
  

大会コード 15200513 

第２０回 伊那市小中学生陸上競技記録会 

記録集 

 
 

期 日： 平成２７年 ６月 １４日（日） 

主 催： 伊那市教育委員会・伊那市体育協会陸上部 

会 場： 伊那市陸上競技場（202030） 

審判長： 遠山 正洋   記録主任：桜井 健一 

 

 

■ この大会で樹立された記録 

月日 種目 予・決 記録 氏名 男女 所属 従来の記録 備考 

6/14 
小学５年女子 

ソフトボール投(１号)  
決勝 40m69 向山 琴葉 女 手良(5) 38m15 大会新 

6/14 
小学４年男子 

１００ｍ 
決勝 14秒 48(0.0) 藤澤 光輝 男 伊那(4) 14秒 75 大会新 

6/14 
小学６年女子 

ソフトボール投(１号) 
決勝 59m09 池上 桃花 女 手良(6) 53m68 大会新 

         

 

 

■グラウンドコンディション 

 
月  日 時  刻 天  候 風  向 風速 m/s 気温 ℃ 湿度 ％ 計測場所 

2015／6／14 9:00 曇り 南東 0.3 23.0 31.0 

  

  10:00 曇り 西南西 1.0 26.5 30.0 

  11:00 曇り 南南西 1.3 26.0 30.0 

  12:00 曇り 南東 2.3 25.5 28.0 

              

 



第20回伊那市小中学生陸上競技記録会                                              
　　主　催：伊那市教育委員会・伊那市体育協会陸上競技部                          
　　開催日：平成27年6月14日(日)                                                 
　　審判長：遠山　正洋                                                          

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 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
06/14 小学４年男子   0.0藤澤 光輝(4) 14.48 清水 駿介(4) 15.21 滝澤 怜(4) 15.25 唐澤 佳志(4) 15.33 加納 彗斗(4) 15.84 中山 未比呂(4) 15.85 唐澤 惇平(4) 16.32 安西 浩太(4) 16.51

１００ｍ 小学･伊那小 GR 小学･西箕輪小 小学･美篶小 小学･伊那小 小学･西春近南小 小学･高遠小 小学･手良小 小学･高遠北小
06/14 木下 奈夏(4) 3.30(+0.1) 酒井 奏楽(4) 3.28(0.0) 石川 穏也(4) 3.18(0.0) 吉澤 一樹(4) 3.15(+0.1) 春日 佑斗(4) 3.12(-0.1) 北原 郁未(4) 2.95(0.0) 小林 暖(4) 2.75(-0.1) 林 涼介(4) 2.61(-0.7)

走幅跳 小学･伊那北小 小学･西春近南小 小学･高遠小 小学･伊那小 小学･美篶小 小学･美篶小 小学･西箕輪小 小学･高遠小
06/14 久保田 勇(4) 39.37 野々田 斗和(4) 38.19 池上 司諒(4) 37.85 赤羽 悠太(4) 35.33 有賀 謙(4) 34.54 山本 皓大(4) 33.01 市原 颯介(4) 32.29 小澤 颯太(4) 32.19

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号 小学･手良小 小学･高遠小 小学･伊那小 小学･美篶小 小学･西箕輪小 小学･手良小 小学･西箕輪小 小学･西春近南小
06/14 東春近小     1,03.47 伊那小     1,03.87 美篶小     1,04.95 伊那北小     1,06.09 西春近南小     1,06.18

４×１００ｍＲ 森 涼介(4) 林 孝大(4) 赤羽 悠太(4) 上原 琉(4) 下平 優作(4)
竹内 結人(4) 藤澤 光輝(4) 北原 郁未(4) 木下 奈夏(4) 酒井 奏楽(4)
福澤 俊輔(4) 吉澤 一樹(4) 春日 佑斗(4) 土屋 颯太(4) 小澤 颯太(4)
川口 愛翔(4) 唐澤 佳志(4) 滝澤 怜(4) 宮下 尚也(4) 加納 彗斗(4)

06/14 小学５年男子  -0.2林 優真(5) 14.60 中村 允信(5) 15.09 下平 真吾(5) 15.27 嶋田 優太(5) 15.27 荻原 諒太(5) 15.35 河村 大和(5) 15.56 髙橋 大輔(5) 15.78 清水 大雅(5) 15.79
１００ｍ 小学･西箕輪小 小学･伊那小 小学･東春近小 小学･伊那東小 小学･西春近北小 小学･西春近北小 小学･手良小 小学･伊那小

06/14 北澤 凛太朗(5)3.75(-0.6) 橋爪 悠真(5) 3.67(-0.7) 尾崎 裕人(5) 3.53(-0.1) 飯島 颯士(5) 3.48(-0.8) 酒井 柊太(5) 3.38(-0.6) 髙橋 直央(5) 3.31(0.0) 羽田 光希(5) 3.23(0.0) 盛 生歩(5) 3.23(-0.7)
走幅跳 小学･伊那東小 小学･西春近北小 小学･手良小 小学･東春近小 小学･西春近北小 小学･手良小 小学･美篶小 小学･高遠北小

06/14 酒井 洸一(5) 49.40 北原 秀喜(5) 47.48 西村 樹(5) 45.40 工藤 航介(5) 45.37 小松 快希(5) 43.90 藪 大翔(5) 42.29 酒井 優弥(5) 39.88 城倉 拓馬(5) 38.80
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号 小学･西春近南小 小学･西春近南小 小学･高遠小 小学･伊那北小 小学･手良小 小学･高遠小 小学･西春近南小 小学･伊那小

06/14 伊那北小     1,01.12 西春近北小     1,01.16 美篶小     1,01.24 伊那東小     1,01.82 西春近南小     1,02.13 手良小     1,02.85 伊那小     1,03.06
４×１００ｍＲ 大森 光稀(5) 荻原 諒太(5) 北原 滉大(5) 池上 将矢(5) 唐澤 洸晴(5) 髙橋 大輔(5) 柴 莉玖(5)

米山 樹(5) 酒井 柊太(5) 小松 大夏(5) 嶋田 優太(5) 酒井 洸一(5) 小松 快希(5) 青木 彪太朗(5)
工藤 航介(5) 橋爪 悠真(5) 高橋 彪河(5) 唐澤 利海(5) 酒井 優弥(5) 蟹澤 翔太(5) 城倉 拓馬(5)
上島 瑞生(5) 河村 大和(5) 春日 勇人(5) 北澤 凛太朗(5) 北原 秀喜(5) 尾崎 裕人(5) 田中 大楓(5)

06/14 小学６年男子  -1.8中山 翔晴(6) 14.54 西澤 歩夢(6) 14.88 酒井 悠聖(6) 15.42 伊藤 雄大(6) 15.66 村田 翔太(6) 15.74 赤羽 祐哉(6) 15.92 那須野 威(6) 16.25 清水 伶大(6) 16.83
１００ｍ 小学･伊那北小 小学･高遠小 小学･西春近北小 小学･美篶小 小学･伊那東小 小学･西春近北小 小学･手良小 小学･美篶小

