
第29回上伊那小学生陸上競技大会兼第45回上伊那春季記録会                          
　主催：上伊那陸上競技協会／伊那市教育委員会                                    
　共催：信濃毎日新聞社　　後援：伊那市／伊那市教育委員会                        

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
05/19 男子 白川 大地(6) 3,09.72 飯塚 爽介(6) 3,21.85 塚越  徹(5) 3,21.88 那須野 寛生(6) 3,24.31 北澤 以進(6) 3,26.07 井上 亜聡(6) 3,27.17 松本 崚誠(6) 3,27.32 宮坂 祐貴(6) 3,29.21

1000m 小学校･東伊那 小学校･赤穂東 小学校･西春近北 小学校･七久保 小学校･赤穂南 小学校･東春近 小学校･飯島 小学校･南箕輪南部
05/19  -1.7 野村 比呂(6) 15.00 木村 大(6) 15.88 松本 竜弥(6) 16.04 中嶋 健瑠(5) 16.48 蒲原 瑞己(5) 16.87 市村 優明(6) 17.17

80mH(0.700m) 小学校･中沢 小学校･伊那 小学校･伊那東 小学校･赤穂南 小学校･赤穂東 小学校･飯島
05/19 吉澤 幸輝(6) 1.20 笠川 京(6) 1.20 後藤 元太(6) 1.15 熊澤 侑真(6) 小学校･西箕輪AC 1.10 小須田 慧(6) 1.05 樋屋 啓太(5) 1.05 宮下 尚汰(6) 1.00

走高跳 小学校･ﾁｰﾑ富県 小学校･駒ヶ根AC 小学校･西箕輪AC 川島 大和(6) 小学校･西箕輪AC 小学校･西箕輪AC 小学校･赤穂東 小学校･西箕輪AC
05/19 髙畑 遼(6) 4.36(-1.4) 稲村 春飛(6) 4.29(-1.4) 酒井 大成(6) 3.99(-2.5) 滝沢 颯人(6) 3.97(-2.0) 片桐 圭祐(6) 3.67(-1.1) 伊藤 聡真(6) 3.64(-0.9) 小牧 蓮(6) 3.56(0.0) 百瀬 尚之(6) 3.55(0.0)

走幅跳 小学校･東春近 小学校･宮田 小学校･東春近 小学校･川島 小学校･宮田 小学校･高遠 小学校･ﾁｰﾑ富県 小学校･川島
05/19 中原 徹哉(6) 59.44 唐澤 陸(6) 58.40 白澤 優典(6) 52.38 小松 俊介(6) 51.90 三井 康輔(6) 50.78 戸田 泰彰(6) 48.90 小野 竜哉(5) 46.17 今村 大晴(6) 45.88

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号) 小学校･高遠 小学校･辰野西 小学校･南箕輪南部 小学校･高遠 小学校･赤穂東 小学校･西春近北 小学校･両小野 小学校･伊那北
05/19 赤穂(A)       55.99 七久保       56.71 南箕輪       56.86 飯島(A)       57.96 伊那北(A)       58.56 伊那東       58.66 高遠北     1,01.45 辰野東(A)     1,03.10

4×100mR 中平 明辰(6) 片桐 聖護(6) 野口 弓月(6) 小林 泰平(6) 中山 蓮(6) 高嶋 健人(6) 岩澤 秀樹(6) 平泉 博基(6)
酒井 和馬(6) 窪田 凌也(6) 征矢 龍斗(6) 天野 羅意(6) 伊藤 陸(6) 大杉 啓(6) 北原 帆貴(6) 北林 拓真(6)
小町谷 祥司(6) 代田 智大(6) 三澤 拓実(6) 柿野 祥(6) 三澤 健太(6) 北澤 翔吾(6) 北原 寛之(6) 渡辺 候乃(6)
熊谷 康成(6) 窪田 璃久(6) 平島  歩(6) 土村 真斗(6) 西田 ガブリエル(6) 春日 優輝(6) 加藤 洋生(6) 山内 龍磨(6)

05/19 5年男子      -1.3 小林 大輝(5) 14.66 小林 佳生(5) 14.94 唐澤 駿介(5) 14.95 林 泰希(5) 15.12 三浦 裕世(5) 15.37 伊藤 柊生(5) 15.48 唐澤 諄(5) 15.65 工藤 俊介(5) 15.88
100m 小学校･西春近南 小学校･箕輪北 小学校･辰野西 小学校･辰野南 小学校･西春近南 小学校･伊那東 小学校･東春近 小学校･伊那北

05/19 6年男子  +0.2 福澤 亮汰(6) 12.75 西村 光(6) 13.43 橋爪 楓汰(6) 14.25 伊藤 正英(6) 14.29 林 涼真(6) 14.55 野澤 樹哉(6) 14.89 滝澤 颯太(6) 15.08
100m 小学校･赤穂東 小学校･伊那 小学校･伊那 小学校･伊那東 小学校･西箕輪AC 小学校･辰野西 小学校･東伊那



予選 5月19日  9:45
決勝 5月19日 14:10

県小学新            12.27
大会新              13.95

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速 -1.8

 1 小林 佳生(5) 小学校     15.16 q  1 小林 大輝(5) 小学校     14.98 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｷ 箕輪北 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 西春近南

 2 三浦 裕世(5) 小学校     15.61 q  2 倉石 大地(5) 小学校     15.96 
ﾐｳﾗ ﾕｳｾｲ 西春近南 ｸﾗｲｼ ﾀﾞｲﾁ 高遠

 3 湯沢 鋼(5) 小学校     15.91  3 藤本 優太郞(5) 小学校     15.98 
ﾕｻﾞﾜ ﾊｶﾞﾈ 伊那 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 南箕輪南部

 4 上柳 駿太(5) 小学校     16.36  4 小林  拓(5) 小学校     16.23 
ｳｴﾔﾅｷﾞ ｼｭﾝﾀ 東春近 ｺﾊﾞﾔｼ   ﾀｸ 赤穂

 5 湯澤 颯生(5) 小学校     17.21  5 井沢 憲吾(5) 小学校     16.35 
ﾕｻﾞﾜ ｻﾂｷ 東伊那 ｲｻﾜ ｹﾝｺﾞ 中川西

 6 中石 旺甫(5) 小学校     18.40  6 酒井 舜矢(5) 小学校     16.53 
ﾅｶｲｼ ｵｵｽｹ 伊那東 ｻｶｲ ｼｭﾝﾔ 伊那北
原 千紘(5) 小学校  7 北原 尚季(5) 小学校     16.53 
ﾊﾗ ﾁﾋﾛ 西箕輪AC ｷﾀﾊﾗ ﾅｵｷ 箕輪北
池上 遥(5) 小学校  8 木下 太陽(5) 小学校     16.58 
ｲｹｶﾞﾐ ﾊﾙｶ 南箕輪南部 ｷﾉｼﾀ ﾀｲﾖｳ 西箕輪AC

