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第５２回 上伊那秋季陸上競技記録会 

第２２回 上伊那スポーツフェスティバル‘１７ 

記 録 集 
 

期 日 ： ２０１７年(平成２９年)９月２日（土） 

会 場 ： 伊那市陸上競技場（競技場コード：172030） 

主 催 ： (一財)長野陸上競技協会  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  上伊那公民館連絡協議会 

上伊那校長会  上伊那教育会  上伊那体育指導員連絡協議会 

上伊那 PTA 連合会 

主 管 ： 上伊那陸上競技協会 

審 判 長 ： 遠山 正洋 

記録情報主任 ： 井原 成経 

 

 

■ この大会で樹立された記録 

 

な し 

 

 

■ 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 

8：50 晴れ 27.5 43.0 北東 3.0 

9：00 晴れ 27.5 43.0 北北東 2.5 

10：00 晴れ 28.0 43.0 北東 2.4 

11：00 晴れ 27.5 50.0 北東 4.8 

12：00 晴れ 28.5 43.0 北北東 2.6 

13：00 晴れ 28.5 40.0 北東 2.6 

14：00 晴れ 28.5 40.0 北北東 4.6 

15：00 晴れ 28.0 42.0 北北東 2.9 

16：00 晴れ 26.5 45.0 北 2.9 
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決勝記録一覧表
男  子 【競技場】172030  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
09/02 男子 川上 真弥 10.68 丸岡 精二 11.29 遠山 龍之介(3) 11.32 今井 頼人(2) 11.35 酒井 和馬(2) 高校･上伊那農高 11.40 小池 潤優(2) 11.43 小濱 律(1) 11.49

１００ｍ 一般･飯田病院 一般･駒ヶ根AC 中学･宮田中 中学･辰野中 藤井 隆聖(2) 高校･飯田高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･上伊那農高
09/02 小池 潤優(2) 51.21 片桐 聖護(2) 51.88 原 大貴(1) 52.97 唐澤 秀作(1) 53.72 今井 頼人(2) 54.74 伊藤 陸(2) 54.96 伊澤 拓人(3) 55.49 仲村渠 海都(1) 55.68

４００ｍ 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･赤穂高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･伊那弥生ヶ丘高 中学･辰野中 高校･伊那弥生ヶ丘高 中学･宮田中 高校･赤穂高
09/02 原 大貴(1) 2,06.40 小塩 貫汰(2) 2,11.46 井内 一朗(1) 2,13.63 宮下 偉士(2) 2,13.77

８００ｍ 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･赤穂高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･赤穂高
09/02 宮嶋 宇明(1) 4,23.92 河西 希隆(3) 4,30.66 征矢 快誠(3) 4,38.93 武田 凌汰(2) 4,39.62 小柳 堅一(4) 4,40.67 丸山 卓治(3) 4,44.44 市村 雅仁(2) 4,45.97 松山 准也(2) 4,46.73

１５００ｍ 高校･松川高 中学･箕輪中 中学･箕輪中 中学･辰野中 一般･信州大 中学･箕輪中 高校･赤穂高 高校･松川高
09/02 原 広野 16,10.43 上島 通成 16,11.26 鈴木 昌幸 16,16.10 中川 敬介 16,25.97 大峽 和(2) 16,52.33 馬場 隆夫(1) 17,09.76 北原 英一 17,20.47 郷津 敏光 17,25.05

５０００ｍ 一般･上伊那郡陸協 一般･上伊那郡陸協 一般･上伊那郡陸協 一般･上伊那郡陸協 高校･飯田高 一般･中部大 一般･ﾄｰﾊﾂ 一般･上伊那郡陸協
09/02 山内 一輝(2) 56.68 関 雄飛(1) 1,04.05 安藤 俊輝(2) 1,06.98

400mH(0.914m) 高校･上伊那農高 高校･上伊那農高 高校･飯田高
09/02 宮下 琉(2) 1.40 加藤 巧武(2) 1.40 林 秀磨(2) 1.40 有賀 泰徳(2) 中学･箕輪中 1.30

