
第49回上伊那秋季記録会　兼　第19回上伊那ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ                           
　　主催：(一財)長野陸上競技協会・上伊那陸上競技協会                            
　　　　　・上伊那ｽﾎﾟｰﾂ振興協議会                                               

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
09/06 男子 山崎 久樹(2) 11.42 丸岡 精二 11.43 宮澤 崇(1) 11.65 戸田 和輝(2) 11.76 熊谷 諒平(2) 11.94 春日 明日実(2) 11.99 唐澤 翔馬(2) 12.06 原田 巧己(2) 12.07

１００ｍ 高校･上伊那農高 一般･駒ｹ根AC 高校･上伊那農高 高校･伊那北高 高校･飯田風越高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･上伊那農高 高校･飯田風越高
09/06 中島 瑶樹(2) 52.61 蟹澤 恭吾 53.14 保科 新一郎(2) 53.92 菊地 康亮(2) 54.03 藤森 優輝(2) 54.41 市瀬 芳明 56.17 有賀 正和(1) 57.39 中嶋 正人(2) 57.45

４００ｍ 高校･飯田風越高 一般･上伊那郡陸協 高校･高遠高 高校･上伊那農高 高校･岡谷南高 一般･飯田市陸協 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･岡谷南高
09/06 北原 崇志 1,58.83 内川 大樹(2) 2,02.92 春日 明日実(2) 2,07.07 岩﨑 一徹(1) 2,08.11 田中 孝文(2) 2,10.23 齋藤 春希(1) 2,13.78 宮尾 淳矢 2,13.95 三石 隆貴(2) 2,15.31

８００ｍ 一般･上伊那郡陸協 高校･小諸高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･飯田風越高 高校･OIDE長姫高 高校･伊那弥生ヶ丘高 一般･箕輪町陸協 高校･高遠高
09/06 那須野 亨(2) 4,18.19 村山 和勇(1) 4,20.75 大峡 和(2) 4,20.86 宮崎 仁(2) 4,22.55 岩﨑 一徹(1) 4,23.47 矢澤 雄太(2) 4,31.22 藤木 俊(1) 4,32.99 垣内 岳(1) 4,33.63

１５００ｍ 高校･伊那北高 高校･飯田風越高 中学･ISｼﾞｭﾆｱ 高校･飯田風越高 高校･飯田風越高 高校･伊那北高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･伊那弥生ヶ丘高
09/06 三沢 健 16,03.79 那須野 亨(2) 16,15.57 松村 博文 16,29.06 大村 一 17,05.01 宮崎 仁(2) 17,17.71 塩澤 寛太(1) 17,38.60 竹村 吉晃(1) 17,41.36 里見 心(2) 18,00.31

５０００ｍ 一般･ISｼﾞｭﾆｱ 高校･伊那北高 一般･上伊那郡陸恊 一般･塩尻市役所 高校･飯田風越高 高校･OIDE長姫高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･岡谷南高
09/06 矢島 竜成(2) 1.70 山岸 流唯(2) 1.65 花井 有輝(1) 1.60 古瀬 友暉(2) 1.55 山内 一輝(2) 1.55 松下 莉玖(2) 中学･宮田中 1.50 赤羽 健一(1) 1.50

走高跳 中学･箕輪中 高校･OIDE長姫高 高校･飯田風越高 中学･飯田高陵中 中学･辰野中 中路 星耀(3) 中学･伊那東部中 中学･辰野中
09/06 前田 貴滉(1) 4.30 池上 優斗(1) 2.50 福島 凛(2) 2.10 恒川 直澄(1) 2.00

棒高跳 高校･伊那北高 高校･高遠高 中学･箕輪中 中学･伊那東部中
09/06 小町谷 祥司(2)5.79(0.0) 手塚 貴郁(1) 5.58(-1.7) 唐澤 旺生(2) 5.44(-0.3) 有賀 正和(1) 5.29(+1.1) 市瀬 芳明 4.99(-0.5) 長瀬 和真(2) 4.99(0.0) 富井 慶太 4.92(0.0) 中平 明辰(2) 4.83(+0.2)

走幅跳 中学･伊那AC 高校･飯田風越高 高校･伊那北高 高校･伊那弥生ヶ丘高 一般･飯田市陸協 中学･飯田高陵中 一般･松本市陸協 中学･赤穂中
09/06 前澤 凌(2) 8.33 飯島 靖之(1) 6.62

砲丸投(6.000kg) 高校･高遠高 高校･駒ｹ根工高
09/06 片倉一穂(3) 36.16

円盤投(1.750kg) 高校･上伊那農高
09/06 上伊那農高       44.82 飯田風越高       45.21 飯田高陵中(A)      48.66 辰野中(A)       49.48 OIDE長姫高       49.49 伊那東部中       49.94 赤穂中       50.51 駒ヶ根東中(A)      50.98

４×１００ｍＲ 藤原 渓太(1) 中島 瑶樹(2) 長瀬 和真(2) 春宮 省汰(2) 遠山 春樹(2) 小松 航大(1) 中平 明辰(2) 伊藤 晴也(1)
山崎 久樹(2) 熊谷 諒平(2) 藤井 隆聖(2) 山内 一輝(2) 秋村 フェルナンド(1) 酒井 龍介(1) 酒井 和馬(2) 福澤 亮汰(2)
唐澤 翔馬(2) 原田 巧己(2) 古瀬 友暉(2) 小池 潤優(2) 山岸 流唯(2) 倉田 優希(2) 小平 温大(1) 倉田 拓夢(1)
宮澤 崇(1) 鎌倉 渉(1) 佐々木 勇人(3) 林 泰希(1) 畑中 謙吾(1) 伊藤 陸(2) 関 雄飛(1) 庄田 裕樹(2)

09/06 中学男子 白川 大地(2) 9,27.11 菅沼 直紘(2) 9,43.36 川島 翔太(2) 9,44.01 大峡 和(2) 9,47.00 三島 颯太(2) 9,47.99 杉山 修己(3) 9,50.97 血脇 悠斗(3) 9,54.17 小林 龍矢(2) 9,57.46
３０００ｍ 中学･駒ヶ根東中 中学･鉢盛中 中学･高瀬中 中学･ISｼﾞｭﾆｱ 中学･鉢盛中 中学･赤穂中 中学･長峰中 中学･飯田高陵中

09/06 奥垣内 崇史(3) 11.70 藤井 隆聖(2) 9.51 松田 直也(2) 8.95 登内 達也(1) 6.50 北澤 佑玖(1) 6.38 松下 士恩(1) 6.14 市岡 佳大(1) 5.30
砲丸投(5.000kg) 中学･鉢盛中 中学･飯田高陵中 中学･箕輪中 中学･伊那東部中 中学･宮田中 中学･中川中 中学･飯田高陵中

09/06 末元 昂成(2) 12.65
円盤投(1.500kg) 中学･飯田高陵中

09/06 加藤 駿己(3) 35.56 後沢 大紀(1) 27.50 工藤 俊介(1) 25.99 宮下 藍斗(1) 24.59 登内 達也(1) 22.95
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･飯田高陵中 中学･飯田高陵中 中学･伊那東部中 中学･飯田高陵中 中学･伊那東部中

09/06 小学4年男子  -0.6林 優真(4) 14.85 原 晃暉(4) 15.71 丸山 琉吾(4) 15.86 山岡 楓生(4) 15.89 工藤 航介(4) 15.97 古賀 涼輔(4) 16.36 小倉 心和(4) 16.48 熊谷 知樹(4) 16.51
１００ｍ 小学･西箕輪AC 小学･西箕輪AC 小学･南箕輪小 小学･箕輪中部小 小学･伊那AC 小学･箕輪中部小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

09/06 小学5年男子  +0.3有賀 玄太(5) 14.23 西澤 歩夢(5) 15.01 松田 拓巳(5) 15.26 長谷 敬太(5) 15.30 髙橋 雅示(5) 15.61 武井 拓弥(5) 15.63 小倉 快心(5) 15.70 扇田 大雅(5) 15.89
１００ｍ 小学･南箕輪小 小学･高遠小 小学･箕輪中部小 小学･箕輪中部小 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

09/06 小学6年男子   0.0神谷 宗尭(6) 13.30 長野 竜治(6) 13.52 山田 海斗(6) 14.13 松井 秀真(6) 14.43 橋爪 淳(6) 14.47 征矢 快誠(6) 14.70 中村 健人(6) 14.79 林 和真(6) 14.86
１００ｍ 小学･伊那AC 小学･箕輪中部小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･箕輪中部小 小学･箕輪中部小 小学･西箕輪AC

09/06 小学共通男子 椎名 一郎(6) 3,12.73 鎮西 翔(6) 3,21.03 小松 航(5) 3,23.76 出澤 周大(5) 3,27.97 日達 匠海(4) 3,36.17 藤澤 怜大(5) 3,41.99 山下 大輝(4) 3,44.79 矢沢 蓮太郎(4) 3,46.70
１０００ｍ 小学･駒ヶ根中沢RC 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･高遠小 小学･駒ヶ根中沢RC 小学･駒ヶ根中沢RC 小学･辰野南小 小学･南箕輪小 小学･駒ヶ根中沢RC

09/06   0.0大森 才稀(6) 13.31 安藤 雅陽(6) 16.90
80mH(0.700m) 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

09/06 伊東 龍生(6) 4.13(+1.0) 林 大翔(6) 4.01(+0.4) 古屋 孝太郎(6)3.88(-0.1) 斎藤 貴之(6) 3.69(0.0) 羽生 智輝(5) 3.53(+0.1) 福澤 洸士(5) 3.46(+0.6) 大森 光稀(4) 3.03(0.0) 畠山 大洋(4) 2.76(0.0)
走幅跳 小学･高遠小 小学･高遠小 小学･南箕輪小 小学･西箕輪AC 小学･南箕輪小 小学･伊那AC 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･南箕輪小

09/06 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(C      55.19 箕輪中部小(A)      56.01 箕輪中部小(B)      59.20 南箕輪小(A)       59.44 高遠小     1,02.91 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(B    1,03.09 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(A    1,03.92 南箕輪小(B)     1,04.25
４×１００ｍＲ 大森 才稀(6) 北原 香音(6) 唐澤 慧太(6) 井上 颯(5) 伊澤 頼寿(5) 西野 瑛修(5) 大森 光稀(4) 池田 琢磨(4)

山田 海斗(6) 長野 竜治(6)  土屋 呉巴(6) 髙橋 雅示(5) 伊藤 律(5) 小倉 快心(5) 小倉 心和(4) 丸山 琉吾(4)
橋爪 淳(6) 佐藤 正健(6) 中林 悠一郎(6) 有賀 玄太(5) 樋口 晴斗(5) 浅石 晴成(5) 塩川 大樹(4) 征矢 尚門(4)
松井 秀真(6) 征矢 快誠(6) 中村 健人(6) 武井 拓弥(5) 小松 航(5) 扇田 大雅(5) 熊谷 知樹(4) 山下 大輝(4)

09/06 オープン小学 ﾄﾞｱﾙﾃｲｽﾃﾌｧﾉﾏﾙﾊﾞ 13.77 柳澤 大翔(5) 13.82 市川 凌大(5) 14.19 塩澤 昂(6) 14.32 勝野 武(5) 14.81 勝野 剛(5) 15.10 野口 颯太(5) 15.33 小林 慶輝(5) 15.67
１００ｍ 小学･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学･穂高西AC 小学･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学･穂高西AC 小学･穂高西AC 小学･穂高西AC 小学･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ
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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
09/06 萩原 滉太郎(5) 3,20.91 木内 万璃(5) 3,21.31 瀧澤 健人(5) 3,27.41 市瀬 優樹(6) 3,37.20 横田 善(6) 3,43.32 帯川 伊吹(5) 3,49.22 大峡 謙(5) 3,54.50 奥谷 楓(6) 3,56.27

１０００ｍ 小学･穂高西AC 小学･穂高西AC 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･木祖小
09/06   0.0木下 耀仁(6) 15.69

80mH(0.700m) 小学･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ
09/06 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ       56.32 穂高西AC(A)       56.70 穂高西AC(B)     1,02.54 穂高西AC(C)     1,02.94

４×１００ｍＲ 塩澤 昂(6) 勝野 剛(5) 萩原 滉太郎(5) 梅津 紘哉(4)
市川 凌大(5) 勝野 武(5) 木内 万璃(5) 大塚 悠剛(4)
木下 耀仁(6) 野口 颯太(5) 藤原 海都(5) 蓮井 涼太(4)
ﾄﾞｱﾙﾃｲｽﾃﾌｧﾉﾏﾙﾊﾞ(5) 柳澤 大翔(5) 村田 裕哉(4) 大塚 壮剛(4)

09/06 中学１年男子 林 泰希(1) 12.60 粟津原 奨太(1) 12.83 酒井 龍介(1) 12.84 登内 和也(1) 13.34 上野 俊瑛(1) 13.38 荻原 凌我(1) 13.44 宮下 日向(1) 13.46 小平 温大(1) 13.48
１００ｍ 中学･辰野中 中学･鉢盛中 中学･伊那東部中 中学･箕輪中 中学･箕輪中 中学･箕輪中 中学･赤穂中 中学･赤穂中

09/06 木村 暁仁(1) 4,43.41 川上 烈生(1) 4,54.34 久保田 祐梨(1) 4,54.75 上条 康太(1) 5,01.98 村上 裕雅(1) 5,10.15 黒岩 優斗(1) 5,10.89 春日 勇人(1) 5,12.47 井内 一郎(1) 5,12.57
１５００ｍ 中学･女鳥羽中 中学･鉢盛中 中学･箕輪中 中学･堀金中 中学･鉢盛中 中学･堀金中 中学･宮田中 中学･箕輪中

