
 

 

 

 大会コード 14200535  

 

第４６回伊那ロードレース大会 

兼 第６１回伊那市民体育祭 
 

 

期  日：平成２６年１０月１２日（日） 

主  催：（一財）長野陸上競技協会・上伊那陸上競技協会・伊那市・伊那市教育委員会 

後  援：上伊那広域連合 

会  場：伊那市営 10哩競走路（207010） 

   

審 判 長：城田 忠承 

記録主任：桜井 健一 

 

 

 

■本大会で樹立された記録 

 

月日 種目 ラウンド 記録 氏名 男女 所属(学年) 従来の記録 備考 

10/12 一般男子１０ｋｍ 決勝 32 分 09 秒 北原 崇志 男 上伊那郡陸協 33 分 01 秒 大会新 

10/12 一般男子１０ｋｍ 決勝 32 分 10 秒 樋口 正晃 男 上伊那郡陸協 33 分 01 秒 大会新 

10/12 一般男子１０ｋｍ 決勝 32 分 46 秒 萩原 英雄 男 上伊那郡陸協 33 分 01 秒 大会新 

10/12 壮年男子１０ｋｍ 決勝 34 分 14 秒 丸山 信一 男 上伊那郡陸協 34 分 31 秒 大会新 

 

 

■気象状況 

 

月  日 時  刻 天  候 風  向 風速 m/s 気温 ℃ 湿度 ％ 

2014/10/12 10:00 晴れ 南南東 ２．１ １５．４  



第46回伊那ロードレース大会兼第61回伊那市民体育祭                                
主催：(一財)長野陸上競技協会・上伊那陸上競技協会                                
　　　伊那市・伊那市教育委員会                                                  
開催日：平成26年10月12日（日）                                                  

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】207010  伊那市営10哩競走路

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
10/12 男子 北原 崇志 32,09 樋口 正晃 32,10 萩原 英雄 32,46 松村 博文 33,40 上島 通成 33,45 鈴木  昌幸 33,49 木村 和也 33,55 有賀 竜太 34,00

１０ｋｍ 上伊那郡陸恊 GR 上伊那郡陸恊 GR 上伊那郡陸恊 GR 上伊那郡陸恊 上伊那郡陸恊 上伊那郡陸恊 ﾄｰﾊﾂ 上伊那郡陸恊
10/12 高校男子 水上 優斗(2) 32,47 石倉 大輔(1) 33,44 那須野 亨(2) 33,58 酒井 和樹(3) 34,30 藤木 俊(1) 36,44 田中 大夢(2) 36,46 竹村 吉晃(1) 37,29 佐藤 開都(2) 38,23

１０ｋｍ 佐久長聖高 伊那北高 伊那北高 岡谷工業高 伊那弥生ヶ丘高 その他･岡谷南高 伊那弥生ヶ丘高 箕輪進修高
10/12 中学男子 小池 彪(2) 17,18 宮下 和也(3) 17,36 渕井 大樹(3) 17,40 満澤辰祥(3) 17,45 南郷 隼翔(2) 17,47 岡 亮輔(2) 18,14 下平丈(3) 18,28 鈴木 勇人(2) 18,34

５ｋｍ 伊那東部中 箕輪中 箕輪中 飯島中 箕輪中 箕輪中 飯島中 箕輪中
10/12 壮年男子 丸山 信一 34,14 守屋 智春 34,52

１０ｋｍ 上伊那郡陸恊 GR 上伊那郡陸恊



決勝 10月12日 10:00

県新(NR)            28,52
大会新(GR)          33,01

 1 北原 崇志 伊那市     32,09 
ｷﾀﾊﾗ  ﾀｶｼ 上伊那郡陸恊

 2 樋口 正晃 上伊那     32,10 
ﾋｸﾞﾁ  ﾏｻｱｷ 上伊那郡陸恊

 3 萩原 英雄 伊那市     32,46 
ﾊｷﾞﾜﾗ  ﾋﾃﾞｵ 上伊那郡陸恊

 4 松村 博文 上伊那     33,40 
ﾏﾂﾑﾗ  ﾋﾛﾌﾐ 上伊那郡陸恊

 5 上島 通成 上伊那     33,45 
ｶﾐｼﾞﾏ  ﾐﾁﾅﾘ 上伊那郡陸恊

 6 鈴木  昌幸 伊那市     33,49 
ｽｽﾞｷ  ﾏｻﾕｷ 上伊那郡陸恊

 7 木村 和也 上伊那     33,55 
ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾔ ﾄｰﾊﾂ