[ 3組] 風速 -0.6 [ 4組] 風速 -1.2

 1 唐澤 駿介(5) 小学校     14.94 q  1 唐澤 泰世(5) 小学校     15.89 
ｶﾗｻﾜ ｼｭﾝｽｹ 辰野西 ｶﾗｻﾜ ﾀｲｾｲ 伊那北

 2 林 泰希(5) 小学校     15.39 q  2 藤澤 健人(5) 小学校     16.31 
ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 辰野南 ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｹﾄ 高遠北

 3 小松 慎太郎(5) 小学校     15.77  3 木内 寿和(5) 小学校     16.33 
ｺﾏﾂ ｼﾝﾀﾛｳ 伊那東 ｷｳﾁ ﾄｼｶｽﾞ 東春近

 4 関谷 健汰(5) 小学校     15.89  4 根橋 将(5) 小学校     16.45 
ｾｷﾔ  ｹﾝﾀ 赤穂 ﾈﾊﾞｼ ｼｮｳ 箕輪東

 5 小松 尚弥(5) 小学校     16.59  5 吉江 綾汰(5) 小学校     16.68 
ｺﾏﾂ ﾅｵﾔ 長谷 ﾖｼｴ ﾘｮｳﾀ 辰野西

 6 下平 照仁(5) 小学校     16.62  6 小林 諒翔(5) 小学校     17.06 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾃﾙﾋﾄ 東春近 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾄ 箕輪中部

 7 白鳥 健介(5) 小学校     16.77  7 北島 拓真(5) 小学校     17.14 
ｼﾛﾄﾘ ｹﾝｽｹ 西箕輪AC ｷﾀｼﾞﾏ ﾀｸﾏ 長谷

 8 桑原 想(5) 小学校     16.88 名取 歩夢(5) 小学校
ｸﾜﾊﾞﾗ ｿｳ 赤穂南 ﾅﾄﾘ ｱﾕﾑ 川島

[ 5組] 風速 -1.2 [ 6組] 風速  0.0

 1 伊藤 柊生(5) 小学校     15.54 q  1 唐澤 諄(5) 小学校     15.30 q
ｲﾄｳ ｼｭｳ 伊那東 ｶﾗｻﾜ ｼｭﾝ 東春近

 2 赤羽 健一(5) 小学校     15.96  2 工藤 俊介(5) 小学校     15.58 q
ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ 川島 ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 伊那北

 3 伊藤 晴也(5) 小学校     16.07  3 関島 智比古(5) 小学校     15.99 
ｲﾄｳ ﾊﾙﾔ 東伊那 ｾｷｼﾞﾏ ﾄﾓﾋｺ 西春近北

 4 赤羽 陵(5) 小学校     16.17  4 山田 海星(5) 小学校     16.27 
ｱｶﾊﾈ ﾘｮｳ 辰野西 ﾔﾏﾀﾞ ｶｲｾｲ 高遠

 5 丸山 怜治(5) 小学校     16.53  5 西村 慎之助(5) 小学校     16.74 
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｲｼﾞ 箕輪北 ﾆｼﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ 長谷

 6 前澤 裕気(5) 小学校     16.87  6 小池 流空(5) 小学校     17.21 
ﾏｴｻﾞﾜ ﾕｳｷ 高遠 ｺｲｹ  ﾘｸ 赤穂

 7 北村 知基(5) 小学校     16.97  7 丸山 創紀(5) 小学校     17.77 
ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓｷ 宮田 ﾏﾙﾔﾏ ｿｳｷ 西箕輪AC

 8 小林 大洋(5) 小学校     17.14  8 藤原 航紀(5) 小学校     18.81 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾖｳ 東春近 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｷ 東伊那

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

5年男子       

100m

予選 通過基準  6組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考
5   489 6   179

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

4   172 8   124

7    35 5   386

6   342 7   223

2   328 1   287

3    59 3    77

1   202 4   496
欠場

8   385 2   212
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   273 5    86

2   286 7   138

5    54 3   356

8   217 2   466

1   317 8   262

6   333 6   453

3   210 4   319

7   243 1   260
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    46 5   351

7   256 3    68

4   320 1   186

6   270 6   119

8   483 2   318

2   123 4   221

3   113 8   197

1   341 7   329



風速 -1.3

 1 小林 大輝(5) 小学校     14.66 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 西春近南

 2 小林 佳生(5) 小学校     14.94 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｷ 箕輪北

 3 唐澤 駿介(5) 小学校     14.95 
ｶﾗｻﾜ ｼｭﾝｽｹ 辰野西

 4 林 泰希(5) 小学校     15.12 
ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 辰野南

 5 三浦 裕世(5) 小学校     15.37 
ﾐｳﾗ ﾕｳｾｲ 西春近南

 6 伊藤 柊生(5) 小学校     15.48 
ｲﾄｳ ｼｭｳ 伊那東

 7 唐澤 諄(5) 小学校     15.65 
ｶﾗｻﾜ ｼｭﾝ 東春近

 8 工藤 俊介(5) 小学校     15.88 
ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 伊那北

5年男子       

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   179

5   489

6   273

8   286

1   172

7    46

4   351

2    68



予選 5月19日 10:05
決勝 5月19日 14:15

県小学新            12.27
大会新              12.88

[ 1組] 風速 -0.8 [ 2組] 風速 -1.8

 1 橋爪 楓汰(6) 小学校    14.36 q 1 西村 光(6) 小学校    13.85 q
ﾊｼﾂﾞﾒ ｿｳﾀ 伊那 ﾆｼﾑﾗ ﾋｶﾙ 伊那

 2 滝澤 颯太(6) 小学校    15.25 q 2 伊藤 正英(6) 小学校    14.62 q
ﾀｷｻﾞﾜ ｿｳﾀ 東伊那 ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾃﾞ 伊那東

 3 武田 祐汰(6) 小学校    15.95 3 野澤 樹哉(6) 小学校    15.19 q
ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾀ 辰野西 ｵｻﾞﾜ ﾐｷﾔ 辰野西

 4 宮下 琉(6) 小学校    16.10 4 小林 咲弥(6) 小学校    15.48 
ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳ 宮田 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｸﾔ 箕輪北

 5 福島 凜(6) 小学校    16.25 5 上野 龍輝(6) 小学校    15.87 
ﾌｸｼﾏ ﾘﾝ 箕輪中部 ｳｴﾉ ﾘｭｳｷ 箕輪西

 6 小池 裕太(6) 小学校    16.38 6 橋爪 太一(6) 小学校    16.14 
ｺｲｹ ﾕｳﾀ 西箕輪AC ﾊｼﾂﾞﾒﾀｲﾁ 美篶

 7 矢島 倖輔(6) 小学校    16.48 髙倉 涼輔(6) 小学校
ﾔｼﾞﾏｺｳｽｹ 美篶 ﾀｶｸﾗ ﾘｮｳｽｹ 東春近

 8 三澤 柊人(6) 小学校    18.45 
ﾐｻﾜ ｼｭｳﾄ 箕輪北

[ 3組] 風速 -0.8 [ 4組] 風速 -1.4

 1 林 涼真(6) 小学校    14.63 q 1 福澤 亮汰(6) 小学校    12.74 q
ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ 西箕輪AC ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 赤穂東

