
第28回上伊那小学生陸上競技大会                                                  
　兼　第44回上伊那春季記録会                                                    
　主催：上伊那陸上競技協会・伊那市体育協会陸上部                                

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】202030  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
05/21 男子 満沢 辰祥(6) 3,16.57 田中 優太(6) 3,17.33 白川 大地(5) 3,25.41 滝澤 拓輝(6) 3,28.45 中原 徹哉(5) 3,30.39 中村 佑輔(6) 3,31.49 中山 拓海(6) 3,31.94 須田 望夢(6) 3,33.01

1000m 七久保 赤穂 東伊那 東伊那 高遠 東伊那 伊那東 飯島
05/21  -3.0 中村 翼(6) 15.43 松﨑 勇起(6) 15.59 池上 啓介(6) 15.71 山中 伸晃(6) 15.88 伊藤雅幸(6) 16.86 佐藤 慶太(6) 16.86

80mH(0.700m) 東伊那 伊那北 宮田 宮田 中川東 南箕輪
05/21 唐木 直也(6) 1.10 後藤 元太(5) 1.10 笠川 京(5) 1.05 木沢 辰徳(6) 1.05 根津 有佑(6) 1.05 池田 孝司(6) 1.00 小須田 慧(5) 1.00 上脇 寿人(6) 0.95

走高跳 伊那東 西箕輪AC 赤穂 伊那東 東春近 伊那東 西箕輪AC 東春近
05/21 竹村 尚人(6) 4.02(-1.6) 橋原 誠士郎(6)3.79(-3.1) 牛山 陽太(6) 3.79(-2.3) 河野 健太郎(5)3.77(-1.4) 髙畑 遼(5) 3.76(-2.1) 小町屋 祥司(5)3.73(-1.9) 酒井 大成(5) 3.71(-1.6) 湯沢尚斗(6) 3.63(-1.5)

走幅跳 赤穗南 美篶 辰野東 伊那 東春近 赤穂 東春近 飯島
05/21 清水 歩(6) 59.08 木村 海夢(6) 54.84 竹内 栄太(5) 52.79 小森 心(6) 52.52 伊藤 蘭之介(6) 50.73 山岸寛尚(6) 50.70 伊東 優真(6) 50.64 高井 ジュリウス 48.13

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号) 赤穗南 箕輪南 七久保 伊那 高遠 中川東 伊那北 南箕輪南部
05/21 南箕輪(B)       56.62 箕輪南       57.02 七久保       57.22 西春近北       59.35 宮田       59.83 箕輪中部     1,00.10 南箕輪(A)     1,00.38 中川東     1,01.62

4×100mR 小林 聖弥(6) 青木 駿之介(6) 片桐 聖護(5) 城倉 景(6) 手塚 啓介(6) 平澤 輝(6) 佐藤 元紀(6) 稲葉達哉
代田 寛稀(6) 柳澤 久樹(6) 窪田 璃久(5) 新倉 大智(6) 庄野 大輝 宮澤 大輝(6) 清水 丈(6) 北島 塁
伊沢 快(6) 登内 健太(6) 菅原 充樹(6) 今井 颯真(6) 山本 健之(6) 竹村 哲也(6) 宮澤 大輝(6) 湯澤拓未
伊藤 諒(6) 小沢 侑也(6) 上原 一真(6) 田中 勇輝(6) 小林 航大(6) 登内 フランク(6) 伊藤 颯(6) 湯澤龍斗

05/21 5年男子  -3.8 酒井 和馬(5) 15.51 酒井 智将 16.02 林 涼真(5) 16.11 飯沼 透也(5) 16.13 天野 羅意(5) 16.19 田中 航希(5) 16.41 會田 莞汰(5) 16.83
100m 赤穂 西春近北 西箕輪AC 辰野西 飯島 高遠 新山

05/21 6年男子  -3.4 曽根原 賢(6) 14.15 小池 直樹(6) 14.32 中上 皓太(6) 14.59 向山 慎太郎(6) 14.84 和田 正仕(6) 14.90 宮坂 秀星(6) 14.94 岸田 拓也(6) 15.10 酒井 千尋(6) 15.12
100m 赤穗南 東伊那 東春近 箕輪西 伊那 箕輪北 東春近 西春近南



トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [-1] 競技会名 第27回上伊那小学生陸上競技大会　兼　第43回上伊 ｺｰﾄﾞ  [11200543]

競技場名 伊那市総合運動場陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
男子 05/21  1組  1 中山 拓海(6)  3,31.94  2 清水 龍斗(5)  3,33.42  3 大野田 直弥(6)  3,33.59  4 大野田 和弥(6)  3,34.76

伊那東 南箕輪 伊那 伊那
 5 唐澤 智輝(6)  3,36.23  6 那須野 寛生(5)  3,36.39  7 伊藤 哲平(6)  3,37.85  8 増澤 来紀(5)  3,43.09

辰野南 七久保 七久保 伊那東
 9 小牧 蓮(5)  3,43.79 10 赤羽 匠吾(5)  3,46.10 11 原 武大(6)  3,53.02 12 本田 将(6)  4,10.20