09/06 小松 航大(1) 4.44(0.0) 宮下 龍之介(1)4.22(+0.5) 丸山 優(1) 4.19(0.0) 春日 雄大郎(1)4.09(-0.8) 西山 星輝(1) 3.96(-0.2) 木村 暁仁(1) 3.88(-0.3) 風間 悠矢(1) 3.79(0.0) 榎本 虹輝(1) 3.78(0.0)
走幅跳 中学･伊那東部中 中学･宮田中 中学･女鳥羽中 中学･伊那東部中 中学･箕輪中 中学･女鳥羽中 中学･箕輪中 中学･箕輪中



予選 9月6日 10:15
決勝 9月6日 13:10

県小学新(ER)        12.27

[ 1組] 風速 -1.1 [ 2組] 風速 -0.5

 1 古賀 涼輔(4) 小学     16.09 q  1 原 晃暉(4) 小学     15.75 q
ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 箕輪中部小 ﾊﾗ ｺｳｷ 西箕輪AC

 2 赤羽 秀太(4) 小学     16.26  2 山岡 楓生(4) 小学     15.81 q
ｱｶﾊﾈｼｭｳﾀ 辰野南小 ﾔﾏｵｶ ﾌｳｷ 箕輪中部小

 3 宮澤 健(4) 小学     16.37  3 熊谷 知樹(4) 小学     15.98 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｷ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 4 塩川 大樹(4) 小学     16.47  4 丸山 琉吾(4) 小学     16.09 q
ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳｺﾞ 南箕輪小

 5 池田 琢磨(4) 小学     16.47  5 唐澤 皐太(4) 小学     17.10 
ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾏ 南箕輪小 ｶﾗｻﾜ ｺｳﾀ 箕輪中部小

 6 吉岡 空音(5) 小学     16.66  6 宮坂 源紀(4) 小学     17.41 
ﾖｼｵｶ ｸｵﾝ 伊那AC ﾐﾔｻｶ ｹﾞﾝｷ 箕輪中部小

 7 小平 悠斗(4) 小学     17.18  7 長谷部 遥希(4) 小学     18.21 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾄ 箕輪中部小 ﾊｾﾍﾞ ﾊﾙｷ 南箕輪小
春日一成(4) 小学  8 林 都綺(4) 小学     18.98 
ｶｽｶﾞ ｲｯｾｲ 箕輪中部小 ﾊﾔｼ ﾄｷ 辰野南小

[ 3組] 風速 +0.7

 1 林 優真(4) 小学     14.73 q
ﾊﾔｼ ﾕｳﾏ 西箕輪AC

 2 工藤 航介(4) 小学     15.75 q
ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 伊那AC

 3 小倉 心和(4) 小学     16.17 q
ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾜ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 4 河野 翔平(4) 小学     16.27 
ｺｳﾉ ｼｮｳﾍｲ 箕輪中部小

 5 征矢 尚門(4) 小学     16.43 
ｿﾔ ｼｮｳﾄ 南箕輪小

 6 小林隼人(4) 小学     16.67 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 箕輪中部小

 7 下平 大稀(4) 小学     17.18 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾀｲｷ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

風速 -0.6

 1 林 優真(4) 小学     14.85 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾏ 西箕輪AC

 2 原 晃暉(4) 小学     15.71 
ﾊﾗ ｺｳｷ 西箕輪AC

 3 丸山 琉吾(4) 小学     15.86 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳｺﾞ 南箕輪小

 4 山岡 楓生(4) 小学     15.89 
ﾔﾏｵｶ ﾌｳｷ 箕輪中部小

 5 工藤 航介(4) 小学     15.97 
ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 伊那AC

 6 古賀 涼輔(4) 小学     16.36 
ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 箕輪中部小

 7 小倉 心和(4) 小学     16.48 
ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾜ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 8 熊谷 知樹(4) 小学     16.51 
ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｷ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
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8    67
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予選 9月6日 10:35
決勝 9月6日 13:20

県小学新(ER)        12.27

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +0.4

 1 長谷 敬太(5) 小学     15.36 q  1 有賀 玄太(5) 小学     14.23 q
ﾅｶﾞﾀﾆ ｹｲﾀ 箕輪中部小 ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ 南箕輪小

 2 髙橋 雅示(5) 小学     15.53 q  2 松田 拓巳(5) 小学     14.92 q
ﾀｶﾊｼ ﾓﾄｼﾞ 南箕輪小 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ 箕輪中部小

 3 小倉 快心(5) 小学     15.62 q  3 西澤 歩夢(5) 小学     14.99 q
ｵｸﾞﾗ ｶｲｼﾝ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 高遠小

 4 平澤 志穏(5) 小学     15.78  4 武井 拓弥(5) 小学     15.33 q
ﾋﾗｻﾜ ｼｵﾝ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ﾀｹｲ ﾀｸﾐ 南箕輪小

 5 井上 颯(5) 小学     15.99  5 扇田 大雅(5) 小学     15.63 q
ｲﾉｳｴ ﾊﾔﾃ 南箕輪小 ｵｵｷﾞﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 6 伊藤 潤(5) 小学     16.61  6 西野 瑛修(5) 小学     15.82 
ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 箕輪中部小 ﾆｼﾉ ｱｷｻﾈ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 7 浅石 晴成(5) 小学     17.13 荒井 駿伸(5) 小学
ｱｻｲｼ ﾊﾙ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ｱﾗｲ ﾄｼﾉﾌﾞ 辰野西小

 8 宮澤 翔(5) 小学     18.67 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｮｳ 高遠小

風速 +0.3

 1 有賀 玄太(5) 小学     14.23 
ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ 南箕輪小

 2 西澤 歩夢(5) 小学     15.01 
ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 高遠小

 3 松田 拓巳(5) 小学     15.26 
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ 箕輪中部小

 4 長谷 敬太(5) 小学     15.30 
ﾅｶﾞﾀﾆ ｹｲﾀ 箕輪中部小

 5 髙橋 雅示(5) 小学     15.61 
ﾀｶﾊｼ ﾓﾄｼﾞ 南箕輪小

 6 武井 拓弥(5) 小学     15.63 
ﾀｹｲ ﾀｸﾐ 南箕輪小

 7 小倉 快心(5) 小学     15.70 
ｵｸﾞﾗ ｶｲｼﾝ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 8 扇田 大雅(5) 小学     15.89 
ｵｵｷﾞﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
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予選 9月6日 10:55
決勝 9月6日 13:30

県小学新(ER)        12.27

[ 1組] 風速 -0.5 [ 2組] 風速 -0.7

 1 山田 海斗(6) 小学     14.22 q  1 神谷 宗尭(6) 小学     13.33 q
ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ｶﾐﾔ ﾋﾛﾄ 伊那AC

 2 征矢 快誠(6) 小学     14.53 q  2 林 和真(6) 小学     14.77 q
ｿﾔ ｶｲｾｲ 箕輪中部小 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾏ 西箕輪AC

 3 池上 智哉(6) 小学     14.83  3 北原 香音(6) 小学     14.92 
ｲｹｶﾞﾐ ﾄﾓﾔ 高遠小 ｷﾀﾊﾗ ｶﾉﾝ 箕輪中部小

 4 竹村 大輝(6) 小学     15.01  4 佐藤 正健(6) 小学     15.08 
ﾀｹﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 南箕輪小 ｻﾄｳ ｾｲｹﾝ 箕輪中部小

 5 古賀 直信(6) 小学     15.25  5 小島 尚樹(6) 小学     15.22 
ｺｶﾞ ﾅｵﾉﾌﾞ 箕輪中部小 ｺｼﾞﾏ ﾅｵｷ 高遠小

 6 小阪 晴也(6) 小学     15.96 飯島 悠斗(6) 小学
ｺｻｶ ｾｲﾔ 西箕輪AC ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少
 土屋 呉巴(6) 小学 唐澤 慧太(6) 小学
ﾂﾁﾔ ｸﾚﾊ 箕輪中部小 ｶﾗｻﾜ ｹｲﾀ 箕輪中部小

[ 3組] 風速 +0.2

 1 長野 竜治(6) 小学     13.36 q
ﾅｶﾞﾉ ﾘｭｳｼﾞ 箕輪中部小

 2 橋爪 淳(6) 小学     14.29 q
ﾊｼﾂﾞﾒ ｼﾞｭﾝ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 3 松井 秀真(6) 小学     14.37 q
ﾏﾂｲ ｼｭｳﾏ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 4 中村 健人(6) 小学     14.56 q
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 箕輪中部小

 5 有賀 翔真(6) 小学     16.58 
ｱﾙｶﾞ ｼｮｳﾏ 西箕輪AC
中林 悠一郎(6) 小学
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ 箕輪中部小

風速  0.0

 1 神谷 宗尭(6) 小学     13.30 
ｶﾐﾔ ﾋﾛﾄ 伊那AC

 2 長野 竜治(6) 小学     13.52 
ﾅｶﾞﾉ ﾘｭｳｼﾞ 箕輪中部小

 3 山田 海斗(6) 小学     14.13 
ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 4 松井 秀真(6) 小学     14.43 
ﾏﾂｲ ｼｭｳﾏ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 5 橋爪 淳(6) 小学     14.47 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｼﾞｭﾝ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 6 征矢 快誠(6) 小学     14.70 
ｿﾔ ｶｲｾｲ 箕輪中部小

 7 中村 健人(6) 小学     14.79 
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 箕輪中部小

 8 林 和真(6) 小学     14.86 
ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾏ 西箕輪AC

第49回上伊那秋季記録会　兼　第19回上伊那ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨ                            
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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決勝 9月6日 11:15

県小学新(ER)        12.27

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速 -0.4

 1 小林 慶輝(5) 小学     15.67  1 ﾄﾞｱﾙﾃｲｽﾃﾌｧﾉﾏﾙﾊﾞ(小学     13.77 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾄﾞｱﾙﾃｲｽﾃﾌｧﾉﾏﾙﾊﾞ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 2 大塚 壮剛(4) 小学     15.75  2 柳澤 大翔(5) 小学     13.82 
ｵｵﾂｶ ｿｳｺﾞｳ 穂高西AC ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾛﾄ 穂高西AC

 3 藤原 海都(5) 小学     15.96  3 市川 凌大(5) 小学     14.19 
ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｲﾄ 穂高西AC ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 4 大塚 悠剛(4) 小学     16.12  4 塩澤 昂(6) 小学     14.32 
ｵｵﾂｶ ﾕｳｺﾞｳ 穂高西AC ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 5 小林 駿太(4) 小学     16.40  5 勝野 武(5) 小学     14.81 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾀ TeamU ｶﾂﾉ ﾀｹｼ 穂高西AC

 6 蓮井 涼太(4) 小学     16.54  6 勝野 剛(5) 小学     15.10 
ﾊｽｲ ﾘｮｳﾀ 穂高西AC ｶﾂﾉ ﾂﾖｼ 穂高西AC

 7 梅津 紘哉(4) 小学     16.59  7 野口 颯太(5) 小学     15.33 
ｳﾒﾂﾞ ﾋﾛﾔ 穂高西AC ﾉｸﾞﾁ ｿｳﾀ 穂高西AC
浅輪 佳大(5) 小学
ｱｻﾜ ｹｲﾀ 穂高西AC

第49回上伊那秋季記録会　兼　第19回上伊那ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨ                            
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   1 ﾄﾞｱﾙﾃｲｽﾃﾌｧﾉﾏﾙﾊﾞ(5) 小学 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     13.77 (-0.4)   2   1
   2 柳澤 大翔(5) 小学 穂高西AC     13.82 (-0.4)   2   2
   3 市川 凌大(5) 小学 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     14.19 (-0.4)   2   3
   4 塩澤 昂(6) 小学 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     14.32 (-0.4)   2   4
   5 勝野 武(5) 小学 穂高西AC     14.81 (-0.4)   2   5
   6 勝野 剛(5) 小学 穂高西AC     15.10 (-0.4)   2   6
   7 野口 颯太(5) 小学 穂高西AC     15.33 (-0.4)   2   7
   8 小林 慶輝(5) 小学 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     15.67 (-0.1)   1   1
   9 大塚 壮剛(4) 小学 穂高西AC     15.75 (-0.1)   1   2
  10 藤原 海都(5) 小学 穂高西AC     15.96 (-0.1)   1   3
  11 大塚 悠剛(4) 小学 穂高西AC     16.12 (-0.1)   1   4
  12 小林 駿太(4) 小学 TeamU     16.40 (-0.1)   1   5
  13 蓮井 涼太(4) 小学 穂高西AC     16.54 (-0.1)   1   6
  14 梅津 紘哉(4) 小学 穂高西AC     16.59 (-0.1)   1   7

オープン小学男

１００ｍ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

   91

備考 組 順位
    7
   98
   10

   99
   94

   93
   92
    6

    8
   88
   87
   97
   11



決勝 9月6日 12:55

県小学新(ER)      2,49.83

 1 椎名 一郎(6) 小学   3,12.73 
ｼｲﾅ ｲﾁﾛｳ 駒ヶ根中沢RC

 2 鎮西 翔(6) 小学   3,21.03 
ﾁﾝｾﾞｲ ｶｹﾙ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 3 小松 航(5) 小学   3,23.76 
ｺﾏﾂ ﾜﾀﾙ 高遠小

 4 出澤 周大(5) 小学   3,27.97 
ﾃﾞｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 駒ヶ根中沢RC

 5 日達 匠海(4) 小学   3,36.17 
ﾋﾀﾁ ﾀｸﾐ 駒ヶ根中沢RC

 6 藤澤 怜大(5) 小学   3,41.99 
ﾌｼﾞｻﾜﾘｮｳﾀ 辰野南小

 7 山下 大輝(4) 小学   3,44.79 
ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｷ 南箕輪小