06/14 福澤 洸士(6) 4.04(+1.2) 唐澤 慧(6) 3.81(+1.0) 北澤 颯人(6) 3.69(+0.2) 下平 愛哉(6) 3.43(+1.2) 原田 優哉(6) 3.37(+1.9) 伊藤 優太(6) 3.24(+0.8) 樋口 晴斗(6) 3.22(+1.4) 宮下 潤一(6) 3.17(+1.6)
走幅跳 小学･美篶小 小学･伊那北小 小学･伊那東小 小学･美篶小 小学･伊那小 小学･新山小 小学･高遠小 小学･伊那東小

06/14 伊東 拓未(6) 54.05 井原 良介(6) 51.96 保科 凌(6) 48.51 唐澤 誠人(6) 47.63 福澤 陽成(6) 45.34 大久保 唯人(6) 45.12 伊藤 蒼一郎(6) 45.05 登内 唯翔(6) 43.93
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号 小学･西春近南小 小学･伊那小 小学･高遠小 小学･伊那西小 小学･伊那小 小学･東春近小 小学･西春近北小 小学･高遠北小

06/14 東春近小       58.65 伊那北小       59.09 伊那小       59.82 西春近北小     1,00.49 美篶小     1,00.86 高遠小     1,01.77
４×１００ｍＲ 新井 有羽人(6) 唐澤 慧(6) 原田 優哉(6) 赤羽 祐哉(6) 下平 愛哉(6) 伊澤 頼寿(6)

河野 颯太(6) 小松 大起(6) 高井 仁(6) 酒井 悠聖(6) 伊藤 雄大(6) 伊藤 律(6)
稲村 碧(6) 宮下 裕二朗(6) 小牧 由季(6) 西尾 丈丸(6) 西村 柊人(6) 市ノ羽 寛大(6)
山本 大翔(6) 中山 翔晴(6) 井原 良介(6) 伊藤 蒼一郎(6) 清水 伶大(6) 中村 璃空(6)

06/14 中学男子  -0.5伊藤 陸(3) 12.01 酒井 龍介(2) 12.05 中山 蓮(3) 12.36 林 涼真(3) 12.67 竹越 勇斗(1) 12.82 工藤 俊介(2) 12.99 織井 昭汰(3) 13.12 齊藤 昌希(3) 13.35
１００ｍ 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中 中学･西箕輪中 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中 中学･伊那中 中学･伊那中

06/14 小池 彪(3) 4,33.10 酒井 龍一(3) 4,33.49 岩村 勇弥(3) 4,33.72 原 大貴(2) 4,41.83 大杉 啓(3) 4,44.95 春日 雄大郎(2) 4,55.09 池上 巧海(3) 5,05.73 清水 健次郎(3) 5,08.10
１５００ｍ 中学･伊那東部中 中学･春富中 中学･春富中 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中 中学･春富中 中学･春富中

06/14 小松 航大(2) 5.05(+1.7) 細井 和真(2) 4.21(+2.0) 小木曽 輝翔(2)3.90(+0.5) 小林 剛(2) 3.85(+1.3)
走幅跳 中学･伊那東部中 中学･春富中 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中

06/14 登内 達也(2) 9.49 倉田 優希(3) 9.34 小池 功一郎(3) 8.95
砲丸投 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中 中学･伊那中

06/14 伊那東部中       49.63
４×１００ｍＲ 竹越 勇斗(1)

酒井 龍介(2)
小松 航大(2)
工藤 俊介(2)

06/14 小学共通男子 高井 仁(6) 3,14.12 宮下 裕二朗(6) 3,15.90 小牧 由季(6) 3,21.75 小松 大起(6) 3,27.06 廣瀬 礼人(6) 3,29.57 大髙 慧士(6) 3,30.27 上島 瑞生(5) 3,31.70 武藤 太郎(6) 3,33.16
１０００ｍ 小学･伊那小 小学･伊那北小 小学･伊那小 小学･伊那北小 小学･西春近北小 小学･高遠北小 小学･伊那北小 小学･西春近北小



予選 6月14日  9:25
決勝 6月14日 11:05

県小学新(SR)        12.27
大会新(GR)          14.75

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 -1.6

 1 中山 未比呂(4) 小学     15.96 q  1 唐澤 佳志(4) 小学     15.55 q
ﾅｶﾔﾏ ﾐﾋﾛ 高遠小 ｶﾗｻﾜ ﾖｼﾕｷ 伊那小

 2 飯島 宗士(4) 小学     16.71  2 滝澤 怜(4) 小学     15.83 q
ｲｲｼﾞﾏ ｿｳｼ 手良小 ﾀｷｻﾞﾜ ﾚﾝ 美篶小

 3 上原 琉(4) 小学     17.10  3 加納 彗斗(4) 小学     16.28 q
ｶﾐﾊﾗ ﾘｭｳ 伊那北小 ｶﾉｳ ｹｲﾄ 西春近南小

 4 下平 優作(4) 小学     17.98  4 土屋 颯太(4) 小学     17.33 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｳｻｸ 西春近南小 ﾂﾁﾔ ｿｳﾀ 伊那北小

 5 林 孝大(4) 小学     18.48  5 草場 陽太(4) 小学     17.80 
ﾊﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ 伊那小 ｸｻﾊﾞ ﾖｳﾀ 高遠北小

 6 北原 奏汰(4) 小学     18.66  6 西村 和(4) 小学     19.92 
ｷﾀﾊﾗ ｶﾅﾀ 西春近北小 ﾆｼﾑﾗ ﾉﾄﾞｶ 伊那東小
赤羽 浬(4) 小学 辻本 怜功斗(4) 小学
ｱｶﾊﾈ ｶｲﾘ 美篶小 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾚｸﾄ 西箕輪小

[ 3組] 風速 -1.1

 1 藤澤 光輝(4) 小学     14.69 q
ﾌｼﾞｻﾜ ｺｳｷ 伊那小

 2 清水 駿介(4) 小学     15.55 q
ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝｽｹ 西箕輪小

 3 唐澤 惇平(4) 小学     16.55 q
ｶﾗｻﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 手良小

 4 安西 浩太(4) 小学     16.60 q
ｱﾝｻﾞｲ ｺｳﾀ 高遠北小

 5 宮下 尚也(4) 小学     17.08 
ﾐﾔｼﾀ ﾅｵﾔ 伊那北小

 6 田村 隼乙(4) 小学     18.49 
ﾀﾑﾗ ﾊﾔﾄ 西春近南小

風速  0.0

 1 藤澤 光輝(4) 小学     14.48 
ﾌｼﾞｻﾜ ｺｳｷ 伊那小

 2 清水 駿介(4) 小学     15.21 
ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝｽｹ 西箕輪小

 3 滝澤 怜(4) 小学     15.25 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾚﾝ 美篶小

