
 

第 51 回上伊那陸上競技記録会（秋季） 

第 21 回上伊那スポーツフェスティバル‘16 

（大会コード：15200525） 

記 録 集 
 

主 催  上伊那陸上競技協会・伊那市体育協会陸上部・上伊那スポーツ振興協議会 
後 援  南信教育事務所・上伊那市町村教育委員会連絡協議会 

      上伊那地区社会教育委員会連絡協議会・上伊那教育会 

      上伊那公民館連絡協議会・上伊那校長会 

      上伊那体育指導委員連絡協議会・上伊那 PTA 連合会 
 

期 日 ： 平成 28 年 9 月 3 日（土） 

会 場 ： 伊那市陸上競技場（競技場コード 202030） 

 

■この大会で樹立した記録 

 

種  目 予・決 男女 氏 名 所 属 記 録 従来の記録 備考 

        

 

 

■ グラウンドコンディション 

 

時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(m/ｓ) 

9：00 晴れ 30.0 48 北北東 2.8 

10：00 〃 33.0 50 西北西 2.7 

11：00 〃 33.5 50 東北東 2.0 

12：00 〃 33.0 50 北西 1.7 

13：00 〃 34.0 51 北 0.1 

14：00 〃 34.0 51 北 1.1 
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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

09/03 男子 丸岡 精二 11.40 一志 瑠衣斗(3) 11.57 中島 淳公(2) 11.58 遠山 龍之介(2) 11.63 有賀 匠吾(2) 11.84 宮澤 武流(2) 12.25 三沢 和輝(2) 12.45 浦野 晃平(2) 12.61
１００ｍ 一般･駒ｹ根AC 中学･堀金中 中学･堀金中 中学･宮田中 中学･辰野中 中学･堀金中 中学･伊那中 中学･宮田中

09/03 唐澤 直人(2) 55.26 中島 淳公(2) 56.57 伊澤 拓人(2) 58.04 宮澤 武流(2) 58.06 赤瀬 崇 58.15 吉江 光司(3) 58.47 伊東 龍生(2) 58.53 高橋 優弥(2) 58.57
４００ｍ 高校･上伊那農高 中学･堀金中 中学･宮田中 中学･堀金中 一般･ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 中学･辰野中 中学･伊那AC 中学･堀金中

09/03 杉山 修己(2) 2,09.04 北原 鐘伍(2) 2,10.93 唐澤 峻(1) 2,24.38 中谷 純(1) 2,27.82
８００ｍ 高校･赤穂高 高校･上伊那農高 中学･辰野中 中学･箕輪中

09/03 黒岩 優斗(3) 4,38.08 一志 瑠衣斗(3) 4,40.13 征矢 快誠(2) 4,41.83 赤堀 壱成(1) 5,21.96 瀧澤 健斗(1) 5,22.29 牧田 げんき(2) 5,33.75 山中 尋斗(1) 5,34.85 植田 剛 6,04.93
１５００ｍ 中学･堀金中 中学･堀金中 中学･箕輪中 中学･堀金中 中学･宮田中 中学･伊那中 中学･宮田中 一般･伊那AC

09/03 中原 俊和 18,41.20
５０００ｍ 一般･伊那AC

09/03  +2.9 宮坂 秀星(2) 58.26 山内 一輝(1) 1,01.15 藤原 渓太(3) 1,01.42 酒井 和馬(1) 1,02.36
400mH(0.914m) 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･上伊那農高 高校･上伊那農高 高校･上伊那農高

09/03 宮澤 憲二 1.50
走高跳 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

09/03 伊東 龍生(2) 5.42(+0.6) 宮下 琉(1) 5.12(+0.2) 田中 裕喜(1) 4.39(+1.1) 酒井 敦也(1) 3.63(-0.2)
走幅跳 中学･伊那AC 高校･駒ｹ根工高 中学･宮田中 中学･宮田中

09/03 ｶﾙﾛｽ ｱｳｸﾞｽﾄ(2) 9.65
砲丸投(6.000kg) 高校･駒ｹ根工高

09/03 上原 隆伸 33.42 小林 和夫 23.33 上條 健 21.39
円盤投(2.000kg) 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･上伊那郡陸協 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

09/03 上原 隆伸 46.03 小林 和夫 29.52 上條 健 25.09
ﾊﾝﾏｰ投(7.260㎏) 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･上伊那郡陸協 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

09/03 ｶﾙﾛｽ ｱｳｸﾞｽﾄ(2) 23.56
ﾊﾝﾏｰ投(6.000㎏) 高校･駒ｹ根工高

09/03 伊那弥生ヶ丘高      44.34 上伊那農高       45.27 堀金中(A)       46.57 箕輪中       47.71 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ       49.20 堀金中(B)       51.75 伊那中(A)       52.06 宮田中(B)       54.12
４×１００ｍＲ 伊藤 陸(1) 唐澤 直人(2) 一志 瑠衣斗(3) 神谷 宗尭(2) 上條 健 猿田 大(1) 逸見 崚輔(2) 酒井 敦也(1)

曽根原 賢(2) 登内 健太(2) 中島 淳公(2) 浦野 快生(2) 中嶋 憲一 横山 凌大(1) 三沢 和輝(2) 大倉 颯太(1)
宮坂 秀星(2) 北原 鐘伍(2) 望月 翼(1) 古賀 直信(2) 北原 晋也 山後 新(1) 倉田 隼誠(1) 瀧澤 健斗(1)
小池 潤優(1) 山内 一輝(1) 宮澤 武流(2) 浦野 亜武(2) 上柳 豪 五十嵐 脩祐(1) 久保田 光太郎(2) 田中 裕喜(1)

09/03 中学男子 上条 康太(3) 9,48.79 井内 一朗(3) 9,58.37 大場 晴仁(1) 10,11.63 芦部 冬馬(2) 10,13.95 河西 希隆(2) 10,15.19 瀨戸 優孝(2) 10,29.28 岩波 響介(2) 10,32.13 高橋 優弥(2) 10,52.24
３０００ｍ 中学･堀金中 中学･箕輪中 中学･箕輪中 中学･宮田中 中学･箕輪中 中学･辰野中 中学･箕輪中 中学･堀金中

09/03 久保田光太郎(2) 8.14 有村 凌空(1) 7.47
砲丸投(5.000kg) 中学･伊那中 中学･王滝中

09/03 有村 凌空(1) 15.01
円盤投(1.500kg) 中学･王滝中

09/03 有賀 玄太(1) 37.30 赤羽 健一(3) 35.39
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･南箕輪中 中学･辰野中

09/03 小学4年男子  +0.8 唐澤 友作(4) 14.84 向山 大稀(4) 15.04 小泉 幸也(4) 15.34 杉井 瑛澄(4) 15.35 吉澤 志琉(4) 15.41 林 大智(4) 15.41 柴田 蓮音(4) 15.56 加藤 一毅(4) 15.72
１００ｍ 小学･箕輪中部小 小学･箕輪中部小 小学･高遠小 小学･箕輪中部小 小学･中川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･箕輪中部小 小学･飯島小 小学･飯島小

09/03 小学5年男子  -0.9 藤澤 光輝(5) 13.99 清水 駿介(5) 14.82 北原 由仁(5) 14.83 飯島 颯斗(5) 15.18 小林 海惺(5) 15.26 伊藤 嶺(5) 15.29 武井 海斗(5) 15.42 中山 未比呂(5) 15.47
１００ｍ 小学･Team.D 小学･西箕輪AC 小学･中川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･西箕輪AC 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小 小学･高遠小

09/03 小学6年男子  +1.5 久保田 凱士(6) 13.17 古賀 涼輔(6) 13.98 林 優真(6) 14.02 山﨑 奏太(6) 14.05 小田切 望夢(6) 14.29 工藤 航介(6) 14.37 ドリチュラー城( 14.48 山岡 楓生(6) 14.83
１００ｍ 小学･飯島小 小学･箕輪中部小 小学･西箕輪AC 小学･伊那AC 小学･飯島小 小学･伊那AC 小学･飯島小 小学･箕輪中部小

09/03 小学共通男子 矢澤 蓮太郎(6) 3,13.80 森村 徳一(6) 3,18.19 小林 隼人(6) 3,19.26 上田 卓輝(5) 3,24.61 八木 琉登(4) 3,28.32 辻本 怜功斗(5) 3,29.18 日達 匠海(6) 3,30.93 大蔵 悟生(5) 3,35.54
１０００ｍ 小学･駒ヶ根中沢RC 小学･駒ヶ根中沢RC 小学･箕輪中部小 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小 小学･西箕輪AC 小学･駒ヶ根中沢RC 小学･駒ヶ根中沢RC