 8 矢沢 蓮太郎(4) 小学   3,46.70 
ﾔｻﾞﾜ ﾚﾝﾀﾛｳ 駒ヶ根中沢RC

 9 田中 稜馬(5) 小学   4,02.82 
ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾏ 伊那AC
酒井 大知(5) 小学
ｻｶｲ ﾀｲﾁ 駒ヶ根中沢RC

決勝 9月6日 12:55

県小学新(ER)      2,49.83

風速

 1 萩原 滉太郎(5) 小学   3,20.91 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳﾀﾛｳ 穂高西AC

 2 木内 万璃(5) 小学   3,21.31 
ｷｳﾁ ﾊﾞﾝﾘ 穂高西AC

 3 瀧澤 健人(5) 小学   3,27.41 
ﾀｷｻﾞﾜ  ｹﾝﾄ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 市瀬 優樹(6) 小学   3,37.20 
ｲﾁﾉｾ ﾕｳｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 5 横田 善(6) 小学   3,43.32 
ﾖｺﾀ ｾﾞﾝ ISｼﾞｭﾆｱ

 6 帯川 伊吹(5) 小学   3,49.22 
ｵﾋﾞｶﾜ ｲﾌﾞｷ ISｼﾞｭﾆｱ

 7 大峡 謙(5) 小学   3,54.50 
ｵｵﾊﾞ  ﾕｽﾞﾙ ISｼﾞｭﾆｱ

 8 奥谷 楓(6) 小学   3,56.27 
ｵｸﾀﾆ  ｶｴﾃﾞ 木祖小

 9 村田 裕哉(4) 小学   4,11.91 
ﾑﾗﾀ ﾕｳﾔ 穂高西AC
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決勝 9月6日  9:10

県小学新(ER)        11.72

風速  0.0

 1 大森 才稀(6) 小学     13.31 
ｵｵﾓﾘ ｻｲｷ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 2 安藤 雅陽(6) 小学     16.90 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾊﾙ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少
川島 颯斗(4) 小学
ｶﾜｼﾏ ﾊﾔﾄ 西箕輪AC

決勝 9月6日  9:10

県小学新(ER)        11.72

風速  0.0

 1 木下 耀仁(6) 小学     15.69 
ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

オープン小学男

８０ｍＨ(0.700m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

順順

所属名 記録／備考
2    13

No.No. 氏  名氏  名
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決勝 9月6日 14:50

県小学新(ER)        51.04

[ 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   7 南箕輪小(A)    72 井上 颯(5)     59.44  1   2 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(    34 大森 才稀(6)     55.19 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳA ｲﾉｳｴ ﾊﾔﾃ ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳC ｵｵﾓﾘ ｻｲｷ
   84 髙橋 雅示(5)    26 山田 海斗(6)

ﾀｶﾊｼ ﾓﾄｼﾞ ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ
   83 有賀 玄太(5)    24 橋爪 淳(6)

ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ ﾊｼﾂﾞﾒ ｼﾞｭﾝ
   82 武井 拓弥(5)    29 松井 秀真(6)

ﾀｹｲ ﾀｸﾐ ﾏﾂｲ ｼｭｳﾏ
 2   6 高遠小    46 伊澤 頼寿(5)   1,02.91  2   3 箕輪中部小(A)   129 北原 香音(6)     56.01 

ﾀｶﾄｵｼｮｳ ｲｻﾜ ﾗｲｽﾞ ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳA ｷﾀﾊﾗ ｶﾉﾝ
   45 伊藤 律(5)   125 長野 竜治(6)

ｲﾄｳ ﾘﾂ ﾅｶﾞﾉ ﾘｭｳｼﾞ
   53 樋口 晴斗(5)   115 佐藤 正健(6)

ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ ｻﾄｳ ｾｲｹﾝ
   48 小松 航(5)   121 征矢 快誠(6)

ｺﾏﾂ ﾜﾀﾙ ｿﾔ ｶｲｾｲ
 3   2 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(    30 西野 瑛修(5)   1,03.09  3   4 箕輪中部小(B)   127 唐澤 慧太(6)     59.20 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳB ﾆｼﾉ ｱｷｻﾈ ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳB ｶﾗｻﾜ ｹｲﾀ
   27 小倉 快心(5)   126  土屋 呉巴(6)

ｵｸﾞﾗ ｶｲｼﾝ ﾂﾁﾔ ｸﾚﾊ
   32 浅石 晴成(5)   123 中林 悠一郎(6)

ｱｻｲｼ ﾊﾙ ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ
   31 扇田 大雅(5)   122 中村 健人(6)

ｵｵｷﾞﾀﾞ ﾀｲｶﾞ ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ
 4   4 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(A   33 大森 光稀(4)   1,03.92 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳA ｵｵﾓﾘ ｺｳｷ
   28 小倉 心和(4)

ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾜ
   23 塩川 大樹(4)

ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ
   25 熊谷 知樹(4)

ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｷ
 5   3 南箕輪小(B)    78 池田 琢磨(4)   1,04.25 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳB ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾏ
   74 丸山 琉吾(4)

ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳｺﾞ
   77 征矢 尚門(4)

ｿﾔ ｼｮｳﾄ
   76 山下 大輝(4)

ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｷ
 6   5 箕輪中部小(C)   118 小平 悠斗(4)   1,05.28 

ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳC ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾄ
  116 山岡 楓生(4)

ﾔﾏｵｶ ﾌｳｷ
  112 宮坂 源紀(4)

ﾐﾔｻｶ ｹﾞﾝｷ
  128 唐澤 皐太(4)

ｶﾗｻﾜ ｺｳﾀ
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４×１００ｍＲ

決勝



   1 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(C)     55.19 大森 才稀(6) 山田 海斗(6) 橋爪 淳(6) 松井 秀真(6)   2   1
   2 箕輪中部小(A)     56.01 北原 香音(6) 長野 竜治(6) 佐藤 正健(6) 征矢 快誠(6)   2   2
   3 箕輪中部小(B)     59.20 唐澤 慧太(6)  土屋 呉巴(6) 中林 悠一郎(6) 中村 健人(6)   2   3
   4 南箕輪小(A)     59.44 井上 颯(5) 髙橋 雅示(5) 有賀 玄太(5) 武井 拓弥(5)   1   1
   5 高遠小   1,02.91 伊澤 頼寿(5) 伊藤 律(5) 樋口 晴斗(5) 小松 航(5)   1   2
   6 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(B)   1,03.09 西野 瑛修(5) 小倉 快心(5) 浅石 晴成(5) 扇田 大雅(5)   1   3
   7 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(A)   1,03.92 大森 光稀(4) 小倉 心和(4) 塩川 大樹(4) 熊谷 知樹(4)   1   4
   8 南箕輪小(B)   1,04.25 池田 琢磨(4) 丸山 琉吾(4) 征矢 尚門(4) 山下 大輝(4)   1   5
   9 箕輪中部小(C)   1,05.28 小平 悠斗(4) 山岡 楓生(4) 宮坂 源紀(4) 唐澤 皐太(4)   1   6

決勝 9月6日 14:50

県小学新(ER)        51.04

[ 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   8 穂高西AC(C)    94 梅津 紘哉(4)   1,02.94  1   6 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     8 塩澤 昂(6)     56.32 

ﾎﾀｶﾆｼｴｰｼｰC ｳﾒﾂﾞ ﾋﾛﾔ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ
   92 大塚 悠剛(4)    10 市川 凌大(5)

ｵｵﾂｶ ﾕｳｺﾞｳ ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ
   99 蓮井 涼太(4)    13 木下 耀仁(6)

ﾊｽｲ ﾘｮｳﾀ ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ
   91 大塚 壮剛(4)     7 ﾄﾞｱﾙﾃｲｽﾃﾌｧﾉﾏﾙﾊﾞ(5)

ｵｵﾂｶ ｿｳｺﾞｳ ﾄﾞｱﾙﾃｲｽﾃﾌｧﾉﾏﾙﾊﾞ
 2   5 穂高西AC(A)    87 勝野 剛(5)     56.70 

ﾎﾀｶﾆｼｴｰｼｰA ｶﾂﾉ ﾂﾖｼ
   88 勝野 武(5)

ｶﾂﾉ ﾀｹｼ
   97 野口 颯太(5)

ﾉｸﾞﾁ ｿｳﾀ
   98 柳澤 大翔(5)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾛﾄ
 3   7 穂高西AC(B)    95 萩原 滉太郎(5)   1,02.54 

ﾎﾀｶﾆｼｴｰｼｰB ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳﾀﾛｳ
   96 木内 万璃(5)

ｷｳﾁ ﾊﾞﾝﾘ
   93 藤原 海都(5)

ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｲﾄ
   90 村田 裕哉(4)

ﾑﾗﾀ ﾕｳﾔ

   1 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     56.32 塩澤 昂(6) 市川 凌大(5) 木下 耀仁(6) ﾄﾞｱﾙﾃｲｽﾃﾌｧﾉﾏﾙﾊ  ゙ 2   1
   2 穂高西AC(A)     56.70 勝野 剛(5) 勝野 武(5) 野口 颯太(5) 柳澤 大翔(5)   2   2
   3 穂高西AC(B)   1,02.54 萩原 滉太郎(5) 木内 万璃(5) 藤原 海都(5) 村田 裕哉(4)   2   3
   4 穂高西AC(C)   1,02.94 梅津 紘哉(4) 大塚 悠剛(4) 蓮井 涼太(4) 大塚 壮剛(4)   1   1

ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

４×１００ｍＲ

決勝

オープン小学男

４×１００ｍＲ
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4

オープン小学男

順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

小学共通男子

４×１００ｍＲ
タイムレース



決勝 9月6日  9:00

県小学新(ER)         5.47

伊東 龍生(6) 小学   4.05   4.13   4.11    4.13 
ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 高遠小   -0.1   +1.0   +0.6    +1.0
林 大翔(6) 小学    X   3.81   4.01    4.01 
ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾄ 高遠小   +0.3   +0.4    +0.4
古屋 孝太郎(6) 小学   3.55   3.88   3.57    3.88 
ﾌﾙﾔ ｺｳﾀﾛｳ 南箕輪小   +0.3   -0.1   +0.3    -0.1
斎藤 貴之(6) 小学   3.69   3.67   3.49    3.69 
ｻｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ 西箕輪AC    0.0   -0.2   +0.2     0.0
羽生 智輝(5) 小学   2.99   3.29   3.53    3.53 
ﾊﾆｭｳ ﾄﾓｷ 南箕輪小   +0.4    0.0   +0.1    +0.1
福澤 洸士(5) 小学   3.37   3.39   3.46    3.46 
ﾌｸｻﾞﾜ ｺｳｼ 伊那AC    0.0   +0.1   +0.6    +0.6
大森 光稀(4) 小学   2.82   3.03   2.87    3.03 
ｵｵﾓﾘ ｺｳｷ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少   +0.7    0.0   +0.1     0.0
畠山 大洋(4) 小学    X   2.53   2.76    2.76 
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｲﾖｳ 南箕輪小    0.0    0.0     0.0
竹内 陽緑(6) 小学   2.39    X   2.54    2.54 
ﾀｹｳﾁ ﾋﾖﾘ 高遠小   +0.2   +0.4    +0.4

9 5    52

7 4    33

8 2    81

5 3    73

6 6    20

3 8    75

4 10    60

1 7    44
-5-

2 9    54

-6- 記録-2- -3- -4- 備考
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走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 9月6日 12:20

県新(NR)            10.15
県高校新(HR)        10.32
県中学新(JR)        10.85

[ 1組] 風速 -2.3 [ 2組] 風速 -1.8

 1 古田 龍一(2) 中学     13.26  1 矢島 竜成(2) 中学     12.78 
ﾌﾙﾀ ﾘｭｳｲﾁ 辰野中 ﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｾｲ 箕輪中

 2 飯島 靖之(1) 高校     13.34  2 酒井 和馬(2) 中学     13.01 
ｲｲｼﾞﾏ ﾔｽﾕｷ 駒ｹ根工高 ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ 赤穂中

 3 庄田 裕樹(2) 中学     13.43  3 林 涼真(2) 中学     13.32 
ｼｮｳﾀﾞ ﾕｳｷ 駒ヶ根東中 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ 西箕輪中

 4 竹内 貴史(2) 中学     13.64  4 倉田 優希(2) 中学     13.36 
ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ 女鳥羽中 ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 伊那東部中

 5 松田 直也(2) 中学     13.78  5 瀨戸 俊成(2) 中学     13.48 
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 箕輪中 ｾﾄ ｼｭﾝｾｲ 辰野中

 6 小松 崇史(2) 中学     13.85  6 井原 晟斗(2) 中学     13.49 
ｺﾏﾂ ﾀｶｼ 辰野中 ｲﾊﾗ ｾｲﾄ 飯田高陵中

 7 津金 泰斗(2) 中学     14.35  7 末元 昂成(2) 中学     13.58 
ﾂｶﾞﾈ ﾋﾛﾄ 中川中 ｽｴﾓﾄ ｺｳｾｲ 飯田高陵中

 8 村上 豪(2) 中学     14.55  8 畑中 謙吾(1) 高校     13.60 
ﾑﾗｶﾐ ｺﾞｳ 辰野中 ﾊﾀﾅｶ ｹﾝｺﾞ OIDE長姫高

[ 3組] 風速 -1.8 [ 4組] 風速 -1.6

 1 伊藤 拓也(2) 高校     12.69  1 中嶋 憲一 一般     12.17 
ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 伊那弥生ヶ丘高 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 駒ヶ根市陸協

 2 山内 一輝(2) 中学     12.75  2 藤井 隆聖(2) 中学     12.61 
ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ 辰野中 ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 飯田高陵中

 3 長瀬 和真(2) 中学     12.98  3 米山 諒(2) 中学     12.73 
ﾅｶﾞｾ ｶｽﾞﾏ 飯田高陵中 ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 古瀬 友暉(2) 中学     13.05  4 中平 明辰(2) 中学     12.85 
ﾌﾙｾ ﾕｳｷ 飯田高陵中 ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｱｷﾖｼ 赤穂中