 2 鶴長 諒哉(6) 小学校    15.60 2 朱 龍一(6) 小学校    14.75 q
ﾂﾙﾅｶﾞ ﾘｮｳﾔ 伊那 ｼｭ ﾘｭｳｲﾁ 赤穂南

 3 春日 悠太郎(6) 小学校    15.66 3 小野 啓之(6) 小学校    15.27 
ｶｽｶﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 伊那東 ｵﾉ ﾋﾛﾕｷ 両小野

 4 小松 駿介(6) 小学校    15.84 4 酒井 智将(6) 小学校    15.67 
ｺﾏﾂｼｭﾝｽｹ 美篶 ｻｶｲ ﾄﾓﾏｻ 西春近北

 5 小野 正紀(6) 小学校    16.10 5 毛利 水紀(6) 小学校    16.57 
ｵﾉ ﾏｻﾉﾘ 両小野 ﾓｳﾘ ﾐｽﾞｷ 箕輪西

 6 古田 龍一(6) 小学校    16.63 6 市村 雅仁(6) 小学校    16.60 
ﾌﾙﾀ ﾘｭｳｲﾁ 辰野東 ｲﾁﾑﾗﾏｻﾄ 飯島

 7 上山 達弥(6) 小学校    16.75 竹前 拓朗(6) 小学校
ｶﾐﾔﾏﾀﾂﾔ 飯島 ﾀｹﾏｴ ﾀｸﾛｳ 伊那

風速 +0.2

 1 福澤 亮汰(6) 小学校    12.75 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 赤穂東

 2 西村 光(6) 小学校    13.43 
ﾆｼﾑﾗ ﾋｶﾙ 伊那

 3 橋爪 楓汰(6) 小学校    14.25 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｿｳﾀ 伊那

 4 伊藤 正英(6) 小学校    14.29 
ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾃﾞ 伊那東

 5 林 涼真(6) 小学校    14.55 
ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ 西箕輪AC

 6 野澤 樹哉(6) 小学校    14.89 
ｵｻﾞﾜ ﾐｷﾔ 辰野西

 7 滝澤 颯太(6) 小学校    15.08 
ﾀｷｻﾞﾜ ｿｳﾀ 東伊那
朱 龍一(6) 小学校
ｼｭ ﾘｭｳｲﾁ 赤穂南

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

6年男子

100m

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考
4    18 4    28

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

5   325 5    45

7   275 8   276

3   100 3   490

6   459 2   447

8   206 6   419

1   435 7   358
欠場

2   486

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   214 4   239

大会新
6    33 3   244

5    53 5   500

2   424 2   190

8   501 6   451

4   280 7   395

3   402 8    31
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   239

大会新
4    28

6    18

5    45

8   214

1   276

棄権

2   325

7   244



決勝 5月19日 12:10

県小学新          2,52.94
大会新            3,03.53

[ 1組] [ 2組]

 1 那須野 寛生(6) 小学校   3,24.31  1 飯塚 爽介(6) 小学校   3,21.85 
ﾅｽﾉ ﾋﾛｷ 七久保 ｲｲﾂﾞｶ ｿｳｽｹ 赤穂東

 2 山下 祐輝(6) 小学校   3,29.47  2 宮坂 祐貴(6) 小学校   3,29.21 
ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｷ 伊那北 ﾐﾔｻｶ  ﾕｳｷ 南箕輪南部

 3 小林 雅斗(6) 小学校   3,31.99  3 伊藤 直哉(5) 小学校   3,30.75 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 南箕輪 ｲﾄｳ ﾅｵﾔ 箕輪北

 4 山内 龍磨(6) 小学校   3,33.48  4 小幡 英矢(5) 小学校   3,38.96 
ﾔﾏｳﾁ ﾘｮｳﾏ 辰野東 ｵﾊﾞﾀ ｴｲｼ 両小野

 5 松島 瑛樹(6) 小学校   3,34.03  5 倉田 優希(6) 小学校   3,45.38 
ﾏﾂｼﾏ ｴｲｷ 伊那東 ｸﾗﾀﾏｻｷ 美篶

 6 矢野 純也(5) 小学校   3,34.32  6 藤澤 壮志(6) 小学校   3,47.15 
ﾔﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 伊那東 ﾌｼﾞｻﾜ ｿｳｼ ﾁｰﾑ富県

 7 小池 彪(6) 小学校   3,34.33  7 小松 秀太(5) 小学校   3,47.17 
ｺｲｹ ｱｷﾗ 伊那北 ｺﾏﾂ ｼｭｳﾀ 西春近南

 8 春日 竜哉(6) 小学校   3,49.79  8 池ヶ谷 宝(5) 小学校   3,48.70 
ｶｽｶﾞ  ﾀﾂﾔ 長谷 ｲｹｶﾞﾔ ﾀｶﾗ 東伊那

 9 佐藤 亘(5) 小学校   3,51.85  9 北林 拓真(6) 小学校   3,48.88 
ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 手良 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 辰野東

10 藤木 隆久(5) 小学校   3,52.99 10 渡辺 候乃(6) 小学校   3,50.60 
ﾌｼﾞｷ ﾀｶﾋｻ 七久保 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 辰野東

11 田中 颯(5) 小学校   3,57.76 11 風閒 悠矢(5) 小学校   3,52.01 
ﾀﾅｶ ﾊﾔﾃ 高遠 ｶｻﾞﾏ ﾕｳﾔ 箕輪北

12 宮下 偉士(6) 小学校   4,02.60 12 橋倉 広幸(5) 小学校   3,52.26 
ﾐﾔｼﾀ ﾀｹﾄ 七久保 ﾊｼｸﾗ ﾋﾛﾕｷ 宮田

13 向山 凌雅(5) 小学校   4,07.20 13 坂本 大(5) 小学校   3,54.39 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ 箕輪西 ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲ 西春近南

14 柴 拓磨(5) 小学校   4,07.73 14 小松 真都(6) 小学校   3,54.97 
ｼﾊﾞ ﾀｸﾏ 伊那北 ｺﾏﾂﾏｺﾄ 美篶

15 小松 泰斗(5) 小学校   4,35.74 15 川上 玲也(6) 小学校   4,00.58 
ｺﾏﾂ  ﾀｲﾄ 伊那北 ｶﾜｶﾐ ﾚｲﾔ 両小野
小松 優斗(5) 小学校 16 平泉 博基(6) 小学校   4,02.95 
ｺﾏﾂ ﾕｳﾄ 高遠 ﾋﾗｲｽﾞﾐ ﾋﾛｷ 辰野東
柴 尚玖(5) 小学校 17 佐藤 真治(5) 小学校   4,31.66 
ｼﾊﾞ ﾅｵﾋｻ 箕輪西 ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ 辰野西

[ 3組] [ 4組]