09/03 大森 光稀(6) 14.12 林 唯心(6) 15.66 城取 陸(6) 16.82 森 涼介(5) 17.12 藤原 彩斗(6) 18.78
80mH(0.700m) 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･飯島小 小学･西箕輪AC 小学･ﾁｰﾑJIAN 小学･飯島小

09/03 石川 志音(6) 3.92(-2.5) 矢嶋 悠也(6) 3.83(-3.0) 池田 琢磨(6) 3.64(-0.7) 塩川 大樹(6) 3.57(-1.8) 中林 諒介(5) 3.36(-1.3) 伊藤 凜翔(6) 3.34(-1.3) 石川 穏也(5) 3.32(-2.0) 竹内 良多(4) 3.29(-1.9)
走幅跳 小学･高遠小 小学･高遠小 小学･伊那AC 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･箕輪中部小 小学･高遠小 小学･高遠小 小学･高遠小

09/03 西村 樹(6) 48.31 下田 航輝(6) 47.51 清水 智樹(6) 47.35 野々田 斗和(5) 46.20 林 拓志(6) 44.63 熊谷 知樹(6) 43.88 藪 大翔(6) 43.59 小倉 心和(6) 41.34
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･高遠小 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小 小学･高遠小 小学･飯島小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･高遠小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

09/03 飯島小(A)       56.12 箕輪中部小(A)      57.37 高遠小(A)       58.33 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少      58.52 伊那AC       59.80 箕輪中部小(B)    1,00.46 飯島小H     1,02.57 飯島小(B)     1,02.77
４×１００ｍＲ 林 拓志(6) 河野 翔平(6) 石川 志音(6) 大森 光稀(6) 中原 悠理(5) 林 大智(4) 久保田 怜(6) 林 唯心(6)

堀越 隆徳(6) 山岡 楓生(6) 伊藤 凜翔(6) 小倉 心和(6) 工藤 航介(6) 唐澤 友作(4) 米山 蓮(6) 伊藤 結也(6)
ドリチュラー城(6) 唐澤 悠斗(6) 矢嶋 悠也(6) 塩川 大樹(6) 池田 琢磨(6) 杉井 瑛澄(4) 小池 大飛(5) 藤原 彩斗(6)
久保田 凱士(6) 古賀 涼輔(6) 西村 樹(6) 熊谷 知樹(6) 山﨑 奏太(6) 向山 大稀(4) 小田切 望夢(6) 久保田 隼人(6)
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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
09/03 オープン小学 井出 雅人(6) 3,31.48 宮下 翔弥(5) 3,34.46

１０００ｍ 小学･諏訪FA 小学･諏訪FA
09/03  +2.1 藤森 大地(4) 17.50 林 幸史郎(6) 17.59 小泉 陽貴(6) 17.76

80mH(0.700m) 小学･諏訪FA 小学･諏訪FA 小学･諏訪FA
09/03 小溝 悠晟(3) 3.16(-2.4)

走幅跳 小学･諏訪FA
09/03 田近 資武(6) 48.88 田近 歩武(5) 32.51

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･王滝小 小学･王滝小
09/03 オープン小４  +1.4 林 賢史郎(4) 16.71

１００ｍ 小学･諏訪FA



決勝 9月3日 11:10

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

[ 1組] 風速 +2.4 [ 2組] 風速 +2.8

 1 山後 新(1) 中学     13.18  1 浦野 晃平(2) 中学     12.61 
ﾔﾏｺﾞ ｱﾗﾀ 堀金中 ｳﾗﾉ ｺｳﾍｲ 宮田中

 2 田中 裕喜(1) 中学     13.29  2 上柳 豪 一般     12.76 
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 宮田中 ｳｴﾔﾅｷﾞ  ﾀｹｼ 伊那市陸協

 3 宮下 琉(1) 高校     13.36  3 逸見 崚輔(2) 中学     12.90 
ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳ 駒ｹ根工高 ﾍﾝﾐ ﾘｮｳｽｹ 伊那中

 4 大倉 颯太(1) 中学     13.65  4 望月 翼(1) 中学     12.95 
ｵｵｸﾗ ｿｳﾀ 宮田中 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 堀金中

 5 猿田 大(1) 中学     13.86  5 横山 凌大(1) 中学     13.29 
ｻﾙﾀ ﾏｻﾙ 堀金中 ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 堀金中

 6 倉田 隼誠(1) 中学     13.89  6 五十嵐 脩祐(1) 中学     13.33 
ｸﾗﾀ ｼﾞｭﾝｾｲ 伊那中 ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳｽｹ 堀金中

 7 野村 海斗(1) 中学     14.79 宮島 隆輔(2) 中学
ﾉﾑﾗ ｶｲﾄ 伊那中 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｽｹ 堀金中

[ 3組] 風速 +3.3

 1 丸岡 精二 一般     11.40 
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ｹ根AC

 2 一志 瑠衣斗(3) 中学     11.57 
ｲｯｼ ﾙｲﾄ 堀金中

 3 中島 淳公(2) 中学     11.58 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 堀金中

 4 遠山 龍之介(2) 中学     11.63 
ﾄｵﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 宮田中

 5 有賀 匠吾(2) 中学     11.84 
ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 辰野中

 6 宮澤 武流(2) 中学     12.25 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾙ 堀金中

 7 三沢 和輝(2) 中学     12.45 
ﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ 伊那中

   1 丸岡 精二 一般 駒ｹ根AC     11.40 (+3.3)   3   1
   2 一志 瑠衣斗(3) 中学 堀金中     11.57 (+3.3)   3   2
   3 中島 淳公(2) 中学 堀金中     11.58 (+3.3)   3   3
   4 遠山 龍之介(2) 中学 宮田中     11.63 (+3.3)   3   4
   5 有賀 匠吾(2) 中学 辰野中     11.84 (+3.3)   3   5
   6 宮澤 武流(2) 中学 堀金中     12.25 (+3.3)   3   6
   7 三沢 和輝(2) 中学 伊那中     12.45 (+3.3)   3   7
   8 浦野 晃平(2) 中学 宮田中     12.61 (+2.8)   2   1
   9 上柳 豪 一般 伊那市陸協     12.76 (+2.8)   2   2
  10 逸見 崚輔(2) 中学 伊那中     12.90 (+2.8)   2   3
  11 望月 翼(1) 中学 堀金中     12.95 (+2.8)   2   4
  12 山後 新(1) 中学 堀金中     13.18 (+2.4)   1   1
  13 田中 裕喜(1) 中学 宮田中     13.29 (+2.4)   1   2
  13 横山 凌大(1) 中学 堀金中     13.29 (+2.8)   2   5
  15 五十嵐 脩祐(1) 中学 堀金中     13.33 (+2.8)   2   6
  16 宮下 琉(1) 高校 駒ｹ根工高     13.36 (+2.4)   1   3
  17 大倉 颯太(1) 中学 宮田中     13.65 (+2.4)   1   4
  18 猿田 大(1) 中学 堀金中     13.86 (+2.4)   1   5
  19 倉田 隼誠(1) 中学 伊那中     13.89 (+2.4)   1   6
  20 野村 海斗(1) 中学 伊那中     14.79 (+2.4)   1   7

 8082
 8083

  520
 8200
 6672

 8081
 6694
 6695
 8201
 6675
 6697

 8193
 7980
 6693
 8077
 8192
   17

備考 組 順位
   20
 6682
 6687

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

5  8077

タイムレース

3  7980

4  6693

2  6687

7  8193

8    20

6  6682

2  6688
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  6675

8  6697

3  8081

4  6694

所属名 記録／備考
5  8192

7    17

4  8083

順 ﾚｰﾝ No.

