
第41回伊那10マイルロードレース大会                                              
　兼　第56回伊那市民体育祭                                                      
　主催：上伊那陸上競技協会・伊那市・伊那市教育委員会                            
　期日：平成21年10月11日（日）                                                  

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】207010  伊那市営長距離競走路

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
10/11 男子 有賀 健 53,09 有賀 雅浩 53,26 濱 吉彦 53,33 鈴木 昌幸 54,02 佐々木 跡武 54,15 中川 敬介 54,26 守屋 智春 54,40 百瀬 永吉 54,53

10マイル競走 松本市駅伝部 辰野町陸協 ジェルモ 伊那市･ジェルモ ジェルモ 松本陸協 伊那市･上伊那郡陸協 松本陸協
10/11 高校男子 桃澤 大祐(2) 33,00 原 広野(2) 33,10 中村 英雄(3) 34,01 澁谷 宥介(2) 34,19 白鳥 敦(2) 35,10 野溝 悟(2) 35,22 神 航平(3) 35,22 草野 智徳(2) 36,28

１０ｋｍ 上伊那農業高校 伊那市･伊那北高 伊那市･伊那北高 伊那市･伊那弥生ヶ丘高 伊那市･伊那北高 伊那市･伊那北高 伊那市･伊那北高 伊那市･伊那北高
10/11 中学男子 丸山 修平(2) 16,13 井口 龍輝(1) 18,46 中原 愼司(2) 19,10 小澤 恵太(1) 19,43 中島 亘(2) 19,52 横沢 優太(2) 20,38 米澤 桂司(1) 21,03

５ｋｍ 赤穂中 赤穂中 赤穂中 赤穂中 赤穂中 赤穂中 赤穂中
10/11 小学男子 山口 健斗(6) 10,13 中村 達貴(4) 11,59 木平 尚(4) 12,06 林 涼真(3) 12,47

３ｋｍ 伊那市･西箕輪小 伊那市･伊那北小 伊那市･西箕輪小 伊那市･西箕輪小



男子 決勝 10月11日 10:00

10マイル競走        
県新                46,35
大会新  (GR )       52,07

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 22    22 有賀 健    53,09 

ｱﾙｶﾞ ﾀｹｼ 松本市駅伝部
 2 16    16 有賀 雅浩    53,26 

ｱﾙｶﾞ ﾏｻﾋﾛ 辰野町陸協
 3 7     7 濱 吉彦    53,33 

ﾊﾏ ﾖｼﾋｺ ジェルモ
 4 6     6 鈴木 昌幸 伊那市    54,02 

ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ ジェルモ
 5 8     8 佐々木 跡武    54,15 

ｻｻｷ ｱﾄﾑ ジェルモ
 6 25    25 中川 敬介    54,26 

ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 松本陸協
 7 18    18 守屋 智春 伊那市    54,40 

ﾓﾘﾔ ﾄﾓﾊﾙ 上伊那郡陸協
 8 24    24 百瀬 永吉    54,53 

ﾓﾓｾ ﾅｶﾞﾖｼ 松本陸協
 9 9     9 小原 康雄    55,04 

ｺﾊﾗ ﾔｽｵ ジェルモ
10 13    13 宮下 裕介    55,23 

ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｽｹ 駒ヶ根市陸協
11 17    17 池田 大作    55,34 

ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｻｸ 辰野町陸協
12 2     2 池上 幸助    55,45 

ｲｹｶﾞﾐ ｺｳｽｹ トーハツ
13 19    19 飯塚 光輔 伊那市    55,48 

ｲｲﾂﾞｶ ｺｳｽｹ 上伊那郡陸協
14 12    12 浦野 裕之    56,05 

ｳﾗﾉ ﾋﾛﾕｷ 駒ヶ根市陸協
15 21    21 唐木 弘志    56,19 

ｶﾗｷ ﾋﾛｼ 上伊那郡陸協
16 5     5 滝澤 勉    56,36 

ﾀｷｻﾞﾜ ﾂﾄﾑ ジェルモ
17 4     4 木村 和也    57,31 

ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾔ トーハツ
18 23    23 星野 友則    58,31 

ﾎｼﾉ ﾄﾓﾉﾘ 松本自衛隊
19 20    20 細田 勇一    58,46 

ﾎｿﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 上伊那郡陸協
20 11    11 小林 太一    59,02 

