 12:28.95

  4  11   11
林 雅功 (2)
ﾊﾔｼ ｶﾞｸ

長　野・丸子北 12:30.47

  5   5    5
宇都宮 蓮 (1)
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾚﾝ

長　野・軽井沢 12:31.38

  6  19   19
佐藤 祐希 (2)
ｻﾄｳ ﾕｳｷ

長　野・軽井沢 12:32.26

  7  17   17
掛川 征恭 (2)
ｶｹｶﾞﾜ ﾏｻﾔｽ

長　野・丸子北 12:33.32

  8   3    3
安藤 英人 (1)
ｱﾝﾄﾞｳ ｴｲﾄ

長　野・軽井沢 12:35.76

  9   2    2
中村 翔音 (1)
ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾝ 長　野・丸子北 12:43.43

 10   7    7
櫻井 浬 (1)
ｻｸﾗｲ ｶｲﾘ 長　野・軽井沢 12:58.15

 11  18   18
尾和 昊志朗 (2)
ｵﾜ ｺｳｼﾛｳ 長　野・上田第五 13:21.13

 12  12   12
柄澤 洸志 (2)
ｶﾗｻﾜ ｺｳｼ

長　野・上田第五 13:46.11

 13   8    8
上野 蒼介 (1)
ｳｴﾉ ｿｳｽｹ

長　野・上田第五 13:54.25

 14   9    9
北澤 鉄斗 (2)
ｷﾀｻﾞﾜ ﾃﾂﾄ

長　野・丸子北 13:58.80

 15  13   13
若原 煌 (1)
ﾜｶﾊﾗ ｷﾗ

長　野・浅間 13:59.01

 16   6    6
中村 颯汰 (2)
ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ

長　野・丸子北 14:20.65

  1    1
外川 慈瑛 (2)
ﾄｶﾞﾜ ｼﾞｴｲ 長　野・軽井沢 DNS

  4    4
小山田 陽真 (2)
ｵﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾏ 長　野・丸子北 DNS

 16   16
佐藤 史穣 (1)
ｻﾄｳ ﾐﾉﾘ 長　野・浅間 DNS

凡例（DNS:欠    場）



男子東信 ３０００ｍ タイムレース(3) 10月22日 10:45

長野県中学生記録　(JR) 8分30秒96 吉岡 大翔(川中島) 2019

タイムレース総合
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  11   11
土赤 仁義 (3)
ﾂﾁｱｶ ｼﾞﾝ

長　野・小諸東  9:28.34

  2  12   12
清水 颯太 (2)
ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ

長　野・上田第五  9:59.26

  3  13   13
諸山 琉生 (3)
ﾓﾛﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 長　野・小諸東  9:59.85

  4   8    8
古屋野 佑俐 (2)
ｺﾔﾉ ﾕｳﾘ 長　野・軽井沢 10:01.68

  5  14   14
竜野 誠一郎 (2)
ﾀﾂﾉ ｾｲｲﾁﾛｳ 長　野・上田第五 10:18.41

  6  15   15
伊東 輝 (3)
ｲﾄｳ ﾋｶﾙ

長　野・小諸東 10:26.75

  7  16   16
田島 理稀 (3)
ﾀｼﾞﾏ ﾘｷ

長　野・佐久東 10:33.85

  8   2    2
佐藤ﾑﾊﾝﾏﾄﾞ ｱﾆｯｸ (2)

ｻﾄｳﾑﾊﾝﾏﾄﾞ ｱﾆｯｸ
長　野・東御東部 10:41.51

  9  17   17
楢原 舜斗 (3)
ﾅﾗﾊﾗ ｼｭﾝﾄ

長　野・東御東部 10:42.79

 10  19   19
相場 莉空 (2)
ｱｲﾊﾞ ﾘｸ

長　野・東御東部 10:45.80

 11   7    7
小山 颯太 (1)
ｺﾔﾏ ｿｳﾀ 長　野・東御東部 10:50.97

 12   1    1
小林 凛太郎 (2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝﾀﾛｳ 長　野・小諸東 10:53.91

 13  20   20
佐藤 大翔 (1)
ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ 長　野・小諸東 10:54.11

 14  15   15
中島 漸 (2)
ﾅｶｼﾞﾏ ｾﾞﾝ

長　野・丸子北 11:08.24

 15  10   10
諸 垠遇  (2)
ｾﾞ ｳﾇ

長　野・浅間 11:09.12

 16   3    3
瀨戸 響希 (2)
ｾﾄ ﾋﾋﾞｷ

長　野・浅間 11:09.13

 17   9    9
清水 瑛太 (1)
ｼﾐｽﾞ ｴｲﾀ

長　野・東御東部 11:12.79

 18   5    5
山口 流唯 (2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾙｲ

長　野・東御東部 11:19.88

 19  18   18
土屋 大地 (2)
ﾂﾁﾔ ﾀﾞｲﾁ 長　野・浅間 11:28.72

 20  12   12
山浦 伸太郎 (2)
ﾔﾏｳﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 長　野・東御東部 11:40.10

 21   7    7
池田 恭輔 (2)
ｲｹﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 長　野・軽井沢 11:41.40

 22  10   10
昆 幸成 (1)
ｺﾝ ﾕｷﾅﾘ

長　野・東御東部 11:41.74

 23   1    1
池田 広明 (1)
ｲｹﾀﾞ ｺｳﾒｲ

長　野・小諸東 11:54.31

 24  19   19
小林 颯介 (2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳｽｹ

長　野・小諸東 11:54.44

 25  11   11
宮下 徹久 (2)
ﾐﾔｼﾀ ﾃﾂﾋｻ

長　野・上田第五 11:55.87

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 26   2    2
青木 虹斗 (2)
ｱｵｷ ﾅﾅﾄ