6  6672

2  8082

5   520

3  8200

8  6695

7  8201
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１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



決勝 9月3日 11:30

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

[ 1組] [ 2組]

 1 伊澤 拓人(2) 中学     58.04  1 赤瀬 崇 一般     58.15 
ｲｻﾜ ﾀｸﾄ 宮田中 ｱｶｾ ﾀｶｼ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

 2 横山 凌大(1) 中学   1,02.39  2 吉江 光司(3) 中学     58.47 
ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 堀金中 ﾖｼｴ ｺｳｼﾞ 辰野中

 3 望月 翼(1) 中学   1,03.49  3 伊東 龍生(2) 中学     58.53 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 堀金中 ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 伊那AC

 4 猿田 大(1) 中学   1,05.93  4 宮澤 憲二 一般     58.59 
ｻﾙﾀ ﾏｻﾙ 堀金中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 5 山後 新(1) 中学   1,06.19  5 林 大翔(2) 中学     58.70 
ﾔﾏｺﾞ ｱﾗﾀ 堀金中 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾄ 伊那AC

 6 五十嵐 脩祐(1) 中学   1,06.52  6 太田 一希(2) 中学     59.35 
ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳｽｹ 堀金中 ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ 宮田中

[ 3組]

 1 唐澤 直人(2) 高校     55.26 
ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ 上伊那農高

 2 中島 淳公(2) 中学     56.57 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 堀金中

 3 宮澤 武流(2) 中学     58.06 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾙ 堀金中

 4 高橋 優弥(2) 中学     58.57 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 堀金中
北原 崇志 一般
ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ EASTERS

   1 唐澤 直人(2) 高校 上伊那農高       55.26   3   1
   2 中島 淳公(2) 中学 堀金中       56.57   3   2
   3 伊澤 拓人(2) 中学 宮田中       58.04   1   1
   4 宮澤 武流(2) 中学 堀金中       58.06   3   3
   5 赤瀬 崇 一般 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ       58.15   2   1
   6 吉江 光司(3) 中学 辰野中       58.47   2   2
   7 伊東 龍生(2) 中学 伊那AC       58.53   2   3
   8 高橋 優弥(2) 中学 堀金中       58.57   3   4
   9 宮澤 憲二 一般 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野       58.59   2   4
  10 林 大翔(2) 中学 伊那AC       58.70   2   5
  11 太田 一希(2) 中学 宮田中       59.35   2   6
  12 横山 凌大(1) 中学 堀金中     1,02.39   1   2
  13 望月 翼(1) 中学 堀金中     1,03.49   1   3
  14 猿田 大(1) 中学 堀金中     1,05.93   1   4
  15 山後 新(1) 中学 堀金中     1,06.19   1   5
  16 五十嵐 脩祐(1) 中学 堀金中     1,06.52   1   6

    5
 8342
 8198
 6675

 6697

 6694
 6672
 6695

 8195
 6693
    3
 7976
 8341
 6691

記録 備考 組 順位
  352
 6687

3     1
欠場

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

6  6693

4  6691

5   352

2  6687

5  8198

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7     5

6  8342

2  7976

4  8341

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3     3

4  6695

2  6697

3  6694

7  6672

6  8195

5  6675
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４００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 9月3日  9:55

県新(NR)          1,45.75
県高校新(HR)      1,48.46
県中学新(JR)      1,53.15

 1 杉山 修己(2) 高校   2,09.04 
ｽｷﾞﾔﾏ ｵｻﾐ 赤穂高

 2 北原 鐘伍(2) 高校   2,10.93 
ｷﾀﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 上伊那農高

 3 唐澤 峻(1) 中学   2,24.38 
ｶﾗｻﾜ ｼｭﾝ 辰野中

 4 中谷 純(1) 中学   2,27.82 
ﾅｶﾔ ｼﾞｭﾝ 箕輪中
北原 崇志 一般
ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ EASTERS

2     1
欠場

6  7953

5  8012

4   498

3   357
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８００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月3日 12:10

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

 1 黒岩 優斗(3) 中学   4,38.08 
ｸﾛｲﾜ ﾕｳﾄ 堀金中

 2 一志 瑠衣斗(3) 中学   4,40.13 
ｲｯｼ ﾙｲﾄ 堀金中

 3 征矢 快誠(2) 中学   4,41.83 
ｿﾔ ｶｲｾｲ 箕輪中

 4 赤堀 壱成(1) 中学   5,21.96 
ｱｶﾎﾘ ｲｯｾｲ 堀金中

 5 瀧澤 健斗(1) 中学   5,22.29 
ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 宮田中

 6 牧田 げんき(2) 中学   5,33.75 
ﾏｷﾀ ｹﾞﾝｷ 伊那中

 7 山中 尋斗(1) 中学   5,34.85 
ﾔﾏﾅｶ ﾋﾛﾄ 宮田中

 8 植田 剛 一般   6,04.93 
ｳｴﾀﾞ ﾂﾖｼ 伊那AC
大倉 聖矢(1) 中学
ｵｵｸﾗ ｾｲﾔ 王滝中
石田 滉樹(2) 中学
ｲｼﾀﾞ ｺｳｼﾞｭ 伊那中

2  6331
欠場

6  8078
欠場

10  8203

3    13

8  8206

4  8080

1  7991

7  6696

9  6685

5  6682
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１５００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月3日 13:40

県中学新(JR)      8,31.86

 1 上条 康太(3) 中学   9,48.79 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳﾀ 堀金中

 2 井内 一朗(3) 中学   9,58.37 
ｲｳﾁ ｲﾁﾛｳ 箕輪中

 3 大場 晴仁(1) 中学  10,11.63 
ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾋﾄ 箕輪中

 4 芦部 冬馬(2) 中学  10,13.95 
ｱｼﾍﾞ ﾄｳﾏ 宮田中

 5 河西 希隆(2) 中学  10,15.19 
ｶｻｲ ｷﾘｭｳ 箕輪中

 6 瀨戸 優孝(2) 中学  10,29.28 
ｾﾄ ﾕﾀｶ 辰野中

 7 岩波 響介(2) 中学  10,32.13 
ｲﾜﾅﾐ ｷｮｳｽｹ 箕輪中

 8 高橋 優弥(2) 中学  10,52.24 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 堀金中

 9 岩波 颯真(1) 中学  11,43.23 
ｲﾜﾅﾐ ｿｳﾏ 箕輪中
荒井 駿伸(1) 中学
ｱﾗｲ ﾄｼﾉﾌﾞ 辰野中
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３０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  6678

10  8014

1  8000

7  8194

5  7998

8  7981

9  7990

6  6691

3  8003

4  7955
欠場



決勝 9月3日  9:10

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

 1 中原 俊和 一般  18,41.20 
ﾅｶﾊﾗ ﾄｼｶｽﾞ 伊那AC

順 No.
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５０００ｍ

決勝

1    15
氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月3日 12:00

県高校新(HR )       51.36

 1 宮坂 秀星(2) 高校     58.26 
ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ 伊那弥生ヶ丘高

 2 山内 一輝(1) 高校   1,01.15 
ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ 上伊那農高

 3 藤原 渓太(3) 高校   1,01.42 
ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲﾀ 上伊那農高

 4 酒井 和馬(1) 高校   1,02.36 
ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ 上伊那農高

4   350

3   361

6   432

5   360
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４００ｍＨ(0.914m)  

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月3日 14:20

県新(NR)            40.82
県高校新(HR)        41.06
県中学新(JR)        43.57

[ 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   5 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ    91 上條 健     49.20  1   3 伊那弥生ヶ丘高   434 伊藤 陸(1)     44.34 

ﾅｶﾞﾉﾏｽﾀｰｽﾞ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｲﾄｳ ﾘｸ
   93 中嶋 憲一   431 曽根原 賢(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ
   94 北原 晋也   432 宮坂 秀星(2)

ｷﾀﾊﾗ ｼﾝﾔ ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ
   90 上柳 豪   435 小池 潤優(1)

ｶﾐﾔﾅｷﾞ ﾀｹｼ ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ
 2   2 堀金中(B)  6672 猿田 大(1)     51.75  2   4 上伊那農高   352 唐澤 直人(2)     45.27 

ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳB ｻﾙﾀ ﾏｻﾙ ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ
 6675 横山 凌大(1)   351 登内 健太(2)

ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳﾀ ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ
 6695 山後 新(1)   357 北原 鐘伍(2)

ﾔﾏｺﾞ ｱﾗﾀ ｷﾀﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ
 6697 五十嵐 脩祐(1)   360 山内 一輝(1)

ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳｽｹ ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ
 3   3 伊那中(A)  8081 逸見 崚輔(2)     52.06  3   2 堀金中(A)  6682 一志 瑠衣斗(3)     46.57 

ｲﾅﾁｭｳA ﾍﾝﾐ ﾘｮｳｽｹ ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳA ｲｯｼ ﾙｲﾄ
 8077 三沢 和輝(2)  6687 中島 淳公(2)

ﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ
 8082 倉田 隼誠(1)  6694 望月 翼(1)

ｸﾗﾀ ｼﾞｭﾝｾｲ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾊﾞｻ
 8079 久保田 光太郎(2)  6693 宮澤 武流(2)

ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾙ
 4   6 宮田中(B)  8204 酒井 敦也(1)     54.12  4   5 箕輪中  7996 神谷 宗尭(2)     47.71 

