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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   7 佐久長聖  2842 降幡 諒成(2)   3:22.89 Q  1   5 東海大諏訪    59 窪田 翔真(3)   3:20.85 Q

ｻｸﾁｮｳｾｲ ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜ ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ
 1650 木内 心大(3)    56 矢島 壮野(3)

ｷｳﾁ ｺｺﾛ ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ
 2803 今関 隼也(2)    58 名取 勇人(3)

ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝﾔ ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ
 2808 安坂 丈瑠(3)    41 鈴木 慎吾(2)

ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ
 2   5 長野日大  1264 宮越 雄勢(3)   3:25.93 Q  2   7 松本国際  2527 児玉 賢人(2)   3:23.23 Q

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ﾐﾔｺｼ ﾕｳｾｲ ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲ ｺﾀﾞﾏ ｹﾝﾄ
 1255 曽根 ひのき(1)  2522 竹岡 尚輝(2)

ｿﾈ ﾋﾉｷ ﾀｹｵｶ ﾅｵｷ
 1280 倉嶋 颯太(2)  2501 中村 駿汰(1)

ｸﾗｼﾏ ｿｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ
 1253 小池 集万(3)  2509 松澤 尚弥(3)

ｺｲｹ ｼｭｳﾏ ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ
 3   6 松商学園  2494 齋藤 飛元(1)   3:26.38 Q  3   6 飯山   804 髙木 柚希(2)   3:23.45 Q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ｻｲﾄｳ ﾋｹﾞﾝ ｲｲﾔﾏ ﾀｶｷﾞ ﾕｽﾞｷ
 2475 清澤 広伸(3)   823 小林 和真(3)

ｷﾖｻﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ
 2484 川瀬 拓郎(3)   812 渡辺 凛太朗(1)

ｶﾜｾ ﾀｸﾛｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ
 2465 山田 瑛太(2)   806 川久保 力生(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｴｲﾀ ｶﾜｸﾎﾞ ﾘｷ
 4   8 岩村田  1594 榊原 歩(2)   3:27.79 q  4   9 豊科  2535 上条 勇貴(3)   3:25.76 q

ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ ﾄﾖｼﾅ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｷ
 1596 佐々木 隆之介(2)  2540 小林 怜央(2)

ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵ
 1597 中山 瑛生(2)  2537 降籏 陸(3)

ﾅｶﾔﾏ ｴｲｷ ﾌﾘﾊﾀ ﾀﾞｲﾁ
 1591 南澤 爽太(3)  2538 輪湖 颯(3)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ ﾜｺ ﾊﾔﾄ
 5   4 長野高専  3529 宮崎 凌央(2)   3:29.42  5   4 小諸  2829 福島 大志郎(3)   3:28.58 

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｵ ｺﾓﾛ ﾌｸｼﾏ ﾀｲｼﾛｳ
 3520 志村 匠音(3)  1715 伊藤 壮一郎(2)

ｼﾑﾗ ﾀｸﾄ ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ
 3513 中澤 耕平(2)  1717 内藤 悠大(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ ﾅｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ
 3524 鈴木 啓真(3)  1719 清水 大輝(1)

ｽｽﾞｷ ﾖｼﾏｻ ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｷ
 6   3 市立長野   862 上野 聖闘(1)   3:29.84  6   8 上伊那農   358 唐澤 悠斗(3)   3:29.57 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ ｳｴﾉ ｾｲﾄ ｶﾐｲﾅﾉｳ ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ
  878 岩村 楽都(2)   333 山崎 雄太(2)

ｲﾜﾑﾗ ｶﾞｸﾄ ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ
  858 青栁 伸哉(2)   364 日野 要(1)

ｱｵﾔｷﾞ ｼﾝﾔ ﾋﾉ ｶﾅﾒ
  877 德嵩 力也(2)   361 柴 悠翔(3)

ﾄｸﾀｹ ﾘｷﾔ ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ
 7   2 野沢南  1561 塚田 要(2)   3:31.43  7   3 大町岳陽  2040 平出 純大(3)   3:31.86 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐ ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾒ ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳ ﾋﾗｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝﾀ
 1579 三井 智世(3)  2039 畠山 史城(3)

ﾐﾂｲ ﾄﾓｾ ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｷ
 1558 土屋 聖瑛(2)  2037 中川 敬太(3)

ﾂﾁﾔ ｾｲｱ ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲﾀ
 1551 大塚 空冬(3)  2044 高根 夏雪(2)

ｵｵﾂｶ ｸｳﾄ ﾀｶﾈ ﾅﾂｷ
 8   9 上田西  2774 大木 咲翔(2)   3:32.24  8   2 松本美須々ヶ丘  2349 柴田 莉生(3)   3:33.53 

ｳｴﾀﾞﾆｼ ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶ ｼﾊﾞﾀ ﾘｵ
 1913 成澤 優希(1)  2337 青木 大河(3)

ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｷ ｱｵｷ ﾀｲｶﾞ
 2773 山下 智也(1)  2339 三浦 樹生(3)

ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ ﾐｳﾗ ﾀﾂｷ
 2781 安藤 結星(1)  2346 藤井 雅空(2)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ ﾌｼﾞｲ ｶﾞｸ

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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