長　野・上田第五 11:56.17

 27  10   10
佐藤 陽 (1)
ｻﾄｳ ﾊﾙ

長　野・軽井沢 11:57.64

 28   5    5
須藤 漣 (1)
ｽﾄﾞｳ ﾚﾝ 長　野・小諸東 12:04.28

 29  17   17
石田 悠人 (2)
ｲｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 長　野・上田第五 12:10.79

 30  16   16
山口 穂高 (1)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾀｶ 長　野・浅間 12:19.27

 31  14   14
平間 旭 (2)
ﾋﾗﾏ ｱｷﾗ

長　野・軽井沢 12:28.95

 32  11   11
林 雅功 (2)
ﾊﾔｼ ｶﾞｸ

長　野・丸子北 12:30.47

 33   5    5
宇都宮 蓮 (1)
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾚﾝ

長　野・軽井沢 12:31.38

 34  19   19
佐藤 祐希 (2)
ｻﾄｳ ﾕｳｷ

長　野・軽井沢 12:32.26

 35   4    4
伊東 吾郎 (2)
ｲﾄｳ ｺﾞﾛｳ

長　野・上田第五 12:32.81

 36  17   17
掛川 征恭 (2)
ｶｹｶﾞﾜ ﾏｻﾔｽ 長　野・丸子北 12:33.32

 37   3    3
安藤 英人 (1)
ｱﾝﾄﾞｳ ｴｲﾄ 長　野・軽井沢 12:35.76

 38   8    8
髙橋 悠 (1)
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ 長　野・小諸東 12:39.52

 39   2    2
中村 翔音 (1)
ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾝ

長　野・丸子北 12:43.43

 40   3    3
山根 海 (1)
ﾔﾏﾈ ｶｲ

長　野・浅間 12:46.98

 41  15   15
小山 叶夢 (3)
ｺﾔﾏ ｶﾅﾒ

長　野・東御東部 12:47.68

 42  13   13
井出 浩 (1)
ｲﾃﾞ ｺｳ

長　野・浅間 12:57.39

 43   7    7
櫻井 浬 (1)
ｻｸﾗｲ ｶｲﾘ

長　野・軽井沢 12:58.15

 44  18   18
尾和 昊志朗 (2)
ｵﾜ ｺｳｼﾛｳ 長　野・上田第五 13:21.13

 45   6    6
川﨑 湧太 (1)
ｶﾜｻｷ ﾕｳﾀ 長　野・浅間 13:35.35

 46  12   12
柄澤 洸志 (2)
ｶﾗｻﾜ ｺｳｼ 長　野・上田第五 13:46.11

 47   8    8
上野 蒼介 (1)
ｳｴﾉ ｿｳｽｹ

長　野・上田第五 13:54.25

 48   9    9
北澤 鉄斗 (2)
ｷﾀｻﾞﾜ ﾃﾂﾄ

長　野・丸子北 13:58.80

 49  13   13
若原 煌 (1)
ﾜｶﾊﾗ ｷﾗ

長　野・浅間 13:59.01

 50   6    6
中村 颯汰 (2)
ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ

長　野・丸子北 14:20.65



男子北信 ３０００ｍ タイムレース(8) 10月22日 10:30

長野県中学生記録　(JR) 8分30秒96 吉岡 大翔(川中島) 2019

タイムレース 全8組
  1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  13   13
田中 秀磨 (3)
ﾀﾅｶ ｼｭｳﾏ

長　野・長野日大  9:00.07

  2  15   15
岸本 莞爾 (3)
ｼｷﾓﾄ ｶﾝｼﾞ

長　野・長野日大  9:03.14

  3  14   14
服部 真仁 (3)
ﾊｯﾄﾘ ﾏﾋﾄ

長　野・飯山城南  9:07.88

  4  17   17
三橋 大翔 (3)
ﾐﾂﾊｼ ﾊﾙﾄ

長　野・木島平  9:15.82

  5  12   12
越 陽色 (3)
ｺｼ ﾋｲﾛ

長　野・川中島  9:16.32

  6  18   18
佐藤 大河 (3)
ｻﾄｳ ﾀｲｶﾞ 長　野・裾花  9:22.22

  7  16   16
笠嶋 佑樹 (3)
ｶｻｼﾏ ﾕｳｷ 長　野・川中島  9:23.24

  8  22   22
大山 陽生 (3)
ｵｵﾔﾏ ﾊﾙｷ 長　野・山ﾉ内  9:43.98

  9  11   11
髙橋 佑光 (2)
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾘ

長　野・高社  9:47.15

 10   1    1
渡邉 香基 (3)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ

長　野・三陽  9:51.72

 11   5    5
山岸 大智 (1)
ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｲﾁ

長　野・墨坂  9:54.66

 12  23   23
髙橋 優太朗 (2)
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾛｳ

長　野・飯山城南  9:56.16

 13   6    6
丑山 太陽 (2)
ｳｼﾔﾏ ﾀｲﾖｳ

長　野・三陽  9:57.26

 14   4    4
井上 俊弥 (3)
ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 長　野・篠ﾉ井西 10:00.39

 15   2    2
鈴木 士愛 (2)
ｽｽﾞｷ ﾄｱ 長　野・木島平 10:01.35

 16  20   20
塩原 知弥 (2)
ｼｵﾊﾞﾗ ﾄﾓﾔ 長　野・裾花 10:01.94

 17   7    7
黒岩 佳佑 (3)
ｸﾛｲﾜ ｹｲｽｹ

長　野・山ﾉ内 10:03.31

 18  19   19
岡村 颯太 (3)
ｵｶﾑﾗ ｿｳﾀ

長　野・飯山城南 10:05.52

 19   3    3
清水 陸翔 (2)
ｼﾐｽﾞ ﾘｸﾄ

長　野・三陽 10:08.42

 20  21   21
山﨑 宏 (3)
ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳ

長　野・飯山城南 10:09.29

 21   8    8
青木 大和 (3)
ｱｵｷ ﾔﾏﾄ

長　野・川中島 10:12.18

 22  10   10
細井 翔馬 (3)
ﾎｿｲ ﾄｳﾏ 長　野・川中島 10:12.28

 23   9    9
池田 大輝 (3)
ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 長　野・山ﾉ内 10:19.38