 5 齋藤 春希(1) 高校     13.15  5 小池 潤優(2) 中学     12.85 
ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ 伊那弥生ヶ丘高 ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ 辰野中

 6 春宮 省汰(2) 中学     13.56  6 鈴木 哲(2) 高校     12.96 
ﾊﾙﾐﾔ ｼｮｳﾀ 辰野中 ｽｽﾞｷ ﾃﾂ 駒ｹ根工高
葉桐 文哉(1) 高校 江部 稜希(1) 高校
ﾊｷﾞﾘ ﾌﾐﾔ 伊那弥生ヶ丘高 ｴﾍﾞ ﾘｮｳｷ 箕輪進修高
朝倉 世蘭(2) 中学
ｱｻｸﾗ ｾﾗﾝ 飯田高陵中

[ 5組] 風速 -1.5 [ 6組] 風速 -1.0

 1 唐澤 翔馬(2) 高校     12.06  1 山崎 久樹(2) 高校     11.42 
ｶﾗｻﾜ ｼｮｳﾏ 上伊那農高 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ 上伊那農高

 2 原田 巧己(2) 高校     12.07  2 丸岡 精二 一般     11.43 
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 飯田風越高 ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ｹ根AC

 3 鎌倉 渉(1) 高校     12.26  3 宮澤 崇(1) 高校     11.65 
ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ 飯田風越高 ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳ 上伊那農高

 4 伊藤 陸(2) 中学     12.80  4 戸田 和輝(2) 高校     11.76 
ｲﾄｳ ﾘｸ 伊那東部中 ﾄﾀﾞ ｶｽﾞｷ 伊那北高
中澤 隆良(3) 中学  5 熊谷 諒平(2) 高校     11.94 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｶﾗ 長峰中 ｸﾏｶﾞｲ  ﾘｮｳﾍｲ 飯田風越高
藤森 優輝(2) 高校  6 春日 明日実(2) 高校     11.99 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｷ 岡谷南高 ｶｽｶﾞ ｱｽﾐ 伊那弥生ヶ丘高
富井 慶太 一般  7 福澤 亮汰(2) 中学     12.09 
ﾄﾐｲ ｹｲﾀ 松本市陸協 ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 駒ヶ根東中
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決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 山崎 久樹(2) 高校 上伊那農高     11.42 (-1.0)   6   1
   2 丸岡 精二 一般 駒ｹ根AC     11.43 (-1.0)   6   2
   3 宮澤 崇(1) 高校 上伊那農高     11.65 (-1.0)   6   3
   4 戸田 和輝(2) 高校 伊那北高     11.76 (-1.0)   6   4
   5 熊谷 諒平(2) 高校 飯田風越高     11.94 (-1.0)   6   5
   6 春日 明日実(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     11.99 (-1.0)   6   6
   7 唐澤 翔馬(2) 高校 上伊那農高     12.06 (-1.5)   5   1
   8 原田 巧己(2) 高校 飯田風越高     12.07 (-1.5)   5   2
   9 福澤 亮汰(2) 中学 駒ヶ根東中     12.09 (-1.0)   6   7
  10 中嶋 憲一 一般 駒ヶ根市陸協     12.17 (-1.6)   4   1
  11 鎌倉 渉(1) 高校 飯田風越高     12.26 (-1.5)   5   3
  12 藤井 隆聖(2) 中学 飯田高陵中     12.61 (-1.6)   4   2
  13 伊藤 拓也(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     12.69 (-1.8)   3   1
  14 米山 諒(2) 中学 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     12.73 (-1.6)   4   3
  15 山内 一輝(2) 中学 辰野中     12.75 (-1.8)   3   2
  16 矢島 竜成(2) 中学 箕輪中     12.78 (-1.8)   2   1
  17 伊藤 陸(2) 中学 伊那東部中     12.80 (-1.5)   5   4
  18 中平 明辰(2) 中学 赤穂中     12.85 (-1.6)   4   4
  18 小池 潤優(2) 中学 辰野中     12.85 (-1.6)   4   5
  20 鈴木 哲(2) 高校 駒ｹ根工高     12.96 (-1.6)   4   6
  21 長瀬 和真(2) 中学 飯田高陵中     12.98 (-1.8)   3   3
  22 酒井 和馬(2) 中学 赤穂中     13.01 (-1.8)   2   2
  23 古瀬 友暉(2) 中学 飯田高陵中     13.05 (-1.8)   3   4
  24 齋藤 春希(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     13.15 (-1.8)   3   5
  25 古田 龍一(2) 中学 辰野中     13.26 (-2.3)   1   1
  26 林 涼真(2) 中学 西箕輪中     13.32 (-1.8)   2   3
  27 飯島 靖之(1) 高校 駒ｹ根工高     13.34 (-2.3)   1   2
  28 倉田 優希(2) 中学 伊那東部中     13.36 (-1.8)   2   4
  29 庄田 裕樹(2) 中学 駒ヶ根東中     13.43 (-2.3)   1   3
  30 瀨戸 俊成(2) 中学 辰野中     13.48 (-1.8)   2   5
  31 井原 晟斗(2) 中学 飯田高陵中     13.49 (-1.8)   2   6
  32 春宮 省汰(2) 中学 辰野中     13.56 (-1.8)   3   6
  33 末元 昂成(2) 中学 飯田高陵中     13.58 (-1.8)   2   7
  34 畑中 謙吾(1) 高校 OIDE長姫高     13.60 (-1.8)   2   8
  35 竹内 貴史(2) 中学 女鳥羽中     13.64 (-2.3)   1   4
  36 松田 直也(2) 中学 箕輪中     13.78 (-2.3)   1   5
  37 小松 崇史(2) 中学 辰野中     13.85 (-2.3)   1   6
  38 津金 泰斗(2) 中学 中川中     14.35 (-2.3)   1   7
  39 村上 豪(2) 中学 辰野中     14.55 (-2.3)   1   8 7968
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順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

男子

１００ｍ



決勝 9月6日 11:45

県中学新(JR)        10.85

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -0.7

 1 小澤 将大(1) 中学     14.47  1 宮下 日向(1) 中学     13.46 
ｵｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 辰野中 ﾐﾔｼﾀ ﾋｭｳｶﾞ 赤穂中

 2 原 竜己(1) 中学     14.94  2 竹内 郁尋(1) 中学     13.96 
ﾊﾗ ﾘｭｳｷ 箕輪中 ﾀｹｳﾁ ｲﾁﾙ 春富中

 3 三浦 颯太(1) 中学     15.02  3 唐澤 悠河(1) 中学     14.24 
ﾐｳﾗ ｿｳﾀ 女鳥羽中 ｶﾗｻﾜ ﾕｳｶﾞ 南箕輪中

 4 林 尋武(1) 中学     15.36  4 青柳 大夢(1) 中学     14.74 
ﾊﾔｼ ﾋﾛﾑ 駒ヶ根東中 ｱｵﾔｷﾞ ﾀﾞｲﾑ 鉢盛中

 5 大森 琉司(1) 中学     15.42  5 丸山 怜冶(1) 中学     14.75 
ｵｵﾓﾘ ﾘｭｳｼﾞ 辰野中 ﾏﾙﾔﾏ ﾚｲｼﾞ 箕輪中

 6 樋屋 啓太(1) 中学     15.94  6 原 朋輝(1) 中学     14.94 
ﾋｵｸ ｹｲﾀ 駒ヶ根東中 ﾊﾗ ﾄﾓｷ 中川中
原 新(1) 中学  7 金田 隼輔(1) 中学     15.27 
ﾊﾗ ｱﾗﾀ 駒ヶ根東中 ｶﾈﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 赤穂中
湯澤 颯生(1) 中学  8 北島 輝(1) 中学     15.29 
ﾕｻﾞﾜ ｻﾂｷ 駒ヶ根東中 ｷﾀｼﾞﾏ ﾋｶﾙ 中川中

[ 3組] 風速 -0.2 [ 4組] 風速  0.0

 1 五十嵐 蓮(1) 中学     13.84  1 上野 俊瑛(1) 中学     13.38 
ｲｶﾞﾗｼ ﾚﾝ 宮田中 ｳｴﾉ ｼｭｳｴｲ 箕輪中

 2 伊藤 晴也(1) 中学     13.97  2 荻原 凌我(1) 中学     13.44 
ｲﾄｳ ﾊﾙﾔ 駒ヶ根東中 ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ 箕輪中

 3 向山 星来(1) 中学     14.10  3 中村渠 海都(1) 中学     13.55 
ﾑｶｲﾔﾏ ｾｲﾗｲ 箕輪中 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ｶｲﾄ 箕輪中

 4 今井 創士(1) 中学     14.10  4 工藤 俊介(1) 中学     13.66 
ｲﾏｲ ｿｳｼ 中川中 ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 伊那東部中

 5 倉田 拓夢(1) 中学     14.32  5 関 雄飛(1) 中学     13.73 
ｸﾗﾀ ﾀｸﾑ 駒ヶ根東中 ｾｷ ﾕｳﾋ 赤穂中

 6 春日 雄大郎(1) 中学     14.74  6 唐澤 秀作(1) 中学     13.80 
ｶｽｶﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 伊那東部中 ｶﾗｻﾜ ｼｭｳｻｸ 箕輪中

 7 黒岩 優斗(1) 中学     15.91  7 清水 汰揮(1) 中学     14.40 
ｸﾛｲﾜ ﾕｳﾄ 堀金中 ｼﾐｽﾞ ﾀｷ 鉢盛中
中村 太郎(1) 中学  8 上条 康太(1) 中学     14.83 
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾛｳ 鉢盛中 ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳﾀ 堀金中

[ 5組] 風速 -1.8

 1 林 泰希(1) 中学     12.60 
ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 辰野中

 2 粟津原 奨太(1) 中学     12.83 
ｱﾜﾂﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ 鉢盛中

 3 酒井 龍介(1) 中学     12.84 
ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ 伊那東部中

 4 登内 和也(1) 中学     13.34 
ﾄﾉｳﾁ ｶｽﾞﾔ 箕輪中

 5 小平 温大(1) 中学     13.48 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾀｶ 赤穂中

 6 大月 洸典(1) 中学     13.53 
ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ 堀金中

 7 伊藤 巧(1) 中学     13.57 
ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 伊那東部中
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決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 林 泰希(1) 中学 辰野中     12.60 (-1.8)   5   1
   2 粟津原 奨太(1) 中学 鉢盛中     12.83 (-1.8)   5   2
   3 酒井 龍介(1) 中学 伊那東部中     12.84 (-1.8)   5   3
   4 登内 和也(1) 中学 箕輪中     13.34 (-1.8)   5   4
   5 上野 俊瑛(1) 中学 箕輪中     13.38 (0.0)   4   1
   6 荻原 凌我(1) 中学 箕輪中     13.44 (0.0)   4   2
   7 宮下 日向(1) 中学 赤穂中     13.46 (-0.7)   2   1
   8 小平 温大(1) 中学 赤穂中     13.48 (-1.8)   5   5
   9 大月 洸典(1) 中学 堀金中     13.53 (-1.8)   5   6
  10 中村渠 海都(1) 中学 箕輪中     13.55 (0.0)   4   3
  11 伊藤 巧(1) 中学 伊那東部中     13.57 (-1.8)   5   7
  12 工藤 俊介(1) 中学 伊那東部中     13.66 (0.0)   4   4
  13 関 雄飛(1) 中学 赤穂中     13.73 (0.0)   4   5
  14 唐澤 秀作(1) 中学 箕輪中     13.80 (0.0)   4   6
  15 五十嵐 蓮(1) 中学 宮田中     13.84 (-0.2)   3   1
  16 竹内 郁尋(1) 中学 春富中     13.96 (-0.7)   2   2
  17 伊藤 晴也(1) 中学 駒ヶ根東中     13.97 (-0.2)   3   2
  18 向山 星来(1) 中学 箕輪中     14.10 (-0.2)   3   3
  18 今井 創士(1) 中学 中川中     14.10 (-0.2)   3   4
  20 唐澤 悠河(1) 中学 南箕輪中     14.24 (-0.7)   2   3
  21 倉田 拓夢(1) 中学 駒ヶ根東中     14.32 (-0.2)   3   5
  22 清水 汰揮(1) 中学 鉢盛中     14.40 (0.0)   4   7
  23 小澤 将大(1) 中学 辰野中     14.47 (0.0)   1   1
  24 青柳 大夢(1) 中学 鉢盛中     14.74 (-0.7)   2   4
  24 春日 雄大郎(1) 中学 伊那東部中     14.74 (-0.2)   3   6
  26 丸山 怜冶(1) 中学 箕輪中     14.75 (-0.7)   2   5
  27 上条 康太(1) 中学 堀金中     14.83 (0.0)   4   8
  28 原 竜己(1) 中学 箕輪中     14.94 (0.0)   1   2
  28 原 朋輝(1) 中学 中川中     14.94 (-0.7)   2   6
  30 三浦 颯太(1) 中学 女鳥羽中     15.02 (0.0)   1   3
  31 金田 隼輔(1) 中学 赤穂中     15.27 (-0.7)   2   7
  32 北島 輝(1) 中学 中川中     15.29 (-0.7)   2   8
  33 林 尋武(1) 中学 駒ヶ根東中     15.36 (0.0)   1   4
  34 大森 琉司(1) 中学 辰野中     15.42 (0.0)   1   5
  35 黒岩 優斗(1) 中学 堀金中     15.91 (-0.2)   3   7
  36 樋屋 啓太(1) 中学 駒ヶ根東中     15.94 (0.0)   1   6
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決勝 9月6日  9:40

県新(NR)            46.54
県高校新(HR)        46.98
県中学新(JR)        50.35

[ 1組] [ 2組]