 8 有賀 竜太 伊那市     34,00 
ｱﾙｶﾞ  ﾘｭｳﾀ 上伊那郡陸恊

 9 郷津 敏充 上伊那     35,02 
ｺﾞｳﾂ  ﾄｼﾐﾂ 上伊那郡陸恊

10 小林  太一 上伊那     35,08 
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀｲﾁ 上伊那郡陸恊

11 佐々木 跡武 上伊那     36,05 
ｻｻｷ  ｱﾄﾑ 上伊那郡陸恊

12 田中 秀一 上伊那     36,19 
ﾀﾅｶ ｼｭｳｲﾁ ﾄｰﾊﾂ

13 白鳥 智教 上伊那     38,14 
ｼﾛﾄﾘ ﾄｼﾉﾘ 辰野町陸協

14 宮尾 淳矢 上伊那     38,51 
ﾐﾔｵ ｼﾞｭﾝﾔ 箕輪町陸協

15 林 孝行 伊那市     43,58 
ﾊﾔｼ ﾀｶﾕｷ 信大AC
田原 直貴 上伊那
ﾀﾊﾗ  ﾅｵｷ 上伊那郡陸恊
飯塚 光輔 伊那市
ｲｲﾂﾞｶ   ｺｳｽｹ 上伊那郡陸恊
唐木 正敏 上伊那
ｶﾗｷ  ﾏｻﾄｼ 上伊那郡陸恊
滝澤 勉 上伊那
ﾀｷｻﾞﾜ  ﾂﾄﾑ 上伊那郡陸恊
北原 弘司 伊那市
ｷﾀﾊﾗ  ｺｳｼﾞ 上伊那郡陸恊
久保田 隼 上伊那
ｸﾎﾞﾀ  ﾊﾔｼ 上伊那郡陸恊
松崎  雄介 上伊那
ﾏﾂｻﾞｷ  ﾕｳｽｹ 上伊那郡陸恊
藤沢 誠一 上伊那
ﾌｼﾞｻﾜ ｾｲｲﾁ 箕輪町陸協

