
令和３年度 松山市中学校⾧距離継走大会
男子の部

順位 タイム チーム [1] 1400m [2] 1800m [3] 2200m [4] 2200m [5] 2600m [6] 3000m

1 0:42:40.25 西 村上　 凌大(3) 和泉 　那月(2) 門田　 明利(3) 玉井　 奏多(1) 大久保 凌佑(3) 栗田　   遥(2)

 04:22.07  05:40.48  07:03.53  07:03.96  08:33.56  09:56.65

2 0:43:27.60 南 田中　 瑞乙(3) 竹田　   晃(3) 今井　 隆仁(2) 坂本　 晴紀(1) 石丸　 京佑(3) 坂本　 篤哉(3)

 04:28.79  05:52.54  07:24.22  07:26.04  08:28.67  09:47.34

3 0:43:38.37 勝山 田畑　 勇河(2) 市川　 晃大(2) 村上   　陸(3) 木村　 直暉(2) 間宮　 圭太(3) 近藤　 昊空(3)

 04:36.77  05:47.90  07:25.93  07:16.83  08:34.34  09:56.60

4 0:43:55.67 拓南 福田　 和己(1) 中山　 喜琉(2) 松友　 淳人(3) 藤原　   生(3) 山口　 翔立(3) 荒井　 鉄太(3)

 04:35.66  06:02.60  07:14.52  07:31.21  08:26.65  10:05.03

5 0:43:57.55 桑原 山本 朔太郎(1) 相原   永和(2) 緖方   勝昇(2) 八束   亜樹(2) 阿部   悠春(2) 宮﨑   　颯(2)

 04:28.53  05:54.34  07:26.86  07:15.93  08:40.28  10:11.61

6 0:43:58.88 椿 河野　 雅央(3) 高本　 義輝(3) 小笠原 優希(1) 越智 翔二郎(3) 千葉　   樹(2) 三宅　 秀明(3)

 04:23.12  05:46.99  07:36.10  07:12.97  08:53.84  10:05.86

7 0:44:07.77 道後 五百木　 惇(2) 立花　 遙麻(2) 篠浦　 拓波(2) 渡邉　 光喜(2) 羽藤　 昂起(1) 永井ﾄﾘｽﾀﾝ智章(2)

 04:34.61  06:15.00  07:34.42  07:20.51  08:46.89  09:36.34

8 0:44:08.78 東 島田　   希(3) 髙橋　 陽大(3) 松長　 壮郁(3) 松井　 杏将(3) 山根 紳太郎(2) 秦　   章真(2)

 04:16.20  05:59.42  07:29.87  07:19.75  08:51.12  10:12.42

9 0:44:09.92 旭 藤野   　渉(3) 髙橋　 昂大(1) 阿部   優斗(2) 児玉　 真郁(2) 菊地 蓮太郎(1) 木原　 大耀(2)

 04:31.55  06:09.43  07:25.69  07:31.69  08:48.73  09:42.83

10 0:44:10.51 余土 安井　 泰斗(2) 兵頭 伸之輔(2) 二神　 凰華(2) 村上　 直弥(2) 今井 　天音(2) 梅木　 新太(2)

 04:35.36  05:55.51  07:45.49  07:21.58  08:34.90  09:57.67

11 0:44:10.81 愛大附属 髙岡　 大悟(2) 中川　   翔(2) 髙野　 瑛翔(2) 入野　   樹(2) 中越　 健太(2) 近藤　 泉希(3)

 04:43.00  05:54.96  07:24.19  07:21.06  09:00.93  09:46.67

12 0:44:22.22 内宮 井上　 也央(2) 村松　 蹄来(3) 蔭山　 絢斗(1) 本田　 煌亮(2) 長尾　 海音(3) 菅原　 大凱(2)

 04:29.19  05:58.02  07:18.73  07:16.97  08:55.71  10:23.60

13 0:44:22.56 雄新 藤岡　 翔也(2) 重松　 俊寿(2) 青木　 謙徳(1) 小山   　千(1) 小野　 晴生(3) 立石　 裕久(3)

 04:43.65  06:06.60  07:30.33  07:29.53  08:37.70  09:54.75

14 0:44:29.45 北条北 菅　   幸醍(3) 岡島　 惟真(3) 小崎　 敦己(3) 渡部 壯多朗(3) 掛本　 陸羽(3) 岡田　 佑斗(3)

 04:27.39  06:08.99  07:16.64  07:23.66  08:28.27  10:44.50

15 0:44:40.42 小野 八木　 舜斗(3) 宮田　 青空(2) 宮内　 優哉(1) 佐藤 快二郎(2) 沖田　 琉矢(3) 宮内　 翔太(3)