ﾐﾔﾀﾞﾁｭｳB ｻｶｲ ｱﾂﾔ ﾐﾉﾜﾁｭｳ ｶﾐﾔ ﾋﾛﾄ
 8200 大倉 颯太(1)  7997 浦野 快生(2)

ｵｵｸﾗ ｿｳﾀ ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ
 8206 瀧澤 健斗(1)  7995 古賀 直信(2)

ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ ｺｶﾞ ﾅｵﾉﾌﾞ
 8201 田中 裕喜(1)  7992 浦野 亜武(2)

ﾀﾅｶ ﾕｳｷ ｳﾗﾉ ｱﾑ
  4 宮田中(A)  8192 浦野 晃平(2)

ﾐﾔﾀﾞﾁｭｳA ｳﾗﾉ ｺｳﾍｲ 失格
 8195 伊澤 拓人(2)

ｲｻﾜ ﾀｸﾄ (R1 2-3)
 8198 太田 一希(2)

ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ
 8193 遠山 龍之介(2)

ﾄｵﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ

   1 伊那弥生ヶ丘高     44.34 伊藤 陸(1) 曽根原 賢(2) 宮坂 秀星(2) 小池 潤優(1)   2   1
   2 上伊那農高     45.27 唐澤 直人(2) 登内 健太(2) 北原 鐘伍(2) 山内 一輝(1)   2   2
   3 堀金中(A)     46.57 一志 瑠衣斗(3) 中島 淳公(2) 望月 翼(1) 宮澤 武流(2)   2   3
   4 箕輪中     47.71 神谷 宗尭(2) 浦野 快生(2) 古賀 直信(2) 浦野 亜武(2)   2   4
   5 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ     49.20 上條 健 中嶋 憲一 北原 晋也 上柳 豪   1   1
   6 堀金中(B)     51.75 猿田 大(1) 横山 凌大(1) 山後 新(1) 五十嵐 脩祐(1)   1   2
   7 伊那中(A)     52.06 逸見 崚輔(2) 三沢 和輝(2) 倉田 隼誠(1) 久保田 光太郎(   1   3
   8 宮田中(B)     54.12 酒井 敦也(1) 大倉 颯太(1) 瀧澤 健斗(1) 田中 裕喜(1)   1   4
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４×１００ｍＲ

決勝

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1 組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4



決勝 9月3日 12:30

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

宮澤 憲二 一般
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 1.50
1 1     5

O XXX

記録1m60 1m65 備考1m50 1m55
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走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 9月3日 12:30

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

伊東 龍生(2) 中学   5.42   2.71   2.92    5.42 
ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 伊那AC   +0.6   -1.8   +0.6    +0.6
宮下 琉(1) 高校   4.65   4.92   5.12    5.12 
ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳ 駒ｹ根工高   -0.2   -0.4   +0.2    +0.2
田中 裕喜(1) 中学   3.90   4.39   4.29    4.39 
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 宮田中   +0.3   +1.1   -1.6    +1.1
酒井 敦也(1) 中学   3.63   3.52   3.52    3.63 
ｻｶｲ ｱﾂﾔ 宮田中   -0.2   +0.7   +0.1    -0.2
宮島 隆輔(2) 中学 欠場
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｽｹ 堀金中

第51回上伊那秋季記録会　兼　第21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 5  8341

-5-

2 3   520

4  6688

3 1  8201

4 2  8204



決勝 9月3日  9:00

県高校新(HR)        14.76

ｶﾙﾛｽ ｱｳｸﾞｽﾄ(2) 高校
ｶﾙﾛｽ ｱｳｸﾞｽﾄ 駒ｹ根工高

  9.65 
1 1   509

 9.23  9.65  9.63

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

第51回上伊那秋季記録会　兼　第21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3日  9:00

県中学新(JR)        13.45

久保田 光太郎(2) 中学
ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 伊那中
有村 凌空(1) 中学
ｱﾘﾑﾗ ﾘｸ 王滝中

  7.47 

  8.14 

2 1  6330
 7.05  7.27  7.47

1 2  8079
  X  8.14  7.88

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

第51回上伊那秋季記録会　兼　第21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3日 12:30

県新(NR)            50.52

上原 隆伸 一般
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
小林 和夫 一般
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 上伊那郡陸協
上條 健 一般
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 21.39 

 23.33 

3 1     7
  O   O 21.39

 33.42 

2 2    67
  O 23.33   X

1 3     6
33.42   O   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

第51回上伊那秋季記録会　兼　第21回上伊那ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨ                            

円盤投(2.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月3日 12:30

県中学新(JR)        35.41

有村 凌空(1) 中学
ｱﾘﾑﾗ ﾘｸ 王滝中

 15.01 
1 1  6330

  O   O 15.01

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

第51回上伊那秋季記録会　兼　第21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-



決勝 9月3日 13:30

県新    (NR )       62.50

上原 隆伸 一般
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
小林 和夫 一般
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 上伊那郡陸協
上條 健 一般
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
福島 健一 一般 記録なし
ﾌｸｼﾏ ｹﾝｲﾁ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ

第51回上伊那秋季記録会　兼　第21回上伊那ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨ                            

ハンマー投(7.260㎏) 

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 4     6

  O 46.03   O  46.03 

2 3    67
  O 29.52   X  29.52 

3 2     7
  O   O 25.09

1     4
  X   X   X

 25.09 



決勝 9月3日 13:30

県高校新(HR )       57.29

ｶﾙﾛｽ ｱｳｸﾞｽﾄ(2) 高校
ｶﾙﾛｽ ｱｳｸﾞｽﾄ 駒ｹ根工高
松田 直也(1) 高校 記録なし
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 上伊那農高

第51回上伊那秋季記録会　兼　第21回上伊那ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨ                            

ハンマー投(6.000㎏) 

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 2   509

23.56   X   X

1   362
  X   X   X

 23.56 



決勝 9月3日 11:30

県中学新(JR)        72.60

有賀 玄太(1) 中学
ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ 南箕輪中
赤羽 健一(3) 中学
ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ 辰野中

 35.39 

 37.30 

2 1  7972
35.39   O   O

1 2  8042
37.30   O   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

第51回上伊那秋季記録会　兼　第21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-



予選 9月3日 10:05
決勝 9月3日 12:25

県小学新(ER)        12.27

[ 1組] 風速 +2.0 [ 2組] 風速 +1.8

 1 向山 大稀(4) 小学     14.99 q  1 唐澤 友作(4) 小学     14.57 q
ﾑｶｲﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 箕輪中部小 ｶﾗｻﾜ ﾕｳｻｸ 箕輪中部小

 2 柴田 蓮音(4) 小学     15.34 q  2 中村 琉唯(4) 小学     16.00 
ｼﾊﾞﾀ ﾚｵﾝ 飯島小 ﾅｶﾑﾗ ﾙｲ 高遠小

 3 北澤 翔太(4) 小学     16.69  3 下田 楓翔(4) 小学     16.84 
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 飯島小 ｼﾓﾀﾞ ﾌｳｶﾞ 南箕輪小

 4 唐澤 歩希(4) 小学     17.27  4 池上 絆(4) 小学     17.30 
ｶﾗｻﾜ ｲﾌﾞｷ 箕輪中部小 ｲｹｶﾞﾐ ｷｽﾞﾅ 箕輪中部小

 5 田中 空(4) 小学     17.98  5 竹内 蒼太郎(4) 小学     17.62 
ﾀﾅｶ ｿﾗ 箕輪中部小 ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾛｳ 箕輪中部小
小島 悠希(4) 小学  6 横澤 克弥(4) 小学     18.12 
ｺｼﾞﾏ ﾋｻｷ 南箕輪小 ﾖｺｻﾜ ｶﾂﾔ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ
清水 秀一朗(4) 小学  7 上原 泰心(4) 小学     18.56 
ｼﾐｽﾞ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ｳｴﾊﾗ ﾀｲｼﾝ 飯島小

[ 3組] 風速 +2.0 [ 4組] 風速 +1.4

 1 杉井 瑛澄(4) 小学     15.22 q  1 小泉 幸也(4) 小学     15.19 q
ｽｷﾞｲ ｴｲｽ 箕輪中部小 ｺｲｽﾞﾐ ﾕｷﾔ 高遠小

 2 吉澤 志琉(4) 小学     15.37 q  2 林 大智(4) 小学     15.22 q
ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾘｭｳ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊﾔｼ ﾋﾛﾏｻ 箕輪中部小

 3 加藤 一毅(4) 小学     15.60 q  3 福田 悠月(4) 小学     16.80 
ｶﾄｳ ｲﾂｷ 飯島小 ﾌｸﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 南箕輪小