富県 伊那 南箕輪 南箕輪
13 宮下 偉士(5)  4,14.23 14 飯島 隆斗(5)  4,22.57 下井 雄斗(6) 欠場    佐伯 陸(5) 欠場    

七久保 川島 伊那東 赤穗南
中越 地宏(5) 欠場    

赤穗南
 2組  1 伊藤 永哲(6)  3,34.45  2 北澤 以進(5)  3,35.22  3 大杉啓(5)  3,44.41  4 根橋 健彰(5)  3,46.38

伊那 赤穗南 伊那東 川島
 5 工藤 駿介(6)  3,47.46  6 吉澤 幸輝(5)  3,48.38  7 宮下 和也(6)  3,49.63  8 倉田 優希(5)  3,50.46

辰野東 富県 箕輪北 美篶
 9 南郷 隼翔(5)  3,52.70 10 高橋 歩夢(6)  3,58.72 11 風間 央都(6)  4,02.34 12 増田 賢吾(5)  4,03.48

箕輪北 伊那東 箕輪北 東春近
13 平泉 友基(6)  4,05.82 14 小松 真都(5)  4,09.53 15 平泉 博基(5)  4,14.51 16 渡辺 候乃(5)  4,15.18

辰野東 美篶 辰野東 辰野東
17 唐澤 寿弥(5)  4,40.66

東春近
 3組  1 滝澤 拓輝(6)  3,28.45  2 井上 亜聡(5)  3,35.78  3 唐沢 巧(6)  3,42.65  4 松本 崚誠(5)  3,43.83

東伊那 東春近 辰野東 飯島
 5 大槻 敦史(6)  3,46.53  6 植田 貴大(6)  3,48.32  7 滝沢颯人(5)  3,51.59  8 山下 祐輝(5)  3,51.83

箕輪西 宮田 川島 伊那北
 9 小池 彪(5)  3,54.45 10 北原 颯也(6)  3,54.67 11 安田 諒(6)  3,55.43 12 平野 悠(5)  3,55.99

伊那北 宮田 飯島 辰野西
13 江島 陸(5)  3,57.27 14 塩澤 翔(5)  4,03.15 15 岩村 勇弥(5)  4,17.31 16 川上 玲也(5)  4,20.56

東春近 西春近南 西春近南 両小野
馬塲 洸輔(5) 欠場    

東春近
 4組  1 満沢 辰祥(6)  3,16.57  2 田中 優太(6)  3,17.33  3 白川 大地(5)  3,25.41  4 中原 徹哉(5)  3,30.39

七久保 赤穂 東伊那 高遠
 5 中村 佑輔(6)  3,31.49  6 須田 望夢(6)  3,33.01  7 小口 貴也(6)  3,33.38  8 唐澤 卓郎(6)  3,33.95

東伊那 飯島 両小野 伊那北
 9 竹村 郁輝(6)  3,34.41 10 桜井 勇輝(6)  3,35.59 11 米山 圭輔(6)  3,35.69 12 北澤 透(6)  3,35.99

中沢 伊那北 中川西 飯島
13 小野 優太(6)  3,36.03 14 小又 啓史(6)  3,46.52 15 小塩貫汰(5)  3,51.95 16 小又 崇文(6)  3,54.02

両小野 辰野西 中川東 辰野西
酒井 智成(6) 欠場    

西春近南
男子 05/21 -3.0  1 中村 翼(6)    15.43  2 松﨑 勇起(6)    15.59  3 池上 啓介(6)    15.71  4 山中 伸晃(6)    15.88

東伊那 伊那北 宮田 宮田
 5 伊藤雅幸(6)    16.86  6 佐藤 慶太(6)    16.86

中川東 南箕輪
5年男子 05/21 -3.8  1 酒井 和馬(5)    15.51  2 酒井 智将    16.02  3 林 涼真(5)    16.11  4 飯沼 透也(5)    16.13

赤穂 西春近北 西箕輪AC 辰野西
 5 天野 羅意(5)    16.19  6 田中 航希(5)    16.41  7 會田 莞汰(5)    16.83 滝澤 颯太(5) 失格    

飯島 高遠 新山 東伊那
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1000m

100m

80mH(0.700m)



トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [-1] 競技会名 第27回上伊那小学生陸上競技大会　兼　第43回上伊 ｺｰﾄﾞ  [11200543]

競技場名 伊那市総合運動場陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

6年男子 05/21 -3.4  1 曽根原 賢(6)    14.15  2 小池 直樹(6)    14.32  3 中上 皓太(6)    14.59  4 向山 慎太郎(6)    14.84
赤穗南 東伊那 東春近 箕輪西

 5 和田 正仕(6)    14.90  6 宮坂 秀星(6)    14.94  7 岸田 拓也(6)    15.10  8 酒井 千尋(6)    15.12
伊那 箕輪北 東春近 西春近南

100m



トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [-1] 競技会名 第27回上伊那小学生陸上競技大会　兼　第43回上伊 ｺｰﾄﾞ  [11200543]

