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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   6 佐久長聖  1654 木村 伊吹(3)     40.59 Q  1   7 東海大諏訪    57 久保田 凱士(3)     41.92 Q

ｻｸﾁｮｳｾｲ ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 県新 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   4 松商学園  2466 山﨑 陽(2)     43.18 Q  2   4 須坂創成   953 寺嶋 玲音(3)     42.31 Q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ ｽｻﾞｶｿｳｾｲ ﾃﾗｼﾏ ﾚｵ
 2461 合葉 太飛(3)   954 小林 魁(3)

ｱｲﾊﾞ ﾀｲﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ
 2475 清澤 広伸(3)   963 田中 豪(2)

ｷﾖｻﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ ﾀﾅｶ ｺﾞｳ
 2493 大橋 蒼太(1)   956 大峡 亮太(3)

ｵｵﾊｼ ｿｳﾀ ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳﾀ
 3   2 長野吉田  1056 傳田 優(3)     43.77 Q  3   6 松本国際  2517 中谷 息吹(3)     42.47 Q

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕﾀｶ ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲ ﾅｶﾔ ｲﾌﾞｷ
 1062 丸太 響(3)  2511 梶川 新(3)

ﾏﾙﾀ ﾋﾋﾞｷ ｶｼﾞｶﾜ ｱﾗﾀ
 1058 荻原 巧(3)  2527 児玉 賢人(2)

ｵｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ ｺﾀﾞﾏ ｹﾝﾄ
 1061 大塚 悠生(3)  2501 中村 駿汰(1)

ｵｵﾂｶ ﾕｳｷ ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ
 4   5 長野日大  1263 夏目 士瑠(3)     44.64  4   5 上伊那農   358 唐澤 悠斗(3)     43.03 q

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ﾅﾂﾒ ｼﾘｭｳ ｶﾐｲﾅﾉｳ ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ
 1264 宮越 雄勢(3)   333 山崎 雄太(2)

ﾐﾔｺｼ ﾕｳｾｲ ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ
 1253 小池 集万(3)   355 塩川 大樹(3)

ｺｲｹ ｼｭｳﾏ ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ
 1262 町田 周吾(3)   361 柴 悠翔(3)

ﾏﾁﾀﾞ ｼｭｳｺﾞ ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ
    8 長野工  1176 塩原 拓実(2)       5   8 岡谷工   251 新垣 健琉(3)     43.44 q

ﾅｶﾞﾉｺｳｷﾞｮｳ ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ DQ ｵｶﾔｺｳ ｱﾗｶｷ ﾀｹﾙ
 1167 牧 大悟(3) FS   278 酒井 琢磨(3)

ﾏｷ ﾀﾞｲｺﾞ ｻｶｲ ﾀｸﾏ
 1169 宮本 昇舞(2)   279 西山 陸(3)

ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾌﾞ ﾆｼﾔﾏ ﾘｸ
 1168 鈴木 慶次(3)   252 増田 光月(3)

ｽｽﾞｷ ｹｲｼﾞ ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ
    9 飯山   801 荒井 陽呂実(2)       6   2 上田千曲  1864 森 暖向太(2)     44.15 

ｲｲﾔﾏ ｱﾗｲ ﾋﾛﾐ DQ ｳｴﾀﾞﾁｸﾏ ﾓﾘ ﾋﾅﾀ
  802 佐藤 駿也(2) FS  1890 中村 春希(3)

ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ
  804 髙木 柚希(2)  1861 西田 陸人(2)

ﾀｶｷﾞ ﾕｽﾞｷ ﾆｼﾀ ﾘｸﾄ
  830 増田 達哉(3)  1862 小林 誠史(2)

ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ
    3 松本美須々ヶ丘  2347 笠原 諒誓(2)       7   3 諏訪二葉  2620 両角 駿介(3)     46.99 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶ ｶｻﾊﾗ ﾘｮｳｾｲ DNS ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ﾓﾛﾂﾞﾐ ｼｭﾝｽｹ
 2342 鶴見 冬馬(2)   137 山崎 夏月(1)

ﾂﾙﾐ ﾄｳﾏ ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾂｷ
 2349 柴田 莉生(3)   134 原 裕汰(1)

ｼﾊﾞﾀ ﾘｵ ﾊﾗ ﾕｳﾀ
 2338 野口 翔大朗(3)   133 相馬 未来(1)

ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ ｿｳﾏ ﾐﾗｲ
    7 野沢南  1579 三井 智世(3)          9 岩村田  1594 榊原 歩(2)      

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐ ﾐﾂｲ ﾄﾓｾ DNS ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ DNS
 1560 由井 晴陽(2)  1591 南澤 爽太(3)

ﾕｲ ﾊﾙﾔ ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ
 1567 小須田 翔(1)  1596 佐々木 隆之介(2)

ｺｽﾀﾞ ｶｹﾙ ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ
 1561 塚田 要(2)  1605 大工原 政斗(1)

ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾒ ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾏｻﾄ

準決勝 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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