 1 北澤 以進(6) 小学校   3,26.07  1 白川 大地(6) 小学校   3,09.72 
ｷﾀｻﾞﾜ ｲｼﾝ 赤穂南 ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 東伊那

 2 泉 湧大(6) 小学校   3,31.22  2 塚越  徹(5) 小学校   3,21.88 
ｲｽﾞﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 伊那 ﾂｶｺｼ ﾃﾂ 西春近北

 3 小松 大輝(5) 小学校   3,33.30  3 井上 亜聡(6) 小学校   3,27.17 
ｺﾏﾂ ﾀﾞｲｷ 辰野西 ｲﾉｳｴ ｱｻﾄ 東春近

 4 赤羽 泰生(5) 小学校   3,34.03  4 松本 崚誠(6) 小学校   3,27.32 
ｱｶﾊﾈ ﾀｲｾｲ 東伊那 ﾏﾂﾓﾄﾘｮｳｾｲ 飯島

 5 小塩 貫汰(6) 小学校   3,37.51  5 久保田 祐梨(5) 小学校   3,35.24 
ｺｼｵ ｶﾝﾀ 中川東 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾘ 箕輪東

 6 小池 寿晏(6) 小学校   3,40.02  6 両田 虎太朗(6) 小学校   3,36.62 
ｺｲｹ ｼﾞｭｱﾝ 中川東 ﾘｮｳﾀ   ｺﾀﾛｳ 赤穂

 7 山内 隼介(6) 小学校   3,42.69  7 根橋 健彰(6) 小学校   3,42.30 
ﾔﾏｳﾁｼｭﾝｽｹ 飯島 ﾈﾊﾞｼ ﾀｹｱｷ 川島

 8 清水 建次郎(6) 小学校   3,44.45  8 目黒 道裕(5) 小学校   3,43.35 
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ 東春近 ﾒｸﾞﾛ ﾐﾁﾋﾛ 中川西

 9 須田 都夢(5) 小学校   3,44.80  9 胡桃沢 翼(6) 小学校   3,44.64 
ｽﾀﾞﾄﾑ 飯島 ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 西春近北

10 野澤 優雅(6) 小学校   3,51.25 10 竹内 健太郎(5) 小学校   3,46.70 
ﾉｻﾞﾜ ﾕｳｶﾞ 辰野西 ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 中沢

11 岩村 勇弥(6) 小学校   3,51.86 11 島川 陽希(6) 小学校   3,50.00 
ｲﾜﾑﾗ ﾕｳﾔ 西春近南 ｼﾏｶﾜ ﾊﾙｷ 西春近北

12 小松 飛空(5) 小学校   3,52.00 12 井ノ口 天優(5) 小学校   3,50.68 
ｺﾏﾂ ｱｽｶ 両小野 ｲﾉｸﾞﾁ ﾃﾝﾕｳ 中沢

13 森 拓夢(5) 小学校   3,54.67 13 宮下 夢冬(6) 小学校   4,02.62 
ﾓﾘ ﾀｸﾑ 東春近 ﾐﾔｼﾀ ﾕｳﾄ 中沢

14 鈴木 来人(5) 小学校   4,01.79 14 竹村 拓登(5) 小学校   4,07.72 
ｽｽﾞｷ ﾗｲﾄ 中川東 ﾀｹﾑﾗ ﾀｸﾄ 中沢

15 宮澤 隆之介(5) 小学校   4,07.76 15 飯島 隆斗(6) 小学校   4,09.54 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 辰野西 ｲｲｼﾞﾏ ﾘｭｳﾄ 川島
馬塲 映輔(5) 小学校 髙坂 将太(5) 小学校
ﾊﾞﾊﾞ ｴｲｽｹ 東春近 ｺｳｻｶ ｼｮｳﾀ 中沢
熊谷 健(6) 小学校
ｸﾏｶﾞｲｹﾝ 飯島

男子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
12   152 1   236

9    73 16   381

17   370 15   482

16   281 6   499

8    56 12   430

10    63 14     8

11    80 4   176

1   316 7   326

5   156 3   285

14   151 5   283

4   128 11   495

6   143 13   101

13   440 10   171

3    76 8   425

15    78 2   505

2   122 9   284
欠場

7   444 17   264
欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
12   251 6   330

