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県記録(KR)          40.62
県高校新(KR)        41.06
県中学新(KR)        43.57

[ 1組][ 1組][ 1組][ 1組] [ 2組][ 2組][ 2組][ 2組]
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 1   5 春富中  8175 河村大和(2)     47.42  1   4 至学館大学   156 園原 昇汰(1)     43.77 

ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ｶﾜﾑﾗ ﾔﾏﾄ ｼｶﾞｸｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ ｿﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ
 8168 酒井 洸一(2)   157 宮崎 修輔(1)

ｻｶｲ  ｺｳｲﾁ ﾐﾔｻﾞｷ ｼｭｳｽｹ
 8163 荻原 諒太(2)   160 津田 楓(1)

ｵｷﾞﾜﾗ  ﾘｮｳﾀ ﾂﾀﾞ ｶｴﾃﾞ
 8171 下平 真吾(2)   159 仲松 正人(1)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ  ｼﾝｺﾞ ﾅｶﾏﾂ ﾏｻﾄ
 2   4 緑ヶ丘中  8597 牧島 由輝(1)     49.71  2   2 松川高   536 小林 光輝(2)     45.76 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ﾏｷｼﾏ ﾕｷ ﾏﾂｶﾜｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ
 8596 西尾 洸希(2)   560 後沢 大紀(2)

ﾆｼｵ ｺｳｷ ｺﾞｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ
 8599 松澤 孝輝(2)   542 本島 琉輝斗(1)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｷ ﾓﾄｼﾞﾏ ﾙｷﾄ
 8595 岩間 琉星(2)   556 青山 諒成(2)

ｲﾜﾏ ﾘｭｳｾｲ ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ
 3   7 箕輪中(C)  8034 池上 雅哉(1)     51.59  3   5 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC  8641 伊藤 新(2)     47.44 

ﾐﾉﾜﾁｭｳC ｲｹｶﾞﾐ ﾏｻﾔ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｲﾄｳ ｱﾗﾀ
 8839 古庄 武(2)  8730 樋口 創太(3)

ﾌﾙｼｮｳ ﾀｹﾙ ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾀ
 8024 荻原 倫世(2)  8625 松村 喜道(2)

ｵｷﾞﾊﾗ ﾄﾓｾ ﾏﾂﾑﾗ ｷﾄﾞｳ
 8834 唐澤 貫太(2)  8627 肥後 琉之介(3)

ｶﾗｻﾜ ｶﾝﾀ ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ
 4   6 飯田高陵中  8455 羽生 大起(1)     51.87  4   3 DreamAC     2 浅野大輔     47.86 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾊﾆｭｳ ﾀﾞｲｷ ﾄﾞﾘｰﾑｴｰｼｰ ｱｻﾉﾀﾞｲｽｹ
 8416 友竹 歩夢(2)     1 山本純也

ﾄﾓﾀｹ ｱﾕﾑ ﾔﾏﾓﾄｼﾞｭﾝﾔ
 8414 澤柳 翔(2)     3 池田圭吾

ｻﾜﾔﾅｷﾞ ｼｮｳ ｲｹﾀﾞｹｲｺﾞ
 8454 春原 賢(1)     5 中塚渓滋

ｽﾉﾊﾗ ｹﾝ ﾅｶﾂｶｹｲｼﾞ
 5   3 高森中  8406 市瀬 秀耀(2)     52.59  5   6 箕輪中(A)  8028 唐澤 悠斗(2)     48.39 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ｲﾁﾉｾ ﾋﾃﾞﾖ ﾐﾉﾜﾁｭｳA ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ
 8400 松村 草児(1)  8018 柴 悠翔(2)

ﾏﾂﾑﾗ ｿｳｼﾞ ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ
 8396 安藤 陽人(1)  8833 松澤 健耶(2)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂﾔ
 8405 小平 遥暉(2)  8014 古賀 涼輔(2)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｷ ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ
 6   8 駒ヶ根東中(A)  8285 伊東 未来翔(2)     53.19  6   8 箕輪中(B)  8832 関 幸葉(2)     51.11 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳA ｲﾄｳ ﾐｷﾄ ﾐﾉﾜﾁｭｳB ｾｷ ｺｳﾖｳ
 8257 中野 聡太(1)  8036 山﨑 雄太(1)

ﾅｶﾉ ｿｳﾀ ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ
 8286 深谷 礎(2)  8029 矢島 拓光(2)

ﾌｶﾔ ﾓﾄ ﾔｼﾞﾏ ﾀｸﾐ
 8288 小出 成悟(2)  8025 河野 翔平(2)

ｺｲﾃﾞ ｾｲｺﾞ ｺｳﾉ ｼｮｳﾍｲ
 7   2 駒ヶ根東中(B)  8254 宮澤 太地(1)     57.33   7 坂下高   516 伊藤 翔也(3)

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳB ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｲﾁ ｻｶｼﾀｺｳ ｲﾄｳ ｼｮｳﾔ 失格
 8252 上山 航汰(1)  1052 秋山 大徳(1)

ｶﾐﾔﾏ ｺｳﾀ ｱｷﾔﾏ ﾋﾛﾉﾘ
 8255 湯澤 颯(1)   519 今井 大輔(2)

ﾕｻﾞﾜ ｿｳ ｲﾏｲ ﾀﾞｲｽｹ
 8251 大蔵 優悟(1)   518 伊藤 晃大(2)

ｵｵｸﾗ ﾕｳｺﾞ ｲﾄｳ ｺｳﾀ

男子男子男子男子

4×100mR4×100mR4×100mR4×100mR

決勝決勝決勝決勝



   1 至学館大学     43.77 園原 昇汰(1) 宮崎 修輔(1) 津田 楓(1) 仲松 正人(1)   2   1
   2 松川高     45.76 小林 光輝(2) 後沢 大紀(2) 本島 琉輝斗(1) 青山 諒成(2)   2   2
   3 春富中     47.42 河村大和(2) 酒井 洸一(2) 荻原 諒太(2) 下平 真吾(2)   1   1
   4 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     47.44 伊藤 新(2) 樋口 創太(3) 松村 喜道(2) 肥後 琉之介(3)   2   3
   5 DreamAC     47.86 浅野大輔 山本純也 池田圭吾 中塚渓滋   2   4
   6 箕輪中(A)     48.39 唐澤 悠斗(2) 柴 悠翔(2) 松澤 健耶(2) 古賀 涼輔(2)   2   5
   7 緑ヶ丘中     49.71 牧島 由輝(1) 西尾 洸希(2) 松澤 孝輝(2) 岩間 琉星(2)   1   2
   8 箕輪中(B)     51.11 関 幸葉(2) 山﨑 雄太(1) 矢島 拓光(2) 河野 翔平(2)   2   6
   9 箕輪中(C)     51.59 池上 雅哉(1) 古庄 武(2) 荻原 倫世(2) 唐澤 貫太(2)   1   3
  10 飯田高陵中     51.87 羽生 大起(1) 友竹 歩夢(2) 澤柳 翔(2) 春原 賢(1)   1   4
  11 高森中     52.59 市瀬 秀耀(2) 松村 草児(1) 安藤 陽人(1) 小平 遥暉(2)   1   5
  12 駒ヶ根東中(A)     53.19 伊東 未来翔(2) 中野 聡太(1) 深谷 礎(2) 小出 成悟(2)   1   6
  13 駒ヶ根東中(B)     57.33 宮澤 太地(1) 上山 航汰(1) 湯澤 颯(1) 大蔵 優悟(1)   1   7
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