 1 竹内 貴史(2) 中学   1,06.23  1 庄田 裕樹(2) 中学   1,01.86 
ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ 女鳥羽中 ｼｮｳﾀﾞ ﾕｳｷ 駒ヶ根東中

 2 吉江 光司(1) 中学   1,10.23  2 林 涼真(2) 中学   1,01.88 
ﾖｼｴ ｺｳｼﾞ 辰野中 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ 西箕輪中

 3 林 尋武(1) 中学   1,10.52  3 小松 崇史(2) 中学   1,04.15 
ﾊﾔｼ ﾋﾛﾑ 駒ヶ根東中 ｺﾏﾂ ﾀｶｼ 辰野中

 4 藤本 晴也(1) 中学   1,13.81  4 伊藤 晴也(1) 中学   1,04.75 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙﾔ 女鳥羽中 ｲﾄｳ ﾊﾙﾔ 駒ヶ根東中

 5 三浦 颯太(1) 中学   1,14.38  5 田口 時生(2) 中学   1,04.96 
ﾐｳﾗ ｿｳﾀ 女鳥羽中 ﾀｸﾞﾁ ﾄｷｵ 飯田高陵中

 6 樋屋 啓太(1) 中学   1,17.44  6 酒井 陽輝(2) 中学   1,06.16 
ﾋｵｸ ｹｲﾀ 駒ヶ根東中 ｻｶｲ ﾊﾙｷ 春富中
湯澤 颯生(1) 中学  7 倉田 拓夢(1) 中学   1,07.54 
ﾕｻﾞﾜ ｻﾂｷ 駒ヶ根東中 ｸﾗﾀ ﾀｸﾑ 駒ヶ根東中
原 新(1) 中学
ﾊﾗ ｱﾗﾀ 駒ヶ根東中

[ 3組] [ 4組]

 1 中嶋 正人(2) 高校     57.45  1 有賀 正和(1) 高校     57.39 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾄ 岡谷南高 ｱﾙｶﾞ ﾏｻｶｽﾞ 伊那弥生ヶ丘高

 2 福澤 亮汰(2) 中学     58.23  2 藤原 渓太(1) 高校     57.97 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 駒ヶ根東中 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲﾀ 上伊那農高

 3 鈴木 哲(2) 高校     59.07  3 横山 絢大(2) 中学     58.19 
ｽｽﾞｷ ﾃﾂ 駒ｹ根工高 ﾖｺﾔﾏ ｹﾝﾀ 堀金中

 4 粟津原 奨太(1) 中学   1,00.35  4 奥垣内 崇史(3) 中学     58.45 
ｱﾜﾂﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ 鉢盛中 ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ 鉢盛中

 5 北原 雅大(2) 中学   1,01.10  5 伊藤 陸(2) 中学     58.68 
ｷﾀﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 宮田中 ｲﾄｳ ﾘｸ 伊那東部中
熊倉 直人(1) 高校  6 小町谷 祥司(2) 中学     58.73 
ｸﾏｸﾗ ﾅｵﾄ 岡谷南高 ｺﾏﾁﾔ ｼｮｳｼﾞ 伊那AC
矢嶋 泰毅(2) 中学  7 倉田 優希(2) 中学     58.93 
ﾔｼﾞﾏ ﾀｲｷ 飯田高陵中 ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 伊那東部中

[ 5組]

 1 中島 瑶樹(2) 高校     52.61 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 飯田風越高

 2 蟹澤 恭吾 一般     53.14 
ｶﾆｻﾜ ｷｮｳｺﾞ 上伊那郡陸協

 3 保科 新一郎(2) 高校     53.92 
ﾎｼﾅ ｼﾝｲﾁﾛｳ 高遠高

 4 菊地 康亮(2) 高校     54.03 
ｷｸﾁ ｺｳｽｹ 上伊那農高

 5 藤森 優輝(2) 高校     54.41 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｷ 岡谷南高

 6 市瀬 芳明 一般     56.17 
ｲﾁﾉｾ ﾖｼｱｷ 飯田市陸協
葉桐 文哉(1) 高校
ﾊｷﾞﾘ ﾌﾐﾔ 伊那弥生ヶ丘高
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４００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
3  7289

5  7976

6  8263

7  7293

1  7296

8  8265

2  8270
欠場

4  8264
欠場

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  8254

7  8151

3  7969

2  8261

8  8422

5  8172

4  8268

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考
8   218

5  8256

6   225
欠場

4   504

2  7434

7  8428
欠場

順 ﾚｰﾝ No.
3   448

3  8200

5   350

8  6675

7  7421

4  8109

6  1022

2  8112

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   614

7    56

8   386

4   342

3   222

6    86

5   447
欠場



   1 中島 瑶樹(2) 高校 飯田風越高       52.61   5   1
   2 蟹澤 恭吾 一般 上伊那郡陸協       53.14   5   2
   3 保科 新一郎(2) 高校 高遠高       53.92   5   3
   4 菊地 康亮(2) 高校 上伊那農高       54.03   5   4
   5 藤森 優輝(2) 高校 岡谷南高       54.41   5   5
   6 市瀬 芳明 一般 飯田市陸協       56.17   5   6
   7 有賀 正和(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高       57.39   4   1
   8 中嶋 正人(2) 高校 岡谷南高       57.45   3   1
   9 藤原 渓太(1) 高校 上伊那農高       57.97   4   2
  10 横山 絢大(2) 中学 堀金中       58.19   4   3
  11 福澤 亮汰(2) 中学 駒ヶ根東中       58.23   3   2
  12 奥垣内 崇史(3) 中学 鉢盛中       58.45   4   4
  13 伊藤 陸(2) 中学 伊那東部中       58.68   4   5
  14 小町谷 祥司(2) 中学 伊那AC       58.73   4   6
  15 倉田 優希(2) 中学 伊那東部中       58.93   4   7
  16 鈴木 哲(2) 高校 駒ｹ根工高       59.07   3   3
  17 粟津原 奨太(1) 中学 鉢盛中     1,00.35   3   4
  18 北原 雅大(2) 中学 宮田中     1,01.10   3   5
  19 庄田 裕樹(2) 中学 駒ヶ根東中     1,01.86   2   1
  20 林 涼真(2) 中学 西箕輪中     1,01.88   2   2
  21 小松 崇史(2) 中学 辰野中     1,04.15   2   3
  22 伊藤 晴也(1) 中学 駒ヶ根東中     1,04.75   2   4
  23 田口 時生(2) 中学 飯田高陵中     1,04.96   2   5
  24 酒井 陽輝(2) 中学 春富中     1,06.16   2   6
  25 竹内 貴史(2) 中学 女鳥羽中     1,06.23   1   1
  26 倉田 拓夢(1) 中学 駒ヶ根東中     1,07.54   2   7
  27 吉江 光司(1) 中学 辰野中     1,10.23   1   2
  28 林 尋武(1) 中学 駒ヶ根東中     1,10.52   1   3
  29 藤本 晴也(1) 中学 女鳥羽中     1,13.81   1   4
  30 三浦 颯太(1) 中学 女鳥羽中     1,14.38   1   5
  31 樋屋 啓太(1) 中学 駒ヶ根東中     1,17.44   1   6

男子

４００ｍ
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
  614
   56
  386
  342
  222
   86
  448
  218
  350
 6675
 8256
 7421
 8109
 1022
 8112
  504
 7434
 8200
 8254
 8151
 7969

 8265

 8263
 7293
 7296

 8261
 8422
 8172
 7289
 8268
 7976



決勝 9月6日 14:25

県新(NR)          1,45.75
県高校新(HR)      1,48.48
県中学新(JR)      1,53.15

[ 1組] [ 2組]

 1 小林 豪(2) 中学   2,22.81  1 宮尾 淳矢 一般   2,13.95 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 駒ヶ根東中 ﾐﾔｵ ｼﾞｭﾝﾔ 箕輪町陸協

 2 下平 勇希(2) 中学   2,40.95  2 宮脇 祐歩(1) 中学   2,19.13 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 駒ヶ根東中 ﾐﾔﾜｷ ﾕｳﾎ 駒ヶ根東中

 3 小池 寿晏(2) 中学   2,43.35  3 小池 彪(2) 中学   2,21.29 
ｺｲｹ ｼﾞｭｱﾝ 中川中 ｺｲｹ ｱｷﾗ 伊那東部中

 4 池田 陽彦(1) 中学   2,46.80  4 加藤 駿己(3) 中学   2,28.70 
ｲｹﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ 駒ヶ根東中 ｶﾄｳ ｼｭﾝｷ 飯田高陵中

 5 櫻井 駿一(2) 中学   2,50.38  5 根橋 健彰(2) 中学   2,37.03 
ｻｸﾗｲ ｼｭﾝｲﾁ 飯田高陵中 ﾈﾊﾞｼ ﾀｹｱｷ 辰野中

 6 山崎 淳平(1) 中学   3,06.31 白川 大地(2) 中学
ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 飯田高陵中 ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 駒ヶ根東中
木下 夏樹(2) 中学 伊藤 士恩(2) 中学
ｷﾉｼﾀ ﾅﾂｷ 飯田高陵中 ｲﾄｳ ｼｵﾝ 駒ヶ根東中
柴 尚久(1) 中学 矢嶋 泰毅(2) 中学
ｼﾊﾞ ﾅｵﾋｻ 箕輪中 ﾔｼﾞﾏ ﾀｲｷ 飯田高陵中
北原 大幹(1) 中学 中谷 楓(1) 中学
ｷﾀﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 駒ヶ根東中 ﾅｶﾔ ｶｴﾃﾞ 箕輪中
井内 一郎(1) 中学 蟹澤 恭吾 一般
ｲｳﾁ ｲﾁﾛｳ 箕輪中 ｶﾆｻﾜ ｷｮｳｺﾞ 上伊那郡陸協
池田 朋彦(1) 中学 野村 比呂(2) 中学
ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ 駒ヶ根東中 ﾉﾑﾗ ﾋﾛ 駒ヶ根東中
久保田 祐梨(1) 中学 井ノ口 天優(1) 中学
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾘ 箕輪中 ｲﾉｸﾁ ﾃﾝﾕｳ 駒ヶ根東中

[ 3組]

 1 北原 崇志 一般   1,58.83 
ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ 上伊那郡陸協

 2 内川 大樹(2) 高校   2,02.92 
ｳﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ 小諸高

 3 春日 明日実(2) 高校   2,07.07 
ｶｽｶﾞ ｱｽﾐ 伊那弥生ヶ丘高

 4 岩﨑 一徹(1) 高校   2,08.11 
ｲﾜｻｷ ｲｯﾃﾂ 飯田風越高

 5 田中 孝文(2) 高校   2,10.23 
ﾀﾅｶ ﾀｶﾌﾐ OIDE長姫高

 6 齋藤 春希(1) 高校   2,13.78 
ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ 伊那弥生ヶ丘高

 7 三石 隆貴(2) 高校   2,15.31 
ﾐﾂｲｼ ﾘｭｳｷ 高遠高

 8 村瀬 勇哉(3) 中学   2,15.74 
ﾑﾗｾ ﾕｳﾔ 梓川中

 9 後沢 大地(3) 中学   2,23.45 
ｺﾞｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 飯田高陵中
滝澤 拓輝(3) 中学
ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 駒ヶ根東中
杉山 修己(3) 中学
ｽｷﾞﾔﾏ ｵｻﾐ 赤穂中
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８００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
5  8253

1  8258

7  8318

11  8260

6  8430

12  8435

4  8427
失格

2  8028
欠場

3  8267
欠場

8  8014
欠場

9  8266
欠場

10  8022
欠場

No. 氏  名 所属名 記録／備考
1   130

4  8269

3  8107

11  8417

5  7964

2  8259
欠場

6  8257
欠場

7  8428
欠場

8  8021
欠場

9    56
欠場

10  8255
欠場

12  8262
欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    57

6  1701

11   445

5   603

4   635

9   449

2   383

1  7342

8  8418

7  8252
欠場

10  8220
欠場



   1 北原 崇志 一般 上伊那郡陸協     1,58.83   3   1
   2 内川 大樹(2) 高校 小諸高     2,02.92   3   2
   3 春日 明日実(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     2,07.07   3   3
   4 岩﨑 一徹(1) 高校 飯田風越高     2,08.11   3   4
   5 田中 孝文(2) 高校 OIDE長姫高     2,10.23   3   5
   6 齋藤 春希(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     2,13.78   3   6
   7 宮尾 淳矢 一般 箕輪町陸協     2,13.95   2   1
   8 三石 隆貴(2) 高校 高遠高     2,15.31   3   7
   9 村瀬 勇哉(3) 中学 梓川中     2,15.74   3   8
  10 宮脇 祐歩(1) 中学 駒ヶ根東中     2,19.13   2   2
  11 小池 彪(2) 中学 伊那東部中     2,21.29   2   3
  12 小林 豪(2) 中学 駒ヶ根東中     2,22.81   1   1
  13 後沢 大地(3) 中学 飯田高陵中     2,23.45   3   9
  14 加藤 駿己(3) 中学 飯田高陵中     2,28.70   2   4
  15 根橋 健彰(2) 中学 辰野中     2,37.03   2   5
  16 下平 勇希(2) 中学 駒ヶ根東中     2,40.95   1   2
  17 小池 寿晏(2) 中学 中川中     2,43.35   1   3
  18 池田 陽彦(1) 中学 駒ヶ根東中     2,46.80   1   4
  19 櫻井 駿一(2) 中学 飯田高陵中     2,50.38   1   5
  20 山崎 淳平(1) 中学 飯田高陵中     3,06.31   1   6

男子

８００ｍ
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
   57
 1701
  445

 7964

  603
  635
  449
  130
  383
 7342

 8430
 8435

 8258
 8318
 8260

 8269
 8107
 8253
 8418
 8417



決勝 9月6日 13:35

県新(NR)          3,38.49
県高校新(HR)      3,38.49
県中学新(JR)      3,56.20

[ 1組] [ 2組]