 4 唐澤 佳志(4) 小学     15.33 
ｶﾗｻﾜ ﾖｼﾕｷ 伊那小

 5 加納 彗斗(4) 小学     15.84 
ｶﾉｳ ｹｲﾄ 西春近南小

 6 中山 未比呂(4) 小学     15.85 
ﾅｶﾔﾏ ﾐﾋﾛ 高遠小

 7 唐澤 惇平(4) 小学     16.32 
ｶﾗｻﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 手良小

 8 安西 浩太(4) 小学     16.51 
ｱﾝｻﾞｲ ｺｳﾀ 高遠北小

小学４年男子

１００ｍ

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   210

5   246

4   321

6   183

2   315

3   396
欠場

順 ﾚｰﾝ

8     1

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5     8

8   392

3   314

4   175

6   233

7    87

2   347
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4     7

大会新
7   348

3   250

2   242

5   196

6   296

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3     7

大会新
4   348

5   392

6     8

7   314

8   210

2   250

1   242



予選 6月14日  9:35
決勝 6月14日 11:10

県小学新(SR)        12.27
大会新(GR)          13.73

[ 1組] 風速 -1.1 [ 2組] 風速 -1.4

 1 荻原 諒太(5) 小学     15.55 q  1 下平 真吾(5) 小学     15.44 q
ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 西春近北小 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼﾝｺﾞ 東春近小

 2 髙橋 大輔(5) 小学     15.86 q  2 嶋田 優太(5) 小学     15.63 q
ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ 手良小 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 伊那東小

 3 青木 彪太朗(5) 小学     15.88  3 清水 大雅(5) 小学     15.80 q
ｱｵｷ ｺﾀﾛｳ 伊那小 ｼﾐｽﾞ ﾀｲｶﾞ 伊那小

 4 加藤 林太郎(5) 小学     16.18  4 井上 櫂(5) 小学     15.99 
ｶﾄｳ ﾘﾝﾀﾛｳ 高遠北小 ｲﾉｳｴ ｶｲ 西箕輪小

 5 池上 将矢(5) 小学     16.84  5 久保村 泰尊(5) 小学     16.49 
ｲｹｶﾞﾐ ﾏｻﾔ 伊那東小 ｸﾎﾞﾑﾗ ﾀｲｿﾝ 西春近北小

 6 飯島 大空(5) 小学     17.10  6 米山 樹(5) 小学     16.80 
ｲｲｼﾞﾏ ｿﾗ 高遠小 ﾖﾈﾔﾏ ｲﾂｷ 伊那北小

 7 松崎 大成(5) 小学     17.26  7 木下 滉也(5) 小学     16.87 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｲｾｲ 伊那北小 ｷﾉｼﾀ ｺｳﾔ 美篶小

[ 3組] 風速  0.0

 1 林 優真(5) 小学     14.56 q
ﾊﾔｼ ﾕｳﾏ 西箕輪小

 2 中村 允信(5) 小学     15.49 q
ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ 伊那小

 3 河村 大和(5) 小学     15.49 q
ｶﾜﾑﾗ ﾔﾏﾄ 西春近北小

 4 木下 一稀(5) 小学     16.21 
ｷﾉｼﾀ ｲﾂｷ 伊那北小

 5 蟹澤 翔太(5) 小学     17.40 
ｶﾆｻﾜ ｼｮｳﾀ 手良小

 6 春日 陽翔(5) 小学     17.47 
ｶｽｶﾞ ﾊﾙﾄ 伊那東小

 7 小池 誠志郎(5) 小学     17.85 
ｺｲｹ ｾｲｼﾛｳ 美篶小

風速 -0.2

 1 林 優真(5) 小学     14.60 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾏ 西箕輪小

 2 中村 允信(5) 小学     15.09 
ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ 伊那小

 3 下平 真吾(5) 小学     15.27 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼﾝｺﾞ 東春近小

 4 嶋田 優太(5) 小学     15.27 
ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 伊那東小

 5 荻原 諒太(5) 小学     15.35 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 西春近北小

 6 河村 大和(5) 小学     15.56 
ｶﾜﾑﾗ ﾔﾏﾄ 西春近北小

 7 髙橋 大輔(5) 小学     15.78 
ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ 手良小

 8 清水 大雅(5) 小学     15.79 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｶﾞ 伊那小

小学５年男子

１００ｍ

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   342

8   244

3   208

7    15

5   238

2   185

順 ﾚｰﾝ

6    85

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   378

2    80

7    17

8   352

6   339

5   171

3   382

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   345

5    10

6   341

2   169

8   262

4    91

7   399

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   345

3    10

4   378

8    80

7   342

5   341

2   244

1    17



予選 6月14日  9:45
決勝 6月14日 11:15

県小学新(SR)        12.27
大会新(GR)          13.49

[ 1組] 風速 -1.2 [ 2組] 風速 -0.3

 1 伊藤 雄大(6) 小学     15.38 q  1 中山 翔晴(6) 小学     14.41 q
ｲﾄｳ ﾕｳﾀ 美篶小 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾊﾞﾙ 伊那北小

 2 村田 翔太(6) 小学     15.59 q  2 西澤 歩夢(6) 小学     14.67 q
ﾑﾗﾀ ｼｮｳﾀ 伊那東小 ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 高遠小

 3 赤羽 祐哉(6) 小学     15.67 q  3 酒井 悠聖(6) 小学     15.25 q
ｱｶﾊﾈ ﾕｳﾔ 西春近北小 ｻｶｲ ﾕｳｾｲ 西春近北小

 4 那須野 威(6) 小学     15.85 q  4 清水 伶大(6) 小学     16.57 q
ﾅｽﾉ ﾀｹﾙ 手良小 ｼﾐｽﾞ ﾚｵ 美篶小

 5 金沢 貫汰(6) 小学     16.74  5 諸田 晴樹(6) 小学     16.92 
ｶﾅｻﾞﾜ ｶﾝﾀ 伊那小 ﾓﾛﾀ ﾊﾙｷ 伊那小

 6 井上 佑太(6) 小学     17.91 原 裕貴(6) 小学
ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀ 新山小 ﾊﾗ ﾕｳｷ 伊那東小
宮澤 健太(6) 小学 岡地 諒(6) 小学
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 伊那東小 ｵｶﾁ ﾘｮｳ 伊那小

風速 -1.8

 1 中山 翔晴(6) 小学     14.54 
ﾅｶﾔﾏ ﾄﾊﾞﾙ 伊那北小

 2 西澤 歩夢(6) 小学     14.88 
ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 高遠小

 3 酒井 悠聖(6) 小学     15.42 
ｻｶｲ ﾕｳｾｲ 西春近北小

 4 伊藤 雄大(6) 小学     15.66 
ｲﾄｳ ﾕｳﾀ 美篶小

 5 村田 翔太(6) 小学     15.74 
ﾑﾗﾀ ｼｮｳﾀ 伊那東小

 6 赤羽 祐哉(6) 小学     15.92 
ｱｶﾊﾈ ﾕｳﾔ 西春近北小

 7 那須野 威(6) 小学     16.25 
ﾅｽﾉ ﾀｹﾙ 手良小

 8 清水 伶大(6) 小学     16.83 
ｼﾐｽﾞ ﾚｵ 美篶小

1   249

2   398

8    86

7   326

3   331

4   417

6   178

5   214

欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4    96
欠場

6    40

5   398

8    25

2   214

7   331

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   178

4   101
欠場

順 ﾚｰﾝ

8    31

2   289

3   326

5   249

記録／備考
7   417

6    86

小学６年男子

１００ｍ

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 No. 氏  名 所属名



予選 6月14日 10:00
決勝 6月14日 11:25

県中学新(KCR)       10.85
大会新(GR)          11.82

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速 -0.3

 1 中山 蓮(3) 中学     12.43 q  1 林 涼真(3) 中学     12.67 q
ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ 伊那東部中 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ 西箕輪中