17    29 7   191

8   266 8   332

9   323 13   401

6   291 5   464

14   293 14   226

3   394 15   254

5   345 11   288

15   403 3   188

4   277 2   309

16   168 1   192

7   498 12   295

11   344 16   298

2   294 4   308

10   263 9   258

1   352 10   315
欠場 欠場

13   392
欠場



   1 白川 大地(6) 小学校 東伊那     3,09.72   4   1
   2 飯塚 爽介(6) 小学校 赤穂東     3,21.85   2   1
   3 塚越  徹(5) 小学校 西春近北     3,21.88   4   2
   4 那須野 寛生(6) 小学校 七久保     3,24.31   1   1
   5 北澤 以進(6) 小学校 赤穂南     3,26.07   3   1
   6 井上 亜聡(6) 小学校 東春近     3,27.17   4   3
   7 松本 崚誠(6) 小学校 飯島     3,27.32   4   4
   8 宮坂 祐貴(6) 小学校 南箕輪南部     3,29.21   2   2
   9 山下 祐輝(6) 小学校 伊那北     3,29.47   1   2
  10 伊藤 直哉(5) 小学校 箕輪北     3,30.75   2   3
  11 泉 湧大(6) 小学校 伊那     3,31.22   3   2
  12 小林 雅斗(6) 小学校 南箕輪     3,31.99   1   3
  13 小松 大輝(5) 小学校 辰野西     3,33.30   3   3
  14 山内 龍磨(6) 小学校 辰野東     3,33.48   1   4
  15 赤羽 泰生(5) 小学校 東伊那     3,34.03   3   4
  15 松島 瑛樹(6) 小学校 伊那東     3,34.03   1   5
  17 矢野 純也(5) 小学校 伊那東     3,34.32   1   6
  18 小池 彪(6) 小学校 伊那北     3,34.33   1   7
  19 久保田 祐梨(5) 小学校 箕輪東     3,35.24   4   5
  20 両田 虎太朗(6) 小学校 赤穂     3,36.62   4   6
  21 小塩 貫汰(6) 小学校 中川東     3,37.51   3   5
  22 小幡 英矢(5) 小学校 両小野     3,38.96   2   4
  23 小池 寿晏(6) 小学校 中川東     3,40.02   3   6
  24 根橋 健彰(6) 小学校 川島     3,42.30   4   7
  25 山内 隼介(6) 小学校 飯島     3,42.69   3   7
  26 目黒 道裕(5) 小学校 中川西     3,43.35   4   8
  27 清水 建次郎(6) 小学校 東春近     3,44.45   3   8
  28 胡桃沢 翼(6) 小学校 西春近北     3,44.64   4   9
  29 須田 都夢(5) 小学校 飯島     3,44.80   3   9
  30 倉田 優希(6) 小学校 美篶     3,45.38   2   5
  31 竹内 健太郎(5) 小学校 中沢     3,46.70   4  10
  32 藤澤 壮志(6) 小学校 ﾁｰﾑ富県     3,47.15   2   6
  33 小松 秀太(5) 小学校 西春近南     3,47.17   2   7
  34 池ヶ谷 宝(5) 小学校 東伊那     3,48.70   2   8
  35 北林 拓真(6) 小学校 辰野東     3,48.88   2   9
  36 春日 竜哉(6) 小学校 長谷     3,49.79   1   8
  37 島川 陽希(6) 小学校 西春近北     3,50.00   4  11
  38 渡辺 候乃(6) 小学校 辰野東     3,50.60   2  10
  39 井ノ口 天優(5) 小学校 中沢     3,50.68   4  12
  40 野澤 優雅(6) 小学校 辰野西     3,51.25   3  10
  41 佐藤 亘(5) 小学校 手良     3,51.85   1   9
  42 岩村 勇弥(6) 小学校 西春近南     3,51.86   3  11
  43 小松 飛空(5) 小学校 両小野     3,52.00   3  12
  44 風閒 悠矢(5) 小学校 箕輪北     3,52.01   2  11
  45 橋倉 広幸(5) 小学校 宮田     3,52.26   2  12
  46 藤木 隆久(5) 小学校 七久保     3,52.99   1  10
  47 坂本 大(5) 小学校 西春近南     3,54.39   2  13
  48 森 拓夢(5) 小学校 東春近     3,54.67   3  13
  49 小松 真都(6) 小学校 美篶     3,54.97   2  14
  50 田中 颯(5) 小学校 高遠     3,57.76   1  11
  51 川上 玲也(6) 小学校 両小野     4,00.58   2  15
  52 鈴木 来人(5) 小学校 中川東     4,01.79   3  14
  53 宮下 偉士(6) 小学校 七久保     4,02.60   1  12
  54 宮下 夢冬(6) 小学校 中沢     4,02.62   4  13
  55 平泉 博基(6) 小学校 辰野東     4,02.95   2  16
  56 向山 凌雅(5) 小学校 箕輪西     4,07.20   1  13
  57 竹村 拓登(5) 小学校 中沢     4,07.72   4  14
  58 柴 拓磨(5) 小学校 伊那北     4,07.73   1  14
  59 宮澤 隆之介(5) 小学校 辰野西     4,07.76   3  15
  60 飯島 隆斗(6) 小学校 川島     4,09.54   4  15
  61 佐藤 真治(5) 小学校 辰野西     4,31.66   2  17
  62 小松 泰斗(5) 小学校 伊那北     4,35.74   1  15

男子

1000m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
  330
  236
  191
  152
  251
  332
  401
  381
   73
  482
   29
  370
  266
  281
  323
   56
   63
   80
  464
  226
  291
  499
  293
  254
  394
  288
  345
  188
  403
  430
  309
    8
  176
  326
  285
  316
  192
  283
  295
  277
  156
  168
  498
  495
  101
  151
  171
  344
  425
  128
  505
  294

  263
  258
  264
   78

  143
  298
  284
  440
  308
   76



予選 5月19日 8:55
決勝 5月19日 12:50

県小学新            11.72
大会新              14.09

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -1.1

 1 野村 比呂(6) 小学校    15.59 q 1 木村 大(6) 小学校    16.31 q
ﾉﾑﾗ ﾋﾛ 中沢 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲ 伊那

 2 松本 竜弥(6) 小学校    17.65 q 2 市村 優明(6) 小学校    17.23 q
ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾔ 伊那東 ｲﾁﾑﾗﾕｳｷ 飯島

 3 森田 悠大(5) 小学校    18.31 3 蒲原 瑞己(5) 小学校    17.42 q
ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 東伊那 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾐｽﾞｷ 赤穂東

 4 下平 晏士(5) 小学校    18.40 4 山田 和昭(6) 小学校    18.42 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾝｼﾞ 東春近 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 箕輪西

 5 小木曽 輝翔(5) 小学校    19.62 
ｵｷﾞｿ  ﾃﾙﾄ 手良

[ 3組] 風速 -1.1

 1 中嶋 健瑠(5) 小学校    16.80 q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹﾙ 赤穂南

 2 春日 康平(6) 小学校    17.90 
ｶｽｶﾞ ｺｳﾍｲ 宮田

 3 村上 隼人(6) 小学校    18.48 
ﾑﾗｶﾐ ﾊﾔﾄ 箕輪西

 4 井口 翔(6) 小学校    18.71 
ｲｸﾞﾁ ｼｮｳ 東春近

風速 -1.7

 1 野村 比呂(6) 小学校    15.00 
ﾉﾑﾗ ﾋﾛ 中沢

 2 木村 大(6) 小学校    15.88 
ｷﾑﾗ ﾀﾞｲ 伊那

 3 松本 竜弥(6) 小学校    16.04 
ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾔ 伊那東

 4 中嶋 健瑠(5) 小学校    16.48 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹﾙ 赤穂南

 5 蒲原 瑞己(5) 小学校    16.87 
ｶﾝﾊﾞﾗ ﾐｽﾞｷ 赤穂東

 6 市村 優明(6) 小学校    17.17 
ｲﾁﾑﾗﾕｳｷ 飯島

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

男子

80mH(0.700m)

予選 通過基準  3組  0着 + 6 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考
3   313 5    39

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

2    57 2   396

5   321 3   229

4   334 4   443

6   163

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   249

2   104

4   448

5   331

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   313

3    39

2    57

6   249

7   229

4   396



予選 5月19日 11:35
決勝 5月19日 14:30

県小学新            51.61
大会新              54.55

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 飯島(A)   399 小林 泰平(6)     57.52 q  1   4 赤穂(A)   224 中平 明辰(6)     56.07 q

ｲｲｼﾞﾏA ｺﾊﾞﾔｼﾀｲﾍｲ ｱｶﾎA ﾅｶﾀﾞｲﾗ  ｱｷﾖｼ
  406 天野 羅意(6)   220 酒井 和馬(6)

ｱﾏﾉﾗｲ ｻｶｲ  ｶｽﾞﾏ
  391 柿野 祥(6)   222 小町谷 祥司(6)

ｶｷﾉｼｮｳ ｺﾏﾁﾔ  ｼｮｳｼﾞ
  408 土村 真斗(6)   218 熊谷 康成(6)

ﾂﾁﾑﾗﾏﾅﾄ ｸﾏｶﾞｲ  ｺｳｾｲ
 2   5 伊那東    51 高嶋 健人(6)     58.19 q  2   5 七久保   153 片桐 聖護(6)     56.80 q

ｲﾅﾋｶﾞｼ ﾀｶｼﾏ ｹﾝﾄ ﾅﾅｸﾎﾞ ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳｺﾞ
   58 大杉 啓(6)   147 窪田 凌也(6)