 1 田中 大夢(2) 高校   4,40.31  1 那須野 亨(2) 高校   4,18.19 
ﾀﾅｶ  ﾋﾛﾑ 岡谷南高 ﾅｽﾉ ﾄｵﾙ 伊那北高

 2 宮尾 淳矢 一般   4,46.10  2 村山 和勇(1) 高校   4,20.75 
ﾐﾔｵ ｼﾞｭﾝﾔ 箕輪町陸協 ﾑﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾄｼ 飯田風越高

 3 池上 優斗(1) 高校   4,48.77  3 大峡 和(2) 中学   4,20.86 
ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾄ 高遠高 ｵｵﾊﾞ  ｲｽﾞﾐ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 田畑 篤偲(1) 高校   4,48.87  4 宮崎 仁(2) 高校   4,22.55 
ﾀﾊﾞﾀ ｱﾂｼ 飯田高 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾞﾝ 飯田風越高

 5 竹村 大地(1) 高校   4,53.63  5 岩﨑 一徹(1) 高校   4,23.47 
ﾀｹﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 飯田風越高 ｲﾜｻｷ ｲｯﾃﾂ 飯田風越高

 6 木下 夏樹(2) 中学   5,00.62  6 矢澤 雄太(2) 高校   4,31.22 
ｷﾉｼﾀ ﾅﾂｷ 飯田高陵中 ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 伊那北高

 7 岩村 勇弥(2) 中学   5,01.70  7 藤木 俊(1) 高校   4,32.99 
ｲﾜﾑﾗ ﾕｳﾔ 春富中 ﾌｼﾞｷ ｽｸﾞﾙ 伊那弥生ヶ丘高

 8 小塩 貫汰(2) 中学   5,02.38  8 垣内 岳(1) 高校   4,33.63 
ｺｼｵ ｶﾝﾀ 中川中 ｶｷｳﾁ ｶﾞｸ 伊那弥生ヶ丘高

 9 滝澤 弘太朗(2) 中学   5,02.43  9 宮森 蒼太(2) 高校   4,39.96 
ﾀｷｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 宮田中 ﾐﾔﾓﾘ ｿｳﾀ 岡谷南高

10 中谷 翔希(3) 中学   5,03.40 10 上田 桂悟(2) 中学   4,40.59 
ﾅｶﾔ ｼｮｳｷ 辰野中 ｳｴﾀﾞ ｹｲｺﾞ 鉢盛中

11 志賀 太樹(2) 中学   5,04.79 11 下平 篤弥(2) 高校   4,42.87 
ｼｶﾞ ﾀｲｷ 箕輪中 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾂﾔ 飯田風越高

12 赤羽 仁志(2) 中学   5,08.48 12 小林 龍矢(2) 中学   4,46.27 
ｱｶﾊﾈ ﾋﾄｼ 辰野中 ｺﾊﾞﾔｼ  ﾘｭｳﾔ 飯田高陵中

13 今井 春(2) 中学   5,10.08 13 熊谷 康成(2) 中学   4,46.52 
ｲﾏｲ ｼｭﾝ 箕輪中 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｾｲ 赤穂中

14 酒井 龍一(2) 中学   5,10.61 14 横山 絢大(2) 中学   5,04.26 
ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁ 春富中 ﾖｺﾔﾏ ｹﾝﾀ 堀金中

15 中坪 壮汰(2) 中学   5,21.34 15 中塚 俊助(3) 中学   5,11.90 
ﾅｶﾂﾎﾞ ｿｳﾀ 箕輪中 ﾅｶﾂｶ ｼｭﾝｽｹ 鉢盛中
里見 心(2) 高校 中澤 隆良(3) 中学
ｻﾄﾐ ｺｺﾛ 岡谷南高 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｶﾗ 長峰中

6  7840
欠場

7  6675

9  7423

4  8432

1  8227

13  7426

12   612

10   450

3   220

15   411

14   452

16   611

2   603

8   606

11  8650

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   410

5  8011

14   221
欠場

9  8012

13  8173

3  8002

10  7967

15  8201

2  7951

1  8171

8  8317

4   608

7  8427

12   372

11   562

16   235

6   130
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決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 那須野 亨(2) 高校 伊那北高     4,18.19   2   1
   2 村山 和勇(1) 高校 飯田風越高     4,20.75   2   2
   3 大峡 和(2) 中学 ISｼﾞｭﾆｱ     4,20.86   2   3
   4 宮崎 仁(2) 高校 飯田風越高     4,22.55   2   4
   5 岩﨑 一徹(1) 高校 飯田風越高     4,23.47   2   5
   6 矢澤 雄太(2) 高校 伊那北高     4,31.22   2   6
   7 藤木 俊(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     4,32.99   2   7
   8 垣内 岳(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     4,33.63   2   8
   9 宮森 蒼太(2) 高校 岡谷南高     4,39.96   2   9
  10 田中 大夢(2) 高校 岡谷南高     4,40.31   1   1
  11 上田 桂悟(2) 中学 鉢盛中     4,40.59   2  10
  12 下平 篤弥(2) 高校 飯田風越高     4,42.87   2  11
  13 宮尾 淳矢 一般 箕輪町陸協     4,46.10   1   2
  14 小林 龍矢(2) 中学 飯田高陵中     4,46.27   2  12
  15 熊谷 康成(2) 中学 赤穂中     4,46.52   2  13
  16 池上 優斗(1) 高校 高遠高     4,48.77   1   3
  17 田畑 篤偲(1) 高校 飯田高     4,48.87   1   4
  18 竹村 大地(1) 高校 飯田風越高     4,53.63   1   5
  19 木下 夏樹(2) 中学 飯田高陵中     5,00.62   1   6
  20 岩村 勇弥(2) 中学 春富中     5,01.70   1   7
  21 小塩 貫汰(2) 中学 中川中     5,02.38   1   8
  22 滝澤 弘太朗(2) 中学 宮田中     5,02.43   1   9
  23 中谷 翔希(3) 中学 辰野中     5,03.40   1  10
  24 横山 絢大(2) 中学 堀金中     5,04.26   2  14
  25 志賀 太樹(2) 中学 箕輪中     5,04.79   1  11
  26 赤羽 仁志(2) 中学 辰野中     5,08.48   1  12
  27 今井 春(2) 中学 箕輪中     5,10.08   1  13
  28 酒井 龍一(2) 中学 春富中     5,10.61   1  14
  29 中塚 俊助(3) 中学 鉢盛中     5,11.90   2  15
  30 中坪 壮汰(2) 中学 箕輪中     5,21.34   1  15
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決勝 9月6日 13:50

県中学新(JR)      3,56.20

 1 木村 暁仁(1) 中学   4,43.41 
ｷﾑﾗ ｱｷﾋﾄ 女鳥羽中

 2 川上 烈生(1) 中学   4,54.34 
ｶﾜｶﾐ ﾚｵ 鉢盛中

 3 久保田 祐梨(1) 中学   4,54.75 
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾘ 箕輪中

 4 上条 康太(1) 中学   5,01.98 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳﾀ 堀金中

 5 村上 裕雅(1) 中学   5,10.15 
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｶﾞ 鉢盛中

 6 黒岩 優斗(1) 中学   5,10.89 
ｸﾛｲﾜ ﾕｳﾄ 堀金中

 7 春日 勇人(1) 中学   5,12.47 
ｶｽｶﾞ ﾊﾔﾄ 宮田中

 8 井内 一郎(1) 中学   5,12.57 
ｲｳﾁ ｲﾁﾛｳ 箕輪中

 9 目黒 道裕(1) 中学   5,14.33 
ﾒｸﾞﾛ ﾐﾁﾋﾛ 中川中

10 宮下 日向(1) 中学   5,15.58 
ﾐﾔｼﾀ ﾋｭｳｶﾞ 赤穂中

11 北山 虎太郎(1) 中学   5,16.98 
ｷﾀﾔﾏ ｺﾀﾛｳ 鉢盛中

12 後沢 大紀(1) 中学   5,22.83 
ｺﾞｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 飯田高陵中

13 佐藤 真治(1) 中学   5,28.78 
ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ 辰野中

14 柴 尚久(1) 中学   5,30.98 
ｼﾊﾞ ﾅｵﾋｻ 箕輪中

15 宮下 藍斗(1) 中学   5,36.06 
ﾐﾔｼﾀ ｱｲﾄ 飯田高陵中

16 宮下 正直(1) 中学   5,40.29 
ﾐﾔｼﾀ ﾏｻﾅｵ 赤穂中

17 金田 隼輔(1) 中学   5,40.58 
ｶﾈﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 赤穂中

18 後藤 達也(1) 中学   5,48.83 
ｺﾞﾄｳ ﾀﾂﾔ 中川中

19 有賀 大輝(1) 中学   5,50.62 
ｱﾙｶﾞ ﾀｲｷ 西箕輪中

20 山崎 淳平(1) 中学   5,55.02 
ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 飯田高陵中

21 宮澤 隆之介(1) 中学   5,56.17 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 辰野中

22 坂本 大(1) 中学   6,13.26 
ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲ 春富中
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決勝 9月6日 15:40

県中学新(JR)      8,31.86

[ 1組] [ 2組]

 1 中村 剛(2) 中学  10,16.12  1 白川 大地(2) 中学   9,27.11 
ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ 鉢盛中 ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 駒ヶ根東中

 2 那須野 寛生(2) 中学  10,20.75  2 菅沼 直紘(2) 中学   9,43.36 
ﾅｽﾉ ﾋﾛｷ 駒ヶ根中沢RC ｽｶﾞﾇﾏ ﾅｵﾋﾛ 鉢盛中

 3 野村 比呂(2) 中学  10,26.64  3 川島 翔太(2) 中学   9,44.01 
ﾉﾑﾗ ﾋﾛ 駒ヶ根東中 ｶﾜｼﾏ ｼｮｳﾀ 高瀬中

 4 岡 亮輔(2) 中学  10,41.20  4 大峡 和(2) 中学   9,47.00 
ｵｶ ﾘｮｳｽｹ 箕輪中 ｵｵﾊﾞ  ｲｽﾞﾐ ISｼﾞｭﾆｱ

 5 原 大貴(1) 中学  10,45.53  5 三島 颯太(2) 中学   9,47.99 
ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 伊那東部中 ﾐｼﾏ ｿｳﾀ 鉢盛中

 6 佐々木 勇人(3) 中学  10,46.96  6 杉山 修己(3) 中学   9,50.97 
ｻｻｷ ﾊﾔﾄ 飯田高陵中 ｽｷﾞﾔﾏ ｵｻﾐ 赤穂中

 7 池田 陽彦(1) 中学  11,10.66  7 血脇 悠斗(3) 中学   9,54.17 
ｲｹﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ 駒ヶ根東中 ﾁﾜｷ ﾕｳﾄ 長峰中

 8 林 和興(3) 中学  11,18.78  8 小林 龍矢(2) 中学   9,57.46 
ﾊﾔｼ ｶｽﾞｵｷ 豊丘中 ｺﾊﾞﾔｼ  ﾘｭｳﾔ 飯田高陵中

 9 仲田 侑矢(3) 中学  11,20.60  9 大杉 啓(2) 中学   9,57.66 
ﾅｶﾀ ﾕｳﾔ 豊丘中 ｵｵｽｷﾞ ﾋﾛﾑ 伊那東部中

10 大原 海夏也(3) 中学  11,21.16 10 南郷 隼翔(2) 中学  10,00.11 
ｵｵﾊﾗ ﾐﾅﾔ 豊丘中 ﾅﾝｺﾞｳ ﾊﾔﾄ 箕輪中

11 松永 蓮汰(3) 中学  11,22.78 11 中谷 楓(1) 中学  10,01.60 
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾚﾝﾀ 鉢盛中 ﾅｶﾔ ｶｴﾃﾞ 箕輪中

12 丸田 翔悟(1) 中学  11,24.98 12 石井 慎也(2) 中学  10,02.86 
ﾏﾙﾀ ｼｮｳｺﾞ 箕輪中 ｲｼｲ ｼﾝﾔ ISｼﾞｭﾆｱ

13 菅沼 聖矢(3) 中学  11,33.49 13 渕井 大樹(3) 中学  10,08.71 
ｽｶﾞﾇﾏ ｾｲﾔ 豊丘中 ﾌﾁｲ ﾀﾞｲｷ 箕輪中

14 松下 紘大(3) 中学  11,38.09 14 鈴木 勇人(2) 中学  10,11.54 
ﾏﾂｼﾀ ｺｳﾀﾞｲ 豊丘中 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 箕輪中

15 北林 拓真(2) 中学  11,41.42 15 小池 彪(2) 中学  10,12.32 
ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 辰野中 ｺｲｹ ｱｷﾗ 伊那東部中

16 西澤 遼介(3) 中学  11,43.30 16 伊藤 士恩(2) 中学  10,15.25 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 鉢盛中 ｲﾄｳ ｼｵﾝ 駒ヶ根東中

17 清水 建次郎(2) 中学  11,48.65 17 小口 貴也(3) 中学  10,21.65 
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ 春富中 ｵｸﾞﾁ ﾀｶﾔ 両小野中

18 井坪 陸(3) 中学  12,27.09 18 植田 貴大(3) 中学  10,22.34 
ｲﾂﾎﾞ ﾘｸ 豊丘中 ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 駒ヶ根中沢RC

19 井口 駿太朗(2) 中学  12,30.95 19 土屋 勇太(3) 中学  10,25.16 
ｲｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀﾛｳ 春富中 ﾂﾁﾔ ﾕｳﾀ 鉢盛中

20 清水 祐来(1) 中学  12,31.27 20 宮下 和也(3) 中学  10,25.53 
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾗ 伊那東部中 ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾔ 箕輪中