 2 齊藤 昌希(3) 中学     13.31 q  2 工藤 俊介(2) 中学     12.78 q
ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ 伊那中 ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 伊那東部中

 3 林 大翔(1) 中学     13.36  3 北原 諒(1) 中学     15.55 
ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾄ 高遠中 ｷﾀﾊﾗ ﾘｮｳ 伊那東部中

 4 恒川 直澄(2) 中学     13.86 井口 河紀(2) 中学
ﾂﾈｶﾜ ﾅｵﾄ 伊那東部中 ｲｸﾞﾁ ｺｳｷ 伊那東部中

 5 逸見 崚輔(1) 中学     14.37 ホンダ ケンジ(1)中学
ﾍﾝﾐ ﾘｮｳｽｹ 伊那中 ﾎﾝﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 伊那中

 6 田口 恵斗(1) 中学     16.51 大澤 昂祈(2) 中学
ﾀｸﾞﾁ ｹｲﾄ 伊那東部中 ｵｵｻﾜ ｺｳｷ 伊那中
小池 歩(1) 中学 北原 大雅(2) 中学
ｺｲｹ ｱﾕﾑ 伊那東部中 ｷﾀﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 伊那東部中

[ 3組] 風速 -1.2 [ 4組] 風速 -0.5

 1 酒井 龍介(2) 中学     12.20 q  1 伊藤 陸(3) 中学     11.99 q
ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ 伊那東部中 ｲﾄｳ ﾘｸ 伊那東部中

 2 竹越 勇斗(1) 中学     12.84 q  2 織井 昭汰(3) 中学     12.97 q
ﾀｹｺｼ ﾕｳﾄ 伊那東部中 ｵﾘｲ ｼｮｳﾀ 伊那中

 3 竹内 郁尋(2) 中学     13.33  3 久保田 光太郎(1)中学     14.51 
ﾀｹｳﾁ ｲﾁﾙ 春富中 ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 伊那中

 4 三澤 哲也(1) 中学     14.37  4 金野 隼男(1) 中学     15.72 
ﾐｻﾜ ﾃﾂﾔ 伊那東部中 ｺﾝﾉ ﾊﾔﾄ 伊那東部中

 5 三沢 和輝(1) 中学     14.68  5 加藤 大起(1) 中学     15.77 
ﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ 伊那中 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 伊那東部中
中村 友樹弥(2) 中学 伊藤 巧(2) 中学
ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾔ 伊那東部中 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 伊那東部中

風速 -0.5

 1 伊藤 陸(3) 中学     12.01 
ｲﾄｳ ﾘｸ 伊那東部中

 2 酒井 龍介(2) 中学     12.05 
ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ 伊那東部中

 3 中山 蓮(3) 中学     12.36 
ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ 伊那東部中

 4 林 涼真(3) 中学     12.67 
ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ 西箕輪中

 5 竹越 勇斗(1) 中学     12.82 
ﾀｹｺｼ ﾕｳﾄ 伊那東部中

 6 工藤 俊介(2) 中学     12.99 
ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 伊那東部中

 7 織井 昭汰(3) 中学     13.12 
ｵﾘｲ ｼｮｳﾀ 伊那中

 8 齊藤 昌希(3) 中学     13.35 
ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ 伊那中

中学男子

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 No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   127

5    49

4   125

7   225

6   150

8   139
欠場

順 ﾚｰﾝ

3    68

No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   353

4   151

6   113

2   161
欠場

3    69
欠場

5    55
欠場

8   114
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
2   144

6   129

3   266

4   147

5    63

7   126
欠場

氏  名 所属名 記録／備考
6   162

7    59

5    66

3   156

2   160

4   163
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   162

6   144

5   127

3   353

7   129

8   151

2    59

1    49



決勝 6月14日 10:15

県小学新          2,52.94
大会新(GR)        3,13.11

 1 高井 仁(6) 小学   3,14.12 
ﾀｶｲ ｼﾞﾝ 伊那小

 2 宮下 裕二郎(6) 小学   3,15.90 
ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｼﾞﾛｳ 伊那北小

 3 小牧 由季(6) 小学   3,21.75 
ｺﾏｷ ﾖｼｷ 伊那小

 4 小松 大起(6) 小学   3,27.06 
ｺﾏﾂ ﾀﾞｲｷ 伊那北小

 5 廣瀬 礼人(6) 小学   3,29.57 
ﾋﾛｾ ｱﾔﾄ 西春近北小

 6 大髙 慧士(6) 小学   3,30.27 
ｵｵﾀｶ ｻﾄｼ 高遠北小

 7 上島 瑞生(5) 小学   3,31.70 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 伊那北小

 8 武藤 太郎(6) 小学   3,33.16 
ﾑﾄｳ ﾀﾛｳ 西春近北小

 9 田中 稜馬(6) 小学   3,33.29 
ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾏ 美篶小

10 古田 笙一郎(6) 小学   3,36.03 
ﾌﾙﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 美篶小

11 小林 蒼生(6) 小学   3,36.42 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳ 手良小

12 野村 海斗(6) 小学   3,37.48 
ﾉﾑﾗ ｶｲﾄ 伊那小

13 塩澤 空(6) 小学   3,41.91 
ｼｵｻﾞﾜ ｿﾗ 西春近南小

14 唐澤 利海(5) 小学   3,43.54 
ｶﾗｻﾜ ﾘｭｳ 伊那東小

15 伊藤 世成(5) 小学   3,43.55 
ｲﾄｳ ｾﾅ 美篶小

16 向山 諒(6) 小学   3,45.47 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾘｮｳ 伊那東小

17 馬塲 亮輔(5) 小学   3,46.09 
ﾊﾞﾊﾞ ﾘｮｳｽｹ 東春近小

18 下平 真人(5) 小学   3,50.99 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏｺﾄ 東春近小

19 小松 航(6) 小学   3,55.24 
ｺﾏﾂ ﾜﾀﾙ 高遠小

20 小松 真優(4) 小学   3,55.55 
ｺﾏﾂ ﾏﾋﾛ 高遠小

21 安西 大穂(6) 小学   4,04.29 
ｱﾝｻﾞｲ ﾀﾞｲﾎ 高遠北小

22 油井 颯大(4) 小学   4,17.22 
ﾕｲ ｿｳﾀﾞｲ 高遠北小

23 井上 大誠(5) 小学   4,21.40 
ｲﾉｳｴ ﾀｲｾｲ 伊那西小

24 宮澤 翔(6) 小学   5,07.72 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｮｳ 高遠小
唐澤 結太(5) 小学
ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾀ 東春近小
三澤 優真(4) 小学
ﾐｻﾜ ﾕｳﾏ 手良小

