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長野県高校記録(KR)            3:12.51                              佐久長聖         2021/08/01  
                                      （北村 隆之介・肥後 琉之介・落合 華七斗・宮崎 日向）
大会記録(GR)                  3:15.43                              佐久長聖         2021        
                                      （北村 隆之介・肥後 琉之介・安坂 丈瑠・宮崎 日向）

[ 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 東海大諏訪    56 矢島 壮野(3)   3:20.44 Q  1   4 松商学園  2494 齋藤 飛元(1)   3:26.62 Q

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜ ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ｻｲﾄｳ ﾋｹﾞﾝ
   41 鈴木 慎吾(2)  2475 清澤 広伸(3)

ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ ｷﾖｻﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ
   58 名取 勇人(3)  2484 川瀬 拓郎(3)

ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ ｶﾜｾ ﾀｸﾛｳ
   59 窪田 翔真(3)  2465 山田 瑛太(2)

ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ ﾔﾏﾀﾞ ｴｲﾀ
 2   9 松本国際  2527 児玉 賢人(2)   3:27.49 Q  2   2 長野高専  3529 宮崎 凌央(2)   3:29.07 Q

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲ ｺﾀﾞﾏ ｹﾝﾄ ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｵ
 2524 中澤 歩希(2)  3520 志村 匠音(3)

ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾕｷ ｼﾑﾗ ﾀｸﾄ
 2522 竹岡 尚輝(2)  3513 中澤 耕平(2)

ﾀｹｵｶ ﾅｵｷ ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ
 2520 大日向 孝雅(2)  3524 鈴木 啓真(3)

ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｶﾞ ｽｽﾞｷ ﾖｼﾏｻ
 3   8 上田西  2774 大木 咲翔(2)   3:28.89 Q  3   3 岩村田  1594 榊原 歩(2)   3:29.08 Q

ｳｴﾀﾞﾆｼ ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ
 1906 梅原 悠良(2)  1596 佐々木 隆之介(2)

ｳﾒﾊﾗ ﾕﾗ ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ
 1913 成澤 優希(1)  1597 中山 瑛生(2)

ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｷ ﾅｶﾔﾏ ｴｲｷ
 1908 市川 和英(3)  1591 南澤 爽太(3)

ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ
 4   5 大町岳陽  2040 平出 純大(3)   3:30.65 q  4   5 諏訪清陵   116 傳田 悠人(2)   3:32.95 

ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳ ﾋﾗｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝﾀ ｽﾜｾｲﾘｮｳ ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ
 2039 畠山 史城(3)   109 原田 裕哉(3)

ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｷ ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ
 2036 峯村 享明(3)   108 小松 悟一(3)

ﾐﾈﾑﾗ ﾐﾁｱｷ ｺﾏﾂ ｺﾞｲﾁ
 2044 高根 夏雪(2)   115 名取 陽(2)

ﾀｶﾈ ﾅﾂｷ ﾅﾄﾘ ﾊﾙ
 5   3 市立長野   862 上野 聖闘(1)   3:30.84 q  5   6 須坂創成   963 田中 豪(2)   3:32.98 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ ｳｴﾉ ｾｲﾄ ｽｻﾞｶｿｳｾｲ ﾀﾅｶ ｺﾞｳ
  878 岩村 楽都(2)   960 岡谷 嵩宗(2)

ｲﾜﾑﾗ ｶﾞｸﾄ ｵｶﾔ ﾀｶﾑﾈ
  858 青栁 伸哉(2)   955 酒井 柊哉(3)

ｱｵﾔｷﾞ ｼﾝﾔ ｻｶｲ ｼｭｳﾔ
  877 德嵩 力也(2)   953 寺嶋 玲音(3)

ﾄｸﾀｹ ﾘｷﾔ ﾃﾗｼﾏ ﾚｵ
 6   4 野沢北  1530 島谷 泰青(3)   3:37.41  6   9 伊那北   413 唐木 智徳(2)   3:33.89 