競技場名 伊那市総合運動場陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
男子 05/21  1組 -0.3  1 中村 翼(6)    15.68  2 松本 竜弥(5)    17.16  3 有賀 恵哉(6)    17.79  4 唐澤 直人(6)    17.94

東伊那 伊那東 箕輪北 赤穗南
 5 宮脇 陸(5)    19.78 北原 友哉(6) 欠場    

中沢 西春近南
 2組 -0.8  1 山中 伸晃(6)    16.32  2 加藤 洋生(5)    17.70  3 本多 航平(5)    17.76  4 山内 翼(5)    17.85

宮田 高遠北 七久保 飯島
 5 蜂谷 祥希(6)    19.03  6 村上 隼人(5)    20.49

箕輪北 箕輪西
 3組 +0.1  1 松﨑 勇起(6)    15.54  2 池上 啓介(6)    15.94  3 酒井 達也(6)    17.10  4 福沢 慶太(6)    17.17

伊那北 宮田 富県 東伊那
 5 熊谷 康成(5)    17.30  6 伊藤 雄大(5)    19.07

赤穂 伊那東
 4組 -0.8  1 伊藤雅幸(6)    16.71  2 佐藤 慶太(6)    16.72  3 柳澤 宜昭(6)    17.46  4 小池 啓介(5)    17.85

中川東 南箕輪 西春近南 富県
 5 伊藤 大和(6)    19.78  6 南 勇輝(6)    19.98

高遠北 中川西
 5組 -1.0  1 下村 龍司(6)    17.04  2 服部永意士(6)    18.40  3 竹内 亮太(6)    18.51  4 藤澤 壮志(5)    19.07

宮田 中川東 中川西 富県
 5 草場 和(6)    19.08  6 酒井 陽向(6)    19.95

高遠北 西春近南
 6組 -1.2  1 池田 龍之介(6)    17.31  2 野村 比呂(5)    17.32  3 唐沢 風雅(6)    17.35  4 野中 真陽(6)    17.50

南箕輪 中沢 箕輪北 赤穗南
 5 市村 優明(5)    18.00  6 上沼竜弥(6)    19.69

飯島 中川東
5年男子 05/21  1組 -1.8  1 酒井 和馬(5)    15.27  2 飯沼 透也(5)    15.81  3 上野 龍輝(5)    16.11  4 西村 颯人(5)    16.34

赤穂 辰野西 箕輪西 高遠
 5 中里 暢希(5)    16.76  6 唐沢 優与(5)    17.30  7 木村 大(5)    17.40  8 小池 裕太(5)    17.69

東春近 箕輪北 伊那 西箕輪AC
 2組 -1.7  1 林 涼真(5)    15.47  2 甲村 紘人(5)    16.02  3 増澤 知也(5)    16.13  4 小野 啓之(5)    16.15

西箕輪AC 赤穂 富県 両小野
 5 有賀 光希(5)    16.86  6 島川 陽希    17.34  7 上山 達弥(5)    17.36  8 桑澤 蓮(5)    17.66

箕輪北 西春近北 飯島 伊那
 3組 -1.4  1 田中 航希(5)    15.79  2 高嶋 健人(5)    16.30  3 竹澤 丞(5)    16.50  4 高倉 涼輔(5)    16.76

高遠 伊那東 箕輪北 東春近
 5 中山 蓮(5)    17.04  6 向山 諒(5)    17.40  7 重盛 護(5)    17.61  8 井口 駿太朗(5)    18.29

伊那北 箕輪西 伊那 西春近南
 4組 -1.9  1 酒井 智将    15.60  2 滝澤 颯太(5)    16.00  3 伊東 貴人(5)    16.57  4 酒井 陽輝(5)    17.54

西春近北 東伊那 高遠 西春近南
 5 増澤 未来(5)    17.92  6 市村 雅仁(5)    18.37 北原 拓未(5) 欠場    宮原 昇大(5) 欠場    

辰野南 飯島 美篶 辰野西
 5組 -0.7  1 會田 莞汰(5)    15.88  2 百瀬 尚之(5)    16.13  3 酒井 琢磨(5)    16.98  4 井口 翔(5)    17.18

新山 川島 美篶 東春近
 5 近藤 日向(5)    17.82  6 宮下 夢冬(5)    19.59 濱里 孝輝(5) 欠場    濱 大貴(5) 欠場    

伊那 中沢 赤穗南 南箕輪
 6組 -1.3  1 天野 羅意(5)    15.66  2 澤村拓門(5)    16.18  3 寺澤 航輔(5)    17.21  4 酒井 龍一(5)    17.92

飯島 中川東 美篶 西春近南
 5 野崎 貴裕(5)    18.83  6 向山 大貴(5)    19.58 宮脇 葵(5) 欠場    

伊那 箕輪西 中沢
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80mH(0.700m)



トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [-1] 競技会名 第27回上伊那小学生陸上競技大会　兼　第43回上伊 ｺｰﾄﾞ  [11200543]

競技場名 伊那市総合運動場陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

 7組 -1.8  1 両田 虎太朗(5)    16.08  2 小野 正紀(5)    16.94  3 小池寿晏(5)    17.48  4 中村 隆(5)    17.61
赤穂 両小野 中川東 箕輪北