走高跳 高校･駒ヶ根工高 中学･宮田中 中学･箕輪中 高倉 駿斗(2) 中学･箕輪中
09/02 有賀 玄太(2) 3.20 河手 靖次(2) 2.30

棒高跳 中学･南箕輪中 中学･箕輪中
09/02 三石 隼斗(2) 5.92(+4.0) 宮島 隆輔(3) 5.79(+2.8) 上柳 凌平 5.41(+2.8) 奥田 裕貴(2) 5.40(+1.9) 中島 淳公(3) 5.34(+3.0) 松田 拓巳(2) 5.31(+3.6) 吉澤 幸輝(2) 5.30(+3.2) 𡈽𡈽田 陸斗(2) 5.10(+2.0)

走幅跳 高校･飯田高 中学･堀金中 一般･伊那市陸協 高校･阿南高 中学･堀金中 中学･箕輪中 高校･赤穂高 中学･辰野中
09/02 上原 隆伸 12.02 有賀 秀人 6.56

砲丸投 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･上伊那陸協
09/02 藤井 隆聖(2) 11.33

砲丸投 高校･飯田高
09/02 小林 和夫 27.22 有賀 秀人 22.77 齋藤 英夫 20.59 野村 史歩 17.83

円盤投 一般･上伊那郡陸協 一般･上伊那陸協 一般･上伊那陸協 一般･上伊那陸協
09/02 末元 昂成(2) 28.00 松田 直也(2) 25.34 塚田 一勢(2) 24.67

円盤投 高校･阿南高 高校･上伊那農高 高校･飯田高
09/02 上原 隆伸 44.43 小林 和夫 30.82 上條 健 24.63 福島 健一 24.11

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 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
09/02 末元 昂成(2) 39.20 松田 直也(2) 36.98

ﾊﾝﾏｰ投(6.000㎏) 高校･阿南高 高校･上伊那農高
09/02 上伊那農高       44.67 伊那弥生ヶ丘高      46.14 飯田高 赤穂高       46.38 堀金中       47.49 箕輪中(A)       47.79 宮田中(B)       50.76 宮田中(A)       51.15

４×１００ｍＲ 小濱 律(1) 伊藤 陸(2) 藤井 隆聖(2) 仲村渠 海都(1) 横山 凌大(2) 戸田 全飛(2) 大倉 颯太(2) 酒井 敦也(2)
酒井 和馬(2) 唐澤 秀作(1) 三石 隼斗(2) 小塩 貫汰(2) 落合 華七斗(1) 瀧澤 直希(2) 加藤 巧武(2) 下平 翔也(1)
酒井 龍介(1) 小池 潤優(2) 北村 光(2) 小林 由暉(2) 五十嵐 脩祐(2) 巻渕 来樹(2) 唐木 怜(2) 小田切 幹太(1)
関 雄飛(1) 井内 一朗(1) 友保 尚樹(2) 荻原 凌我(1) 望月 翼(2) 松田 拓巳(2) 浦野 晃平(3) 田中 裕喜(2)

09/02 中学男子 河西 希隆(3) 9,52.90 芦部 冬馬(3) 9,55.23 髙橋 優弥(3) 10,00.80 丸山 卓治(3) 10,27.32 征矢 快誠(3) 10,28.29 會川 奏太(2) 10,36.19 岩波 響介(3) 10,48.79 瀧澤 健斗(2) 10,58.85
３０００ｍ 中学･箕輪中 中学･宮田中 中学･堀金中 中学･箕輪中 中学･箕輪中 中学･穂高東中 中学･箕輪中 中学･宮田中

09/02 有村 凌空(2) 10.19 田近 資武(1) 9.08 上條 飛翔(1) 7.31 唐木 怜(2) 6.53 城取 颯(1) 5.16
砲丸投 中学･王滝中 中学･王滝中 中学･宮田中 中学･宮田中 中学･箕輪中

09/02 田近 資武(1) 25.51
円盤投 中学･王滝中

09/02 星野 青空(3) 43.31 唐澤 貫太(1) 25.22 古庄 武(1) 25.14 上條 飛翔(1) 17.24 浦野 進(1) 14.70 岩下 爽(1) 12.78 濱野 健太郎(1) 11.98
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･野沢中 中学･箕輪中 中学･箕輪中 中学･宮田中 中学･宮田中 中学･宮田中 中学･宮田中