ﾉｻﾞﾜｷﾀ ｼﾏﾔ ﾀｲｾｲ ｲﾅｷﾀ ｶﾗｷ ﾄﾓﾉﾘ
 1531 太田 京平(3)   411 堀田 匠和(2)

ｵｵﾀ ｷｮｳﾍｲ ﾎﾘﾀ ﾀｸﾄ
 1533 岡田 陸(3)   407 工藤 航介(3)

ｵｶﾀﾞ ﾘｸ ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ
 1542 竹内 睦喜(1)   421 伊藤 嶺(2)

ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ ｲﾄｳ ﾚｲ
 7   2 伊那弥生ヶ丘   437 井内 悠人(1)   3:46.38  7   8 松本蟻ヶ崎  2393 安生 蒼空(2)   3:34.09 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶ ｲｳﾁ ﾕｳﾄ ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ｱﾝｼﾞｮｳ ｿﾗ
  431 小川 聖司(2)  2394 小林 悠太郎(1)

ｵｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀﾛｳ
  435 西澤 岳大(1)  2399 佐倉 晴(1)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ ｻｸﾗ ﾊﾙ
  455 中山 和歩(3)  2391 太田 孝虎(2)

ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞﾎ ｵｵﾀ ﾀｶﾄﾗ
    7 長野吉田  1062 丸太 響(3)       8   7 上田千曲  1890 中村 春希(3)   3:38.20 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ﾏﾙﾀ ﾋﾋﾞｷ DNS ｳｴﾀﾞﾁｸﾏ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ
 1058 荻原 巧(3)  1862 小林 誠史(2)

ｵｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ
 1065 本多 平良(2)  1889 加藤 颯人(3)

ﾎﾝﾀﾞ ﾀｲﾗ ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ
 1056 傳田 優(3)  1866 山下 千颯(2)

ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕﾀｶ ﾔﾏｼﾀ ﾁﾊﾔ

男子

4×400m

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   2 佐久長聖  2842 降幡 諒成(2)   3:27.87 Q  1   8 飯山   804 髙木 柚希(2)   3:28.31 Q

ｻｸﾁｮｳｾｲ ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ ｲｲﾔﾏ ﾀｶｷﾞ ﾕｽﾞｷ
 2808 安坂 丈瑠(3)   823 小林 和真(3)

ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ
 2803 今関 隼也(2)   813 小林 琥珀(1)

ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾊｸ
 1653 福澤 耀明(3)   806 川久保 力生(2)

ﾌｸｻﾞﾜ ﾖｳﾒｲ ｶﾜｸﾎﾞ ﾘｷ
 2   9 長野日大  1264 宮越 雄勢(3)   3:28.41 Q  2   5 小諸  1715 伊藤 壮一郎(2)   3:29.32 Q

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ﾐﾔｺｼ ﾕｳｾｲ ｺﾓﾛ ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ
 1255 曽根 ひのき(1)  2829 福島 大志郎(3)

ｿﾈ ﾋﾉｷ ﾌｸｼﾏ ﾀｲｼﾛｳ
 1254 髙橋 幸雅(2)  1717 内藤 悠大(2)

ﾀｶﾊｼ ｺｳｶﾞ ﾅｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ
 1253 小池 集万(3)  1719 清水 大輝(1)

ｺｲｹ ｼｭｳﾏ ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｷ
 3   3 豊科  2535 上条 勇貴(3)   3:28.69 Q  3   7 上伊那農   358 唐澤 悠斗(3)   3:29.42 Q

ﾄﾖｼﾅ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｷ ｶﾐｲﾅﾉｳ ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ
 2537 降籏 陸(3)   333 山崎 雄太(2)

ﾌﾘﾊﾀ ﾀﾞｲﾁ ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ
 2540 小林 怜央(2)   361 柴 悠翔(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵ ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ
 2538 輪湖 颯(3)   355 塩川 大樹(3)