21 北原 大幹(1) 中学  12,35.81 21 竹内 健人(2) 中学  10,26.01 
ｷﾀﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 駒ヶ根東中 ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾄ 伊那東部中

22 江口 竜矢(3) 中学  12,46.56 22 荒井 優佑(3) 中学  10,27.56 
ｴｸﾞﾁ ﾘｭｳﾔ 豊丘中 ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 辰野中

23 下平 勇希(2) 中学  13,00.06 23 市沢 孝太(3) 中学  10,31.65 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 駒ヶ根東中 ｲﾁｻﾞﾜ ｺｳﾀ 豊丘中
池田 朋彦(1) 中学 24 有賀 恵哉(3) 中学  10,35.25 
ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ 駒ヶ根東中 ｱﾙｶﾞ ｹｲﾔ 箕輪中
橋爪 竜生(2) 中学 25 宮脇 祐歩(1) 中学  10,35.90 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀﾂｷ 伊那東部中 ﾐﾔﾜｷ ﾕｳﾎ 駒ヶ根東中
後沢 大地(3) 中学 26 福澤 大誠(3) 中学  10,41.19 
ｺﾞｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 飯田高陵中 ﾌｸｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ 豊丘中
井ノ口 天優(1) 中学 滝澤 拓輝(3) 中学
ｲﾉｸﾁ ﾃﾝﾕｳ 駒ヶ根東中 ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 駒ヶ根東中
小林 豪(2) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 駒ヶ根東中
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   1 白川 大地(2) 中学 駒ヶ根東中     9,27.11   2   1
   2 菅沼 直紘(2) 中学 鉢盛中     9,43.36   2   2
   3 川島 翔太(2) 中学 高瀬中     9,44.01   2   3
   4 大峡 和(2) 中学 ISｼﾞｭﾆｱ     9,47.00   2   4
   5 三島 颯太(2) 中学 鉢盛中     9,47.99   2   5
   6 杉山 修己(3) 中学 赤穂中     9,50.97   2   6
   7 血脇 悠斗(3) 中学 長峰中     9,54.17   2   7
   8 小林 龍矢(2) 中学 飯田高陵中     9,57.46   2   8
   9 大杉 啓(2) 中学 伊那東部中     9,57.66   2   9
  10 南郷 隼翔(2) 中学 箕輪中    10,00.11   2  10
  11 中谷 楓(1) 中学 箕輪中    10,01.60   2  11
  12 石井 慎也(2) 中学 ISｼﾞｭﾆｱ    10,02.86   2  12
  13 渕井 大樹(3) 中学 箕輪中    10,08.71   2  13
  14 鈴木 勇人(2) 中学 箕輪中    10,11.54   2  14
  15 小池 彪(2) 中学 伊那東部中    10,12.32   2  15
  16 伊藤 士恩(2) 中学 駒ヶ根東中    10,15.25   2  16
  17 中村 剛(2) 中学 鉢盛中    10,16.12   1   1
  18 那須野 寛生(2) 中学 駒ヶ根中沢RC    10,20.75   1   2
  19 小口 貴也(3) 中学 両小野中    10,21.65   2  17
  20 植田 貴大(3) 中学 駒ヶ根中沢RC    10,22.34   2  18
  21 土屋 勇太(3) 中学 鉢盛中    10,25.16   2  19
  22 宮下 和也(3) 中学 箕輪中    10,25.53   2  20
  23 竹内 健人(2) 中学 伊那東部中    10,26.01   2  21
  24 野村 比呂(2) 中学 駒ヶ根東中    10,26.64   1   3
  25 荒井 優佑(3) 中学 辰野中    10,27.56   2  22
  26 市沢 孝太(3) 中学 豊丘中    10,31.65   2  23
  27 有賀 恵哉(3) 中学 箕輪中    10,35.25   2  24
  28 宮脇 祐歩(1) 中学 駒ヶ根東中    10,35.90   2  25
  29 福澤 大誠(3) 中学 豊丘中    10,41.19   2  26
  30 岡 亮輔(2) 中学 箕輪中    10,41.20   1   4
  31 原 大貴(1) 中学 伊那東部中    10,45.53   1   5
  32 佐々木 勇人(3) 中学 飯田高陵中    10,46.96   1   6
  33 池田 陽彦(1) 中学 駒ヶ根東中    11,10.66   1   7
  34 林 和興(3) 中学 豊丘中    11,18.78   1   8
  35 仲田 侑矢(3) 中学 豊丘中    11,20.60   1   9
  36 大原 海夏也(3) 中学 豊丘中    11,21.16   1  10
  37 松永 蓮汰(3) 中学 鉢盛中    11,22.78   1  11
  38 丸田 翔悟(1) 中学 箕輪中    11,24.98   1  12
  39 菅沼 聖矢(3) 中学 豊丘中    11,33.49   1  13
  40 松下 紘大(3) 中学 豊丘中    11,38.09   1  14
  41 北林 拓真(2) 中学 辰野中    11,41.42   1  15
  42 西澤 遼介(3) 中学 鉢盛中    11,43.30   1  16
  43 清水 建次郎(2) 中学 春富中    11,48.65   1  17
  44 井坪 陸(3) 中学 豊丘中    12,27.09   1  18
  45 井口 駿太朗(2) 中学 春富中    12,30.95   1  19
  46 清水 祐来(1) 中学 伊那東部中    12,31.27   1  20
  47 北原 大幹(1) 中学 駒ヶ根東中    12,35.81   1  21
  48 江口 竜矢(3) 中学 豊丘中    12,46.56   1  22
  49 下平 勇希(2) 中学 駒ヶ根東中    13,00.06   1  23 8258
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 8005
 8107

 8650
 7428
 8220
 7846
 8432
 8110

備考 組 順位
 8259
 7429
 6747

中学男子

３０００ｍ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録



決勝 9月6日 15:15

県新(NR)            40.82
県高校新(HR)        41.06
県中学新(JR)        43.99

[ 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   8 辰野中(A)  7963 春宮 省汰(2)     49.48  1   6 上伊那農高   350 藤原 渓太(1)     44.82 

ﾀﾂﾉﾁｭｳA ﾊﾙﾐﾔ ｼｮｳﾀ ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲﾀ
 7971 山内 一輝(2)   341 山崎 久樹(2)

ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ
 7961 小池 潤優(2)   343 唐澤 翔馬(2)

ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ ｶﾗｻﾜ ｼｮｳﾏ
 7977 林 泰希(1)   344 宮澤 崇(1)

ﾊﾔｼ ﾀｲｷ ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳ
 2   5 駒ヶ根東中(A)  8261 伊藤 晴也(1)     50.98  2   4 飯田風越高   614 中島 瑶樹(2)     45.21 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳA ｲﾄｳ ﾊﾙﾔ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｷ
 8256 福澤 亮汰(2)   613 熊谷 諒平(2)

ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ ｸﾏｶﾞｲ  ﾘｮｳﾍｲ
 8268 倉田 拓夢(1)   615 原田 巧己(2)

ｸﾗﾀ ﾀｸﾑ ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ
 8254 庄田 裕樹(2)   605 鎌倉 渉(1)

ｼｮｳﾀﾞ ﾕｳｷ ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ
 3   2 辰野中(B)  7962 瀨戸 俊成(2)     52.60  3   3 飯田高陵中(A)  8423 長瀬 和真(2)     48.66 

ﾀﾂﾉﾁｭｳB ｾﾄ ｼｭﾝｾｲ ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ﾅｶﾞｾ ｶｽﾞﾏ
 7969 小松 崇史(2)  8424 藤井 隆聖(2)

ｺﾏﾂ ﾀｶｼ ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ
 7968 村上 豪(2)  8425 古瀬 友暉(2)

ﾑﾗｶﾐ ｺﾞｳ ﾌﾙｾ ﾕｳｷ
 7970 古田 龍一(2)  8411 佐々木 勇人(3)

ﾌﾙﾀ ﾘｭｳｲﾁ ｻｻｷ ﾊﾔﾄ
 4   4 飯田高陵中(B)  8426 井原 晟斗(2)     53.37  4   7 OIDE長姫高   639 遠山 春樹(2)     49.49 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳB ｲﾊﾗ ｾｲﾄ ｵｰｱｲﾃﾞｨｵｻﾋﾒｺｳ ﾄｵﾔﾏ ﾊﾙｷ
 8431 末元 昂成(2)   640 秋村 フェルナンド(1)

ｽｴﾓﾄ ｺｳｾｲ ｱｷﾑﾗ ﾌｪﾙﾅﾝﾄﾞ
 8430 櫻井 駿一(2)   636 山岸 流唯(2)

ｻｸﾗｲ ｼｭﾝｲﾁ ﾔﾏｷﾞｼ ﾙｲ
 8422 田口 時生(2)   642 畑中 謙吾(1)

ﾀｸﾞﾁ ﾄｷｵ ﾊﾀﾅｶ ｹﾝｺﾞ
 5   6 女鳥羽中(A)  7293 藤本 晴也(1)     56.42  5   2 伊那東部中  8119 小松 航大(1)     49.94 

ﾒﾄﾊﾞﾁｭｳA ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙﾔ ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｺﾏﾂｺ ｳﾀﾞｲ
 7289 竹内 貴史(2)  8123 酒井 龍介(1)

ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ
 7291 木村 暁仁(1)  8112 倉田 優希(2)

ｷﾑﾗ ｱｷﾋﾄ ｸﾗﾀ ﾏｻｷ
 7296 三浦 颯太(1)  8109 伊藤 陸(2)

ﾐｳﾗ ｿｳﾀ ｲﾄｳ ﾘｸ
 6   3 中川中  8323 原 朋輝(1)     57.14  6   8 赤穂中  8229 中平 明辰(2)     50.51 

ﾅｶｶﾞﾜﾁｭｳ ﾊﾗ ﾄﾓｷ ｱｶﾎﾁｭｳ ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｱｷﾖｼ
 8322 富永 真斗(1)  8228 酒井 和馬(2)

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾄ ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ
 8320 北島 輝(1)  8234 小平 温大(1)

ｷﾀｼﾞﾏ ﾋｶﾙ ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾀｶ
 8319 今井 創士(1)  8232 関 雄飛(1)

ｲﾏｲ ｿｳｼ ｾｷ ﾕｳﾋ
  7 箕輪中(A)  8007 松田 直也(2)  7   5 伊那弥生ヶ丘高   448 有賀 正和(1)     54.76 

ﾐﾉﾜﾁｭｳA ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 途中棄権 ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｱﾙｶﾞ ﾏｻｶｽﾞ
 8009 矢島 竜成(2)   445 春日 明日実(2)

ﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｾｲ ｶｽｶﾞ ｱｽﾐ
 8004 福島 凛(2)   449 齋藤 春希(1)

ﾌｸｼﾏ ﾘﾝ ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ
 8030 登内 和也(1)   444 伊藤 拓也(2)

ﾄﾉｳﾁ ｶｽﾞﾔ ｲﾄｳ ﾀｸﾔ
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４×１００ｍＲ

決勝



   1 上伊那農高     44.82 藤原 渓太(1) 山崎 久樹(2) 唐澤 翔馬(2) 宮澤 崇(1)   2   1
   2 飯田風越高     45.21 中島 瑶樹(2) 熊谷 諒平(2) 原田 巧己(2) 鎌倉 渉(1)   2   2
   3 飯田高陵中(A)     48.66 長瀬 和真(2) 藤井 隆聖(2) 古瀬 友暉(2) 佐々木 勇人(3)   2   3
   4 辰野中(A)     49.48 春宮 省汰(2) 山内 一輝(2) 小池 潤優(2) 林 泰希(1)   1   1
   5 OIDE長姫高     49.49 遠山 春樹(2) 秋村 フェルナン山岸 流唯(2) 畑中 謙吾(1)   2   4
   6 伊那東部中     49.94 小松 航大(1) 酒井 龍介(1) 倉田 優希(2) 伊藤 陸(2)   2   5
   7 赤穂中     50.51 中平 明辰(2) 酒井 和馬(2) 小平 温大(1) 関 雄飛(1)   2   6
   8 駒ヶ根東中(A)     50.98 伊藤 晴也(1) 福澤 亮汰(2) 倉田 拓夢(1) 庄田 裕樹(2)   1   2
   9 辰野中(B)     52.60 瀨戸 俊成(2) 小松 崇史(2) 村上 豪(2) 古田 龍一(2)   1   3
  10 飯田高陵中(B)     53.37 井原 晟斗(2) 末元 昂成(2) 櫻井 駿一(2) 田口 時生(2)   1   4
  11 伊那弥生ヶ丘高     54.76 有賀 正和(1) 春日 明日実(2) 齋藤 春希(1) 伊藤 拓也(2)   2   7
  12 女鳥羽中(A)     56.42 藤本 晴也(1) 竹内 貴史(2) 木村 暁仁(1) 三浦 颯太(1)   1   5
  13 中川中     57.14 原 朋輝(1) 富永 真斗(1) 北島 輝(1) 今井 創士(1)   1   6

ｵｰﾀﾞｰ1

男子

４×１００ｍＲ
タイムレース

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4順位 所属名 都道府県 記録 備考



決勝 9月6日 16:10

県新(NR)         13,20.80
県高校新(HR)     13,45.23

 1 三沢 健 一般  16,03.79 
ﾐｻﾜ ｹﾝ ISｼﾞｭﾆｱ

 2 那須野 亨(2) 高校  16,15.57 
ﾅｽﾉ ﾄｵﾙ 伊那北高

 3 松村 博文 一般  16,29.06 
上伊那郡陸恊

 4 大村 一 一般  17,05.01 
ｵｵﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 塩尻市役所

 5 宮崎 仁(2) 高校  17,17.71 
ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾞﾝ 飯田風越高