09/02 小学123年男 野村 陽斗(3) 9.62 宮澤 悠悟(2) 10.09 向山 郁吹(3) 10.17 小林 翔馬(3) 10.26 中林 侑吾(3) 10.35 伊藤 羽琉(3) 10.38 太田 慶聖(3) 小学･箕輪中部小 10.41
６０ｍ 小学･伊那AC 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･高遠小 小学･南箕輪小 伊藤 光稀(2) 小学･南箕輪小

09/02 小学4年男子  +2.9安藤 隼人(4) 14.61 伊澤 寛成(4) 15.35 新井 翔(4) 15.61 湯澤 幸大(4) 15.73 栗原 悠(4) 15.99 吉田 壮志(4) 16.07 久保口 聖空(4) 16.18 村山 優人(4) 16.29
１００ｍ 小学･南箕輪小 小学･高遠小 小学･西箕輪AC 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･箕輪中部小 小学･西箕輪AC 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･南箕輪小

09/02 小学5年男子  +2.5向山 大稀(5) 13.59 唐澤 友作(5) 13.65 杉井 瑛澄(5) 14.16 林 大智(5) 14.37 竹沢 士音(5) 14.61 吉澤 志琉(5) 14.82 加藤 一毅(5) 15.05 小泉 幸也(5) 15.08
１００ｍ 小学･箕輪中部小 小学･箕輪中部小 小学･箕輪中部小 小学･箕輪中部小 小学･中川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･中川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･飯島小 小学･高遠小

09/02 小学6年男子  +3.5笹平 日々喜(6) 13.77 清水 駿介(6) 13.92 北原 由仁(6) 13.99 富永 琉平(6) 14.26 伊藤 嶺(6) 14.33 小林 海惺(6) 14.47 武井 海斗(6) 14.67 飯島 颯斗(6) 15.07
１００ｍ 小学･南箕輪小 小学･西箕輪AC 小学･中川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･中川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･伊那AC 小学･西箕輪AC 小学･南箕輪小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

09/02 小学共通男子 青木 颯(6) 3,16.55 牧島 涼也(6) 3,19.35 辻本 怜功斗(6) 3,21.22 小木曽 翔太(6) 3,24.71 大蔵 悟生(6) 3,28.24 小松 真優(6) 3,28.38 髙野 善郎(6) 3,32.79 福澤 栄暉(6) 3,35.44
１０００ｍ 小学･駒ヶ根中沢RC 小学･伊那北小 小学･西箕輪AC 小学･駒ヶ根中沢RC 小学･駒ヶ根中沢RC 小学･高遠小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･駒ヶ根中沢RC
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決勝記録一覧表
男  子 【競技場】172030  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
09/02 小学共通男子 中山 未比呂(6) 15.16 森 涼介(6) 15.44 中村 琉唯(5) 17.02 丸山 和真(6) 17.25 ﾗﾌｧﾗﾝ 海斗(5) 18.39 西村 宥希(5) 18.66 山崎 徠稀(6) 18.72

80mH(0.700m) 小学･高遠小 小学･ﾁｰﾑJIAN 小学･高遠小 小学･高遠小 小学･飯島小 小学･高遠小 小学･高遠小
09/02 石川 穏也(6) 3.53(+2.7) 阪下 颯(6) 3.45(+1.6) 宮下 武志(6) 3.42(+0.5) 小倉 大樹(5) 3.28(+1.5) 倉田 晃輔(5) 3.22(+3.3) 宮澤 太地(6) 3.20(+1.1) 小林 暖(6) 3.11(+2.4) 薩摩林 佑真(5)3.09(+1.9)

走幅跳 小学･高遠小 小学･高遠小 小学･西箕輪AC 小学･伊那北小 小学･南箕輪小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･西箕輪AC 小学･西箕輪AC
09/02 野々田 斗和(6) 53.32 唐澤 昇汰(5) 46.71 竹内 悠人(6) 38.18 松下 舷(4) 37.03 近藤 勇之祐(4) 35.96 糸数 新太(6) 35.62 福島 琉生(5) 35.41 中本 悠翔(5) 34.48