ｵｵｽｷﾞ ﾋﾛﾑ ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳﾔ
   62 北澤 翔吾(6)   150 代田 智大(6)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ ｼﾛﾀ ﾄﾓﾋﾛ
   52 春日 優輝(6)   146 窪田 璃久(6)

ｶｽｶﾞ ﾏｻｷ ｸﾎﾞﾀ ﾘｸ
 3   3 高遠北   133 岩澤 秀樹(6)   1,00.24 q  3   6 南箕輪   378 野口 弓月(6)     56.85 q

ﾀｶﾄｵｷﾀ ｲﾜｻﾜ ﾋﾃﾞｷ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ﾉｸﾞﾁ ﾕﾂﾞｷ
  142 北原 帆貴(6)   373 征矢 龍斗(6)

ｷﾀﾊﾗ ﾎﾀﾞｶ ｿﾔ ﾘｭｳﾄ
  140 北原 寛之(6)   365 三澤 拓実(6)

ｷﾀﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ ﾐｻﾜ ﾀｸﾐ
  132 加藤 洋生(6)   377 平島  歩(6)

ｶﾄｳ ﾖｳｾｲ ﾋﾗｼﾏ ｱﾕﾑ
 4   6 辰野東(A)   284 平泉 博基(6)   1,02.80 q  4   3 伊那北(A)    84 中山 蓮(6)     59.12 q

ﾀﾂﾉﾋｶﾞｼA ﾋﾗｲｽﾞﾐ ﾋﾛｷ ｲﾅｷﾀA ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ
  285 北林 拓真(6)    65 伊藤 陸(6)

ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ ｲﾄｳ ﾘｸ
  283 渡辺 候乃(6)    71 三澤 健太(6)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ ﾐｻﾜ ｹﾝﾀ
  281 山内 龍磨(6)    81 西田 ガブリエル(6)

ﾔﾏｳﾁ ﾘｮｳﾏ ﾆｼﾀﾞ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ
 5   2 箕輪西   438 下平 隆太(5)   1,04.28  5   2 中沢   301 宮脇 脩(5)   1,04.08 

ﾐﾉﾜﾆｼ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｭｳﾀ ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾔﾜｷ ｼｭｳ
  439 向山 大介(5)   299 宮脇 祐歩(5)

ﾑｶｲﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ ﾐﾔﾜｷ ﾕｳﾎ
  446 小椋 夢人(5)   303 山口 武流(5)

ｵｸﾞﾗ ﾕｳﾄ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾙ
  442 佐藤 拓真(5)   305 倉田 拓夢(5)

ｻﾄｳ ﾀｸﾏ ｸﾗﾀ ﾀｸﾑ
 6   7 箕輪南   474 小沢 律稀(5)   1,04.53 

ﾐﾉﾜﾐﾅﾐ ｵｻﾞﾜ ﾘﾂｷ
  480 柳澤 大樹(5)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｵｵｷ
  473 小川 泰輝(5)

ｵｶﾞﾜ ﾀｲｷ
  481 鈴木 真奈人(5)

ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾄ

男子

4×100mR

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 赤穂(A)   224 中平 明辰(6)     55.99 

ｱｶﾎA ﾅｶﾀﾞｲﾗ  ｱｷﾖｼ
  220 酒井 和馬(6)

ｻｶｲ  ｶｽﾞﾏ
  222 小町谷 祥司(6)

ｺﾏﾁﾔ  ｼｮｳｼﾞ
  218 熊谷 康成(6)

ｸﾏｶﾞｲ  ｺｳｾｲ
 2   6 七久保   153 片桐 聖護(6)     56.71 

ﾅﾅｸﾎﾞ ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳｺﾞ
  147 窪田 凌也(6)

ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳﾔ
  150 代田 智大(6)

ｼﾛﾀ ﾄﾓﾋﾛ
  146 窪田 璃久(6)

ｸﾎﾞﾀ ﾘｸ
 3   5 南箕輪   378 野口 弓月(6)     56.86 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ﾉｸﾞﾁ ﾕﾂﾞｷ
  373 征矢 龍斗(6)

ｿﾔ ﾘｭｳﾄ
  365 三澤 拓実(6)

ﾐｻﾜ ﾀｸﾐ
  377 平島  歩(6)

ﾋﾗｼﾏ ｱﾕﾑ
 4   3 飯島(A)   399 小林 泰平(6)     57.96 

ｲｲｼﾞﾏA ｺﾊﾞﾔｼﾀｲﾍｲ
  406 天野 羅意(6)

ｱﾏﾉﾗｲ
  391 柿野 祥(6)

ｶｷﾉｼｮｳ
  408 土村 真斗(6)

ﾂﾁﾑﾗﾏﾅﾄ
 5   8 伊那北(A)    84 中山 蓮(6)     58.56 

ｲﾅｷﾀA ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ
   65 伊藤 陸(6)

ｲﾄｳ ﾘｸ
   71 三澤 健太(6)

ﾐｻﾜ ｹﾝﾀ
   81 西田 ガブリエル(6)

ﾆｼﾀﾞ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ
 6   7 伊那東    51 高嶋 健人(6)     58.66 

ｲﾅﾋｶﾞｼ ﾀｶｼﾏ ｹﾝﾄ
   58 大杉 啓(6)

ｵｵｽｷﾞ ﾋﾛﾑ
   62 北澤 翔吾(6)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ
   52 春日 優輝(6)

ｶｽｶﾞ ﾏｻｷ
 7   2 高遠北   133 岩澤 秀樹(6)   1,01.45 

ﾀｶﾄｵｷﾀ ｲﾜｻﾜ ﾋﾃﾞｷ
  142 北原 帆貴(6)

ｷﾀﾊﾗ ﾎﾀﾞｶ
  140 北原 寛之(6)

ｷﾀﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ
  132 加藤 洋生(6)

ｶﾄｳ ﾖｳｾｲ
 8   1 辰野東(A)   284 平泉 博基(6)   1,03.10 

ﾀﾂﾉﾋｶﾞｼA ﾋﾗｲｽﾞﾐ ﾋﾛｷ
  285 北林 拓真(6)

ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ
  283 渡辺 候乃(6)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ
  281 山内 龍磨(6)

ﾔﾏｳﾁ ﾘｮｳﾏ

4×100mR
決勝

男子



決勝 5月19日  9:00

県小学新             1.46
大会新               1.32

吉澤 幸輝(6) 小学校
ﾖｼｻﾞﾜ ｺｳｷ ﾁｰﾑ富県
笠川 京(6) 小学校
ｶｻｶﾞﾜ ｹｲ 駒ヶ根AC
後藤 元太(6) 小学校
ｺﾞﾄｳ ｹﾞﾝﾀ 西箕輪AC
熊澤 侑真(6) 小学校
ｸﾏｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 西箕輪AC
川島 大和(6) 小学校
ｶﾜｼﾏ ﾔﾏﾄ 西箕輪AC
小須田 慧(6) 小学校
ｺｽﾀﾞ ｹｲ 西箕輪AC
樋屋 啓太(5) 小学校
ﾋｵｸ ｹｲﾀ 赤穂東
宮下 尚汰(6) 小学校
ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳﾀ 西箕輪AC
春日 雄大郎(5) 小学校
ｶｽｶﾞﾕｳﾀﾛｳ 美篶
白鳥 剛広(5) 小学校 欠場
ｼﾛﾄﾘ ﾀｹﾋﾛ 箕輪西