5   364
欠場

17   258
欠場

6    48

21   222

3   241

23   226

7   217

25   216

1   362

13   377

2   419

24    93

10   316

4    81

9   254

22     2

16   390

12   407

20   182

15   322

11   319

19   232

14    24

8   187

26    28

18   194

小学共通男子

１０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 6月14日 10:40

県中学新(KCR)     3,56.20
大会新(GR)        4,10.20

 1 小池 彪(3) 中学   4,33.10 
ｺｲｹ ｱｷﾗ 伊那東部中

 2 酒井 龍一(3) 中学   4,33.49 
ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁ 春富中

 3 岩村 勇弥(3) 中学   4,33.72 
ｲﾜﾑﾗ ﾕｳﾔ 春富中

 4 原 大貴(2) 中学   4,41.83 
ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 伊那東部中

 5 大杉 啓(3) 中学   4,44.95 
ｵｵｽｷﾞ ﾋﾛﾑ 伊那東部中

 6 春日 雄大郎(2) 中学   4,55.09 
ｶｽｶﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 伊那東部中

 7 池上 巧海(3) 中学   5,05.73 
ｲｹｶﾞﾐ ﾀｸﾐ 春富中

 8 清水 健次郎(3) 中学   5,08.10 
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ 春富中

 9 清水 祐来(2) 中学   5,08.50 
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾗ 伊那東部中

10 井口 駿太朗(3) 中学   5,10.07 
ｲｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀﾛｳ 春富中

11 松村 光志(2) 中学   5,13.60 
ﾏﾂﾑﾗ ｺｳｼ 伊那中

12 田畑 綾太(2) 中学   5,16.57 
ﾀﾊﾞﾀ ﾘｮｳﾀ 伊那中

13 荻原 浩太郎(1) 中学   5,18.35 
ｵｷﾞﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 春富中

14 鷲見 隼翔(1) 中学   5,19.26 
ｽﾐ ﾊﾔﾄ 伊那東部中

15 有賀 大輝(2) 中学   5,22.10 
ｱﾙｶﾞ ﾀｲｷ 西箕輪中

16 坂本 大(2) 中学   5,22.35 
ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲ 春富中

17 三澤 賢人(1) 中学   5,24.82 
ﾐｻﾜ ｹﾝﾄ 伊那東部中

18 牧島 駿太(1) 中学   5,25.24 
ﾏｷｼﾏ ｼｭﾝﾀ 伊那東部中

19 石田 滉樹(1) 中学   5,29.07 
ｲｼﾀﾞ ｺｳｼﾞｭ 伊那中

20 清水 想介(1) 中学   5,29.43 
ｼﾐｽﾞ ｿｳｽｹ 伊那東部中

21 牧田 げんき(1) 中学   6,11.12 
ﾏｷﾀ ｹﾞﾝｷ 伊那中
酒井 陽輝(3) 中学
ｻｶｲ ﾊﾙｷ 春富中
橋爪 竜生(3) 中学
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀﾂｷ 伊那東部中
トレザン ガブリエ中学
ﾄﾚｻﾞﾝ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 伊那東部中
藤本 拓海(1) 中学
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｸﾐ 伊那東部中
竹内 健人(3) 中学
ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾄ 伊那東部中

中学男子

１５００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   140

25   274

7   281

2   155

26   130

6   143

5   268

23   270

12   133

13   283

15    60

21    54

3   282

16   106

1   354

17   277

14   148

4   111

19    57

22   134

11    51

9   275
欠場

10   157
欠場

18   164
欠場

20   120
欠場

24   128
欠場



決勝 6月14日  9:00

県小学新(SR)         5.47
大会新(GR)           3.88

木下 奈夏(4) 小学   3.30   3.17   3.07    3.30 
ｷﾉｼﾀ ﾅﾂ 伊那北小   +0.1   -0.4   -0.1    +0.1
酒井 奏楽(4) 小学   3.28   3.24   3.13    3.28 
ｻｶｲ ｿﾗ 西春近南小    0.0   -0.5   -0.2     0.0
石川 穏也(4) 小学   2.27   3.18   3.14    3.18 
ｲｼｶﾜ ﾄｼﾔ 高遠小   +0.1    0.0    0.0     0.0
吉澤 一樹(4) 小学   3.15   3.02   3.06    3.15 
ﾖｼｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 伊那小   +0.1   -0.4   +0.1    +0.1
春日 佑斗(4) 小学   2.96   3.12   2.62    3.12 
ｶｽｶﾞ ﾕｳﾄ 美篶小    0.0   -0.1   -1.7    -0.1
北原 郁未(4) 小学   2.80   2.95   2.89    2.95 
ｷﾀﾊﾗ ｲｸﾐ 美篶小   -1.5    0.0   +0.3     0.0
小林 暖(4) 小学   2.49   2.36   2.75    2.75 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞﾝ 西箕輪小   +0.8   -0.9   -0.1    -0.1
林 涼介(4) 小学   2.61   2.00   2.21    2.61 
ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 高遠小   -0.7   +0.1    0.0    -0.7
竹内 悠人(4) 小学   2.10    X   2.43    2.43 
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾄ 高遠小   -1.8   +0.1    +0.1
久保田 大輝(4) 小学 欠場
ｸﾎﾞﾀ ﾀｲｷ 伊那小
松澤 知優(4) 小学 欠場
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾁﾋﾛ 手良小

99   253  253

55    35   35

99 33   212  212

88 11   203  203

77 77   349  349

66 22   387  387

55 44   403  403

44 88    37   37

33 1111   213  213

22 66   308  308

備考備考
11 1010   168  168

-5--5- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4-氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1-順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ

小学４年男子

走幅跳走幅跳

決勝決勝決勝



決勝 6月14日  9:40

県小学新(SR)         5.47
大会新(GR)           4.13

北澤 凛太朗(5) 小学   3.75   3.70   3.71    3.75 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 伊那東小   -0.6    0.0   -1.9    -0.6
橋爪 悠真(5) 小学   3.65   3.67   3.30    3.67 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｳﾏ 西春近北小    0.0   -0.7   -0.1    -0.7
尾崎 裕人(5) 小学   3.53   2.83   3.21    3.53 
ｵｻﾞｷ ﾕｳﾄ 手良小   -0.1    0.0   -0.5    -0.1
飯島 颯士(5) 小学   3.48    X   3.16    3.48 
ｲｲｼﾞﾏ ｿｳｼ 東春近小   -0.8   -1.3    -0.8
酒井 柊太(5) 小学   3.05   3.38   2.98    3.38 
ｻｶｲ ｼｭｳﾀ 西春近北小   -0.2   -0.6   -1.4    -0.6
髙橋 直央(5) 小学   3.31   3.23   2.99    3.31 
ﾀｶﾊｼ ﾅｵ 手良小    0.0   -0.6   +0.4     0.0
羽田 光希(5) 小学   3.13   3.00   3.23    3.23 
ﾊﾀ ｺｳｷ 美篶小    0.0   -0.4    0.0     0.0
盛 生歩(5) 小学   3.23    X   3.08    3.23 
ﾓﾘ ｲｯﾎﾟ 高遠北小   -0.7   -0.4    -0.7
唐澤 洸晴(5) 小学   3.09   3.22   3.21    3.22 
ｶﾗｻﾜ ｺｳｾｲ 西春近南小   -0.3    0.0   -0.3     0.0
宮原 侑生(5) 小学   3.22   2.83    X    3.22 
ﾐﾔﾊﾗ ﾕｳ 手良小   -1.4    0.0    -1.4
柴 莉玖(5) 小学   3.01   3.15   2.97    3.15 
ｼﾊﾞ ﾘｸ 伊那小   -1.4    0.0    0.0     0.0
木ノ嶋 圭(5) 小学   3.13   3.11   3.11    3.13 
ｷﾉｼﾏ ｹｲ 美篶小   +0.6   -0.5   +0.9    +0.6
田中 大楓(5) 小学   2.96   3.02   3.02    3.02 
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 伊那小   -1.7   -0.3    0.0    -0.3
千島 卓巳(5) 小学    X   3.02   2.78    3.02 
ﾁｼﾏ ﾀｸﾐ 西春近南小   -2.1   -1.4    -2.1
半澤 祈抱(5) 小学   2.96   2.96   2.92    2.96 
ﾊﾝｻﾞﾜ ｲﾀﾞｷ 高遠北小    0.0   -0.1   -1.2     0.0
酒井 晴生(5) 小学   2.91   2.95   2.78    2.95 
ｻｶｲ ﾊﾙｷ 伊那小    0.0   -0.5    0.0    -0.5
大脇 蒔人(5) 小学   2.80   2.66   2.77    2.80 
ｵｵﾜｷ ﾏｷﾄ 美篶小   -0.1   -1.0   -1.2    -0.1
林 聖空(5) 小学 欠場
ﾊﾔｼ ｿﾗ 伊那北小
井口 博貴(5) 小学 欠場
ｲｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 伊那北小

5   199

17 3   393

2   166

15 4   229

16 10    26

13 13     9

14 7   299

11 15    27

12 8   383

9 17   295

10 14   260

7 11   416

8 1   235

5 6   332

6 12   243

3 16   245

4 18   360

1 19    75
-5-

2 9   335

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

小学５年男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 6月14日 10:30

県小学新(SR)         5.47
大会新(GR)           4.46

福澤 洸士(6) 小学   4.04   3.92   4.00    4.04 
ﾌｸｻﾞﾜ ｺｳｼ 美篶小   +1.2   +0.6   +1.8    +1.2
唐澤 慧(6) 小学   3.70   3.72   3.81    3.81 
ｶﾗｻﾜ ｹｲ 伊那北小   +0.3   +2.0   +1.0    +1.0
北澤 颯人(6) 小学   3.52   3.69   3.66    3.69 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 伊那東小   +1.5   +0.2   +2.0    +0.2
下平 愛哉(6) 小学   3.43    X    X    3.43 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏﾅﾔ 美篶小   +1.2    +1.2
原田 優哉(6) 小学   3.37   3.13   3.23    3.37 
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ 伊那小   +1.9   +1.8   +1.0    +1.9
伊藤 優太(6) 小学   3.24   3.01   2.96    3.24 
ｲﾄｳ ﾕｳﾀ 新山小   +0.8   +1.2   +0.8    +0.8
樋口 晴斗(6) 小学   3.03   3.22    X    3.22 
ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 高遠小   +0.8   +1.4    +1.4
宮下 潤一(6) 小学   3.17   3.09   3.07    3.17 
ﾐﾔｼﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 伊那東小   +1.6   +0.5   +0.9    +1.6
中島 伊吹(6) 小学   2.91   2.86   3.11    3.11 
ﾅｶｼﾞﾏ ｲﾌﾞｷ 西春近南小   +0.6   +0.5   +1.7    +1.7
城倉 皇大(6) 小学   2.85   3.00   3.06    3.06 
ｼﾞｮｳｸﾗ ｺｳﾀﾞｲ 手良小   +0.4   +0.8   +1.0    +1.0
中田 義生(6) 小学   2.92   2.46    X    2.92 
ﾅｶﾀ ﾖｼｵ 高遠北小   -1.0   +0.8    -1.0
熊谷 春平(6) 小学   2.09   2.80    X    2.80 
ｸﾏｶﾞｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ 伊那東小   +0.3   +0.8    +0.8
小椋 桂都(6) 小学   2.35   2.39   2.67    2.67 
ｵｸﾞﾗ ｹｲﾄ 伊那小   +1.2   +0.1   +1.0    +1.0
吉澤 聖(6) 小学    X    X    X 記録なし
ﾖｼｻﾞﾜ ﾋｼﾞﾘ 伊那小
渡辺 ビトル(6) 小学 欠場
ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾋﾞﾄﾙ 伊那北小

小学６年男子

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 2   388

-5-

2 15   174

3 3    74

4 5   415

5 14    30

6 7   290

7 11   207

8 9   102

9 10   297

10 12   252

11 1   231

12 13    98

8   176

13 6    23

4    36



決勝 6月14日 11:20

県中学新(KCR)        7.04
大会新(GR)           5.93

小松 航大(2) 中学   5.05    X    -    5.05 
ｺﾏﾂ ｺｳﾀﾞｲ 伊那東部中   +1.7    +1.7
細井 和真(2) 中学   4.21   3.93   3.92    4.21 
ﾎｿｲ ｶｽﾞﾏ 春富中   +2.0   +2.5   +0.7    +2.0
小木曽 輝翔(2) 中学   3.35   3.89   3.90    3.90 
ｵｷﾞｿ ﾃﾙﾄ 伊那東部中   +1.5   +0.7   +0.5    +0.5
小林 剛(2) 中学   3.85   3.75   3.82    3.85 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾞｳ 伊那東部中   +1.3   +1.1   +1.5    +1.3
大森 才稀(1) 中学 欠場
ｵｵﾓﾘ ｻｲｷ 伊那東部中

4   131

3 2   138

4 1   137

1 5   141
-5-

2 3   278

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

中学男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 6月14日  9:00

県小学新(SR)        80.09
大会新(GR)          48.52

久保田 勇(4) 小学
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳ 手良小
野々田 斗和(4) 小学
ﾉﾉﾀﾞ ﾄﾜ 高遠小
池上 司諒(4) 小学
ｲｹｶﾞﾐ ｼﾞﾛｳ 伊那小
赤羽 悠太(4) 小学
ｱｶﾊﾈ ﾕｳﾀ 美篶小
有賀 謙(4) 小学
ｱﾙｶﾞ ｹﾝ 西箕輪小
山本 皓大(4) 小学
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 手良小
市原 颯介(4) 小学
ｲﾁﾊﾗ ｿｳｽｹ 西箕輪小
小澤 颯太(4) 小学
ｵｻﾞﾜ ﾌｳﾀ 西春近南小
原 柊輝(4) 小学
ﾊﾗ ｼｭｳｷ 西箕輪小
白石 真季(4) 小学
ｼﾗｲｼ ﾏｻｷ 伊那小
伊藤 南輝(4) 小学
ｲﾄｳ ﾅﾐｷ 手良小
桜井 大也(4) 小学
ｻｸﾗｲ ﾋﾛﾔ 高遠小
阪下 楓(4) 小学
ｻｶｼﾀ ｶｴﾃﾞ 高遠小