 5 矢島 倖輔(5)    17.72 木下 聖雄(5) 欠場    川島 大和(5) 欠場    
美篶 赤穗南 西箕輪AC

6年男子 05/21  1組 -1.1  1 小池 直樹(6)    13.93  2 宮坂 秀星(6)    14.18  3 小林 航大(6)    15.11  4 山田 優亮(6)    16.07
東伊那 箕輪北 東春近 伊那東

 5 渡辺 拓巳(6)    16.11  6 藏本 隆希(6)    16.14  7 林 拓弥(6)    16.84
南箕輪 美篶 中沢

 2組 -1.7  1 酒井 千尋(6)    14.55  2 岸田 拓也(6)    14.59  3 池上 瑛世(6)    15.00  4 小林 郁翔(6)    16.03
西春近南 東春近 高遠 宮田

 5 木平 尚(6)    16.15  6 滝澤 輝(6)    16.25 木下 瑠星(6) 欠場    
西箕輪AC 東伊那 伊那

 3組 -0.3  1 曽根原 賢(6)    13.68  2 加藤 謙伸(6)    14.75  3 田中 大智(6)    15.31  4 山本 海渡(6)    15.41
赤穗南 宮田 伊那 箕輪北

 5 城倉 渓吾(6)    16.18  6 菅沼 和羽(6)    16.36  7 根津 侑矢(6)    17.01
西箕輪AC 中沢 伊那北

 4組 -1.1  1 向山 慎太郎(6)    14.28  2 中村 夏偉(6)    14.84  3 岡田 素弥(6)    15.37  4 倉科 大雅(6)    15.42
箕輪西 高遠 東伊那 伊那

 5 宮澤 颯太(6)    15.62 佐々木 稜(6) 欠場    立花  廉(6) 欠場    
東春近 高遠北 西春近南

 5組 -1.7  1 中上 皓太(6)    14.36  2 和田 正仕(6)    14.58  3 大石 久展(6)    15.41  4 山崎 翔太(6)    15.55
東春近 伊那 高遠 箕輪北

 5 原 亘輝(6)    16.00  6 關屋 比呂(6)    16.06  7 恒川 遼汰(6)    16.43
西箕輪AC 中沢 伊那東

100m



フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [-1] 競技会名 第27回上伊那小学生陸上競技大会　兼　第43回上伊 ｺｰﾄﾞ  [11200543]

競技場名 伊那市総合運動場陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
男子 05/21  1 唐木 直也(6)    1.10  2 後藤 元太(5)    1.10  3 笠川 京(5)    1.05  4 木沢 辰徳(6)    1.05

伊那東 西箕輪AC 赤穂 伊那東
 5 根津 有佑(6)    1.05  6 池田 孝司(6)    1.00  7 小須田 慧(5)    1.00  8 上脇 寿人(6)    0.95

東春近 伊那東 西箕輪AC 東春近
中山 都嵩(6) 欠場    池上 新(6) 欠場    平澤 真睦(6) 欠場    中谷 朋暉(6) 欠場    

西春近南 伊那東 西春近南 西春近南
北原  凌(6) 欠場    

西春近南
男子 05/21  1 竹村 尚人(6)    4.02  2 橋原 誠士郎(6)    3.79  3 牛山 陽太(6)    3.79  4 河野 健太郎(5)    3.77

赤穗南    -1.6 美篶    -3.1 辰野東    -2.3 伊那    -1.4
 5 髙畑 遼(5)    3.76  6 小町屋 祥司(5)    3.73  7 酒井 大成(5)    3.71  8 湯沢尚斗(6)    3.63

東春近    -2.1 赤穂    -1.9 東春近    -1.6 飯島    -1.5
 9 中村 玲於奈(6)    3.55 10 田中 隆生(6)    3.50 11 小池 優也(6)    3.49 12 米山 大貴(6)    3.49

川島    -2.3 宮田    -3.9 飯島    -2.3 飯島    -2.4
13 鈴木天人(6)    3.44 14 織井 昭汰(5)    3.42 15 野澤 優雅(5)    3.42 16 登内 惇(6)    3.42

中川東    -1.8 伊那    -1.6 辰野西    -1.6 手良    -2.9
17 中村 陸(6)    3.38 18 伊藤 聡真(5)    3.33 19 北原 光希(6)    3.30 20 唐澤 卓実(6)    3.27

赤穗南    -1.8 高遠    -1.5 高遠北    -4.4 東春近    -2.1
21 城取 拓(6)    3.25 22 竹澤 慎司(5)    3.20 23 小平 温海(6)    3.13 24 松原 宥徳(6)    3.07

箕輪中部    -2.0 東春近    -1.3 箕輪中部    -1.1 伊那    -1.9
25 瀬戸 涼太(6)    3.07 26 清沢 柊司(5)    3.06 27 小林健太郎(6)    3.06 28 片野 詩音(5)    3.05