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ 駒ヶ根市陸協
21 10    10 松崎 雄介    59,02 

ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 駒ヶ根市陸協
1     1 北原 英一

ｷﾀﾊﾗ ｴｲｲﾁ トーハツ 途中棄権
3     3 田中 秀一

ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ トーハツ 途中棄権
14    14 丸山 信一

ﾏﾙﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 箕輪町陸協 途中棄権
15    15 上島 通成

ｶﾐｼﾞﾏ ﾀﾂﾅﾘ 辰野町陸協 欠場



高校男子 決勝 10月11日 10:00

１０ｋｍ            
県高校新            29,49
大会新  (GR )       31,47

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 8   108 桃澤 大祐(2)    33,00 

ﾓﾓｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 上伊那農業高校
 2 3   103 原 広野(2) 伊那市    33,10 

ﾊﾗ ｺｳﾔ 伊那北高
 3 5   105 中村 英雄(3) 伊那市    34,01 

ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ 伊那北高
 4 9   109 澁谷 宥介(2) 伊那市    34,19 

ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｽｹ 伊那弥生ヶ丘高
 5 6   106 白鳥 敦(2) 伊那市    35,10 

ｼﾛﾄﾘ ｱﾂｼ 伊那北高
 6 1   101 野溝 悟(2) 伊那市    35,22 

ﾉﾐｿﾞ ｻﾄﾙ 伊那北高
 7 2   102 神 航平(3) 伊那市    35,22 

ｼﾞﾝ ｺｳﾍｲ 伊那北高
 8 7   107 草野 智徳(2) 伊那市    36,28 

ｸｻﾉ ﾄﾓﾉﾘ 伊那北高
 9 4   104 山崎 翔平(2) 伊那市    37,31 

ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾍｲ 伊那北高
10 11   111 富永 俊輔(2) 伊那市    37,57 

ﾄﾐﾅｶﾞ ｼｭﾝｽｹ 伊那弥生ヶ丘高
11 12   112 吉沢 峻(1) 伊那市    38,02 

ﾖｼｻﾞﾜ ｼｭﾝ 伊那弥生ヶ丘高
12 10   110 池上 陽祐(2) 伊那市    39,26 

ｲｹｹﾞﾐ ﾖｳｽｹ 伊那弥生ヶ丘高
13 13   113 中島 和希(1) 伊那市    40,35 

ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 伊那弥生ヶ丘高



中学男子 決勝 10月11日 10:00

５ｋｍ              
県中学新            15,36
大会新  (GR )       16,06

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 5   305 丸山 修平(2)    16,13 

ﾏﾙﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 赤穂中
 2 10   310 井口 龍輝(1)    18,46 

ｲｸﾞﾁ ﾘｭｳｷ 赤穂中
 3 6   306 中原 愼司(2)    19,10 

ﾅｶﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 赤穂中
 4 12   312 小澤 恵太(1)    19,43 

ｵｻﾞﾜ ｹｲﾀ 赤穂中
 5 8   308 中島 亘(2)    19,52 

ﾅｶｼﾞﾏ ﾜﾀﾙ 赤穂中
 6 7   307 横沢 優太(2)    20,38 

ﾖｺｻﾜ ﾕｳﾀ 赤穂中
 7 11   311 米澤 桂司(1)    21,03 

ﾖﾈｻﾞﾜ ｹｲｼﾞ 赤穂中
1   301 安藤 雄真(3)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 赤穂中 欠場
2   302 野坂 光太(3)

ﾉｻｶ ｺｳﾀ 赤穂中 欠場
3   303 酒井 直人(3)

ｻｶｲ ﾅｵﾄ 赤穂中 欠場
4   304 山下 潤(3)

ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝ 赤穂中 欠場
9   309 日下部 玄(2)

ｸｻｶﾍﾞ ｹﾞﾝ 赤穂中 欠場



小学男子 決勝 10月11日 10:00

３ｋｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 1   401 山口 健斗(6) 伊那市    10,13 

ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝﾄ 西箕輪小
 2 2   402 中村 達貴(4) 伊那市    11,59 

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂｷ 伊那北小
 3 4   404 木平 尚(4) 伊那市    12,06 

ｺﾉﾋﾗ ｼｮｳ 西箕輪小
 4 3   403 林 涼真(3) 伊那市    12,47 

ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ 西箕輪小
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