 4 小松 慈(4) 小学     16.05  4 山口 智也(4) 小学     17.67 
ｺﾏﾂ ﾖｼｷ 南箕輪小 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 箕輪中部小

 5 田中 優一(4) 小学     16.75  5 桑澤 拓夢(4) 小学     18.88 
ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁ 箕輪中部小 ｸﾜｻﾞﾜ ﾀｸﾑ 箕輪中部小
稲福 ヒデキ(4) 小学
ｲﾅﾌｸ ﾋﾃﾞｷ 飯島小

風速 +0.8

 1 唐澤 友作(4) 小学     14.84 
ｶﾗｻﾜ ﾕｳｻｸ 箕輪中部小

 2 向山 大稀(4) 小学     15.04 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 箕輪中部小

 3 小泉 幸也(4) 小学     15.34 
ｺｲｽﾞﾐ ﾕｷﾔ 高遠小

 4 杉井 瑛澄(4) 小学     15.35 
ｽｷﾞｲ ｴｲｽ 箕輪中部小

 5 吉澤 志琉(4) 小学     15.41 
ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾘｭｳ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 林 大智(4) 小学     15.41 
ﾊﾔｼ ﾋﾛﾏｻ 箕輪中部小

 7 柴田 蓮音(4) 小学     15.56 
ｼﾊﾞﾀ ﾚｵﾝ 飯島小

 8 加藤 一毅(4) 小学     15.72 
ｶﾄｳ ｲﾂｷ 飯島小

決勝 9月3日 10:05

県小学新(ER )       12.27

風速 +1.4

 3 林 賢史郎(4) 小学     16.71 
ﾊﾔｼ ｹﾝｼﾛｳ 諏訪FA

7    73

オープン小学4年男子

１００ｍ            

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8   125

2   118

1    86

3   177

4    50

7   166

記録／備考
6   175

5   161

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6   163

4   159

2   177

5   108

氏  名 所属名 記録／備考
3    50

3   173

6   115
欠場

4   118

7    98

5   166

2    86

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

6    85

3   129

2   168

8   169

7    59

5    97

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   175

欠場
3    27

欠場

順 ﾚｰﾝ

8   172

2    99

7   137

6   174

記録／備考
4   161

5   125

小学4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 No. 氏  名 所属名



予選 9月3日 10:40
決勝 9月3日 12:35

県小学新(ER)        12.27

[ 1組] 風速 +3.2 [ 2組] 風速 +3.3

 1 武井 海斗(5) 小学     14.91 q  1 藤澤 光輝(5) 小学     13.60 q
ﾀｹｲ ｶｲﾄ 南箕輪小 ﾌｼﾞｻﾜ ｺｳｷ Team.D

 2 小林 海惺(5) 小学     14.98 q  2 伊藤 嶺(5) 小学     14.72 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲｾｲ 西箕輪AC ｲﾄｳ ﾚｲ 南箕輪小

 3 平澤 航大(5) 小学     15.46  3 中山 未比呂(5) 小学     15.00 
ﾋﾗｻﾜ ｺｳﾀ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾅｶﾔﾏ ﾐﾋﾛ 高遠小

 4 池上 雅哉(5) 小学     15.63  4 有賀 束佐(5) 小学     15.82 
ｲｹｶﾞﾐ ﾏｻﾔ 箕輪中部小 ｱﾙｶﾞ ﾂｶｻ 西箕輪AC

 5 原 郁夢(5) 小学     16.18  5 中野 聡太(5) 小学     15.86 
ﾊﾗ ｲｸﾑ 西箕輪AC ﾅｶﾉ ｿｳﾀ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 6 鈴木 凰介(5) 小学     16.66  6 小池 大飛(5) 小学     16.11 
ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ｺｲｹ ﾀﾞｲﾄ 飯島小
春日 洸太(5) 小学  7 矢嶋 真也(5) 小学     16.23 
ｶｽｶﾞ ｺｳﾀ 高遠小 ﾔｼﾞﾏ ﾏｻﾔ 高遠小

[ 3組] 風速 +1.8

 1 清水 駿介(5) 小学     14.30 q
ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝｽｹ 西箕輪AC

 2 北原 由仁(5) 小学     14.52 q
ｷﾀﾊﾗ ﾖﾘﾄ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 飯島 颯斗(5) 小学     14.96 q
ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 4 川口 愛翔(5) 小学     15.00 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾅﾄ ﾁｰﾑJIAN

 5 新井 慧(5) 小学     16.24 
ｱﾗｲ ｻﾄﾙ 飯島小

 6 丸山 和真(5) 小学     16.90 
ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾏ 高遠小

風速 -0.9

 1 藤澤 光輝(5) 小学     13.99 
ﾌｼﾞｻﾜ ｺｳｷ Team.D

 2 清水 駿介(5) 小学     14.82 
ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝｽｹ 西箕輪AC

 3 北原 由仁(5) 小学     14.83 
ｷﾀﾊﾗ ﾖﾘﾄ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 飯島 颯斗(5) 小学     15.18 
ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 5 小林 海惺(5) 小学     15.26 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲｾｲ 西箕輪AC

 6 伊藤 嶺(5) 小学     15.29 
ｲﾄｳ ﾚｲ 南箕輪小

 7 武井 海斗(5) 小学     15.42 
ﾀｹｲ ｶｲﾄ 南箕輪小

 8 中山 未比呂(5) 小学     15.47 
ﾅｶﾔﾏ ﾐﾋﾛ 高遠小

8   107

1    58

2    77

3    95

5    88

7    32

記録／備考
4     2

6    80

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6   130

4    43

3    32

7     9

5    80

2    88

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   126

2    64

6    82

7    31

3    95

8    58

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4     2

7    47
欠場

順 ﾚｰﾝ

4    75

3    33

5    87

8   167

記録／備考
6   107

2    77

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



予選 9月3日 10:55
決勝 9月3日 12:45

県小学新(ER)        12.27

[ 1組] 風速 +2.9 [ 2組] 風速 +2.6

 1 久保田 凱士(6) 小学     13.16 q  1 林 優真(6) 小学     13.85 q
ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ 飯島小 ﾊﾔｼ ﾕｳﾏ 西箕輪AC

 2 小田切 望夢(6) 小学     14.03 q  2 山﨑 奏太(6) 小学     13.86 q
ｺﾀｷﾞﾘ ﾉｿﾞﾑ 飯島小 ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ 伊那AC

 3 工藤 航介(6) 小学     14.09 q  3 古賀 涼輔(6) 小学     14.06 q
ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 伊那AC ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 箕輪中部小

 4 山岡 楓生(6) 小学     14.46 q  4 ﾄﾞﾘﾁｭﾗｰ 城(6) 小学     14.11 q
ﾔﾏｵｶ ﾌｳｷ 箕輪中部小 ﾄﾞﾘﾁｭﾗｰ ｼﾞｮｳ 飯島小

 5 河野 翔平(6) 小学     14.55  5 唐澤 悠斗(6) 小学     15.26 
ｺｳﾉ ｼｮｳﾍｲ 箕輪中部小 ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ 箕輪中部小

 6 春日 和(6) 小学     14.76 小池 翔(6) 小学
ｶｽｶﾞ  ﾔﾏﾄ 高遠小 ｺｲｹ ｼｮｳ 伊那AC

 7 伊藤 結也(6) 小学     15.14 
ｲﾄｳ ﾕｳﾔ 飯島小

風速 +1.5

 1 久保田 凱士(6) 小学     13.17 
ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ 飯島小

 2 古賀 涼輔(6) 小学     13.98 
ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 箕輪中部小

 3 林 優真(6) 小学     14.02 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾏ 西箕輪AC

 4 山﨑 奏太(6) 小学     14.05 
ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ 伊那AC

 5 小田切 望夢(6) 小学     14.29 
ｺﾀｷﾞﾘ ﾉｿﾞﾑ 飯島小

 6 工藤 航介(6) 小学     14.37 
ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 伊那AC

 7 ﾄﾞﾘﾁｭﾗｰ 城(6) 小学     14.48 
ﾄﾞﾘﾁｭﾗｰ ｼﾞｮｳ 飯島小

 8 山岡 楓生(6) 小学     14.83 
ﾔﾏｵｶ ﾌｳｷ 箕輪中部小

決勝 9月3日 10:55

県小学新(ER )       12.27

風速

田近 資武(6) 小学
ﾀﾁﾞｶ ﾓﾄﾑ 王滝小

記録／備考
8    18

欠場

オープン小学6年男子

１００ｍ            

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

1   110

2   162

所属名

3   127

8    10

4    83

5    11

記録／備考
6   119

7   160

3    12
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2   110

4   176

5    11

7   160

No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    83

4   113

順 ﾚｰﾝ

3   158

5    46

8    10

7   162

記録／備考
2   119

6   127

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



決勝 9月3日 12:55

県小学新(ER)      2,49.83

[ 1組] [ 2組]