辰野東    -0.9 美篶    -3.0 中川東    -2.7 西箕輪AC    -3.0
29 花岡 淳貴(5)    3.05 30 桒澤 卓海(6)    3.03 31 小池 子龍(6)    3.03 32 上島 颯太(5)    3.02

美篶    -1.3 辰野南    -2.8 美篶    -1.2 美篶    -3.2
33 宮下 尚汰(5)    2.88 34 加納  天(6)    2.84 35 赤羽 弥禄(5)    2.82 36 池上 巧海(5)    2.79

西箕輪AC    -3.1 西春近南    -2.6 辰野西    -1.4 西春近南    -3.1
37 宮﨑 利紀(6)    2.79 38 吉原 光希(5)    2.74 39 浦野 陸伺(6)    2.73 40 山本 慎(6)    2.54

中川西    -1.6 東春近    -1.6 西春近南    -3.3 高遠北    -1.7
41 水野 健太郎(6)    2.31 42 外間 優一(5)    2.05 43 北原 春輝(5) 43 松浦 克美(6)

中川西    -2.8 伊那    -2.4 高遠北 西春近南
塩谷 遼平(5) 欠場    佐々木 圭介(5) 欠場    唐澤 純平(6) 欠場    井内 瑞稀(5) 欠場    

伊那 赤穗南 西春近南 辰野西    -1.4

走幅跳

順
位

順
位

順
位

順
位

走高跳



フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [-1] 競技会名 第27回上伊那小学生陸上競技大会　兼　第43回上伊 ｺｰﾄﾞ  [11200543]

競技場名 伊那市総合運動場陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

男子 05/21  1 清水 歩(6)   59.08  2 木村 海夢(6)   54.84  3 竹内 栄太(5)   52.79  4 小森 心(6)   52.52
赤穗南 箕輪南 七久保 伊那

 5 伊藤 蘭之介(6)   50.73  6 山岸寛尚(6)   50.70  7 伊東 優真(6)   50.64  8 高井 ジュリウス(5)   48.13
高遠 中川東 伊那北 南箕輪南部

 9 小境 絃太(5)   47.59 10 守屋 春希(5)   46.85 11 唐澤 陸(5)   46.54 12 松澤 歩(6)   45.90
東春近 東春近 辰野西 南箕輪

13 佐々木 祐太(6)   44.90 14 大石 明洋(6)   44.59 15 久保田 蓮(6)   43.75 16 伊藤 昴星(5)   43.02
箕輪北 高遠 飯島 美篶

17 宮﨑 琉卯(5)   41.56 18 辰野 大地(6)   41.07 19 唐澤 大夢(5)   41.00 20 宮下 周(6)   39.99
中川西 宮田 西春近南 伊那東

21 野原 佑真(6)   39.79 22 松下 昴(6)   39.46 23 久保田 朝陽(6)   38.93 24 三浦 輝(6)   37.32
七久保 宮田 赤穗南 箕輪南

25 遠藤 海斗(5)   36.30 26 片桐 康太(6)   36.26 27 吉田 捷聖(5)   35.52 28 白澤 優典(5)   35.21
飯島 美篶 東春近 南箕輪南部

29 富永拓磨(5)   34.59 30 加藤 竜輝(6)   34.24 31 竹前 拓朗(5)   34.17 32 宮下 悠太(6)   33.29
中川東 箕輪南 伊那 七久保

33 保科 純(6)   33.04 34 荒木  瑠夏(5)   30.45 35 那須野 飛翔(6)   25.36 36 伊藤 達也(6)   25.07
長谷 南箕輪南部 美篶 美篶

37 辰野 亘(6)   18.29 38 中谷 大輔(6)   15.02 39 池上 銀世(5)   11.00 中原 徹哉(5) 欠場    
美篶 箕輪南 長谷 高遠

小松 拓磨(6) 欠場    野笹 数真(6) 欠場    
西春近南 西春近南

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号)



決勝 5月21日  9:00

県小学新             1.46
大会新               1.32

1m06 1m03 1m06
唐木 直也(6) - O O O XXO XXX X X X
ｶﾗｷ ﾅｵﾔ 伊那東 X O O
後藤 元太(5) - O O O XXO XXX X X X
ｺﾞﾄｳ ｹﾞﾝﾀ 西箕輪AC X O X
笠川 京(5) - O O O XXX
ｶｻｶﾞﾜ ｹｲ 赤穂
木沢 辰徳(6) O O O XO XXX
ｷｻﾞﾜ ﾀﾂﾉﾘ 伊那東
根津 有佑(6) - O O XXO XXX
ﾈﾂ ﾕｳｽｹ 東春近
池田 孝司(6) - O O XXX
ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾞ 伊那東
小須田 慧(5) O O XXO XXX
ｺｽﾀﾞ ｹｲ 西箕輪AC
上脇 寿人(6) - O XXX
ｶﾐﾜｷ ｶｽﾞﾄ 東春近
中山 都嵩(6) 欠場
ﾅｶﾔﾏ  ﾂｶｻ 西春近南
池上 新(6) 欠場
ｲｹｶﾞﾐ ｱﾗﾀ 伊那東
平澤 真睦(6) 欠場
ﾋﾗｻﾜ  ﾏｻﾁｶ 西春近南
中谷 朋暉(6) 欠場
ﾅｶﾔ  ﾄﾓｷ 西春近南
北原  凌(6) 欠場
ｷﾀﾊﾗ  ﾘｮｳ 西春近南