男子

１０ｋｍ１０ｋｍ

決勝決勝決勝

順順 No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
1313    13   13

大会新大会新
11     1    1

大会新大会新
22     2    2

大会新大会新
44     4    4

88     8    8

77     7    7

1919    19   19

1010    10   10

55     5    5

1616    16   16

1111    11   11

2020    20   20

1818    18   18

2323    23   23

2121    21   21

33     3    3
欠場欠場

66     6    6
欠場欠場

99     9    9
欠場欠場

1212    12   12
欠場欠場

1414    14   14
欠場欠場

1515    15   15
欠場欠場

1717    17   17
欠場欠場

2222    22   22
欠場欠場



決勝 10月12日 10:00

県新(NR)            28,52
大会新(GR)          34,31

 1 丸山 信一 上伊那     34,14 
ﾏﾙﾔﾏ   ｼﾝｲﾁ 上伊那郡陸恊

 2 守屋 智春 伊那市     34,52 
ﾓﾘﾔ  ﾄﾓﾊﾙ 上伊那郡陸恊
細田  勇一 上伊那
ﾎｿﾀﾞ  ﾕｳｲﾁ 上伊那郡陸恊

壮年男子

１０ｋｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

3   153
欠場

2   152
大会新

1   151



決勝 10月12日 10:00

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

 1 水上 優斗(2) 上伊那     32,47 
ﾐｽﾞｶﾐ ﾕｳﾄ 佐久長聖高

 2 石倉 大輔(1) 伊那市     33,44 
ｲｼｸﾗ ﾀﾞｲｽｹ 伊那北高

 3 那須野 亨(2) 伊那市     33,58 
ﾅｽﾉ ﾄｵﾙ 伊那北高

 4 酒井 和樹(3) 上伊那     34,30 
ｻｶｲ ｶｽﾞｷ 岡谷工業高

 5 藤木 俊(1) 伊那市     36,44 
ﾌｼﾞｷ ｽｸﾞﾙ 伊那弥生ヶ丘高

 6 田中 大夢(2) その他     36,46 
ﾀﾅｶ ﾋﾛﾑ 岡谷南高

 7 竹村 吉晃(1) 伊那市     37,29 
ﾀｹﾑﾗ ﾖｼｱｷ 伊那弥生ヶ丘高

 8 佐藤 開都(2) 上伊那     38,23 
ｻﾄｳ ｶｲﾄ 箕輪進修高

 9 垣内 岳(1) 伊那市     39,01 
ｶｷｳﾁ ｶﾞｸ 伊那弥生ヶ丘高

10 里見 心(2) その他     39,22 
ｻﾄﾐ ｺｺﾛ 岡谷南高

11 池上 優斗(1) 伊那市     40,58 
ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾄ 高遠高
宮森 蒼太(2) その他
ﾐﾔﾓﾘ ｿｳﾀ 岡谷南高

高校男子

１０ｋｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
12   112

9   109

8   108

1   101

7   107

2   102

6   106

11   111

5   105

4   104

10   110

3   103
欠場



決勝 10月12日 10:00

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

 1 小池 彪(2) 伊那市     17,18 
ｺｲｹ ｱｷﾗ 伊那東部中

 2 宮下 和也(3) 上伊那     17,36 
ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾔ 箕輪中

 3 渕井 大樹(3) 上伊那     17,40 
ﾌﾁｲ ﾀﾞｲｷ 箕輪中

 4 満澤辰祥(3) 上伊那     17,45 
ﾐﾂｻﾞﾜﾀﾂﾖｼ 飯島中

 5 南郷 隼翔(2) 上伊那     17,47 
ﾅﾝｺﾞｳ ﾊﾔﾄ 箕輪中

 6 岡 亮輔(2) 上伊那     18,14 
ｵｶ ﾘｮｳｽｹ 箕輪中

 7 下平丈(3) 上伊那     18,28 
ｼﾓﾀﾞｲﾗｼﾞｮｳ 飯島中

 8 鈴木 勇人(2) 上伊那     18,34 
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 箕輪中

 9 荒井 優佑(3) 上伊那     18,45 
ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 辰野中

10 有賀 恵哉(3) 上伊那     18,47 
ｱﾙｶﾞ ｹｲﾔ 箕輪中

11 杉山 修己(3) 上伊那     18,50 
ｽｷﾞﾔﾏ ｵｻﾐ 赤穂中

12 植田 貴大(3) 上伊那     19,07 
ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 宮田中

13 熊谷拓斗(3) 上伊那     19,46 
ｸﾏｶﾞｲﾀｸﾄ 飯島中

14 北林 拓真(2) 上伊那     19,51 
ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 辰野中

15 赤羽 仁志(2) 上伊那     19,58 
ｱｶﾊﾈ ﾋﾄｼ 辰野中

16 中谷 翔希(3) 上伊那     20,40 
ﾅｶﾔ ｼｮｳｷ 辰野中

17 根橋 健彰(2) 上伊那     20,58 
ﾈﾊﾞｼ ﾀｹｱｷ 辰野中

10   310

11   311

9   309

14   314

8   308

16   316

17   317

12   312

4   304

15   315

6   306

5   305

7   307

2   302

13   313

1   301

3   303

中学男子

５ｋｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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