 0.95

7   450

9 10   422
XXO O XXX

 1.00
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8 1   199
O O O XXX

O XXX
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6 5   205
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4 3   208
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 1.15

4 2   200
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O O XXO XXX
3 8   203
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O XXO XXX  1.20

 1.20

2 6   116
- - O O O

O O O XO XXX

記録 備考
1 4     2

O O O

1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 1m23

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 m90 m95



決勝 5月19日 11:00

県小学新             5.47
大会新               4.74

髙畑 遼(6) 小学校   4.22    X   4.36    4.36 
ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳ 東春近   -1.4   -1.4    -1.4
稲村 春飛(6) 小学校   4.29   4.00    X    4.29 
ｲﾅﾑﾗ ﾊﾙﾄ 宮田   -1.4   -1.9    -1.4
酒井 大成(6) 小学校   3.97   3.99   3.89    3.99 
ｻｶｲ ﾀｲｾｲ 東春近   -1.8   -2.5   -2.5    -2.5
滝沢 颯人(6) 小学校   3.97    X    X    3.97 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 川島   -2.0    -2.0
片桐 圭祐(6) 小学校   3.40   3.43   3.67    3.67 
ｶﾀｷﾞﾘ ｹｲｽｹ 宮田   -0.1   -2.4   -1.1    -1.1
伊藤 聡真(6) 小学校   3.39   3.64   3.62    3.64 
ｲﾄｳ ｿｳﾏ 高遠   -1.2   -0.9   -1.5    -0.9
小牧 蓮(6) 小学校   3.34   3.55   3.56    3.56 
ｺﾏｷ ﾚﾝ ﾁｰﾑ富県   -2.9   -1.0    0.0     0.0
百瀬 尚之(6) 小学校   3.39   3.55    X    3.55 
ﾓﾓｾ ﾅｵﾕｷ 川島    0.0    0.0     0.0
北澤 颯人(6) 小学校   3.11   3.50   3.46    3.50 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 宮田   -1.5   -0.4   -2.6    -0.4
片野 詩音(6) 小学校   3.14   3.47   3.43    3.47 
ｶﾀﾉ ｼｵﾝ 西箕輪AC   -1.0    0.0   -1.4     0.0
増澤 知也(6) 小学校   3.36   3.47   3.28    3.47 
ﾏｽｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ ﾁｰﾑ富県   -1.4   -1.1   -1.6    -1.1
織井 昭汰(6) 小学校   3.29   3.45   3.21    3.45 
ｵﾘｲ ｼｮｳﾀ 伊那   -0.7   -1.5   -1.5    -1.5
上村 琉乃介(5) 小学校   3.40   3.22   3.13    3.40 
ｶﾐﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 伊那   -0.7   -1.8   -1.6    -0.7
沖山 健人(5) 小学校   3.39   3.08   3.15    3.39 
ｵｷﾔﾏ ｹﾝﾄ 辰野東   -1.0   -1.2   -1.5    -1.0
濱  大貴(6) 小学校   3.36   3.23   3.15    3.36 
ﾊﾏ ﾋﾛﾀｶ 南箕輪   -0.8   -0.1   -1.5    -0.8
村岡 賢太(6) 小学校    X   3.28   3.06    3.28 
ﾑﾗｵｶ ｹﾝﾀ 箕輪中部   -0.7   -0.5    -0.7
竹村 由伸(5) 小学校   3.21   3.26   3.05    3.26 
ﾀｹﾑﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 赤穂南   +0.7   -2.1   -0.9    -2.1
兼子 翔伍(5) 小学校   3.20   3.07   3.14    3.20 
ｶﾈｺ ｼｮｳｺﾞ 東春近   -0.8   -0.1   -0.6    -0.8
髙坂 瞳磨(5) 小学校   3.18   2.85   2.89    3.18 
ｺｳｻｶ ﾄｳﾏ 赤穂東   -0.7   -1.6   -2.2    -0.7
赤羽 流維(5) 小学校   3.12   3.11   3.03    3.12 
ｱｶﾊﾈ ﾙｲ 辰野東   -0.5   -1.4    0.0    -0.5
平澤 諒河(5) 小学校   3.01   3.11   2.98    3.11 
ﾋﾗｻﾜ ﾘｮｳｶﾞ 西春近北   -2.3   -2.6   -2.6    -2.6
清沢 柊司(6) 小学校   2.88   3.05   3.09    3.09 
ｷﾖｻﾜｼｭｳｼﾞ 美篶   -1.3   -0.6   -1.0    -1.0
上島 颯太(6) 小学校   2.95   3.01   3.07    3.07 
ｶﾐｼﾞﾏｿｳﾀ 美篶   -0.6   -0.1   -1.5    -1.5
橋原 航志郎(5) 小学校   2.97   2.95   3.07    3.07 
ﾊｼﾊﾗｺｳｼﾛｳ 美篶   -3.1   -1.9   -2.6    -2.6
山本 麗夢(5) 小学校   3.06   2.37   2.98    3.06 
ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾝ 伊那北   -1.9   -1.2    0.0    -1.9
掛川 将大(5) 小学校   2.69   3.04   2.83    3.04 
ｶｹｶﾞﾜｼｮｳﾀ 美篶   -2.3   -0.8   -0.6    -0.8
山﨑 一幸(5) 小学校   2.85   2.96   2.93    2.96 
ﾔﾏｻｷｶｽﾞﾕｷ 美篶   -0.6   -1.7    0.0    -1.7
柴 理生(6) 小学校   2.96   2.60   3.22    3.22 
ｼﾊﾞ ﾘｷ 箕輪西   -2.0   -3.0   -1.2    -1.2
青木 陽太郎(5) 小学校   2.95   2.66   2.89    2.95 
ｱｵｷ ﾖｳﾀﾛｳ 両小野   -1.9   -0.4   -1.9    -1.9
池上 翔馬(6) 小学校   2.93   2.92    X    2.93 
ｲｹｶﾞﾐ ｼｮｳﾏ 高遠北   -1.2   -0.2    -1.2
唐木 雅人(5) 小学校   2.57   2.91   2.32    2.91 
ｶﾗｷ ﾏｻﾄ 西春近南   -0.9    0.0   -1.4     0.0
田畑 龍之介(6) 小学校   2.89   2.70    X    2.89 
ﾀﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾁｰﾑ富県   -1.4   -0.8    -1.4
小澤 将大(5) 小学校   2.72   2.20   2.82    2.82 
ｵｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 辰野西   -0.1   -2.4   +0.5    +0.5
酒井 魁人(5) 小学校   2.74   2.80   2.77    2.80 
ｻｶｲ ｶｲﾄ 西春近南   -1.1   -0.8   -0.1    -0.8
伊藤 竜成(5) 小学校   2.79   2.49   2.60    2.79 
ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 川島   -0.2   -0.9   +0.7    -0.2
有賀 駿介(6) 小学校   2.73   2.78   2.76    2.78 
ｱﾙｶﾞ ｼｭﾝｽｹ 伊那   -1.2   +0.3   -0.9    +0.3