9   137

11   142

6    42

7   140

8 5   279
 0.95

3   136

6 12    43
 1.00

7 2   157
 1.00

4 8    49
 1.05

5 1   274
 1.05

2 4   156
 1.10

3 13   168
 1.05

1m12 1m09

1 10    46
 1.10

記録
1m00 1m05

備考
m90 m95 1m10 1m15 0m0 1m15

男子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月21日 11:00

県小学新             5.47
大会新               4.74

竹村 尚人(6)   3.98   4.02   3.95    4.02 
ﾀｹﾑﾗ ﾅｵﾄ 赤穗南   -2.3   -1.6   -0.9    -1.6
橋原 誠士郎(6)   3.78   3.79   3.64    3.79 
ﾊｼﾊﾗ ｾｲｼﾛｳ 美篶   -3.2   -3.1   -2.9    -3.1
牛山 陽太(6)    X   3.79    X    3.79 
ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ 辰野東   -2.3    -2.3
河野 健太郎(5)   3.77   3.67   3.75    3.77 
ｺｳﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 伊那   -1.4   -3.7   -4.3    -1.4
髙畑 遼(5)    X    X   3.76    3.76 
ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳ 東春近   -2.1    -2.1
小町屋 祥司(5)   3.29   3.61   3.73    3.73 
ｺﾏﾁﾔ ｼｮｳｼﾞ 赤穂   -3.2   -3.2   -1.9    -1.9
酒井 大成(5)   3.29   3.52   3.71    3.71 
ｻｶｲ ﾀｲｾｲ 東春近   -3.2   -3.0   -1.6    -1.6
湯沢尚斗(6)    X   3.63    X    3.63 
ﾕｻﾞﾜﾅｵﾄ 飯島   -1.5    -1.5
中村 玲於奈(6)    X   3.55    X    3.55 
ﾅｶﾑﾗ ﾚｵﾅ 川島   -2.3    -2.3
田中 隆生(6)    X   3.50   3.19    3.50 
ﾀﾅｶ  ﾘｭｳｷ 宮田   -3.9   -2.6    -3.9
小池 優也(6)   3.03   3.28   3.49    3.49 
ｺｲｹﾕｳﾔ 飯島   -3.1   -3.2   -2.3    -2.3
米山 大貴(6)   3.19   3.49   2.29    3.49 
ﾖﾈﾔﾏﾀﾞｲｷ 飯島   -3.0   -2.4   -3.1    -2.4
鈴木天人(6)   2.99   3.42   3.44    3.44 
ｽｽﾞｷﾃﾝﾄ 中川東   -4.6   -2.8   -1.8    -1.8
織井 昭汰(5)   3.26   3.41   3.42    3.42 
ｵﾘｲ ｼｮｳﾀ 伊那   -3.4   -2.1   -1.6    -1.6
野澤 優雅(5)    X   3.42   3.40    3.42 
ﾉｻﾞﾜ ﾕｳｶﾞ 辰野西   -1.6   -2.6    -1.6
登内 惇(6)    X   3.42    X    3.42 
ﾄﾉｳﾁ ｼﾞｭﾝ 手良   -2.9    -2.9
中村 陸(6)   3.26   3.19   3.38    3.38 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ 赤穗南   -1.2   -3.5   -1.8    -1.8
伊藤 聡真(5)   3.31   3.33   3.24    3.33 
ｲﾄｳ  ｿｳﾏ 高遠   -2.5   -1.5   -3.2    -1.5
北原 光希(6)   3.09   3.30   3.21    3.30 
ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ 高遠北   -2.7   -4.4   -2.9    -4.4
唐澤 卓実(6)   3.12   3.16   3.27    3.27 
ｶﾗｻﾜ ﾀｸﾐ 東春近   -2.0   -4.0   -2.1    -2.1
城取 拓(6)   3.25   3.21   2.60    3.25 
ｼﾛﾄﾘ ﾀｸ 箕輪中部   -2.0   -1.9   -2.4    -2.0
竹澤 慎司(5)   3.03   2.94   3.20    3.20 
ﾀｹｻﾞﾜ ｼﾝｼﾞ 東春近   -2.1   -2.9   -1.3    -1.3
小平 温海(6)   3.13    X   3.02    3.13 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙﾐ 箕輪中部   -1.1   -1.0    -1.1
松原 宥徳(6)    X   3.01   3.07    3.07 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾛﾉﾘ 伊那   -4.3   -1.9    -1.9
瀬戸 涼太(6)   3.07    X   2.74    3.07 
ｾﾄ ﾘｮｳﾀ 辰野東   -0.9   -2.2    -0.9
清沢 柊司(5)   3.06    X   2.94    3.06 
ｷﾖｻﾜ ｼｭｳｼﾞ 美篶   -3.0   -1.4    -3.0
小林健太郎(6)   2.92   2.88   3.06    3.06 
ｺﾊﾞﾔｼｹﾝﾀﾛｳ 中川東   -0.2   -1.4   -2.7    -2.7
片野 詩音(5)   3.05   2.85   3.03    3.05 
ｶﾀﾉ ｼｵﾝ 西箕輪AC   -3.0   -1.9   -1.3    -3.0
花岡 淳貴(5)   3.03   2.61   3.05    3.05 
ﾊﾅｵｶ ｼﾞｭﾝｷ 美篶   -2.2   -4.2   -1.3    -1.3
桒澤 卓海(6)   2.83   3.03   3.02    3.03 
ｸﾜｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 辰野南   -2.2   -2.8   -1.4    -2.8
小池 子龍(6)   3.03   2.82    X    3.03 
ｺｲｹ ｼﾘｭｳ 美篶   -1.2   -3.0    -1.2
上島 颯太(5)   2.97   2.54   3.02    3.02 
ｶﾐｼﾞﾏ ｿｳﾀ 美篶   -2.1   -1.8   -3.2    -3.2
宮下 尚汰(5)   2.88   2.69   2.87    2.88 
ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳﾀ 西箕輪AC   -3.1   -2.3   -1.4    -3.1
加納  天(6)    X   2.84   2.46    2.84 
ｶﾉｳ  ﾀｶｼ 西春近南   -2.6   -1.4    -2.6
赤羽 弥禄(5)   2.55   2.76   2.82    2.82 
ｱｶﾊﾈ ﾐﾛｸ 辰野西   -3.0   -2.2   -1.4    -1.4
池上 巧海(5)   2.76   2.76   2.79    2.79 
ｲｹｶﾞﾐ  ﾀｸﾐ 西春近南   +0.4   -3.2   -3.1    -3.1