 1 上田 卓輝(5) 小学   3,24.61  1 矢澤 蓮太郎(6) 小学   3,13.80 
ｳｴﾀﾞ ﾄｳｷ 南箕輪小 ﾔｻﾞﾜ ﾚﾝﾀﾛｳ 駒ヶ根中沢RC

 2 八木 琉登(4) 小学   3,28.32  2 森村 徳一(6) 小学   3,18.19 
ﾔｷﾞ ﾘｭｳﾄ 南箕輪小 ﾓﾘﾑﾗ ﾉﾘｶｽﾞ 駒ヶ根中沢RC

 3 赤羽 蒼空(5) 小学   3,41.89  3 小林 隼人(6) 小学   3,19.26 
ｱｶﾊﾈ ｿﾗ 南箕輪小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 箕輪中部小

 4 鈴木 亮翔(5) 小学   3,43.82  4 辻本 怜功斗(5) 小学   3,29.18 
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾄ 南箕輪小 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾚｸﾄ 西箕輪AC

 5 中原 悠理(5) 小学   3,43.96  5 日達 匠海(6) 小学   3,30.93 
ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾘ 伊那AC ﾋﾀﾁ ﾀｸﾐ 駒ヶ根中沢RC

 6 山口 陽也(4) 小学   3,45.13  6 大蔵 悟生(5) 小学   3,35.54 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾔ 箕輪中部小 ｵｵｸﾗ ｺﾞｳ 駒ヶ根中沢RC

 7 小林 暖(5) 小学   3,46.87  7 矢澤 秀成(4) 小学   3,35.72 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞﾝ 西箕輪AC ﾔｻﾞﾜ ｼｭｳｾｲ 駒ヶ根中沢RC

 8 宮下 偉歩(4) 小学   3,48.45  8 小木曽 翔太(5) 小学   3,38.64 
ﾐﾔｼﾀ ｲﾌﾞｷ 美篶小 ｵｷﾞｿ ｼｮｳﾀ 駒ヶ根中沢RC

 9 矢澤 颯介(2) 小学   3,48.85  9 下平 颯人(5) 小学   3,40.05 
ﾔｻﾞﾜ ｿｳｽｹ 駒ヶ根中沢RC ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾊﾔﾄ 飯島小

10 小松 真優(5) 小学   3,49.97 10 林 大宝(4) 小学   3,40.45 
ｺﾏﾂ ﾏﾋﾛ 高遠小 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾎｳ 飯島小

11 荻原 倫世(6) 小学   3,56.34 11 中本 悠翔(4) 小学   3,59.18 
ｵｷﾞﾜﾗ ﾄﾓｾ 箕輪中部小 ﾅｶﾓﾄ ﾕｳﾄ 南箕輪小

12 渋谷 大和(5) 小学   3,57.30 森村 徳一(6) 小学
ｼﾌﾞﾔ ﾔﾏﾄ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ﾓﾘﾑﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 赤穂東小

13 大森 瑛稀(4) 小学   3,57.60 長谷部 直大(6) 小学
ｵｵﾓﾘ ｴｲｷ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ﾊｾﾍﾞ ﾅｵﾋﾛ 駒ヶ根中沢RC

14 久保田 隼人(6) 小学   4,01.08 
ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ 飯島小

15 米山 蓮(6) 小学   4,03.83 
ﾖﾈﾔﾏ ﾚﾝ 飯島小

16 原田 琢己(4) 小学   4,05.18 
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

   1 矢澤 蓮太郎(6) 小学 駒ヶ根中沢RC     3,13.80   2   1
   2 森村 徳一(6) 小学 駒ヶ根中沢RC     3,18.19   2   2
   3 小林 隼人(6) 小学 箕輪中部小     3,19.26   2   3
   4 上田 卓輝(5) 小学 南箕輪小     3,24.61   1   1
   5 八木 琉登(4) 小学 南箕輪小     3,28.32   1   2
   6 辻本 怜功斗(5) 小学 西箕輪AC     3,29.18   2   4
   7 日達 匠海(6) 小学 駒ヶ根中沢RC     3,30.93   2   5
   8 大蔵 悟生(5) 小学 駒ヶ根中沢RC     3,35.54   2   6
   9 矢澤 秀成(4) 小学 駒ヶ根中沢RC     3,35.72   2   7
  10 小木曽 翔太(5) 小学 駒ヶ根中沢RC     3,38.64   2   8
  11 下平 颯人(5) 小学 飯島小     3,40.05   2   9
  12 林 大宝(4) 小学 飯島小     3,40.45   2  10
  13 赤羽 蒼空(5) 小学 南箕輪小     3,41.89   1   3
  14 鈴木 亮翔(5) 小学 南箕輪小     3,43.82   1   4
  15 中原 悠理(5) 小学 伊那AC     3,43.96   1   5
  16 山口 陽也(4) 小学 箕輪中部小     3,45.13   1   6
  17 小林 暖(5) 小学 西箕輪AC     3,46.87   1   7
  18 宮下 偉歩(4) 小学 美篶小     3,48.45   1   8
  19 矢澤 颯介(2) 小学 駒ヶ根中沢RC     3,48.85   1   9
  20 小松 真優(5) 小学 高遠小     3,49.97   1  10
  21 荻原 倫世(6) 小学 箕輪中部小     3,56.34   1  11
  22 渋谷 大和(5) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     3,57.30   1  12
  23 大森 瑛稀(4) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     3,57.60   1  13
  24 中本 悠翔(4) 小学 南箕輪小     3,59.18   2  11
  25 久保田 隼人(6) 小学 飯島小     4,01.08   1  14
  26 米山 蓮(6) 小学 飯島小     4,03.83   1  15
  27 原田 琢己(4) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     4,05.18   1  16

決勝 9月3日 12:55オープン小学男子
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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
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県小学新(ER)      2,49.83

風速

 1 井出 雅人(6) 小学   3,31.48 
ｲﾃﾞ ﾏｻﾄ 諏訪FA

 2 宮下 翔弥(5) 小学   3,34.46 
ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳﾔ 諏訪FA

15    68

14    69

１０００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月3日  9:00

県小学新(ER)        11.72

[ 1組] 風速 +1.6 [ 2組] 風速 +2.1

 1 林 唯心(6) 小学     15.66  1 大森 光稀(6) 小学     14.12 
ﾊﾔｼ ﾕｲｼﾝ 飯島小 ｵｵﾓﾘ ｺｳｷ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 2 森 涼介(5) 小学     17.12  2 城取 陸(6) 小学     16.82 
ﾓﾘ ﾘｮｳｽｹ ﾁｰﾑJIAN ｼﾛﾄﾘ ﾘｸ 西箕輪AC

 3 藤原 彩斗(6) 小学     18.78 
ﾌｼﾞﾊﾗ ｱﾔﾄ 飯島小
ﾗﾌｧﾗﾝ海斗ﾋﾟｴｰﾙ 小学
ﾗﾌｧﾗﾝ ｶｲﾄ ﾋﾟｴｰﾙ 飯島小

   1 大森 光稀(6) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     14.12 (+2.1)   2   1
   2 林 唯心(6) 小学 飯島小     15.66 (+1.6)   1   1
   3 城取 陸(6) 小学 西箕輪AC     16.82 (+2.1)   2   2
   4 森 涼介(5) 小学 ﾁｰﾑJIAN     17.12 (+1.6)   1   2
   5 藤原 彩斗(6) 小学 飯島小     18.78 (+1.6)   1   3

決勝 9月3日  9:00

県小学新(ER)        11.72

風速 +2.1

 1 藤森 大地(4) 小学     17.50 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ 諏訪FA

 2 林 幸史郎(6) 小学     17.59 
ﾊﾔｼ ｺｳｼﾛｳ 諏訪FA

 3 小泉 陽貴(6) 小学     17.76 
ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙｷ 諏訪FA

オープン小学男子

８０ｍＨ(0.700m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6    71

5    72

4    74

順 ﾚｰﾝ No.