 16.18 

 26.06 

13 10   221
  O   X 16.18

 27.96 

12 8   220
  O 26.06   O

 28.10 

11 7   263
27.96   O   O

 30.50 

10 4     6
28.10   O   O

 32.19 

9 3   351
30.50   O   O

 32.29 

8 9   301
  O   O 32.19

 33.01 

7 1   350
  O 32.29   O

 34.54 

6 11   257
  O 33.01   O

 35.33 

5 5   346
34.54   O   O

 37.85 

4 2   395
  X   O 35.33

 38.19 

3 6    13
37.85   O   O

 39.37 

2 12   205
  O   O 38.19

1 13   261
  O   O 39.37

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

小学４年男子

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(１号球)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 6月14日  9:50

県小学新(SR)        80.09
大会新(GR)          57.00

酒井 洸一(5) 小学
ｻｶｲ ｺｳｲﾁ 西春近南小
北原 秀喜(5) 小学
ｷﾀﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 西春近南小
西村 樹(5) 小学
ﾆｼﾑﾗ ｲﾂｷ 高遠小
工藤 航介(5) 小学
ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 伊那北小
小松 快希(5) 小学
ｺﾏﾂ ｶｲｷ 手良小
藪 大翔(5) 小学
ﾔﾌﾞ ﾀﾞｲﾄ 高遠小
酒井 優弥(5) 小学
ｻｶｲ ﾕｳﾔ 西春近南小
城倉 拓馬(5) 小学
ｼﾞｮｳｸﾗ ﾀｸﾏ 伊那小
吉瀬 歩睦(5) 小学
ｷｾ ｱﾕﾑ 西春近北小
伊藤 巧翔(5) 小学
ｲﾄｳ ﾀｸﾄ 西春近北小
田口 勝斗(5) 小学
ﾀｸﾞﾁ ﾏｻﾄ 西春近北小
平澤 大和(5) 小学
ﾋﾗｻﾜ ﾔﾏﾄ 伊那北小
我孫子 龍飛(5) 小学 欠場
ｱﾋｺ ﾘｭｳﾄ 伊那北小
寺澤 一希(5) 小学 欠場
ﾃﾗｻﾜ ｶｽﾞｷ 手良小

小学５年男子

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(１号球)

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 11   304

  O   O 49.40  49.40 

2 7   292
  O 47.48   O  47.48 

3 14   215
  O 45.40   O  45.40 

4 1   189
  O 45.37   X  45.37 

5 9   255
43.90   O   O  43.90 

6 12   201
42.29   O   O  42.29 

7 5   307
  O 39.88   O  39.88 

8 3    19
  O 38.80   O  38.80 

9 10   340
  O   O 36.07  36.07 

10 8   344
34.51   O   O  34.51 

11 6   325
  O 33.03   O  33.03 

12 4   172
32.16   O   O  32.16 

2   197

13   256



決勝 6月14日 10:40

県小学新(SR)        80.09
大会新(GR)          62.41

伊東 拓未(6) 小学
ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 西春近南小
井原 良介(6) 小学
ｲﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 伊那小
保科 凌(6) 小学
ﾎｼﾅ ﾘｮｳ 高遠小
唐澤 誠人(6) 小学
ｶﾗｻﾜ ﾏｻﾄ 伊那西小
福澤 陽成(6) 小学
ﾌｸｻﾞﾜ ﾖｳｾｲ 伊那小
大久保 唯人(6) 小学
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｲﾄ 東春近小
伊藤 蒼一郎(6) 小学
ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 西春近北小
登内 唯翔(6) 小学
ﾄﾉｳﾁ ﾕｲﾄ 高遠北小
倉田 準誠(6) 小学
ｸﾗﾀ ｼﾞｭﾝｾｲ 伊那小
竹内 陸隼(6) 小学
ﾀｹｳﾁ ﾘｸﾄ 高遠小
後藤 玲央(6) 小学
ｺﾞﾄｳ ﾚｵ 美篶小
西尾 丈丸(6) 小学
ﾆｼｵ ﾀｹﾏﾙ 西春近北小
春日 一輝(6) 小学
ｶｽｶﾞ ｶｽﾞｷ 高遠小
橋爪 滉平(6) 小学 欠場
ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾍｲ 美篶小

小学６年男子

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(１号球)

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 14   317

54.05   O   O  54.05 

2 11    43
  O 51.96   O  51.96 

3 12   206
  O 48.51   O  48.51 

4 5    46
  O 47.63   O  47.63 

5 9     5
  O   O 45.34  45.34 

6 13   368
  O 45.12   O  45.12 

7 8   343
  O 45.05   O  45.05 

8 1   230
  O 43.93   O  43.93 

9 2    14
  O 43.33   O  43.33 

10 10   211
  O   O 42.27  42.27 

11 4   405
  O   O 42.14  42.14 

12 3   329
33.76   O   O  33.76 

13 6   218
  O 32.28   X

7   408

 32.28 



決勝 6月14日 11:20

県中学新(KCR)       13.25
大会新(GR)          11.71

登内 達也(2) 中学
ﾄﾉｳﾁ ﾀﾂﾔ 伊那東部中
倉田 優希(3) 中学
ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 伊那東部中
小池 功一郎(3) 中学
ｺｲｹ ｺｳｲﾁﾛｳ 伊那中

  8.95 

  9.34 

3 2    62
 8.95  8.58  8.74

  9.49 

2 1   132
 8.95  9.11  9.34

1 3   122
 9.30  9.49  9.46

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学男子

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 6月14日 11:35

県小学新(SR)        51.04
大会新(GR)        1,02.24

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 東春近小   370 森 涼介(4)   1,03.47 

ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶｼｮｳ ﾓﾘ ﾘｮｳｽｹ
  367 竹内 結人(4)

ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ
  359 福澤 俊輔(4)

ﾌｸｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ
  369 川口 愛翔(4)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾅﾄ
 2   4 伊那小     1 林 孝大(4)   1,03.87 

ｲﾅｼｮｳ ﾊﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ
    7 藤澤 光輝(4)

ﾌｼﾞｻﾜ ｺｳｷ
   37 吉澤 一樹(4)

ﾖｼｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ
    8 唐澤 佳志(4)

ｶﾗｻﾜ ﾖｼﾕｷ
 3   5 美篶小   395 赤羽 悠太(4)   1,04.95 

ﾐｽｽﾞｼｮｳ ｱｶﾊﾈ ﾕｳﾀ
  387 北原 郁未(4)