35 28   201

36 29   135

33 19   152

34 39   124

31 3   357

32 1   358

29 5   348

30 4   217

27 31   232

28 24   164

25 30   210

26 7   360

23 20   394

24 16    10

21 8   396

22 27   281

19 18    97

20 23   285

17 26   182

18 12    80

15 34   207

16 36   118

13 22   239

14 6    11

11 40   331

12 38   344

9 47   192

10 45    77

7 44   276

8 43   342

5 46   287

6 48   172

3 35   208

4 11     4

1 41   180
-5-

2 14   350

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



宮﨑 利紀(6)    X   2.63   2.79    2.79 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｷ 中川西   -4.0   -1.6    -1.6
吉原 光希(5)   2.74    X    X    2.74 
ﾖｼﾊﾗ ｺｳｷ 東春近   -1.6    -1.6
浦野 陸伺(6)   2.73   2.63   2.68    2.73 
ｳﾗﾉ  ﾘｸｼ 西春近南   -3.3   -3.3   -1.5    -3.3
山本 慎(6)   2.42   2.54   2.42    2.54 
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ 高遠北   -2.9   -1.7   -1.5    -1.7
水野 健太郎(6)    X   2.31    X    2.31 
ﾐｽﾞﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 中川西   -2.8    -2.8
外間 優一(5)   2.05    X    X    2.05 
ｿﾄﾏ ﾕｳｲﾁ 伊那   -2.4    -2.4
北原 春輝(5)    X    X    X
ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｷ 高遠北
松浦 克美(6)
ﾏﾂｳﾗ  ｶﾂﾐ 西春近南
塩谷 遼平(5) 欠場
ｼｵﾀﾆ ﾘｮｳﾍｲ 伊那
佐々木 圭介(5) 欠場
ｻｻｷ ｹｲｽｹ 赤穗南
唐澤 純平(6) 欠場
ｶﾗｻﾜ  ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 西春近南
井内 瑞稀(5)   3.14   3.15   3.11 欠場
ｲｳﾁ ﾐｽﾞｷ 辰野西   -1.1   -1.4   -3.4    -1.4