小学共通男子

８０ｍＨ(0.700m)

決勝

3   142
氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

5   111
欠場

2   133

4

3    29
氏  名 所属名 記録／備考

タイムレース

2    79    8

組 順位都道府県 所属名 記録（風）順位 No. 氏  名

    8
  133

   29
  142
   79

備考



予選 9月3日  9:35
決勝 9月3日 14:05

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 箕輪中部小(A)   158 河野 翔平(6)     57.52 q  1   2 飯島小(A)   141 林 拓志(6)     55.94 q

ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌｼｮｳA ｺｳﾉ ｼｮｳﾍｲ ｲｲｼﾞﾏｼｮｳA ﾊﾔｼ ﾋﾛｼ
  162 山岡 楓生(6)   138 堀越 隆徳(6)

ﾔﾏｵｶ ﾌｳｷ ﾎﾘｺｼ ﾀｶﾉﾘ
  176 唐澤 悠斗(6)   110 ドリチュラー城(6)

ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ ﾄﾞﾘﾁｭﾗｰ ｼﾞｮｳ
  160 古賀 涼輔(6)   119 久保田 凱士(6)

ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ
 2   5 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少    29 大森 光稀(6)     58.48 q  2   5 高遠小(A)    55 石川 志音(6)     58.54 q

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳ ｵｵﾓﾘ ｺｳｷ ﾀｶﾄｵｼｮｳA ｲｼｶﾜ ｼｵﾝ
   26 小倉 心和(6)    42 伊藤 凜翔(6)

ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾜ ｲﾄｳ ﾘﾝﾄ
   21 塩川 大樹(6)    46 春日 和(6)

ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ ｶｽｶﾞ  ﾔﾏﾄ
   23 熊谷 知樹(6)    52 西村 樹(6)

ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｷ ﾆｼﾑﾗ ｲﾂｷ
 3   8 飯島小H   152 久保田 怜(6)   1,01.49 q  3   7 伊那AC    16 中原 悠理(5)     59.32 q

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳ ｸﾎﾞﾀ ﾚｲ ｲﾅｴｰｼｰ ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾘ
  155 米山 蓮(6)    10 工藤 航介(6)

ﾖﾈﾔﾏ ﾚﾝ ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ
  153 小池 大飛(5)    14 池田 琢磨(6)

ｺｲｹ ﾀﾞｲﾄ ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾏ
  154 小田切 望夢(6)    11 山﨑 奏太(6)

ｺﾀｷﾞﾘ ﾉｿﾞﾑ ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ
 4   4 飯島小(B)   142 林 唯心(6)   1,02.34 q  4   8 箕輪中部小(B)   177 林 大智(4)     59.44 q

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳB ﾊﾔｼ ﾕｲｼﾝ ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌｼｮｳB ﾊﾔｼ ﾋﾛﾏｻ
  113 伊藤 結也(6)   175 唐澤 友作(4)

ｲﾄｳ ﾕｳﾔ ｶﾗｻﾜ ﾕｳｻｸ
  133 藤原 彩斗(6)   166 杉井 瑛澄(4)

ﾌｼﾞﾊﾗ ｱﾔﾄ ｽｷﾞｲ ｴｲｽ
  120 久保田 隼人(6)   161 向山 大稀(4)

ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ ﾑｶｲﾔﾏ ﾀﾞｲｷ
 5   6 飯島小(C)   123 古澤 和士(5)   1,02.78  5   1 高遠小(B)    58 中山 未比呂(5)   1,03.37 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳC ﾌﾙｻﾜ ｶｽﾞｼ ﾀｶﾄｵｼｮｳB ﾅｶﾔﾏ ﾐﾋﾛ
  117 下平 颯人(5)    62 野々田 斗和(5)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾊﾔﾄ ﾉﾉﾀ ﾞ ﾄﾜ
  114 伊藤 陸翔(5)    64 矢嶋 真也(5)

ｲﾄｳ ﾘｸﾄ ﾔｼﾞﾏ ﾏｻﾔ
  130 新井 慧(5)    54 石川 穏也(5)

ｱﾗｲ ｻﾄﾙ ｲｼｶﾜ ﾄｼﾔ
 6   3 高遠小(C)    51 小島 拓実(4)   1,02.78  6   3 南箕輪小   104 倉田 晃輔(4)   1,06.57 

ﾀｶﾄｵｼｮｳC ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾐ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳ ｸﾗﾀ ｺｳｽｹ
   59 中村 琉唯(4)    98 小松 慈(4)

ﾅｶﾑﾗ ﾙｲ ｺﾏﾂ ﾖｼｷ
   57 竹内 良多(4)   100 上田 泰輝(4)

ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳﾀ ｳｴﾀﾞ ﾀｲｷ
   50 小泉 幸也(4)   105 中本 悠翔(4)

ｺｲｽﾞﾐ ﾕｷﾔ ﾅｶﾓﾄ ﾕｳﾄ
 7   1 飯島小G   151 髙坂 陸(4)   1,04.79  7   4 飯島小F   147 林 大宝(4)   1,08.33 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳ ｺｳｻｶ ﾘｸ ｲｲｼﾞﾏｼｮｳ ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾎｳ
  148 加藤 一毅(4)   145 小林 蓮(4)

ｶﾄｳ ｲﾂｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ
  149 福島 琉生(4)   144 下平 皇介(4)

ﾌｸｼﾏ ﾙｲ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｵｵｽｹ
  150 矢澤 翔汰(4)   146 北澤 翔太(4)

ﾔｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ ｷﾀｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ
 8   2 飯島小(E)   135 米山 陸人(4)   1,05.51  8   6 飯島小(D)   124 山本 耕大(5)   1,11.33 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳE ﾖﾈﾔﾏ ﾘｸﾄ ｲｲｼﾞﾏｼｮｳD ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ
  131 唐澤  昇汰(4)   112 芦部 琥伯(5)

ｶﾗｻﾜ ｼｮｳﾀ ｱｼﾍﾞ ｺﾊｸ
  111 ラファラン海斗ピエー   122 桂本 理功(5)

ﾗﾌｧﾗﾝ ｶｲﾄ ﾋﾟｴｰﾙ ｶﾄﾗﾓﾄ ﾘｸ
  125 柴田 蓮音(4)   132 唐澤 聖矢(5)

ｼﾊﾞﾀ ﾚｵﾝ ｶﾗｻﾜ ｾｲﾔ

小学共通男子

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   5 飯島小(A)   141 林 拓志(6)     56.12 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳA ﾊﾔｼ ﾋﾛｼ
  138 堀越 隆徳(6)

ﾎﾘｺｼ ﾀｶﾉﾘ
  110 ドリチュラー城(6)

ﾄﾞﾘﾁｭﾗｰ ｼﾞｮｳ
  119 久保田 凱士(6)

ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ
 2   6 箕輪中部小(A)   158 河野 翔平(6)     57.37 

ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌｼｮｳA ｺｳﾉ ｼｮｳﾍｲ
  162 山岡 楓生(6)

ﾔﾏｵｶ ﾌｳｷ
  176 唐澤 悠斗(6)

ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ
  160 古賀 涼輔(6)

ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ
 3   3 高遠小(A)    55 石川 志音(6)     58.33 

ﾀｶﾄｵｼｮｳA ｲｼｶﾜ ｼｵﾝ
   42 伊藤 凜翔(6)

ｲﾄｳ ﾘﾝﾄ
   63 矢嶋 悠也(6)

ﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾔ
   52 西村 樹(6)

ﾆｼﾑﾗ ｲﾂｷ
 4   4 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少    29 大森 光稀(6)     58.52 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳ ｵｵﾓﾘ ｺｳｷ
   26 小倉 心和(6)

ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾜ
   21 塩川 大樹(6)

ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ
   23 熊谷 知樹(6)

ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｷ
 5   7 伊那AC    16 中原 悠理(5)     59.80 

ｲﾅｴｰｼｰ ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾘ
   10 工藤 航介(6)

ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ
   14 池田 琢磨(6)

ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾏ
   11 山﨑 奏太(6)

ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ
 6   8 箕輪中部小(B)   177 林 大智(4)   1,00.46 

ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌｼｮｳB ﾊﾔｼ ﾋﾛﾏｻ
  175 唐澤 友作(4)

ｶﾗｻﾜ ﾕｳｻｸ
  166 杉井 瑛澄(4)

ｽｷﾞｲ ｴｲｽ
  161 向山 大稀(4)

ﾑｶｲﾔﾏ ﾀﾞｲｷ
 7   1 飯島小H   152 久保田 怜(6)   1,02.57 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳ ｸﾎﾞﾀ ﾚｲ
  155 米山 蓮(6)

ﾖﾈﾔﾏ ﾚﾝ
  153 小池 大飛(5)

ｺｲｹ ﾀﾞｲﾄ
  154 小田切 望夢(6)

