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長野県高校記録(KR)              40.95                              松商学園         2018/04/29  
                                      （小池 孝憲・中嶋 謙・西村 陽杜・柳沢 直生）
大会記録(GR)                    41.09                              松商学園         2017        
                                      （伊藤 拓海・中嶋 謙・西村 陽杜・柳沢 直生）

[ 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   9 長野日大  1263 夏目 士瑠(3)     43.09 Q  1   4 須坂創成   953 寺嶋 玲音(3)     42.69 Q

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ﾅﾂﾒ ｼﾘｭｳ ｽｻﾞｶｿｳｾｲ ﾃﾗｼﾏ ﾚｵ
 1264 宮越 雄勢(3)   954 小林 魁(3)

ﾐﾔｺｼ ﾕｳｾｲ ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ
 1253 小池 集万(3)   963 田中 豪(2)

ｺｲｹ ｼｭｳﾏ ﾀﾅｶ ｺﾞｳ
 1262 町田 周吾(3)   956 大峡 亮太(3)

ﾏﾁﾀﾞ ｼｭｳｺﾞ ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳﾀ
 2   6 松本国際  2517 中谷 息吹(3)     43.35 Q  2   3 上伊那農   358 唐澤 悠斗(3)     43.57 Q

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲ ﾅｶﾔ ｲﾌﾞｷ ｶﾐｲﾅﾉｳ ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ
 2502 渡辺 直弥(1)   333 山崎 雄太(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾔ ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ
 2527 児玉 賢人(2)   355 塩川 大樹(3)

ｺﾀﾞﾏ ｹﾝﾄ ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ
 2501 中村 駿汰(1)   361 柴 悠翔(3)

ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ
 3   8 岡谷工   251 新垣 健琉(3)     43.81 Q  3   2 岩村田  1594 榊原 歩(2)     43.77 Q

ｵｶﾔｺｳ ｱﾗｶｷ ﾀｹﾙ ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ
  278 酒井 琢磨(3)  1591 南澤 爽太(3)

ｻｶｲ ﾀｸﾏ ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ
  279 西山 陸(3)  1596 佐々木 隆之介(2)

ﾆｼﾔﾏ ﾘｸ ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ
  252 増田 光月(3)  1605 大工原 政斗(1)

ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾏｻﾄ
 4   7 上田  1788 南澤 遥翔(3)     44.88  4   6 上田千曲  1864 森 暖向太(2)     44.51 q

ｳｴﾀﾞ ﾐﾅﾐｻﾜ ﾊﾙﾄ ｳｴﾀﾞﾁｸﾏ ﾓﾘ ﾋﾅﾀ
 1787 佐藤 良太(3)  1890 中村 春希(3)

ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ
 1793 小林 暉弥(2)  1861 西田 陸人(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾔ ﾆｼﾀ ﾘｸﾄ
 1791 宮澤 健人(2)  1862 小林 誠史(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ
 5   4 辰野   291 ﾛﾍﾟｽ田中 ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ(2)    46.01  5   5 豊科  2540 小林 怜央(2)     44.93 

ﾀﾂﾉ ﾛﾍﾟｽﾀﾅｶ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ ﾄﾖｼﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵ
  289 古賀 涼輔(3)  2538 輪湖 颯(3)

ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ ﾜｺ ﾊﾔﾄ
  292 宮澤 駿也(2)  2541 大月 渉(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ ｵｵﾂｷ ﾜﾀﾙ
  290 古庄 武(3)  2544 金児 烈恩(1)

ﾌﾙｼｮｳ ﾀｹﾙ ｶﾈｺ ﾚｵﾝ
 6   5 須坂   998 河合 亮(3)     46.22  6   9 木曽青峰  1955 小林 優斗(2)     45.11 

ｽｻﾞｶ ｶﾜｲ ﾘｮｳ ｷｿｾｲﾎｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ
  999 髙橋 里巧(3)  1946 南村 蓮(3)

ﾀｶﾊｼ ﾘｸ ﾐﾅﾐﾑﾗ ﾚﾝ
 1003 町田 遥(2)  1951 上條 真生(2)

ﾏﾁﾀﾞ ﾊﾙ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏｵ
 1000 髙山 和真(3)  1954 鈴木 康介(2)

ﾀｶﾔﾏ ｶｽﾞﾏ ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ
 7   2 松本工  2418 鈴木 玄太郎(1)     46.59  7   7 飯田風越   591 春原 賢(2)     46.71 

ﾏﾂﾓﾄｺｳ ｽｽﾞｷ ｹﾞﾝﾀﾛｳ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ｽﾉﾊﾗ ｹﾝ
 2416 田中 舜也(3)   602 吉田 賢三(3)

ﾀﾅｶ ﾄｼﾔ ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ
 2414 芦田 弘誠(3)   593 羽生 大起(2)

ｱｼﾀﾞ ｺｳｾｲ ﾊﾆｭｳ ﾀﾞｲｷ
 2417 山口 洸斗(2)   601 小平 遥暉(3)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｷ
 8   3 上田染谷丘  1831 田中 粋(1)     47.87  8   8 長野商  1149 土屋 優翔(1)     48.51 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ﾀﾅｶ ｽｲ ﾅｶﾞﾉｼｮｳｷﾞｮｳ ﾂﾁﾔ ﾕｳﾄ
 1859 熊谷 槍一(2)  1146 西澤 啓太(2)