 6 塩澤 寛太(1) 高校  17,38.60 
ｼｵｻﾞﾜ ｶﾝﾀ OIDE長姫高

 7 竹村 吉晃(1) 高校  17,41.36 
ﾀｹﾑﾗ ﾖｼｱｷ 伊那弥生ヶ丘高

 8 里見 心(2) 高校  18,00.31 
ｻﾄﾐ ｺｺﾛ 岡谷南高

 9 岡田 稜(1) 高校  18,44.33 
ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ 伊那北高
丸田 健悟(1) 高校
ﾏﾙﾀ ｹﾝｺﾞ 伊那弥生ヶ丘高
木村 和也 一般
ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾔ ﾄｰﾊﾂ
矢澤 雄太(2) 高校
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 伊那北高
北原 英一 一般
ｷﾀﾊﾗ ｴｲｲﾁ ﾄｰﾊﾂ
佐々木 勇人(3) 中学
ｻｻｷ ﾊﾔﾄ 飯田高陵中
勾田 達也 一般
ﾏｶﾞﾀ ﾀﾂﾔ 飯田市陸協
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５０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
2     2

13   410

10    58

1  8827

15   611

11   645

12   451

5   221

3   392

4   453
欠場

6    15
欠場

7   411
欠場

14    85
欠場

8    14
欠場

9  8411
欠場



決勝 9月6日 12:30

県新(NR)             2.18
県高校新(HR)         2.17
県中学新(JR)         1.97

矢島 竜成(2) 中学
ﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｾｲ 箕輪中
山岸 流唯(2) 高校
ﾔﾏｷﾞｼ ﾙｲ OIDE長姫高
花井 有輝(1) 高校
ﾊﾅｲ ﾕｳｷ 飯田風越高
古瀬 友暉(2) 中学
ﾌﾙｾ ﾕｳｷ 飯田高陵中
山内 一輝(2) 中学
ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ 辰野中
松下 莉玖(2) 中学
ﾏﾂｼﾀ ﾘｸ 宮田中
中路 星耀(3) 中学
ﾅｶｼﾞ ｾｲﾖｳ 伊那東部中
赤羽 健一(1) 中学
ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ 辰野中
有賀 友哉(2) 中学
ｱﾙｶﾞ ﾕｳﾔ 南箕輪中
池上 巧海(2) 中学
ｲｹｶﾞﾐ ﾀｸﾐ 春富中
田口 時生(2) 中学
ﾀｸﾞﾁ ﾄｷｵ 飯田高陵中
北原 大雅(1) 中学
ｷﾀﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 伊那東部中
青柳 大夢(1) 中学
ｱｵﾔｷﾞ ﾀﾞｲﾑ 鉢盛中
太田 岳(1) 中学
ｵｵﾀ ｶﾞｸ 宮田中
中山 蓮(2) 中学
ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ 伊那東部中
冨永 伸亜(1) 中学 欠場
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾉｱ 中川中
朝倉 世蘭(2) 中学 欠場
ｱｻｸﾗ ｾﾗﾝ 飯田高陵中
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走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m40 1m45 備考1m30 1m35 1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m73
1 15  8009

- - - - O O O O XO XXX  1.70

2 17   636
- - - - - - - XXO XXX  1.65

3 13   604
- - - - - O XO XXX  1.60

4 11  8425
- O O O O O XXX  1.55

5 12  7971
- - O O O XO XXX  1.55

6 10  8203
- - O O O XXX  1.50

6 16  8104
- - - - O XXX  1.50

8 9  7972
XO O O O XO XXX  1.50

9 7  8041
O O XO O XXX  1.45

10 5  8170
O XXX  1.30

11 4  8422
XO XXX  1.30

11 8  8117
XO XXX  1.30

2  7433
XXX

3  8206
XXX

14  8111
- - - - XXX

1  8329

6  8429



決勝 9月6日  9:00

県新(NR)             5.40
県高校新(HR)         5.11
県中学新(JR)         4.75

4m00 4m10 4m20 4m30 4m40
前田 貴滉(1) 高校 - - - - - - - - - -
ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 伊那北高 O O O XO XXX
池上 優斗(1) 高校 - - O O XO O O XXO XXX
ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾄ 高遠高
福島 凛(2) 中学 O O O XXO XXX
ﾌｸｼﾏ ﾘﾝ 箕輪中
恒川 直澄(1) 中学 O XO XXO XXX
ﾂﾈｶﾜ ﾅｵﾄ 伊那東部中
伊藤 拓也(2) 高校 - - - - - - - - - XXX 記録なし
ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 伊那弥生ヶ丘高

4 1  8115
 2.00

4   444

2 3   372
 2.50

3 2  8004
 2.10

1 5   423
 4.30

記録
2m00 2m10

備考
1m80 1m90 2m20 2m30 2m40 2m50 2m60 3m50
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棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 9月6日 10:30

県新(NR)             7.94
県高校新(HT)         7.61
県中学新(JR)         7.04

小町谷 祥司(2) 中学   5.79    X    X    5.79 
ｺﾏﾁﾔ ｼｮｳｼﾞ 伊那AC    0.0     0.0
手塚 貴郁(1) 高校   5.53   5.48   5.58    5.58 
ﾃﾂﾞｶ ﾀｶﾌﾐ 飯田風越高   +0.3   +0.2   -1.7    -1.7
唐澤 旺生(2) 高校   5.44   5.16   5.28    5.44 
ｶﾗｻﾜ ｱｷﾐ 伊那北高   -0.3    0.0   -1.0    -0.3
有賀 正和(1) 高校    X   5.29    X    5.29 
ｱﾙｶﾞ ﾏｻｶｽﾞ 伊那弥生ヶ丘高   +1.1    +1.1
市瀬 芳明 一般   4.89    X   4.99    4.99 
ｲﾁﾉｾ ﾖｼｱｷ 飯田市陸協   +0.3   -0.5    -0.5
長瀬 和真(2) 中学   4.99   4.85   4.48    4.99 
ﾅｶﾞｾ ｶｽﾞﾏ 飯田高陵中    0.0   -1.3   -0.8     0.0
富井 慶太 一般   4.55   4.92   4.86    4.92 
ﾄﾐｲ ｹｲﾀ 松本市陸協   -0.6    0.0   -1.7     0.0
中平 明辰(2) 中学   4.83   4.46   4.48    4.83 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｱｷﾖｼ 赤穂中   +0.2   -0.7   -2.2    +0.2
井原 晟斗(2) 中学   4.65   4.27   4.43    4.65 
ｲﾊﾗ ｾｲﾄ 飯田高陵中   +1.0    0.0   -0.9    +1.0
宮下 琉(2) 中学   4.38   4.62   4.54    4.62 
ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳ 宮田中    0.0   -0.6   -0.5    -0.6
毛利 水紀(2) 中学   4.16   3.85   4.06    4.16 
ﾓｳﾘ ﾐｽﾞｷ 箕輪中   +0.4   -1.4   -0.1    +0.4
櫻井 駿一(2) 中学   4.00    X   4.09    4.09 
ｻｸﾗｲ ｼｭﾝｲﾁ 飯田高陵中   +0.4    0.0     0.0
矢澤 海斗(2) 中学   3.02   3.08   2.93    3.08 
ﾔｻﾞﾜ ｶｲﾄ 箕輪中   +0.3   -1.9   -0.1    -1.9
竹入 聡一郎(1) 高校 欠場
ﾀｹｲﾘ ｿｳｲﾁﾛｳ 伊那北高
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走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 14  1022

-5-

2 7   607

3 11   412

4 10   448

5 9    86

6 4  8423

7 12    55

8 8  8229

9 6  8426

10 5  8204

11 3  8008

12 2  8430

13 1  8010

13   425



決勝 9月6日 10:30

県中学新(JR)         7.04

小松 航大(1) 中学   4.31   4.09   4.44    4.44 
ｺﾏﾂｺ ｳﾀﾞｲ 伊那東部中   -0.3   +0.3    0.0     0.0
宮下 龍之介(1) 中学   4.04   4.22   3.98    4.22 
ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 宮田中   +0.1   +0.5   -1.8    +0.5
丸山 優(1) 中学   3.61   4.18   4.19    4.19 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳ 女鳥羽中    0.0   -1.0    0.0     0.0
春日 雄大郎(1) 中学   4.09    X   3.48    4.09 
ｶｽｶﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 伊那東部中   -0.8   -0.7   -0.4    -0.8
西山 星輝(1) 中学   3.95   3.79   3.96    3.96 
ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳｷ 箕輪中   -0.7    0.0   -0.2    -0.2
木村 暁仁(1) 中学   3.43   3.88   3.58    3.88 
ｷﾑﾗ ｱｷﾋﾄ 女鳥羽中   -0.1   -0.3   -1.3    -0.3
風間 悠矢(1) 中学   3.79   3.52   3.53    3.79 
ｶｻﾞﾏ ﾕｳﾔ 箕輪中    0.0   -0.5   -0.4     0.0
榎本 虹輝(1) 中学   3.70   3.78   3.67    3.78 
ﾏｷﾓﾄ ｺｳｷ 箕輪中    0.0    0.0   -1.0     0.0
松村 正太(1) 中学   3.63    X   3.54    3.63 
ﾏﾂﾑﾗ ｼｮｳﾀ 中川中   +0.4   -1.5    +0.4
小木曽 輝翔(1) 中学    X   2.76   3.35    3.35 
ｵｷﾞｿ ﾃﾙﾄ 伊那東部中   -0.3   -1.1    -1.1
小林 剛(1) 中学   3.33   3.28   3.19    3.33 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾖｼ 伊那東部中    0.0   -0.5   -0.5     0.0
大月 洸典(1) 中学   3.14   3.17   3.29    3.29 
ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ 堀金中   +0.1   -0.5   -1.3    -1.3
市岡 佳大(1) 中学   2.96   2.77   3.26    3.26 
ｲﾁｵｶ ｹｲﾀ 飯田高陵中   +0.2   -0.2    0.0     0.0
細井 和真(1) 中学   3.17   3.03   3.19    3.19 
ﾎｿｲ ｶｽﾞﾏ 春富中    0.0   +0.5   -1.6    -1.6
宮﨑 仁聖(1) 中学   3.13    X   2.91    3.13 
ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾞﾝｾｲ 中川中    0.0   +0.1     0.0

第49回上伊那秋季記録会　兼　第19回上伊那ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨ                            

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 15  8119

-5-

2 4  8208

3 12  7298

4 13  8114

5 11  8032

6 14  7291

7 7  8024

8 9  8026

9 3  8325

10 6  8116

11 8  8122

12 10  6683

15 1  8326

13 2  8436

14 5  8175



決勝 9月6日  9:00

県高校新(HR)        14.61

前澤 凌(2) 高校
ﾏｴｻﾞﾜ ﾘｮｳ 高遠高
飯島 靖之(1) 高校
ｲｲｼﾞﾏ ﾔｽﾕｷ 駒ｹ根工高

 6.62

  8.33 

2 1   507
  X  6.62   X

1 2   384
 8.33   X  8.12

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

第49回上伊那秋季記録会　兼　第19回上伊那ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨ                            

砲丸投(6.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月6日  9:00

県中学新(JR)        13.45

奥垣内 崇史(3) 中学
ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ 鉢盛中
藤井 隆聖(2) 中学
ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 飯田高陵中
松田 直也(2) 中学
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 箕輪中
登内 達也(1) 中学
ﾄﾉｳﾁ ﾀﾂﾔ 伊那東部中
北澤 佑玖(1) 中学
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｳｷ 宮田中
松下 士恩(1) 中学
ﾏﾂｼﾀ ｼｵﾝ 中川中
市岡 佳大(1) 中学
ｲﾁｵｶ ｹｲﾀ 飯田高陵中

  5.30 

  6.14 

7 1  8436
 4.74  4.70  5.30

  6.38 

6 3  8324
 5.51  5.24  6.14

  6.50 

5 2  8205
 6.33  6.38  6.31

  8.95 

4 4  8126
 6.50  6.36  6.43

  9.51 

3 5  8007
 8.95   X   X

 11.70 

2 6  8424
 8.88  9.15  9.51

1 7  7421
11.70   X 10.73

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

第49回上伊那秋季記録会　兼　第19回上伊那ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨ                            

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月6日 12:30

県高校新(HR)        45.21

片倉一穂(3) 高校
ｶﾀｸﾗ ｶｽﾞﾎ 上伊那農高

第49回上伊那秋季記録会　兼　第19回上伊那ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨ                            

円盤投(1.750kg)

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

 36.16 
1 1   363

36.16   O   O



決勝 9月6日 12:30

末元 昂成(2) 中学
ｽｴﾓﾄ ｺｳｾｲ 飯田高陵中

第49回上伊那秋季記録会　兼　第19回上伊那ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨ                            

円盤投(1.500kg)

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

 12.65 
1 1  8431

  O   O 12.65



決勝 9月6日 11:00

県中学新(JR)        72.60

加藤 駿己(3) 中学
ｶﾄｳ ｼｭﾝｷ 飯田高陵中
後沢 大紀(1) 中学
ｺﾞｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 飯田高陵中
工藤 俊介(1) 中学
ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 伊那東部中
宮下 藍斗(1) 中学
ﾐﾔｼﾀ ｱｲﾄ 飯田高陵中
登内 達也(1) 中学
ﾄﾉｳﾁ ﾀﾂﾔ 伊那東部中
井口 河紀(1) 中学 欠場
ｲｸﾞﾁ ｺｳｷ 伊那東部中

第49回上伊那秋季記録会　兼　第19回上伊那ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨ                            

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

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 5  8417

  O   O 35.56  35.56 

2 3  8434
  O   O 27.50  27.50 

3 4  8127
  O 25.99   X  25.99 

4 1  8433
24.59   O   O  24.59 

5 6  8126
  O   X 22.95

2  8129

 22.95 
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