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 43   359

2 44    98

3 41   339

4 39   257

5 32   112

6 6   118

7 14     4

8 35   259

9 36   114

10 37   211

11 10     5

12 42    25

13 33    24

14 15   279

15 16   380

16 1   455

17 34   248

18 22   336

19 5   240

20 12   282

21 38   193

22 27   427

23 23   426

24 40   418

25 28    75

26 25   415

27 29   421

28 3   445

29 11   504

30 7   137

31 21   181

32 2     7

33 31   267

34 26   173

35 13   253

36 20    42



小林 大(5) 小学校   2.34   2.65    X    2.65 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲ 西箕輪AC   -1.9   -0.4    -0.4
唐澤 寿弥(6) 小学校   2.58   2.45   2.60    2.60 
ｶﾗｻﾜ ﾄｼﾔ 東春近   -1.1   -0.5   -1.4    -1.4
三浦 雄樹(5) 小学校   2.57   2.44   2.25    2.57 
ﾐｳﾗ ﾕｳｷ 川島   -2.3   -1.3    0.0    -2.3
原 尚輝(5) 小学校    X    X   2.40    2.40 
ﾊﾗ ﾅｵｷ 中川東   -1.1    -1.1
北原 春輝(6) 小学校   2.23   2.20    X    2.23 
ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｷ 高遠北   -2.6   -2.4    -2.6
酒井 倖太(5) 小学校 欠場
ｻｶｲ ｺｳﾀ 東春近
中村 耕太(5) 小学校 欠場
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ 西箕輪AC

男子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
37 24   207

38 19   350

39 8   255

40 18   290

41 4   141

30   209

17   338



決勝 5月19日 10:30

県小学新            74.23
大会新              71.50

中原 徹哉(6) 小学校
ﾅｶﾊﾗ ﾃﾂﾔ 高遠
唐澤 陸(6) 小学校
ｶﾗｻﾜ ﾘｸ 辰野西
白澤 優典(6) 小学校
ｼﾗｻﾜ ﾕｳｽｹ 南箕輪南部
小松 俊介(6) 小学校
ｺﾏﾂ ｼｭﾝｽｹ 高遠
三井 康輔(6) 小学校
ﾐﾂｲ ｺｳｽｹ 赤穂東
戸田 泰彰(6) 小学校
ﾄﾀﾞ ﾔｽｱｷ 西春近北
小野 竜哉(5) 小学校
ｵﾉ ﾀﾂﾔ 両小野
今村 大晴(6) 小学校
ｲﾏﾑﾗ ﾀｲｾｲ 伊那北
宮脇 陸(6) 小学校
ﾐﾔﾜｷ ﾘｸ 中沢
髙木 優太郎(5) 小学校
ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 辰野西
伊藤 雄大(6) 小学校
ｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 伊那東
柴 佑介(5) 小学校
ｼﾊﾞ ﾕｳｽｹ 箕輪東
飯島 友汰(5) 小学校
ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 東春近
酒井 龍一(6) 小学校
ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁ 西春近南
富永 悠斗(5) 小学校
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳﾄ 伊那北
伊東 凌雅(5) 小学校
ｲﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ 伊那北
桑原 直人(6) 小学校
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾅｵﾄ 宮田
毛利 高浩(5) 小学校
ﾓｳﾘ ﾀｶﾋﾛ 箕輪南
有賀 開(5) 小学校
ｱﾙｶﾞ ｶｲ 西春近南
内田 竜椰(5) 小学校
ｳﾁﾀﾞ ﾀﾂﾔ 伊那北
酒井 陽輝(6) 小学校
ｻｶｲ ﾊﾙｷ 西春近南
塩﨑 快彦(6) 小学校
ｼｵｻﾞｷ ﾖｼﾋｺ 伊那東
城倉 優雅(5) 小学校
ｼﾞｮｳｸﾗ  ﾕｳｶﾞ 手良
三井 涼平(5) 小学校
ﾐﾂｲ ﾘｮｳﾍｲ 箕輪東
笠井 陽太(5) 小学校
ｶｻｲﾖｳﾀ 美篶
恒川 直澄(5) 小学校
ﾂﾈｶﾜ ﾅｵﾄ 伊那東
飯塚 来夢(5) 小学校
ｲｲﾂﾞｶ ﾗｲﾑ 西春近南
田中 翔太(5) 小学校
ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ 箕輪南
伊藤 史哉(5) 小学校
ｲﾄｳﾌﾐﾔ 美篶
栗田 涼太郎(5) 小学校
ｸﾘﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ 西春近南
池上 颯(6) 小学校 欠場
ｲｹｶﾞﾐ  ｿｳ 高遠
長谷川 晃聖(5) 小学校 欠場
ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳｾｲ 東春近
髙井 ジュリウス(6) 小学校 欠場
ﾀｶｲ  ｼﾞｭﾘｳｽ 南箕輪南部
荒木 瑠夏(6) 小学校 欠場
ｱﾗｷ  ﾙｶ 南箕輪南部

34   382

32   388

20   349

 19.91 

9   126

 28.41 

30 21   169
19.91   X   O

 29.37 

29 16   411
28.41   O   O

 30.70 

28 14   476
29.37   O   O

 32.63 

27 19   182
30.70   O   X

 33.10 

26 7    49
32.63   O   O

 34.71 

25 22   416
  X 33.10   O

 34.96 

24 25   467
  O   O 34.71

 36.38 

23 26   164
  O 34.96   O

 37.03 

22 23    48
36.38   O   O

 37.82 

21 15   174
  O 37.03   O

 39.25 

20 8    88
  X 37.82   O

 39.35 

19 13   184
39.25   O   O

 39.41 

18 24   478
  O   O 39.35

 39.60 

17 6   102
  O 39.41   O

 39.62 

16 18    64
  O 39.60   O

 41.10 

15 10    90
39.62   O   O

 42.92 

14 17   175
  O   O 41.10

 43.28 

13 29   354
  O 42.92   O

 43.54 

12 31   468
  O   O 43.28

 44.22 

11 3    47
43.54   O   O

 44.51 

10 27   278
  O 44.22   O

 45.88 

9 30   300
  X   O 44.51

 46.17 

8 12    70
45.88   O   O

 48.90 

7 5   502
  O 46.17   O

 50.78 

6 4   187
  O   O 48.90

 51.90 

5 1   231
  O   X 50.78

 52.38 

4 2   120
  O 51.90   O

 58.40 

3 28   387
  O 52.38   O

 59.44 

2 33   274
  O 58.40   O

1 11   127
  O 59.44   O
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