  2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  13   13
川邊 暖太 (3)
ｶﾜﾍﾞ ﾀﾞﾝﾀ

長　野・山ﾉ内 10:00.46

  2  18   18
山本 悠貴 (3)
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ

長　野・山ﾉ内 10:02.02

  3  15   15
千葉 海頼 (1)
ﾁﾊﾞ ﾐﾗｲ

長　野・墨坂 10:02.92

  4  12   12
宮沢 洸佑 (2)
ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｳｽｹ

長　野・広徳 10:03.93

  5  20   20
中谷 悠人 (3)
ﾅｶﾔ ﾕｳﾄ

長　野・三陽 10:08.54

  6   2    2
岡田 龍樹 (3)
ｵｶﾀﾞ ﾀﾂｷ 長　野・飯山城南 10:10.93

  7  19   19
山本 生吹 (2)
ﾔﾏﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 長　野・木島平 10:12.52

  8  23   23
杉田 真悟 (3)
ｽｷﾞﾀ ｼﾝｺﾞ 長　野・三陽 10:18.47

  9  16   16
井川 元喜 (3)
ｲｶﾞﾜ ｹﾞﾝｷ

長　野・広徳 10:20.94

 10  17   17
森 星七 (2)
ﾓﾘ ｾﾅ

長　野・野沢温泉 10:22.54

 11   3    3
岩下 聖実 (3)
ｲﾜｼﾀ ﾏｻﾐ

長　野・山ﾉ内 10:34.49

 12   9    9
両澤 諒 (3)
ﾓﾛｻﾜ ﾘｮｳﾄ

長　野・戸倉上山田 10:36.28

 13   1    1
上野 翔琉 (2)
ｳｴﾉ ｶｹﾙ

長　野・飯綱 10:39.29

 14   4    4
仲俣 悠太 (2)
ﾅｶﾏﾀ ﾕｳﾀ 長　野・飯綱 10:46.64

 15  21   21
山本 隆太 (2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 長　野・木島平 10:48.63

 16  22   22
竹内 飛夏 (1)
ﾀｹｳﾁ ﾋﾅﾂ 長　野・川中島 10:55.06

 17  11   11
木田 陸翔 (1)
ｷﾀﾞ ﾘｸﾄ

長　野・川中島 10:55.99

 18   6    6
八井澤 陽斗 (3)
ﾔｲｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ

長　野・飯山城南 10:59.05

 19   5    5
宇都宮 大駕 (1)
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾀｲｶﾞ

長　野・川中島 11:00.06

 20  10   10
北村 舞弥 (3)
ｷﾀﾑﾗ ﾏｲﾔ

長　野・三陽 11:05.94

 21  14   14
佐藤 陽理 (2)
ｻﾄｳ ﾊﾙﾐﾁ

長　野・木島平 11:09.50

 22   7    7
森 蒼介 (1)
ﾓﾘ ｿｳｽｹ 長　野・川中島 11:09.59

  8    8
高木 眞優 (3)
ﾀｶｷﾞ ﾏﾋﾛ 長　野・三陽 DNS

凡例（DNS:欠    場）



男子北信 ３０００ｍ タイムレース(8) 10月22日 10:30

長野県中学生記録　(JR) 8分30秒96 吉岡 大翔(川中島) 2019

  3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  17   17
伊藤 靖幸 (2)
ｲﾄｳ ﾔｽﾕｷ 長　野・広徳 10:27.64

  2  14   14
金井 珀人 (2)
ｶﾅｲ ﾊｸﾄ 長　野・山ﾉ内 10:32.27

  3  19   19
古谷 圭志 (1)
ﾌﾙﾔ ｹｲｼﾞ 長　野・飯綱 10:38.77

  4   3    3
田中 秀弥 (3)
ﾀﾅｶ ｼｭｳﾔ

長　野・中野平 10:41.72

  5  13   13
藤沢 陽斗 (2)
ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙﾄ

長　野・小布施 10:44.90

  6  20   20
山田 大翔 (2)
ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄ

長　野・高社 10:45.16

  7  22   22
大川 和真 (1)
ｵｵｶﾜ ｶｽﾞﾏ

長　野・飯綱 10:45.98

  8   2    2
三ツ井 悠星 (1)
ﾐﾂｲ ﾕｳｾｲ

長　野・飯山城南 10:48.99

  9  16   16
徳竹 希星 (2)
ﾄｸﾀｹ ｷﾗ 長　野・山ﾉ内 10:53.71

 10  15   15
飯田 裕太 (3)
ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾀ 長　野・篠ﾉ井西 10:55.28

 11  10   10
一由 啓太 (3)
ｲﾁﾖｼ ｹｲﾀ 長　野・裾花 11:00.92

 12   6    6
山岸 由尚 (2)
ﾔﾏｷﾞｼ ﾖｼﾋｻ

長　野・飯綱 11:04.38

 13   9    9
近藤 友晴 (2)
ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾊﾙ

長　野・飯綱 11:10.94

 14   8    8
馬場 煌陽 (3)
ﾊﾞﾊﾞ ｺｳﾖｳ

長　野・裾花 11:12.71

 15   5    5
村山 未来翔 (1)
ﾑﾗﾔﾏ ﾐｷﾄ

長　野・飯山城南 11:15.76

 16  11   11
本山 秀斗 (2)
ﾓﾄﾔﾏ ｼｭｳﾄ

長　野・飯綱 11:22.29

 17   7    7
大野 慎平 (3)
ｵｵﾉ ｼﾝﾍﾟｲ 長　野・飯山城北 11:22.80

 18   4    4
山嵜 太陽 (1)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲﾖｳ 長　野・木島平 11:28.24

