
第43回伊那10マイルロードレース大会兼第58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                                                  
開催日：平成23年10月9日（日）                                                   

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】207010  伊那市総合運動場陸上競技場

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
10/09 男子 上島 通成 53,29 樋口 正晃 53,30 鈴木 昌幸 53,54 滝澤 勉 55,02 田中 秀一 55,20 有賀 雅浩 55,25 唐木 正敏 55,33 松崎 雄介 55,43

１０マイル競走 上伊那･辰野町陸協 上伊那･上伊那郡陸協 伊那市･ジェルモ 上伊那･ジェルモ 上伊那･トーハツ 上伊那･辰野町陸協 上伊那･上伊那郡陸協 上伊那･上伊那郡陸協
10/09 高校男子 木下 敏秀(2) 35,44 平澤 賢也(1) 35,53 吉田 優希(1) 36,36

１０ｋｍ 伊那市･伊那弥生ヶ丘高 伊那市･伊那弥生ヶ丘高 伊那市･伊那弥生ヶ丘高
10/09 中学男子 酒井 和樹(3) 17,54 松澤 尚樹(2) 20,07 田畑 優真(1) 20,53 長島 聖(1) 26,17

５ｋｍ 上伊那･辰野中 伊那市･伊那中 伊那市･伊那中 上伊那･辰野中
10/09 壮年男子 沢柳 昌秀 31,59

５ｋｍ 伊那市･伊那市



決勝 10月9日 10:00

県新    (KR )            
大会新  (GR )            

 1 上島 通成 上伊那     53,29 
ｶﾐｼﾞﾏ  ﾐﾁﾅﾘ 辰野町陸協

 2 樋口 正晃 上伊那     53,30 
ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 上伊那郡陸協

 3 鈴木 昌幸 伊那市     53,54 
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ ジェルモ

 4 滝澤 勉 上伊那     55,02 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾂﾄﾑ ジェルモ

 5 田中 秀一 上伊那     55,20 
ﾀﾅｶ ｼｭｳｲﾁ トーハツ

 6 有賀 雅浩 上伊那     55,25 
ｱﾙｶﾞ   ﾏｻﾋﾛ 辰野町陸協

 7 唐木 正敏 上伊那     55,33 
ｶﾗｷ ﾏｻﾄｼ 上伊那郡陸協

 8 松崎 雄介 上伊那     55,43 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 上伊那郡陸協

 9 北原弘司 伊那市     56,01 
ｷﾀﾊﾗｺｳｼﾞ 上伊那郡陸協

10 北原 崇志 伊那市     56,20 
ｷﾀﾊﾗ  ﾀｶｼ 上伊那郡陸協

11 飯塚 光輔 伊那市     56,26 
ｲｲﾂﾞｶ  ｺｳｽｹ 上伊那郡陸協

12 細田 勇一 上伊那     57,13 
ﾎｿﾀﾞ  ﾕｳｲﾁ 上伊那郡陸協

13 唐木 弘志 上伊那     57,14 
ｶﾗｷ  ﾋﾛｼ 上伊那郡陸協

14 有賀 竜太 伊那市     58,15 
ｱﾙｶﾞ ﾘｭｳﾀ 上伊那郡陸協

15 池上 幸助 上伊那   1:00,43 
ｲｹｶﾞﾐ  ｺｳｽｹ トーハツ

16 木村  和也 上伊那   1:00,46 
ｷﾑﾗ  ｶｽﾞﾔ トーハツ
丸山 信一 上伊那
ﾏﾙﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 箕輪町陸協
宮尾 淳矢 上伊那
ﾐﾔｵ ｼﾞｭﾝﾔ 箕輪町陸協
林 孝行 伊那市
ﾊﾔｼ ﾀｶﾕｷ 信大こまくさAC
佐々木 跡武 上伊那
ｻｻｷ ｱﾄﾑ ジェルモ
守屋 智春 伊那市
ﾓﾘﾔ ﾄﾓﾊﾙ 上伊那郡陸協

１０マイル競走      

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
13    63

8    58

4    54

5    55

10    60

17    67

21    71

20    70

3    53

18    68

15    65

14    64

16    66

19    69

11    61

12    62

7    57
途中棄権

1    51
欠場

9    59
欠場

2    52
欠場

6    56
欠場



決勝 10月9日 10:00

 1 沢柳 昌秀 伊那市     31,59 
ｻﾜﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ 伊那市

所属名 記録／備考
1   251

壮年男子

５ｋｍ

決勝

順 No. 氏  名



決勝 10月9日 10:00

県高新(KHR)         29,49
大会新(GR)          31,47

 1 木下 敏秀(2) 伊那市     35,44 
ｷﾉｼﾀ ﾄｼﾋﾃﾞ 伊那弥生ヶ丘高

 2 平澤 賢也(1) 伊那市     35,53 
ﾋﾗｻﾜ ｹﾝﾔ 伊那弥生ヶ丘高

 3 吉田 優希(1) 伊那市     36,36 
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 伊那弥生ヶ丘高
桃沢 悠佑(2) 上伊那
ﾓﾓｻﾞﾜ  ﾕｳｽｹ 飯田市陸協
田中 雅喜(2) 伊那市
ﾀﾅｶ ﾏｻｷ 伊那弥生ヶ丘高
宮脇 拓海(1) 伊那市
ﾐﾔﾜｷ ﾀｸﾐ 伊那弥生ヶ丘高

高校男子

１０ｋｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   103

5   105

6   106

1   101
欠場

2   102
欠場

4   104
欠場



決勝 10月9日 10:00

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

 1 酒井 和樹(3) 上伊那     17,54 
ｻｶｲ ｶｽﾞｷ 辰野中

 2 松澤 尚樹(2) 伊那市     20,07 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｷ 伊那中

 3 田畑 優真(1) 伊那市     20,53 
ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳﾏ 伊那中

 4 長島 聖(1) 上伊那     26,17 
ﾅｶﾞｼﾏ ｻﾄﾙ 辰野中

中学男子

５ｋｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   303

1   301

2   302

4   304
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