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･高遠小 小学･飯島小 小学･高遠小 小学･飯島小 小学･西箕輪AC 小学･南箕輪小 小学･飯島小 小学･南箕輪小
09/02 箕輪中部小(C)      56.09 飯島小       59.46 飯島小(C)     1,01.25 高遠小(A)     1,02.71 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(C)    1,02.83 箕輪中部小(D)    1,04.20 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(B)    1,04.40 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(A)    1,06.52

４×１００ｍＲ 林 大智(5) 下平 颯人(6) 矢澤 翔汰(5) 中山 未比呂(6) 渋谷 悠斗(4) 吉澤 涼弥(5) 宮澤 太地(6) 鈴木 哲平(6)
唐澤 友作(5) 千村 匠(6) 柴田 蓮音(5) 春日 洸太(6) 湯澤 幸大(4) 竹田 希夢(5) 渋谷 大和(6) 中野 聡太(6)
杉井 瑛澄(5) 伊藤 陸翔(6) 米山 陸人(5) 野々田 斗和(6) 中村 元紀(6) 唐澤 歩希(5) 大森 瑛稀(5) 清水 秀一朗(5)
向山 大稀(5) 小池 大飛(6) 加藤 一毅(5) 丸山 和真(6) 髙野 善郎(6) 山口 智也(5) 原田 琢己(5) 飯島 颯斗(6)

09/02 ｵｰﾌﾟﾝ小学男 熊谷 航陽(6) 3,15.86 宮澤 柊太(6) 3,17.76 宮下 翔弥(6) 3,23.38 熊谷 駿汰(4) 3,33.92 北原 将道(5) 3,50.12 栗原 賢(3) 3,52.73
１０００ｍ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･湖南小 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･諏訪FA 小学･諏訪FA

09/02 遠藤 颯(6) 14.26 藤森 大地(5) 15.44
80mH(0.700m) 小学･諏訪FA 小学･諏訪FA

09/02 田近 歩武(6) 3.47(+0.5) 川口祐太朗(4)3.31(+2.6) 河口 陽斗(6) 3.18(+2.1) 栖村 匠(4) 2.27(+2.2)
走幅跳 小学･王滝小 小学･塩尻西小 小学･王滝小 小学･王滝小

09/02 田島 勇輝(6) 57.00
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･日義小

09/02 ｵｰﾌﾟﾝ小4男子 遠藤 晄(4) 14.51 小溝 悠晟(4) 14.87
１００ｍ 小学･諏訪FA 小学･諏訪FA



決勝 9月2日 12:20

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

[ 1組] 風速 +3.1 [ 2組] 風速 +2.4

 1 川上 真弥 一般     10.68  1 小池 潤優(2) 高校     11.43 
ｶﾜｶﾐ ｼﾝﾔ 飯田病院 ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ 伊那弥生ヶ丘高

 2 丸岡 精二 一般     11.29  2 酒井 龍介(1) 高校     11.51 
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ 上伊那農高

 3 遠山 龍之介(3) 中学     11.32  3 瀧澤 直希(2) 中学     11.66 
ﾄｵﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 宮田中 ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ 箕輪中

 4 今井 頼人(2) 中学     11.35  4 浦野 晃平(3) 中学     11.68 
ｲﾏｲ ﾗｲﾄ 辰野中 ｳﾗﾉ  ｺｳﾍｲ 宮田中

 5 酒井 和馬(2) 高校     11.40  5 荻原 凌我(1) 高校     11.68 
ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ 上伊那農高 ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ 赤穂高

 6 藤井 隆聖(2) 高校     11.40  6 伊藤 陸(2) 高校     11.79 
ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 飯田高 ｲﾄｳ ﾘｸ 伊那弥生ヶ丘高

 7 小濱 律(1) 高校     11.49  7 友保 尚樹(2) 高校     12.02 
ｺﾊﾏ ﾘﾂ 上伊那農高 ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ 飯田高

 8 中島 淳公(3) 中学     11.57  8 伊藤 巧(1) 高校     12.06 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 堀金中 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 赤穂高