 19   1    1
小林 奏明 (1)
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅﾒ 長　野・川中島 11:36.69

 20  18   18
小根澤 琥珀 (1)
ｵﾈｻﾞﾜ ｺﾊｸ

長　野・山ﾉ内 11:37.90

 21  23   23
湯本 琉星 (1)
ﾕﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ

長　野・木島平 11:52.74

 22  12   12
市橋 拓久 (3)
ｲﾁﾊｼ ﾀｸ

長　野・墨坂 12:04.40

 21   21
硴水 悠太 (1)
ｶｷﾐｽﾞ ﾕｳﾀ

長　野・長野北部 DNS

  4組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  12   12
川畑 秀平 (2)
ｶﾜﾊﾞﾀ ｼｭｳﾍｲ 長　野・市立長野 10:42.83

  2   2    2
町田 大夢 (3)
ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾛﾑ 長　野・市立長野 10:49.95

  3   5    5
中村 桜大 (2)
ﾅｶﾑﾗ ｵｳﾀ 長　野・信濃小 10:54.02

  4  18   18
町井 颯斗 (2)
ﾏﾁｲ ﾘｭｳﾄ

長　野・飯山城北 10:54.47

  5   7    7
関川 玄太郎 (1)
ｾｷｶﾞﾜ ｹﾞﾝﾀﾛｳ

長　野・櫻ヶ岡 10:57.21

  6  14   14
武田 朝日 (1)
ﾀｹﾀﾞ ｱｻﾋ

長　野・高社 10:57.23

  7  22   22
深石 叶大 (3)
ﾌｶｲｼ ｶﾅﾀ

長　野・飯山城北 11:04.08

  8   8    8
森屋 樹 (1)
ﾓﾘﾔ ｲﾂｷ

長　野・戸倉上山田 11:05.84

  9  23   23
小林 翔太 (2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 長　野・戸倉上山田 11:07.14

 10  16   16
武田 翔舞 (2)
ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳﾏ 長　野・高社 11:07.61

 11  11   11
宮野尾 蓮 (2)
ﾐﾔﾉｵ ﾚﾝ 長　野・広徳 11:16.62

 12  17   17
山﨑 礼頌 (3)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｲｼﾞｭ

長　野・戸倉上山田 11:22.48

 13  13   13
室岡 颯佑 (2)
ﾑﾛｵｶ ｿｳｽｹ

長　野・長野北部 11:33.26

 14  19   19
田畑 暖 (1)
ﾀﾊﾞﾀﾊﾙ

長　野・小布施 11:33.93

 15   6    6
本間 遥斗 (2)
ﾎﾝﾏ ﾊﾙﾄ

長　野・小布施 11:42.31

 16   9    9
横山 瑛登 (1)
ﾖｺﾔﾏ ｴｲﾄ

長　野・櫻ヶ岡 11:43.89

 17  21   21
山下 勇気 (3)
ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｷ 長　野・墨坂 11:46.01

 18   4    4
酒井 凛 (2)
ｻｶｲ ﾘﾝ 長　野・小布施 11:47.72

 19  20   20
五十嵐 将恭 (3)
ｲｶﾞﾗｼ ﾏｻｷ 長　野・戸倉上山田 11:59.55

 20  10   10
塚田 瑠維 (2)
ﾂｶﾀﾞ ﾙｲ

長　野・戸倉上山田 12:07.36

 21   3    3
長岡 厚希 (1)
ﾅｶﾞｵｶ ｱﾂｷ

長　野・墨坂 12:12.59

 22   1    1
丸山 椋椰 (1)
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾔ

長　野・墨坂 13:06.28

 15   15
坂口 優作 (2)
ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳｻｸ

長　野・市立長野 DNS

凡例（DNS:欠    場）



男子北信 ３０００ｍ タイムレース(8) 10月22日 10:30

長野県中学生記録　(JR) 8分30秒96 吉岡 大翔(川中島) 2019

  5組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   1    1
飯島 壮太 (2)
ｲｲｼﾞﾏ ｿｳﾀ 長　野・長野東部 10:50.45

  2  19   19
宮入 慧多 (1)
ﾐﾔｲﾘ ｹｲﾀ 長　野・若穂 10:54.21

  3   4    4
樋口 亜夢 (3)
ﾋｸﾞﾁ ｱﾑ 長　野・若穂 11:00.27

  4  11   11
堀内 昊汰 (1)
ﾎﾘｳﾁ ｺｳﾀ

長　野・篠ﾉ井西 11:05.90

  5  20   20
前島 朔太郎 (1)
ﾏｴｼﾞﾏ ｻｸﾀﾛｳ

長　野・篠ﾉ井西 11:06.73

  6  16   16
剱持 遥央 (1)
ｹﾝﾓﾂ ﾊﾙﾁｶ

長　野・飯綱 11:08.41

  7  13   13
竹内 颯祐 (1)
ﾀｹｳﾁ ｿｳｽｹ

長　野・墨坂 11:13.04

  8   6    6
干川 瑞月 (3)
ﾎｼｶﾜ ﾐﾂﾞｷ

長　野・長野日大 11:14.01

  9   2    2
佐藤 佑年 (2)
ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 長　野・信濃小 11:14.21

 10  22   22
丸山 遼輔 (1)
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ 長　野・篠ﾉ井西 11:17.81

 11  17   17
中村 優希 (1)
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 長　野・長野北部 11:17.99