 04:48.53  06:11.29  07:26.69  07:03.86  08:46.25  10:23.80

16 0:44:46.10 松山西中等 大川　 綜太(3) 西條　 健智(1) 村上　 俊哉(3) 栗山　   凌(3) 丹　   貴虎(3) 矢埜　 陽斗(2)

 04:23.07  06:09.50  07:19.51  07:44.77  09:09.25  10:00.00

17 0:44:59.05 南第二 中須賀 健人(3) 御手洗 彰彦(2) 松友　 歩真(3) 橋本　 武史(3) 只安　 昊生(3) 泉田　 陸斗(3)

 05:03.66  06:07.56  07:47.08  07:27.08  09:05.87  09:27.80

18 0:45:30.33 北条南 川邊　 稜晟(2) 井戸　 唯人(1) 仙波　 武康(1) 竹内　 琉浩(2) 井戸　 琥心(2) 松本　 昊馬(2)

 04:40.23  06:03.18  07:39.80  07:15.87  09:12.68  10:38.57

19 0:45:34.77 鴨川 恒川　   翔(3) 中岡　 隼人(3) 秦　   知輝(3) 清水　 惺弥(3) 竹原　 康晴(3) 久德　 庵道(3)

 04:34.20  06:00.55  07:25.35  07:39.42  09:22.46  10:32.79

20 0:45:47.57 津田 中野　 志哉(2) 奴賀　 榮斗(2) 田丸 　公貴(3) 田尾 都和己(2) 向井　 優翼(2) 中條   　純(2)

 04:36.26  05:55.33  07:58.49  07:56.34  08:39.88  10:41.27



順位 タイム チーム [1] 1400m [2] 1800m [3] 2200m [4] 2200m [5] 2600m [6] 3000m

21 0:46:03.25 新田青雲 門屋　 光記(3) 和泉   　岳(3) 中村 天奇彦(3) 重見　 圭人(3) 中田　 敬作(3) 古川　 空輝(3)

 04:43.88  06:26.80  07:52.34  07:40.30  09:20.78  09:59.15

22 0:46:27.86 北 越智 翔輝治(1) 西原　 大翔(1) 松浦　 和希(1) 畑中　 統磨(2) 稲井　 爽良(2) 上甲　 郁斗(2)

 04:56.32  06:14.29  07:44.50  07:09.75  09:12.18  11:10.82

23 0:46:40.83 城西 近藤　 大河(2) 山下 琥太郎(3) 大塚　 瑛介(3) 宇郷　 天悠(2) 倉橋　 力也(3) 竹本　 瑛佑(3)

 04:59.43  06:05.55  07:26.51  07:52.94  09:36.11  10:40.29

24 0:46:46.53 垣生 井上　 巧詞(3) 堀田　 爽太(2) 山根　 陽輝(3) 西田　 塔成(3) 林　     快(2) 松岡　 橙真(3)

 04:55.01  06:17.20  08:25.82  07:32.36  09:16.49  10:19.65

25 0:48:03.20 久米 矢野　 陽斗(1) 河本　 遼太(1) 藥師寺 良汰(2) 小笠原 　稔(1) 谷口　 凱星(1) 西山　 昂佑(1)

 04:59.00  06:12.56  07:59.76  08:13.96  10:15.46  10:22.46

26 0:48:41.14 久谷 林　   太陽(2) 相原　 大河(2) 岸　   昂介(3) 丹生谷 真之(3) 二神　 悠太(2) 冨岡　 晃弘(2)

 04:59.41  06:12.45  08:05.32  08:05.60  09:47.64  11:30.72

27 0:48:56.97 三津浜 河原　 颯希(2) 橘　   和聖(2) 松本　 和夢(2) 高松   　諒(2) 植村　 悠斗(2) 松本　 卓也(2)

 05:17.38  06:32.93  08:34.09  07:56.90  09:37.81  10:57.86

28 0:49:42.46 湯山 城戸　 獅温(2) 安西　 翔太(3) 林　   啓斗(1) 辻田　 大翔(1) 澤上　   翔(2) 森　   武大(2)

 05:09.58  06:48.81  08:17.66  08:20.53  09:56.61  11:09.27

日浦 藤岡　 未来(2) 渡邊　 汐音(1) 中村　 颯汰(2) 坪内　 一徳(3) 福島   　歩(1) 小柳　 治憲(3)

-  08:34.44  09:42.05  09:42.20  10:45.53  12:53.00

興居島 長谷川 惺矢(2) 早川　 蒼也(1) 坂本　 凌久(2) 山本 雄一朗(1)

 05:52.40  07:36.33  10:16.42  08:58.84 - -

高浜 阿部 凛太郎(2) 二ノ宮 龍虎(2) 重松　 大翔(2)

-  06:32.06  08:08.59 - - -

中島 白井　 彰星(3)

 04:46.97 - - - - -


