
 

 

 

 大会コード 16200535  

 

第４８回伊那ロードレース大会 

兼 第６３回伊那市民体育祭 
 

 

期  日：平成２８年１０月 ９日（日） 

主  催：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 記 録 氏 名 所 属 従来の記録 備 考 

10／9 一般男子 10km 31 分 48 秒 桃澤 大祐 上伊那郡陸協 33 分 01 秒 大会新 

〃 〃 32 分 43 秒 樋口 正晃 上伊那郡陸協 〃 大会新 



一般男子  10km
長野県記録    28'52"   佐々木　寛文(早大） 2012

大会記録    33'01"   北原　崇志(上伊那郡陸協） 45回
         

順 レーン No. 氏名 所属 記録/参考
1 18 27 桃澤 大祐 上伊那 31.48

ﾓﾓｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 上伊那郡陸協 大会新
2 9 29 樋口 正晃 上伊那 32.43

ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 上伊那郡陸協 大会新
3 1 1 高梨 良介 上伊那 33.07

ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳｽｹ ﾄｰﾊﾂ
4 21 24 中山 壮一 上伊那 33.08

ﾅｶﾔﾏ ｿｳｲﾁ 上伊那郡陸協
5 12 22 上島 通成 上伊那 33.16

ｶﾐｼﾞﾏ ﾐﾁﾅﾘ 上伊那郡陸協
6 6 43 萩原 英雄 上伊那 33.40

ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｵ 上伊那郡陸協
7 23 44 佐々木 跡武 上伊那 33.46

ｻｻｷ ｱﾄﾑ 上伊那郡陸協
8 20 21 松村 博文 上伊那 33.56

ﾏﾂﾑﾗ  ﾋﾛﾌﾐ 上伊那郡陸協
9 13 26 唐木 正敏 上伊那 34.21

ｶﾗｷ ﾏｻﾄｼ 上伊那郡陸協
10 11 3 田中 秀一 上伊那 34.22

ﾀﾅｶ ｼｭｳｲﾁ ﾄｰﾊﾂ
11 5 32 鈴木 昌幸 伊那市 34.31

ｽｽﾞｷ  ﾏｻﾕｷ 上伊那郡陸協
12 3 42 木村 和也 上伊那 35.29

ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾔ ﾄｰﾊﾂ
13 19 31 有賀 竜太 伊那市 35.54

ｱﾙｶﾞ ﾘｭｳﾀ 上伊那郡陸協
14 7 25 田原 直貴 上伊那 38.12

ﾀﾊﾗ ﾅｵｷ 上伊那郡陸協
15 2 2 滝澤 代聖 上伊那 40.02

ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ ﾄｰﾊﾂ
16 4 41 春日 隆大 伊那市 41.20

ｶｽｶﾞ ﾀｶﾋﾛ 伊那市
17 16 15 冨澤 祐樹 その他 44.58

ﾄﾐｻﾞﾜ ﾕｳｷ 茅野高
18 14 37 小関 篤 上伊那 54.57

ｵｾﾞｷ ｱﾂｼ 箕輪進修高
8 30 北原 崇志 上伊那

ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ 上伊那郡陸協 欠場
10 23 滝澤 勉 上伊那

ﾀｷｻﾞﾜ ﾂﾄﾑ 上伊那郡陸協 欠場
17 4 北原 英一 上伊那

ｷﾀﾊﾗ ｴｲｲﾁ ﾄｰﾊﾂ 欠場
22 18 原 広野 上伊那

ﾊﾗ ｺｳﾔ 上伊那郡陸協 欠場
15 20 小林 太一 上伊那

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ 上伊那郡陸協 棄権

決勝



高校男子  10km
長野県高校記録    29'49"   高見沢 勝（佐久長聖） 1999

大会記録    31'47"   有賀 雅浩（上伊那農業） 31回
         

順 レーン No. 氏名 所属 記録/参考
1 5 8 宮下 和也（2） 上伊那 35.22

ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾔ 伊那北高
2 1 11 清水 龍斗（1） 上伊那 35.50

ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾄ 伊那北高
3 14 16 米山 幸伸（3） その他 36.07

ﾖﾈﾔﾏ ﾕｷﾉﾌﾞ 松本深志高
4 11 10 植田 貴大（2） 上伊那 36.16

ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 伊那北高
5 7 7 岡 亮輔（1） 上伊那 36.31

ｵｶ ﾘｮｳｽｹ 伊那北高
6 9 33 春日 聖悟（3） 上伊那 36.46

ｶｽｶﾞ ｾｲｺﾞ 上伊那農高
7 3 12 南郷 隼翔（1） 上伊那 37.48

ﾅﾝｺﾞｳ ﾊﾔﾄ 伊那北高
8 12 14 清水 冬威（1） その他 38.11

ｼﾐｽﾞ ﾄｳｲ 茅野高
9 13 9 上田 航希（2） 伊那市 39.36

ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 伊那北高
10 2 13 小林 慎市（2） その他 41.05

ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｲﾁ 茅野高
11 6 36 佐藤 開都（3） 上伊那 41.48

ｻﾄｳ ｶｲﾄ 箕輪進修高
12 10 34 下平 勇希（1） 上伊那 45.23

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 箕輪進修高
13 4 38 北原 恵哉（2） 上伊那 46.57

ｷﾀﾊﾗ ｹｲﾔ 箕輪進修高
8 35 原 克彦（2） 上伊那

ﾊﾗ ｶﾂﾋｺ 箕輪進修高 欠場

決勝



壮年男子  10km
長野県記録    28'52"   佐々木　寛文(早大） 2012

大会記録    28'52"   細田　勇一(上伊那郡陸協） 45回
         

順 レーン No. 氏名 所属 記録/参考
1 2 6 平澤 重章 伊那市 36.40

ﾋﾗｻﾜ ｼｹﾞｱｷ 伊那市陸協
2 1 17 遠藤 忍 その他 38.42

ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾉﾌﾞ 上伊那郡陸協
3 19 守屋 智春 上伊那

ﾓﾘﾔ ﾄﾓﾊﾙ 上伊那郡陸協 欠場

決勝



中学男子  5km
長野県中学記録    15'36"   唐澤 充樹（伊那） 2005

大会記録    16'06"   千葉 健太（箕輪） 37回
         

順 レーン No. 氏名 所属 記録/参考
1 1 40 岩波 響介（2） 上伊那 17.50

ｲﾜﾅﾐ ｷｮｳｽｹ 箕輪中
2 3 45 岩波 颯真（1） 上伊那 19.45

ｲﾜﾅﾐ ｿｳﾏ 箕輪中
2 39 丸山 卓治（2） 上伊那

ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｼﾞ 箕輪中 欠場

決勝
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