 12   7    7
熊井 凛海 (2)
ｸﾏｲ ﾙｶ

長　野・長野東部 11:18.56

 13   5    5
川島 悠暢 (2)
ｶﾜｼﾏ ﾊﾙﾉﾌﾞ

長　野・長野東部 11:25.19

 14  14   14
柳沢 陽人 (2)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾙﾄ

長　野・広徳 11:25.42

 15  10   10
大村 優仁 (1)
ｵｵﾑﾗ ﾕｳｼﾞﾝ

長　野・小布施 11:31.37

 16  18   18
田中 旬之介 (3)
ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾉｽｹ

長　野・高社 11:34.16

 17  12   12
岡田 然 (1)
ｵｶﾀﾞ ｾﾞﾝ 長　野・信濃小 11:35.43

 18  21   21
清水 翔太 (3)
ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 長　野・裾花 11:35.53

 19   3    3
松本 琉之介 (2)
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 長　野・市立長野 11:44.21

 20   9    9
金子 楓茉 (1)
ｶﾈｺ ﾌｳﾏ

長　野・長野東部 12:23.54

 21  15   15
冨澤 奏人 (1)
ﾄﾐｻﾜ ｶﾅﾄ

長　野・墨坂 13:08.34

 22   8    8
芳澤 宏一 (3)
ﾖｼｻﾞﾜ ｺｳｲﾁ

長　野・長野日大 13:46.50

  6組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  10   10
丸山 拓人 (1)
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾄ 長　野・飯山城南 10:55.64

  2   1    1
髙橋 翔輝 (3)
ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｷ 長　野・高社 11:05.55

  3  21   21
畔上 蒼野 (2)
ｱｾﾞｶﾞﾐ ｿｳﾔ 長　野・野沢温泉 11:08.39

  4   8    8
松尾 恒樹 (2)
ﾏﾂｵ ｺｳｷ

長　野・野沢温泉 11:29.56

  5  12   12
池田 怜 (2)
ｲｹﾀﾞ ﾚｲ

長　野・高社 11:30.03

  6   5    5
橋本 涼太 (2)
ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ

長　野・広徳 11:34.27

  7  15   15
岡村 佳晃 (2)
ｵｶﾑﾗ ﾖｼｱｷ

長　野・裾花 11:34.73

  8   3    3
丸山 佳祐 (1)
ﾏﾙﾔﾏ ｹｲｽｹ

長　野・長野北部 11:35.49

  9   6    6
金子 弓 (3)
ｶﾈｺ ｷｭｳ 長　野・長野北部 11:40.47

 10  14   14
峰村 夏樹 (2)
ﾐﾈﾑﾗ ﾅﾂｷ 長　野・若穂 11:47.71

 11  22   22
田村 宙輝 (1)
ﾀﾑﾗ ﾋﾛｷ 長　野・若穂 11:49.08

 12  13   13
富井 陽斗 (2)
ﾄﾐｲ ﾊﾙﾄ

長　野・長野東部 12:10.46

 13  18   18
吉澤 理仁 (1)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘﾋﾄ

長　野・長野東部 12:10.54

 14   2    2
古川 雅哉 (2)
ﾌﾙｶﾜ ﾏｻﾔ

長　野・裾花 12:13.22

 15  11   11
渡邉 慎太郎 (3)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾀﾛｳ

長　野・裾花 12:21.53

 16   9    9
荒井 遼星 (1)
ｱﾗｲ ﾘｮｳｾｲ

長　野・信濃小 12:34.59

 17  17   17
小笠原 虹 (3)
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｺｳ 長　野・長野日大 13:04.88

 18   4    4
山田 優心 (1)
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾝ 長　野・高社 13:04.91

  7    7
高橋 斗真 (3)
ﾀｶﾊｼ ﾄｳﾏ 長　野・若穂 DNS

 16   16
佐藤 獅龍 (2)
ｻﾄｳ ｼﾘｭｳ

長　野・長野東部 DNS

 19   19
笠井 永遠 (2)
ｶｻｲ ﾄﾜ

長　野・市立長野 DNS

 20   20
山本 雄大 (2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ

長　野・長野東部 DNS

凡例（DNS:欠    場）



男子北信 ３０００ｍ タイムレース(8) 10月22日 10:30

長野県中学生記録　(JR) 8分30秒96 吉岡 大翔(川中島) 2019

  7組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  16   16
北村 隼 (2)
ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝ 長　野・長野北部 11:27.83

  2  13   13
瀧澤 劉 (1)
ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｭｳ 長　野・広徳 11:32.20