ｸﾏｶﾞｲ ｿｳｲﾁ ﾆｼｻﾞﾜ ｹｲﾀ
 1857 酒井 瞬(3)  1145 大谷 光輝(2)

ｻｶｲ ｼｭﾝ ｵｵﾀﾆ ﾐﾂｷ
 1860 白井 充大(2)  1132 西澤 倖輝(1)

ｼﾗｲ ﾐﾋﾛ ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳｷ

男子

4×100m

予選 通過基準  4組  3着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 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   8 佐久長聖  1654 木村 伊吹(3)     41.10 Q  1   2 東海大諏訪    57 久保田 凱士(3)     42.06 Q

ｻｸﾁｮｳｾｲ ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜ ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ
 2809 落合 華七斗(3)    41 鈴木 慎吾(2)

ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ
 2808 安坂 丈瑠(3)    58 名取 勇人(3)

ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ
 1653 福澤 耀明(3)    55 小口 蒼葉(1)

ﾌｸｻﾞﾜ ﾖｳﾒｲ ｵｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ
 2   7 松商学園  2466 山﨑 陽(2)     43.04 Q  2   6 野沢南  1579 三井 智世(3)     44.05 Q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐ ﾐﾂｲ ﾄﾓｾ
 2461 合葉 太飛(3)  1560 由井 晴陽(2)

ｱｲﾊﾞ ﾀｲﾄ ﾕｲ ﾊﾙﾔ
 2475 清澤 広伸(3)  1567 小須田 翔(1)

ｷﾖｻﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ ｺｽﾀﾞ ｶｹﾙ
 2493 大橋 蒼太(1)  1561 塚田 要(2)

ｵｵﾊｼ ｿｳﾀ ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾒ
 3   6 飯山   802 佐藤 駿也(2)     43.06 Q  3   3 長野工  1176 塩原 拓実(2)     44.19 Q

ｲｲﾔﾏ ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ ﾅｶﾞﾉｺｳｷﾞｮｳ ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ
  826 江口 拓海(3)  1167 牧 大悟(3)

ｴｸﾞﾁ ﾀｸﾐ ﾏｷ ﾀﾞｲｺﾞ
  804 髙木 柚希(2)  1169 宮本 昇舞(2)

ﾀｶｷﾞ ﾕｽﾞｷ ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾌﾞ
  830 増田 達哉(3)  1168 鈴木 慶次(3)

ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ ｽｽﾞｷ ｹｲｼﾞ
 4   2 長野吉田  1056 傳田 優(3)     44.19 q  4   8 松本美須々ヶ丘  2347 笠原 諒誓(2)     44.67 q

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕﾀｶ ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶ ｶｻﾊﾗ ﾘｮｳｾｲ
 1062 丸太 響(3)  2342 鶴見 冬馬(2)

ﾏﾙﾀ ﾋﾋﾞｷ ﾂﾙﾐ ﾄｳﾏ
 1058 荻原 巧(3)  2349 柴田 莉生(3)

ｵｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ ｼﾊﾞﾀ ﾘｵ
 1061 大塚 悠生(3)  2338 野口 翔大朗(3)

ｵｵﾂｶ ﾕｳｷ ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ
 5   9 諏訪二葉  2620 両角 駿介(3)     44.29 q  5   7 長野  1114 竹前 克哉(3)     44.75 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ﾓﾛﾂﾞﾐ ｼｭﾝｽｹ ﾅｶﾞﾉ ﾀｹﾏｴ ｶﾂﾔ
 2618 漆戸 柊哉(3)  1119 船本 力生(2)

ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ ﾌﾅﾓﾄ ﾘｷ
 2617 宮坂 匠(3)  1122 中村 倫啓(1)

ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ
  137 山崎 夏月(1)  1116 矢部 道也(3)

ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾂｷ ﾔﾍﾞ ﾐﾁﾅﾘ
 6   5 伊那北   425 小幡 将太朗(2)     44.88  6   5 上田西  1911 滝沢 優太(2)     45.68 

ｲﾅｷﾀ ｵﾊﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ ｳｴﾀﾞﾆｼ ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾀ
  422 酒井 奏楽(2)  1913 成澤 優希(1)

ｻｶｲ ｿﾗ ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｷ
  423 田坂 龍駕(2)  2773 山下 智也(1)

ﾀｻｶ ﾘｮｳｶﾞ ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ
  421 伊藤 嶺(2)  2774 大木 咲翔(2)

ｲﾄｳ ﾚｲ ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ
 7   4 野沢北  1543 藤沢 政信(1)     45.77     4 松本蟻ヶ崎      

ﾉｻﾞﾜｷﾀ ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ DNS
 1530 島谷 泰青(3)

ｼﾏﾔ ﾀｲｾｲ
 1532 寺尾 朝陽(3)

ﾃﾗｵ ｱｻﾋ
 1531 太田 京平(3)

ｵｵﾀ ｷｮｳﾍｲ
 8   3 田川  2936 上條 瑞季(3)     46.93 

ﾀｶﾞﾜ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐｽﾞｷ
 2935 一本木 雅秀(3)

ｲｯﾎﾟﾝｷﾞﾏｻﾋﾃﾞ
 2938 安田 有志(3)

ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｼﾞ
 2177 柴田 隼(2)

ｼﾊﾞﾀ ﾊﾔﾄ

男子

4×100m