[ 3組] 風速 +2.8 [ 4組] 風速 +3.6

 1 唐澤 秀作(1) 高校     11.76  1 伊澤 拓人(3) 中学     12.09 
ｶﾗｻﾜ ｼｭｳｻｸ 伊那弥生ヶ丘高 ｲｻﾜ ﾀｸﾄ 宮田中

 2 宮島 隆輔(3) 中学     11.91  2 落合 華七斗(1) 中学     12.17 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｽｹ 堀金中 ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ 堀金中

 3 中嶋 憲一 一般     12.09  3 上柳 豪 一般     12.66 
ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 駒ヶ根市陸協 ｳｴﾔﾅｷﾞ ﾀｹｼ 伊那市陸協

 4 安藤 俊輝(2) 高校     12.11  4 五十嵐 脩祐(2) 中学     12.80 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ 飯田高 ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳｽｹ 堀金中

 5 望月 翼(2) 中学     12.14 清水 憲一(2) 高校
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 堀金中 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｲﾁ 飯田高

 6 松田 拓巳(2) 中学     12.16 今福 海斗(2) 中学
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ 箕輪中 ｲﾏﾌｸ ｶｲﾄ 南箕輪中

 7 戸田 全飛(2) 中学     12.25 横山 凌大(2) 中学
ﾄﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 箕輪中 ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 堀金中

[ 5組] 風速 +3.6 [ 6組] 風速 +3.6

 1 髙橋 優弥(3) 中学     12.72  1 篠田 健太(1) 高校     12.31 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 堀金中 ｼﾉﾀﾞ ｹﾝﾀ 飯田高

 2 宮下 琉(2) 高校     12.89  2 巻渕 来樹(2) 中学     12.61 
ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳ 駒ヶ根工高 ﾏｷﾌﾞﾁ ﾗｲｷ 箕輪中

 3 林 秀磨(2) 中学     12.95  3 倉田 隼誠(2) 中学     12.66 
ﾊﾔｼ ｼｭｳﾏ 箕輪中 ｸﾗﾀ ｼﾞｭﾝｾｲ 伊那中

 4 小松 誠 一般     13.04  4 伊澤 頼寿(2) 中学     13.03 
ｺﾏﾂ ﾏｺﾄ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｲｻﾜ ﾗｲｽﾞ 伊那AC
𡈽𡈽田 陸斗(2) 中学  5 大倉 颯太(2) 中学     13.06 
ﾂﾁﾀﾞ ﾘｸﾄ 辰野中 ｵｵｸﾗ ｿｳﾀ 宮田中
北原 晋也 一般  6 酒井 敦也(2) 中学     13.06 
ｷﾀﾊﾗ ｼﾝﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｻｶｲ ｱﾂﾔ 宮田中
唐澤 峻(2) 中学  7 田中 裕喜(2) 中学     13.11 
ｶﾗｻﾜ ｼｭﾝ 辰野中 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 宮田中

中村 允信(1) 中学
ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ 伊那中

[ 7組] 風速 +3.5 [ 8組] 風速 +4.5

 1 小田切 幹太(1) 中学     12.84  1 松澤 健耶(1) 中学     13.30 
ｺﾀｷﾞﾘ ｶﾝﾀ 宮田中 ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂﾔ 箕輪中

 2 下平 翔也(1) 中学     12.88  2 柴 悠翔(1) 中学     13.42 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼｮｳﾔ 宮田中 ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ 箕輪中

 3 赤堀 壱成(2) 中学     13.21  3 唐澤 悠斗(1) 中学     13.77 
ｱｶﾎﾘ ｲｯｾｲ 堀金中 ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ 箕輪中

 4 古賀 涼輔(1) 中学     13.29  4 河手 靖次(2) 中学     13.93 
ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 箕輪中 ｶﾜﾃ ｾｲｼﾞ 箕輪中