  3  11   11
利根川 瑛人 (2)
ﾄﾈｶﾞﾜｴｲﾄ 長　野・小布施 11:48.72

  4  21   21
堤 昌寛 (1)
ﾂﾂﾐ ﾏｻﾋﾛ

長　野・長野北部 11:52.92

  5  10   10
山岸 悠希 (1)
ﾔﾏｷﾞｼ ﾊﾙｷ

長　野・若穂 11:55.96

  6   9    9
深石 新大 (1)
ﾌｶｲｼ ｱﾗﾀ

長　野・飯山城北 12:05.85

  7   8    8
牧野 拓実 (1)
ﾏｷﾉ ﾀｸﾐ

長　野・若穂 12:11.37

  8  19   19
佐藤 涼介 (1)
ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ

長　野・信濃小 12:12.85

  9  22   22
奥井 大暉 (1)
ｵｸｲ ﾀﾞｲｷ 長　野・市立長野 12:12.87

 10  14   14
河野 伍真 (1)
ｶﾜﾉ ｲﾂﾏ 長　野・櫻ヶ岡 12:13.79

 11   5    5
相澤 凌芽 (1)
ｱｲｻﾞﾜ ﾘｮｳｶﾞ 長　野・若穂 12:18.48

 12  15   15
小西 蒼生 (1)
ｺﾆｼ ｱｵｲ

長　野・信濃小 12:18.80

 13   7    7
大井 友良 (2)
ｵｵｲ ﾕﾗ

長　野・長野日大 12:19.89

 14  12   12
池田 泉太 (2)
ｲｹﾀﾞ ｾﾝﾀ

長　野・野沢温泉 12:22.00

 15  18   18
杉山 瑶太 (1)
ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｳﾀ

長　野・野沢温泉 12:31.88

 16  17   17
田中 颯真 (1)
ﾀﾅｶ ｿｳﾏ

長　野・櫻ヶ岡 12:38.42

 17   1    1
根岸昂太郎 (2)
ﾈｷﾞｼｺｳﾀﾛｳ 長　野・小布施 12:39.71

 18   4    4
船木 介晴 (1)
ﾌﾅｷ ｶｲｾｲ 長　野・小布施 12:44.85

 19   2    2
笹原 琉騎 (1)
ｻｻﾊﾗ ﾘｭｳｷ 長　野・信濃小 14:12.92

  3    3
伊東 碧生 (1)
ｲﾄｳ ｱｵｲ

長　野・長野日大 DNS

  6    6
池田 旭陽 (2)
ｲｹﾀﾞ ｱｻﾋ

長　野・野沢温泉 DNS

 20   20
宮入 秀虎 (2)
ﾐﾔｲﾘ ﾋﾃﾞﾄ

長　野・若穂 DNS

  8組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  11   11
山田 琥太郎 (2)
ﾔﾏﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 長　野・飯山城北 12:22.32

  2  20   20
宮本 悠斗 (1)
ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾄ 長　野・中野平 12:44.83

  3   5    5
小林 祢緒 (2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾈｵ 長　野・中野平 12:49.09

  4   9    9
髙井 遥斗 (2)
ﾀｶｲ ﾊﾙﾄ

長　野・飯山城北 12:51.66

  5   6    6
半藤 文聖 (1)
ﾊﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾄ

長　野・飯山城北 12:57.27

  6  17   17
樽田 侑虎 (2)
ﾀﾙﾀ ﾕｳﾄ

長　野・篠ﾉ井西 12:58.40

  7  14   14
小河原 陸 (2)
ｵｶﾞﾜﾗ ﾘｸ

長　野・篠ﾉ井西 12:58.80

  8   1    1
山田 拓未 (1)
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ

長　野・中野平 13:02.60

  9  21   21
野口 隼聖 (2)
ﾉｸﾞﾁ ｼｭﾝｾｲ 長　野・櫻ヶ岡 13:06.80

 10  22   22
髙木 祐 (2)
ﾀｶｷﾞ ﾀｽｸ 長　野・中野平 13:21.45

 11   7    7
江本 航史郎 (1)
ｴﾓﾄ ｺｳｼﾛｳ 長　野・中野平 13:22.75

 12   3    3
小出 陽都 (2)
ｺｲﾃﾞ ﾊﾙﾄ

長　野・飯山城北 13:25.86

 13  15   15
吉澤 直樹 (1)
ﾖｼｻﾞﾜﾅｵｷ

長　野・小布施 13:27.72

 14  10   10
武田 親弥 (1)
ﾀｹﾀﾞ ﾁｶﾔ

長　野・中野平 13:29.30

 15   4    4
髙山 煌大 (1)
ﾀｶﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ

長　野・市立長野 13:39.75

 16  13   13
小林 快優 (2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾕ

長　野・広徳 13:41.90

  2    2
新保 琢深 (1)
ｼﾝﾎﾞ ﾀｸﾐ 長　野・櫻ヶ岡 DNS

  8    8
渡辺 育翔 (2)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｸﾄ 長　野・篠ﾉ井西 DNS

 12   12
塚原 勇舞 (2)
ﾂｶﾊﾗ ﾕｳﾏ 長　野・篠ﾉ井西 DNS

 16   16
返町 涼晴 (1)
ｿﾘﾏﾁ ﾘｮｳｾｲ

長　野・長野北部 DNS

 18   18
小野 夢真 (1)
ｵﾉ ﾕｳﾏ

長　野・長野北部 DNS

 19   19
安田 遼人 (3)
ﾔｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ

長　野・裾花 DNS

凡例（DNS:欠    場）



男子北信 ３０００ｍ タイムレース(8) 10月22日 10:30

長野県中学生記録　(JR) 8分30秒96 吉岡 大翔(川中島) 2019

タイムレース総合
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  13   13
田中 秀磨 (3)
ﾀﾅｶ ｼｭｳﾏ

長　野・長野日大  9:00.07

  2  15   15
岸本 莞爾 (3)
ｼｷﾓﾄ ｶﾝｼﾞ

長　野・長野日大  9:03.14

  3  14   14
服部 真仁 (3)
ﾊｯﾄﾘ ﾏﾋﾄ 長　野・飯山城南  9:07.88

  4  17   17
三橋 大翔 (3)
ﾐﾂﾊｼ ﾊﾙﾄ 長　野・木島平  9:15.82

  5  12   12
越 陽色 (3)
ｺｼ ﾋｲﾛ 長　野・川中島  9:16.32

  6  18   18
佐藤 大河 (3)
ｻﾄｳ ﾀｲｶﾞ

長　野・裾花  9:22.22

  7  16   16
笠嶋 佑樹 (3)
ｶｻｼﾏ ﾕｳｷ

長　野・川中島  9:23.24

  8  22   22
大山 陽生 (3)
ｵｵﾔﾏ ﾊﾙｷ

長　野・山ﾉ内  9:43.98

  9  11   11
髙橋 佑光 (2)
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾘ

長　野・高社  9:47.15

 10   1    1
渡邉 香基 (3)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ

長　野・三陽  9:51.72

 11   5    5
山岸 大智 (1)
ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｲﾁ 長　野・墨坂  9:54.66