ｷﾀﾊﾗ ｲｸﾐ
  403 春日 佑斗(4)

ｶｽｶﾞ ﾕｳﾄ
  392 滝澤 怜(4)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾚﾝ
 4   3 伊那北小   183 上原 琉(4)   1,06.09 

ｲﾅｷﾀｼｮｳ ｶﾐﾊﾗ ﾘｭｳ
  168 木下 奈夏(4)

ｷﾉｼﾀ ﾅﾂ
  175 土屋 颯太(4)

ﾂﾁﾔ ｿｳﾀ
  196 宮下 尚也(4)

ﾐﾔｼﾀ ﾅｵﾔ
 5   6 西春近南小   315 下平 優作(4)   1,06.18 

ﾆｼﾊﾙﾁｶﾐﾅﾐｼｮｳ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｳｻｸ
  308 酒井 奏楽(4)

ｻｶｲ ｿﾗ
  301 小澤 颯太(4)

ｵｻﾞﾜ ﾌｳﾀ
  314 加納 彗斗(4)

ｶﾉｳ ｹｲﾄ
  7 手良小

ﾃﾗｼｮｳ 欠場

小学４年男子

４×１００ｍＲ

決勝



決勝 6月14日 11:45

県小学新(SR)        51.04
大会新(GR)          58.82

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 伊那北小   180 大森 光稀(5)   1,01.12 

ｲﾅｷﾀｼｮｳ ｵｵﾓﾘ ｺｳｷ
  171 米山 樹(5)

ﾖﾈﾔﾏ ｲﾂｷ
  189 工藤 航介(5)

ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ
  182 上島 瑞生(5)

ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ
 2   2 西春近北小   342 荻原 諒太(5)   1,01.16 

ﾆｼﾊﾙﾁｶｷﾀｼｮｳ ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ
  332 酒井 柊太(5)

ｻｶｲ ｼｭｳﾀ
  335 橋爪 悠真(5)

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｳﾏ
  341 河村 大和(5)

ｶﾜﾑﾗ ﾔﾏﾄ
 3   6 美篶小   384 北原 滉大(5)   1,01.24 

ﾐｽｽﾞｼｮｳ ｷﾀﾊﾗ ｺｳﾀ
  400 小松 大夏(5)

ｺﾏﾂ ﾀｲｶﾞ
  404 高橋 彪河(5)

ﾀｶﾊｼ ﾋｭｳｶﾞ
  401 春日 勇人(5)

ｶｽｶﾞ ﾊﾔﾄ
 4   5 伊那東小    85 池上 将矢(5)   1,01.82 

ｲﾅﾋｶﾞｼｼｮｳ ｲｹｶﾞﾐ ﾏｻﾔ
   80 嶋田 優太(5)

ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ
   81 唐澤 利海(5)

ｶﾗｻﾜ ﾘｭｳ
   75 北澤 凛太朗(5)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ
 5   4 西春近南小   295 唐澤 洸晴(5)   1,02.13 

ﾆｼﾊﾙﾁｶﾐﾅﾐｼｮｳ ｶﾗｻﾜ ｺｳｾｲ
  304 酒井 洸一(5)

ｻｶｲ ｺｳｲﾁ
  307 酒井 優弥(5)

ｻｶｲ ﾕｳﾔ
  292 北原 秀喜(5)

ｷﾀﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ
 6   8 手良小   244 髙橋 大輔(5)   1,02.85 

ﾃﾗｼｮｳ ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ
  255 小松 快希(5)

ｺﾏﾂ ｶｲｷ
  262 蟹澤 翔太(5)

ｶﾆｻﾜ ｼｮｳﾀ
  245 尾崎 裕人(5)

ｵｻﾞｷ ﾕｳﾄ
 7   3 伊那小    27 柴 莉玖(5)   1,03.06 

ｲﾅｼｮｳ ｼﾊﾞ ﾘｸ
   15 青木 彪太朗(5)

ｱｵｷ ｺﾀﾛｳ
   19 城倉 拓馬(5)

ｼﾞｮｳｸﾗ ﾀｸﾏ
    9 田中 大楓(5)

ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ

小学５年男子

４×１００ｍＲ

決勝



決勝 6月14日 11:55

県小学新(SR)        51.04
大会新(GR)          55.97

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 東春近小   372 新井 有羽人(6)     58.65 

ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶｼｮｳ ｱﾗｲ ﾕｳｼﾞﾝ
  375 河野 颯太(6)

ｺｳﾉ ｿｳﾀ
  379 稲村 碧(6)

ｲﾅﾑﾗ ｱｵｲ
  373 山本 大翔(6)

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾄ
 2   7 伊那北小   174 唐澤 慧(6)     59.09 

ｲﾅｷﾀｼｮｳ ｶﾗｻﾜ ｹｲ
  187 小松 大起(6)

ｺﾏﾂ ﾀﾞｲｷ
  194 宮下 裕二朗(6)

ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｼﾞﾛｳ
  178 中山 翔晴(6)

ﾅｶﾔﾏ ﾄﾊﾞﾙ
 3   4 伊那小    30 原田 優哉(6)     59.82 

ｲﾅｼｮｳ ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ
   28 高井 仁(6)

ﾀｶｲ ｼﾞﾝ
   24 小牧 由季(6)

ｺﾏｷ ﾖｼｷ
   43 井原 良介(6)

ｲﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ
 4   2 西春近北小   326 赤羽 祐哉(6)   1,00.49 

ﾆｼﾊﾙﾁｶｷﾀｼｮｳ ｱｶﾊﾈ ﾕｳﾔ
  331 酒井 悠聖(6)

ｻｶｲ ﾕｳｾｲ
  329 西尾 丈丸(6)

ﾆｼｵ ﾀｹﾏﾙ
  343 伊藤 蒼一郎(6)

ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ
 5   6 美篶小   415 下平 愛哉(6)   1,00.86 

ﾐｽｽﾞｼｮｳ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏﾅﾔ
  417 伊藤 雄大(6)

ｲﾄｳ ﾕｳﾀ
  397 西村 柊人(6)

ﾆｼﾑﾗ ｼｭｳﾄ
  398 清水 伶大(6)

ｼﾐｽﾞ ﾚｵ
 6   3 高遠小   223 伊澤 頼寿(6)   1,01.77 

ﾀｶﾄｵｼｮｳ ｲｻﾞﾜ ﾗｲｽﾞ
  224 伊藤 律(6)

ｲﾄｳ ﾘﾂ
  219 市ノ羽 寛大(6)

ｲﾁﾉﾊ ｶﾝﾀﾞｲ
  209 中村 璃空(6)

ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ

小学６年男子

４×１００ｍＲ

決勝



決勝 6月14日 12:05

県中学新(KCR)       43.99
大会新(GR)          46.00

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 伊那東部中   129 竹越 勇斗(1)     49.63 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾀｹｺｼ ﾕｳﾄ
  144 酒井 龍介(2)

ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ
  141 小松 航大(2)

ｺﾏﾂ ｺｳﾀﾞｲ
  151 工藤 俊介(2)

ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ

中学男子

４×１００ｍＲ

決勝
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