 5 加藤 巧武(2) 中学     13.44  5 古庄 武(1) 中学     14.06 
ｶﾄｳ ﾀｸﾑ 宮田中 ﾌﾙｼｮｳ ﾀｹﾙ 箕輪中

 6 大森 翔太(1) 中学     13.45  6 馬場 天志(1) 中学     14.18 
ｵｵﾓﾘ ｼｮｳﾀ 辰野中 ﾊﾞﾊﾞ ﾃﾝｼ 箕輪中

 7 高倉 駿斗(2) 中学     14.05  7 有賀 泰徳(2) 中学     14.72 
ﾀｶｸﾗ ﾊﾔﾄ 箕輪中 ｱﾙｶﾞ ﾔｽﾉﾘ 箕輪中
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[ 9組] 風速 +2.6 [ 10組] 風速 +2.6

 1 矢島 拓光(1) 中学     13.66  1 浦野 進(1) 中学     14.88 
ﾔｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 箕輪中 ｳﾗﾉ ｼﾝ 宮田中

 2 唐澤 貫太(1) 中学     13.66  2 岩下 爽(1) 中学     15.01 
ｶﾗｻﾜ ｶﾝﾀ 箕輪中 ｲﾜｼﾀ ｿｳ 宮田中

 3 河野 翔平(1) 中学     13.99  3 宮下 裕毅(1) 中学     15.12 
ｺｳﾉ ｼｮｳﾍｲ 箕輪中 ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｷ 伊那中

 4 関 幸葉(1) 中学     14.43  4 梶谷 祐太朗(1) 中学     15.28 
ｾｷ ｺｳﾖｳ 箕輪中 ｶｼﾞﾀﾆ ﾕｳﾀﾛｳ 宮田中

 5 山岡 楓生(1) 中学     14.44  5 吉田 翔(1) 中学     15.28 
ﾔﾏｵｶ ﾌｳｷ 箕輪中 ﾖｼﾀﾞ ｶｹﾙ 宮田中

 6 荻原 倫世(1) 中学     14.49  6 吉澤 梢(1) 中学     16.01 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾄﾓｾ 箕輪中 ﾖｼｻﾞﾜ ｼｮｳ 伊那中