 12  23   23
髙橋 優太朗 (2)
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾛｳ 長　野・飯山城南  9:56.16

 13   6    6
丑山 太陽 (2)
ｳｼﾔﾏ ﾀｲﾖｳ 長　野・三陽  9:57.26

 14   4    4
井上 俊弥 (3)
ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ

長　野・篠ﾉ井西 10:00.39

 15  13   13
川邊 暖太 (3)
ｶﾜﾍﾞ ﾀﾞﾝﾀ

長　野・山ﾉ内 10:00.46

 16   2    2
鈴木 士愛 (2)
ｽｽﾞｷ ﾄｱ

長　野・木島平 10:01.35

 17  20   20
塩原 知弥 (2)
ｼｵﾊﾞﾗ ﾄﾓﾔ

長　野・裾花 10:01.94

 18  18   18
山本 悠貴 (3)
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ

長　野・山ﾉ内 10:02.02

 19  15   15
千葉 海頼 (1)
ﾁﾊﾞ ﾐﾗｲ 長　野・墨坂 10:02.92

 20   7    7
黒岩 佳佑 (3)
ｸﾛｲﾜ ｹｲｽｹ 長　野・山ﾉ内 10:03.31

 21  12   12
宮沢 洸佑 (2)
ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 長　野・広徳 10:03.93

 22  19   19
岡村 颯太 (3)
ｵｶﾑﾗ ｿｳﾀ

長　野・飯山城南 10:05.52

 23   3    3
清水 陸翔 (2)
ｼﾐｽﾞ ﾘｸﾄ

長　野・三陽 10:08.42

 24  20   20
中谷 悠人 (3)
ﾅｶﾔ ﾕｳﾄ

長　野・三陽 10:08.54

 25  21   21
山﨑 宏 (3)
ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳ

長　野・飯山城南 10:09.29

 26   2    2
岡田 龍樹 (3)
ｵｶﾀﾞ ﾀﾂｷ

長　野・飯山城南 10:10.93

 27   8    8
青木 大和 (3)
ｱｵｷ ﾔﾏﾄ 長　野・川中島 10:12.18

 28  10   10
細井 翔馬 (3)
ﾎｿｲ ﾄｳﾏ 長　野・川中島 10:12.28

 29  19   19
山本 生吹 (2)
ﾔﾏﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 長　野・木島平 10:12.52

 30  23   23
杉田 真悟 (3)
ｽｷﾞﾀ ｼﾝｺﾞ 長　野・三陽 10:18.47

 31   9    9
池田 大輝 (3)
ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｷ

長　野・山ﾉ内 10:19.38

 32  16   16
井川 元喜 (3)
ｲｶﾞﾜ ｹﾞﾝｷ

長　野・広徳 10:20.94

 33  17   17
森 星七 (2)
ﾓﾘ ｾﾅ

長　野・野沢温泉 10:22.54

 34  17   17
伊藤 靖幸 (2)
ｲﾄｳ ﾔｽﾕｷ

長　野・広徳 10:27.64

 35  14   14
金井 珀人 (2)
ｶﾅｲ ﾊｸﾄ 長　野・山ﾉ内 10:32.27

 36   3    3
岩下 聖実 (3)
ｲﾜｼﾀ ﾏｻﾐ 長　野・山ﾉ内 10:34.49

 37   9    9
両澤 諒 (3)
ﾓﾛｻﾜ ﾘｮｳﾄ 長　野・戸倉上山田 10:36.28

 38  19   19
古谷 圭志 (1)
ﾌﾙﾔ ｹｲｼﾞ 長　野・飯綱 10:38.77

 39   1    1
上野 翔琉 (2)
ｳｴﾉ ｶｹﾙ

長　野・飯綱 10:39.29

 40   3    3
田中 秀弥 (3)
ﾀﾅｶ ｼｭｳﾔ

長　野・中野平 10:41.72

 41  12   12
川畑 秀平 (2)
ｶﾜﾊﾞﾀ ｼｭｳﾍｲ

長　野・市立長野 10:42.83

 42  13   13
藤沢 陽斗 (2)
ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙﾄ

長　野・小布施 10:44.90

 43  20   20
山田 大翔 (2)
ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄ

長　野・高社 10:45.16

 44  22   22
大川 和真 (1)
ｵｵｶﾜ ｶｽﾞﾏ 長　野・飯綱 10:45.98

 45   4    4
仲俣 悠太 (2)
ﾅｶﾏﾀ ﾕｳﾀ 長　野・飯綱 10:46.64

 46  21   21
山本 隆太 (2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 長　野・木島平 10:48.63

 47   2    2
三ツ井 悠星 (1)
ﾐﾂｲ ﾕｳｾｲ

長　野・飯山城南 10:48.99

 48   2    2
町田 大夢 (3)
ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾛﾑ

長　野・市立長野 10:49.95

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 81   2    2
佐藤 佑年 (2)
ｻﾄｳ ﾕｳﾄ

長　野・信濃小 11:14.21

 82   5    5
村山 未来翔 (1)
ﾑﾗﾔﾏ ﾐｷﾄ

長　野・飯山城南 11:15.76

 83  11   11
宮野尾 蓮 (2)
ﾐﾔﾉｵ ﾚﾝ 長　野・広徳 11:16.62

 84  22   22
丸山 遼輔 (1)
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ 長　野・篠ﾉ井西 11:17.81

 85  17   17
中村 優希 (1)
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 長　野・長野北部 11:17.99