42   138

32   195

9     3

17   176

43 10    98

43 33   134

41 15   222

42 13     5

39 37   122

40 2    93

37 25   219
-5-

38 21   269
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決勝 5月21日 10:30

県小学新            74.23
大会新              71.50

清水 歩(6)
ｼﾐｽﾞ ｱﾕﾑ 赤穗南
木村 海夢(6)
ｷﾑﾗ ｶｲﾑ 箕輪南
竹内 栄太(5)
ﾀｹｳﾁ ｴｲﾀ 七久保
小森 心(6)
ｺﾓﾘ ｼﾝ 伊那
伊藤 蘭之介(6)
ｲﾄｳ  ﾗﾝﾉｽｹ 高遠
山岸寛尚(6)
ﾔﾏｷﾞｼﾋﾛﾅｵ 中川東
伊東 優真(6)
ｲﾄｳ  ﾕｳﾏ 伊那北
高井 ジュリウス(5)
ﾀｶｲ  ｼﾞｭﾘｳｽ 南箕輪南部
小境 絃太(5)
ｺｻﾞｶｲ ｹﾞﾝﾀ 東春近
守屋 春希(5)
ﾓﾘﾔ ﾊﾙｷ 東春近
唐澤 陸(5)
ｶﾗｻﾜ ﾘｸ 辰野西
松澤 歩(6)
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 南箕輪
佐々木 祐太(6)
ｻｻｷ ﾕｳﾀ 箕輪北
大石 明洋(6)
ｵｵｲｼ  ｱｷﾋﾛ 高遠
久保田 蓮(6)
ｸﾎﾞﾀﾚﾝ 飯島
伊藤 昴星(5)
ｲﾄｳ ｺｳｾｲ 美篶
宮﨑 琉卯(5)
ﾐﾔｻﾞｷ ﾙｳ 中川西
辰野 大地(6)
ﾀﾂﾉ  ﾀﾞｲﾁ 宮田
唐澤 大夢(5)
ｶﾗｻﾜ  ﾀﾞｲﾑ 西春近南
宮下 周(6)
ﾐﾔｼﾀ ｱﾏﾈ 伊那東
野原 佑真(6)
ﾉﾊﾗ ﾕｳﾏ 七久保
松下 昴(6)
ﾏﾂｼﾀ  ｽﾊﾞﾙ 宮田
久保田 朝陽(6)
ｸﾎﾞﾀ ﾄﾓﾊﾙ 赤穗南
三浦 輝(6)
ﾐｳﾗ ﾃﾙ 箕輪南
遠藤 海斗(5)
ｴﾝﾄﾞｳｶｲﾄ 飯島
片桐 康太(6)
ｶﾀｷﾞﾘ ｺｳﾀ 美篶
吉田 捷聖(5)
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔｾ 東春近
白澤 優典(5)
ｼﾗｻﾜ  ﾕｳｽｹ 南箕輪南部
富永拓磨(5)
ﾄﾐﾅｶﾞﾀｸﾏ 中川東
加藤 竜輝(6)
ｶﾄｳ ﾘｭｳｷ 箕輪南
竹前 拓朗(5)
ﾀｹﾏｴ ﾀｸﾛｳ 伊那
宮下 悠太(6)
ﾐﾔｼﾀ ﾕｳﾀ 七久保
保科 純(6)
ﾎｼﾅ ｼﾞｭﾝ 長谷
荒木  瑠夏(5)
ｱﾗｷ  ﾙｶ 南箕輪南部
那須野 飛翔(6)
ﾅｽﾉ ﾂﾊﾞｻ 美篶
伊藤 達也(6)
ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 美篶

  O  25.07 

 25.36 

36 3   346
25.07   O

 30.45 

35 14   364
  O   O 25.36

 33.04 

34 30   317
  O   X 30.45

 33.29 

33 11   253
  O   O 33.04

 34.17 

32 8   102
33.29   O   O

 34.24 

31 13    17
  O   O 34.17

 34.59 

30 21   405
34.24   O   X

 35.21 

29 16   236
  O   O 34.59

 35.52 

28 28   321
35.21   O   O

 36.26 

27 27   270
  O 35.52   X

 36.30 

26 7   365
  O 36.26   O

 37.32 

25 1   323
  O 36.30   O

 38.93 

24 33   406
  O 37.32   O

 39.46 

23 26   175
  O   O 38.93

 39.79 

22 40    73
39.46   O   X

 39.99 

21 17   114
  O 39.79   O

 41.00 

20 22    31
39.99   O   O

 41.07 

19 31   139
  O   O 41.00

 41.56 

18 38    75
  O   O 41.07

 43.02 

17 34   220
  O   O 41.56

 43.75 

16 5   347
  X   O 43.02

 44.59 

15 6   325
  O 43.75   O

 44.90 

14 2    84
44.59   O   O

 45.90 

13 19   427
  O 44.90   O

 46.54 

12 4   302
  O 45.90   O

 46.85 

11 35   203
46.54   X   X

 47.59 

10 37   275
  O 46.85   O

 48.13 

9 32   277
  O 47.59   O

 50.64 

8 25   318
  O 48.13   O

 50.70 

7 42    51
  O 50.64   X

 50.73 

6 12   229
  O 50.70   X

 52.52 

5 10    81
  O 50.73   O

 52.79 

4 18     9
  O 52.52   O

 54.84 

3 20   108
  O   O 52.79

 59.08 

2 41   413
  O   O 54.84

1 36   178
  O 59.08   O
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辰野 亘(6)
ﾀﾂﾉ ﾋﾛｼ 美篶
中谷 大輔(6)
ﾅｶﾔ ﾀﾞｲｽｹ 箕輪南
池上 銀世(5)
ｲｹｶﾞﾐ ｷﾞﾝｾｲ 長谷
中原 徹哉(5) 欠場
ﾅｶﾊﾗ  ﾃﾂﾔ 高遠
小松 拓磨(6) 欠場
ｺﾏﾂ ﾀｸﾏ 西春近南
野笹 数真(6) 欠場
ﾉｻﾞｻ  ｶｽﾞﾏ 西春近南

39   143

29   132

 11.00 

24    86

 15.02 

39 15   250
11.00   O   O

 18.29 

38 23   410
15.02   O   O

備考
37 9   363

18.29   O   O
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