 7 吉岡 空音(1) 中学     14.57  7 濱野 健太郎(1) 中学     16.71 
ﾖｼｵｶ ｸｵﾝ 箕輪中 ﾊﾏﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 宮田中
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   1 川上 真弥 一般 飯田病院     10.68 (+3.1)   1   1
   2 丸岡 精二 一般 駒ヶ根AC     11.29 (+3.1)   1   2
   3 遠山 龍之介(3) 中学 宮田中     11.32 (+3.1)   1   3
   4 今井 頼人(2) 中学 辰野中     11.35 (+3.1)   1   4
   5 酒井 和馬(2) 高校 上伊那農高     11.40 (+3.1)   1   5
   5 藤井 隆聖(2) 高校 飯田高     11.40 (+3.1)   1   6
   7 小池 潤優(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     11.43 (+2.4)   2   1
   8 小濱 律(1) 高校 上伊那農高     11.49 (+3.1)   1   7
   9 酒井 龍介(1) 高校 上伊那農高     11.51 (+2.4)   2   2
  10 中島 淳公(3) 中学 堀金中     11.57 (+3.1)   1   8
  11 瀧澤 直希(2) 中学 箕輪中     11.66 (+2.4)   2   3
  12 浦野 晃平(3) 中学 宮田中     11.68 (+2.4)   2   4
  12 荻原 凌我(1) 高校 赤穂高     11.68 (+2.4)   2   5
  14 唐澤 秀作(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     11.76 (+2.8)   3   1
  15 伊藤 陸(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     11.79 (+2.4)   2   6
  16 宮島 隆輔(3) 中学 堀金中     11.91 (+2.8)   3   2
  17 友保 尚樹(2) 高校 飯田高     12.02 (+2.4)   2   7
  18 伊藤 巧(1) 高校 赤穂高     12.06 (+2.4)   2   8
  19 伊澤 拓人(3) 中学 宮田中     12.09 (+3.6)   4   1
  19 中嶋 憲一 一般 駒ヶ根市陸協     12.09 (+2.8)   3   3
  21 安藤 俊輝(2) 高校 飯田高     12.11 (+2.8)   3   4
  22 望月 翼(2) 中学 堀金中     12.14 (+2.8)   3   5
  23 松田 拓巳(2) 中学 箕輪中     12.16 (+2.8)   3   6
  24 落合 華七斗(1) 中学 堀金中     12.17 (+3.6)   4   2
  25 戸田 全飛(2) 中学 箕輪中     12.25 (+2.8)   3   7
  26 篠田 健太(1) 高校 飯田高     12.31 (+3.6)   6   1
  27 巻渕 来樹(2) 中学 箕輪中     12.61 (+3.6)   6   2
  28 上柳 豪 一般 伊那市陸協     12.66 (+3.6)   4   3
  28 倉田 隼誠(2) 中学 伊那中     12.66 (+3.6)   6   3
  30 髙橋 優弥(3) 中学 堀金中     12.72 (+3.6)   5   1
  31 五十嵐 脩祐(2) 中学 堀金中     12.80 (+3.6)   4   4
  32 小田切 幹太(1) 中学 宮田中     12.84 (+3.5)   7   1
  33 下平 翔也(1) 中学 宮田中     12.88 (+3.5)   7   2
  34 宮下 琉(2) 高校 駒ヶ根工高     12.89 (+3.6)   5   2
  35 林 秀磨(2) 中学 箕輪中     12.95 (+3.6)   5   3
  36 伊澤 頼寿(2) 中学 伊那AC     13.03 (+3.6)   6   4
  37 小松 誠 一般 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野     13.04 (+3.6)   5   4
  38 大倉 颯太(2) 中学 宮田中     13.06 (+3.6)   6   5
  38 酒井 敦也(2) 中学 宮田中     13.06 (+3.6)   6   6
  40 田中 裕喜(2) 中学 宮田中     13.11 (+3.6)   6   7
  41 赤堀 壱成(2) 中学 堀金中     13.21 (+3.5)   7   3
  42 古賀 涼輔(1) 中学 箕輪中     13.29 (+3.5)   7   4
  43 松澤 健耶(1) 中学 箕輪中     13.30 (+4.5)   8   1
  44 柴 悠翔(1) 中学 箕輪中     13.42 (+4.5)   8   2
  45 加藤 巧武(2) 中学 宮田中     13.44 (+3.5)   7   5
  46 大森 翔太(1) 中学 辰野中     13.45 (+3.5)   7   6
  47 矢島 拓光(1) 中学 箕輪中     13.66 (+2.6)   9   1
  47 唐澤 貫太(1) 中学 箕輪中     13.66 (+2.6)   9   2
  49 唐澤 悠斗(1) 中学 箕輪中     13.77 (+4.5)   8   3
  50 河手 靖次(2) 中学 箕輪中     13.93 (+4.5)   8   4
  51 河野 翔平(1) 中学 箕輪中     13.99 (+2.6)   9   3
  52 高倉 駿斗(2) 中学 箕輪中     14.05 (+3.5)   7   7
  53 古庄 武(1) 中学 箕輪中     14.06 (+4.5)   8   5
  54 馬場 天志(1) 中学 箕輪中     14.18 (+4.5)   8   6
  55 関 幸葉(1) 中学 箕輪中     14.43 (+2.6)   9   4
  56 山岡 楓生(1) 中学 箕輪中     14.44 (+2.6)   9   5
  57 荻原 倫世(1) 中学 箕輪中     14.49 (+2.6)   9   6
  58 吉岡 空音(1) 中学 箕輪中     14.57 (+2.6)   9   7
  59 有賀 泰徳(2) 中学 箕輪中     14.72 (+4.5)   8   7
  60 浦野 進(1) 中学 宮田中     14.88 (+2.6)  10   1
  61 岩下 爽(1) 中学 宮田中     15.01 (+2.6)  10   2
  62 宮下 裕毅(1) 中学 伊那中     15.12 (+2.6)  10   3
  63 梶谷 祐太朗(1) 中学 宮田中     15.28 (+2.6)  10   4
  63 吉田 翔(1) 中学 宮田中     15.28 (+2.6)  10   5
  65 吉澤 梢(1) 中学 伊那中     16.01 (+2.6)  10   6
  66 濱野 健太郎(1) 中学 宮田中     16.71 (+2.6)  10   7
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決勝 9月2日 13:15

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

[ 1組] [ 2組]