 86   7    7
熊井 凛海 (2)
ｸﾏｲ ﾙｶ

長　野・長野東部 11:18.56

 87  11   11
本山 秀斗 (2)
ﾓﾄﾔﾏ ｼｭｳﾄ

長　野・飯綱 11:22.29

 88  17   17
山﨑 礼頌 (3)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｲｼﾞｭ

長　野・戸倉上山田 11:22.48

 89   7    7
大野 慎平 (3)
ｵｵﾉ ｼﾝﾍﾟｲ

長　野・飯山城北 11:22.80

 90   5    5
川島 悠暢 (2)
ｶﾜｼﾏ ﾊﾙﾉﾌﾞ

長　野・長野東部 11:25.19

 91  14   14
柳沢 陽人 (2)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾙﾄ 長　野・広徳 11:25.42

 92  16   16
北村 隼 (2)
ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝ 長　野・長野北部 11:27.83

 93   4    4
山嵜 太陽 (1)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲﾖｳ 長　野・木島平 11:28.24

 94   8    8
松尾 恒樹 (2)
ﾏﾂｵ ｺｳｷ

長　野・野沢温泉 11:29.56

 95  12   12
池田 怜 (2)
ｲｹﾀﾞ ﾚｲ

長　野・高社 11:30.03

 96  10   10
大村 優仁 (1)
ｵｵﾑﾗ ﾕｳｼﾞﾝ

長　野・小布施 11:31.37

 97  13   13
瀧澤 劉 (1)
ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｭｳ

長　野・広徳 11:32.20

 98  13   13
室岡 颯佑 (2)
ﾑﾛｵｶ ｿｳｽｹ

長　野・長野北部 11:33.26

 99  19   19
田畑 暖 (1)
ﾀﾊﾞﾀﾊﾙ 長　野・小布施 11:33.93

100  18   18
田中 旬之介 (3)
ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾉｽｹ 長　野・高社 11:34.16

101   5    5
橋本 涼太 (2)
ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 長　野・広徳 11:34.27

102  15   15
岡村 佳晃 (2)
ｵｶﾑﾗ ﾖｼｱｷ

長　野・裾花 11:34.73

103  12   12
岡田 然 (1)
ｵｶﾀﾞ ｾﾞﾝ

長　野・信濃小 11:35.43

104   3    3
丸山 佳祐 (1)
ﾏﾙﾔﾏ ｹｲｽｹ

長　野・長野北部 11:35.49

105  21   21
清水 翔太 (3)
ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ

長　野・裾花 11:35.53

106   1    1
小林 奏明 (1)
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅﾒ

長　野・川中島 11:36.69

107  18   18
小根澤 琥珀 (1)
ｵﾈｻﾞﾜ ｺﾊｸ 長　野・山ﾉ内 11:37.90

108   6    6
金子 弓 (3)
ｶﾈｺ ｷｭｳ 長　野・長野北部 11:40.47

109   6    6
本間 遥斗 (2)
ﾎﾝﾏ ﾊﾙﾄ 長　野・小布施 11:42.31

110   9    9
横山 瑛登 (1)
ﾖｺﾔﾏ ｴｲﾄ 長　野・櫻ヶ岡 11:43.89

111   3    3
松本 琉之介 (2)
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ

長　野・市立長野 11:44.21

112  21   21
山下 勇気 (3)
ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｷ

長　野・墨坂 11:46.01

113  14   14
峰村 夏樹 (2)
ﾐﾈﾑﾗ ﾅﾂｷ

長　野・若穂 11:47.71

114   4    4
酒井 凛 (2)
ｻｶｲ ﾘﾝ

長　野・小布施 11:47.72

115  11   11
利根川 瑛人 (2)
ﾄﾈｶﾞﾜｴｲﾄ 長　野・小布施 11:48.72

116  22   22
田村 宙輝 (1)
ﾀﾑﾗ ﾋﾛｷ 長　野・若穂 11:49.08

117  23   23
湯本 琉星 (1)
ﾕﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 長　野・木島平 11:52.74

118  21   21
堤 昌寛 (1)
ﾂﾂﾐ ﾏｻﾋﾛ 長　野・長野北部 11:52.92

119  10   10
山岸 悠希 (1)
ﾔﾏｷﾞｼ ﾊﾙｷ

長　野・若穂 11:55.96

120  20   20
五十嵐 将恭 (3)
ｲｶﾞﾗｼ ﾏｻｷ

長　野・戸倉上山田 11:59.55

121  12   12
市橋 拓久 (3)
ｲﾁﾊｼ ﾀｸ

長　野・墨坂 12:04.40

122   9    9
深石 新大 (1)
ﾌｶｲｼ ｱﾗﾀ

長　野・飯山城北 12:05.85

123  10   10
塚田 瑠維 (2)
ﾂｶﾀﾞ ﾙｲ

長　野・戸倉上山田 12:07.36

124  13   13
富井 陽斗 (2)
ﾄﾐｲ ﾊﾙﾄ 長　野・長野東部 12:10.46

125  18   18
吉澤 理仁 (1)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘﾋﾄ 長　野・長野東部 12:10.54

126   8    8
牧野 拓実 (1)
ﾏｷﾉ ﾀｸﾐ 長　野・若穂 12:11.37

127   3    3
長岡 厚希 (1)
ﾅｶﾞｵｶ ｱﾂｷ

長　野・墨坂 12:12.59

128  19   19
佐藤 涼介 (1)
ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ

長　野・信濃小 12:12.85
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161   4    4
髙山 煌大 (1)
ﾀｶﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ

長　野・市立長野 13:39.75

162  13   13
小林 快優 (2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾕ

長　野・広徳 13:41.90

163   8    8
芳澤 宏一 (3)
ﾖｼｻﾞﾜ ｺｳｲﾁ 長　野・長野日大 13:46.50

164   2    2
笹原 琉騎 (1)
ｻｻﾊﾗ ﾘｭｳｷ 長　野・信濃小 14:12.92
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