ﾜｺ ﾊﾔﾄ ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ
 4   7 松本美須々ヶ丘  2349 柴田 莉生(3)   3:31.06 q  4   9 野沢南  1579 三井 智世(3)   3:31.01 q

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶ ｼﾊﾞﾀ ﾘｵ ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐ ﾐﾂｲ ﾄﾓｾ
 2337 青木 大河(3)  1561 塚田 要(2)

ｱｵｷ ﾀｲｶﾞ ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾒ
 2339 三浦 樹生(3)  1558 土屋 聖瑛(2)

ﾐｳﾗ ﾀﾂｷ ﾂﾁﾔ ｾｲｱ
 2346 藤井 雅空(2)  1560 由井 晴陽(2)

ﾌｼﾞｲ ｶﾞｸ ﾕｲ ﾊﾙﾔ
 5   8 辰野   291 ﾛﾍﾟｽ田中 ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ(2)  3:32.14  5   6 木曽青峰  1946 南村 蓮(3)   3:32.54 

ﾀﾂﾉ ﾛﾍﾟｽﾀﾅｶ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ ｷｿｾｲﾎｳ ﾐﾅﾐﾑﾗ ﾚﾝ
  290 古庄 武(3)  1953 鈴木 生人(2)

ﾌﾙｼｮｳ ﾀｹﾙ ｽｽﾞｷ ｲｸﾄ
  292 宮澤 駿也(2)  1944 福海 空汰(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ ﾌｸﾐ ｶﾅﾀ
  288 佐藤 大介ﾏｰｸ(3)  1954 鈴木 康介(2)

ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹﾏｰｸ ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ
 6   4 下諏訪向陽   160 小松 裕昭(2)   3:38.85  6   4 長野  1116 矢部 道也(3)   3:32.83 

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳ ｺﾏﾂ ﾋﾛｱｷ ﾅｶﾞﾉ ﾔﾍﾞ ﾐﾁﾅﾘ
  158 沓掛 珀(2)  1119 船本 力生(2)

ｸﾂｶｹ ﾊｸ ﾌﾅﾓﾄ ﾘｷ
  154 太田 皓大(2)  1118 飯島 千太郎(2)

ｵｵﾀ ｺｳﾀﾞｲ ｲｲｼﾞﾏ ｾﾝﾀﾛｳ
  166 伊東 奏風(2)  1114 竹前 克哉(3)

ｲﾄｳ ｶﾅﾀ ﾀｹﾏｴ ｶﾂﾔ
 7   6 上田  1788 南澤 遥翔(3)   3:41.20  7   2 松本深志  2259 村上 康生(2)   3:38.96 

ｳｴﾀﾞ ﾐﾅﾐｻﾜ ﾊﾙﾄ ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ﾑﾗｶﾐ ｺｳｾｲ
 1792 備後 琉空(2)  2221 清水 寬斗(2)

ﾋﾞﾝｺﾞ ﾘｸ ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ
 1793 小林 暉弥(2)  2260 横澤 静也(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾔ ﾖｺｻﾜ ｼｽﾞﾔ
 1787 佐藤 良太(3)  2248 金古 廉(3)

ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ ｶﾈｺ ﾚﾝ
 8   5 須坂  1003 町田 遥(2)   3:45.29  8   3 岡谷南   217 山岡 陸兎(2)   3:44.10 

ｽｻﾞｶ ﾏﾁﾀﾞ ﾊﾙ ｵｶﾔﾐﾅﾐ ﾔﾏｵｶ ﾘｸﾄ
  994 小林 亮太(2)   218 眞道 叶羽(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ ｼﾝﾄﾞｳ ｷｮｳ
  995 佐藤 瑞光(2)   202 曽我 佑治郎(1)

ｻﾄｳ ﾐｽﾞｷ ｿｶﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ
  999 髙橋 里巧(3)   216 倉澤 傑(2)

ﾀｶﾊｼ ﾘｸ ｸﾗｻﾜ ﾀｶｼ

男子

4×400m