ｺﾀｷﾞﾘ ﾉｿﾞﾑ
 8   2 飯島小(B)   142 林 唯心(6)   1,02.77 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳB ﾊﾔｼ ﾕｲｼﾝ
  113 伊藤 結也(6)

ｲﾄｳ ﾕｳﾔ
  133 藤原 彩斗(6)

ﾌｼﾞﾊﾗ ｱﾔﾄ
  120 久保田 隼人(6)

ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ

４×１００ｍＲ
決勝

小学共通男子



決勝 9月3日  9:00

県小学新(ER)         5.47

石川 志音(6) 小学   3.73   3.73   3.92    3.92 
ｲｼｶﾜ ｼｵﾝ 高遠小   -1.3   -0.5   -2.5    -2.5
矢島 悠也(6) 小学   3.74   3.68   3.83    3.83 
ﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 高遠小   -1.6   -1.8   -3.0    -3.0
池田 琢磨(6) 小学    X   3.41   3.64    3.64 
ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾏ 伊那AC   -2.1   -0.7    -0.7
塩川 大樹(6) 小学   3.57   3.54    X    3.57 
ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少   -1.8   -1.8    -1.8
中林 諒介(5) 小学    X   3.36   3.36    3.36 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 箕輪中部小   -1.3   -1.2    -1.3
伊藤 凜翔(6) 小学   3.34   2.91    X    3.34 
ｲﾄｳ ﾘﾝﾄ 高遠小   -1.3   -1.4    -1.3
石川 穏也(5) 小学   3.12   3.31   3.32    3.32 
ｲｼｶﾜ ﾄｼﾔ 高遠小   -2.4   -0.2   -2.0    -2.0
竹内 良多(4) 小学   3.29   3.07   3.20    3.29 
ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳﾀ 高遠小   -1.9   -0.7   -1.6    -1.9
小島 拓実(4) 小学   2.93   3.26   3.27    3.27 
ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 高遠小   -1.9   -1.0   -1.9    -1.9
阪下 颯(5) 小学   3.26   2.88   3.09    3.26 
ｻｶｼﾀ ﾊﾔﾃ 高遠小   -1.7   -2.8   -2.4    -1.7
宮澤 太地(5) 小学   3.16   2.99   2.94    3.16 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｲﾁ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少   -1.5   -1.8   -2.4    -1.5
米山 陸人(4) 小学    X   3.06   2.84    3.06 
ﾖﾈﾔﾏ ﾘｸﾄ 飯島小   -1.1   -0.6    -1.1
上田 泰輝(4) 小学   2.99   3.02   2.90    3.02 
ｳｴﾀﾞ ﾀｲｷ 南箕輪小   +1.0   -0.6   -1.8    -0.6
西村心太朗(4) 小学   2.90   2.99   2.68    2.99 
ﾆｼﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 高遠小   -1.8   -1.9   -2.0    -1.9
薩摩林 佑真(4) 小学   2.96   2.72   2.73    2.96 
ｻﾂﾏﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 西箕輪AC   -2.1   -1.6   -3.2    -2.1
中村 元紀(5) 小学   2.81   2.81    X    2.81 
ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｷ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少   -2.1   -2.5    -2.1
鈴木 健太(5) 小学    X   2.37   2.79    2.79 
ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 箕輪中部小   -1.7   -1.9    -1.9
山本 耕大(5) 小学   2.58   2.35   2.09    2.58 
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 飯島小   -1.5   -1.3   -0.7    -1.5
小林 蓮(4) 小学    X   2.53   2.53    2.53 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 飯島小   -2.9   -0.7    -2.9
髙坂 陸(4) 小学    X    X    X 記録なし
ｺｳｻｶ ﾘｸ 飯島小

決勝 9月3日  9:00

県小学新(ER)         5.47

小溝 悠晟(3) 小学   3.16   3.16   3.11    3.16 
ｺﾐｿﾞ ﾕｳｾｲ 諏訪FA   -2.4   -2.3   -2.3    -2.4

小学共通男子

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 20    55

-5-

2 21    63

3 19    14

4 9    21

5 16   171

6 18    42

7 14    54

8 12    57

9 13    51

10 17    45

11 2    22

12 6   135

13 7   100

14 10    53

15 8    76

16 1    30

17 11   178

18 5   124

19 4   128

3   143

-6- 記録 備考

オープン小学男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名
1 15    70

-3- -4- -5-所属名 -1- -2-



決勝 9月3日 10:30

県小学新(ER)       61.92

西村 樹(6) 小学
ﾆｼﾑﾗ ｲﾂｷ 高遠小
下田 航輝(6) 小学
ｼﾓﾀﾞ ｺｳｷ 南箕輪小
清水 智樹(6) 小学
ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｷ 南箕輪小
野々田 斗和(5) 小学
ﾉﾉﾀ ﾞ ﾄﾜ 高遠小
林 拓志(6) 小学
ﾊﾔｼ ﾋﾛｼ 飯島小
熊谷 知樹(6) 小学
ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｷ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少
藪 大翔(6) 小学
ﾔﾌﾞ ﾞ ﾀﾞｲﾄ 高遠小
小倉 心和(6) 小学
ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾜ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少
飯島 大空(6) 小学
ｲｲｼﾞﾏ ｿﾗ 高遠小
伊藤 陸翔(5) 小学
ｲﾄｳ ﾘｸﾄ 飯島小
竹内 悠人(5) 小学
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾄ 高遠小
小松 史弥(6) 小学
ｺﾏﾂ ﾌﾐﾔ 高遠小
久保田 怜(6) 小学
ｸﾎﾞﾀ ﾚｲ 飯島小
堀越 隆徳(6) 小学
ﾎﾘｺｼ ﾀｶﾉﾘ 飯島小
倉田 晃輔(4) 小学
ｸﾗﾀ ｺｳｽｹ 南箕輪小
唐澤  昇汰(4) 小学
ｶﾗｻﾜ ｼｮｳﾀ 飯島小
飯島 翔生(4) 小学
ｲｲｼﾞﾏ ﾄｷ 高遠小
福島 琉生(4) 小学
ﾌｸｼﾏ ﾙｲ 飯島小
古澤 和士(5) 小学
ﾌﾙｻﾜ ｶｽﾞｼ 飯島小
宮下 晃一(6) 小学
ﾐﾔｼﾀ ｺｳｲﾁ 高遠小
唐澤 聖矢(5) 小学
ｶﾗｻﾜ ｾｲﾔ 飯島小
下平 皇介(4) 小学
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｵｳｽｹ 飯島小
中村 正輝(4) 小学
ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ 箕輪中部小
矢澤 翔汰(4) 小学
ﾔｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 飯島小
芦部 琥伯(5) 小学
ｱｼﾍﾞ ｺﾊｸ 飯島小
桂本 理功(5) 小学 欠場
ｶﾄﾗﾓﾄ ﾘｸ 飯島小

決勝 9月3日 10:30

県小学新(ER )       61.92

田近 資武(6) 小学
ﾀﾁﾞｶ ﾓﾄﾑ 王滝小
田近 歩武(5) 小学
ﾀﾁﾞｶ ｱﾕﾑ 王滝小

小学共通男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投      

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 25    52

  O 48.31   O  48.31 

2 20    96
  O   O 47.51  47.51 

3 23   102
47.35   O   O  47.35 

4 28    62
  O   O 46.20  46.20 

5 2   141
44.63   O   X  44.63 

6 19    23
43.88   O   O  43.88 

7 26    66
  O 43.59   O  43.59 

8 16    26
41.34   O   O  41.34 

9 27    60
41.14   O   O  41.14 

10 14   114
  O 39.71   O  39.71 

11 24    56
38.24   O   X  38.24 

12 22    48
36.18   O   O  36.18 

13 13   121
36.06   O   O  36.06 

14 7   138
34.63   O   O  34.63 

15 1   104
  X 34.62   O  34.62 

16 3   131
34.27   O   O  34.27 

17 18    61
33.30   O   X  33.30 

18 11   134
  O 32.42   O  32.42 

19 4   123
  O 32.10   O  32.10 

20 12    44
31.61   O   O  31.61 

21 5   132
  O 31.01   O  31.01 

22 6   116
  O 29.66   O  29.66 

23 21   170
29.32   O   O  29.32 

24 8   139
  O 29.11   O  29.11 

25 9   112
  O 27.81   O  27.81 

10   122

オープン小学男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投      

-6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- 記録 備考
1 17    18

  O   O 48.88

 32.51 

 48.88 

2 15    19
  O   O 32.51
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