 1 小池 潤優(2) 高校     51.21  1 伊澤 拓人(3) 中学     55.49 
ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ 伊那弥生ヶ丘高 ｲｻﾜ ﾀｸﾄ 宮田中

 2 片桐 聖護(2) 高校     51.88  2 仲村渠 海都(1) 高校     55.68 
ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳｺﾞ 赤穂高 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ｶｲﾄ 赤穂高

 3 原 大貴(1) 高校     52.97  3 遠山 龍之介(3) 中学     57.51 
ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 伊那弥生ヶ丘高 ﾄｵﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 宮田中

 4 唐澤 秀作(1) 高校     53.72  4 戸田 全飛(2) 中学     57.57 
ｶﾗｻﾜ ｼｭｳｻｸ 伊那弥生ヶ丘高 ﾄﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 箕輪中

 5 伊藤 陸(2) 高校     54.96  5 浦野 晃平(3) 中学     59.27 
ｲﾄｳ ﾘｸ 伊那弥生ヶ丘高 ｳﾗﾉ  ｺｳﾍｲ 宮田中

 6 登内 和也(1) 高校     55.94  6 瀧澤 直希(2) 中学     59.56 
ﾄﾉｳﾁ ｶｽﾞﾔ 上伊那農高 ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ 箕輪中
井内 一朗(1) 高校
ｲｳﾁ ｲﾁﾛｳ 伊那弥生ヶ丘高

[ 3組] [ 4組]

 1 望月 翼(2) 中学     57.23  1 今井 頼人(2) 中学     54.74 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 堀金中 ｲﾏｲ ﾗｲﾄ 辰野中

 2 倉田 隼誠(2) 中学     58.34  2 落合 華七斗(1) 中学   1,00.93 
ｸﾗﾀ ｼﾞｭﾝｾｲ 伊那中 ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ 堀金中

 3 大倉 颯太(2) 中学   1,04.12  3 五十嵐 脩祐(2) 中学   1,02.03 
ｵｵｸﾗ ｿｳﾀ 宮田中 ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳｽｹ 堀金中

 4 田中 裕喜(2) 中学   1,05.06  4 下平 翔也(1) 中学   1,05.35 
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 宮田中 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼｮｳﾔ 宮田中
上柳 豪 一般  5 唐木 怜(2) 中学   1,09.93 
ｳｴﾔﾅｷﾞ ﾀｹｼ 伊那市陸協 ｶﾗｷ ﾚﾝ 宮田中
横山 凌大(2) 中学  6 宮下 裕毅(1) 中学   1,11.64 
ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 堀金中 ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｷ 伊那中

   1 小池 潤優(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高       51.21   1   1
   2 片桐 聖護(2) 高校 赤穂高       51.88   1   2
   3 原 大貴(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高       52.97   1   3
   4 唐澤 秀作(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高       53.72   1   4
   5 今井 頼人(2) 中学 辰野中       54.74   4   1
   6 伊藤 陸(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高       54.96   1   5
   7 伊澤 拓人(3) 中学 宮田中       55.49   2   1
   8 仲村渠 海都(1) 高校 赤穂高       55.68   2   2
   9 登内 和也(1) 高校 上伊那農高       55.94   1   6
  10 望月 翼(2) 中学 堀金中       57.23   3   1
  11 遠山 龍之介(3) 中学 宮田中       57.51   2   3
  12 戸田 全飛(2) 中学 箕輪中       57.57   2   4
  13 倉田 隼誠(2) 中学 伊那中       58.34   3   2
  14 浦野 晃平(3) 中学 宮田中       59.27   2   5
  15 瀧澤 直希(2) 中学 箕輪中       59.56   2   6
  16 落合 華七斗(1) 中学 堀金中     1,00.93   4   2
  17 五十嵐 脩祐(2) 中学 堀金中     1,02.03   4   3
  18 大倉 颯太(2) 中学 宮田中     1,04.12   3   3
  19 田中 裕喜(2) 中学 宮田中     1,05.06   3   4
  20 下平 翔也(1) 中学 宮田中     1,05.35   4   4
  21 唐木 怜(2) 中学 宮田中     1,09.93   4   5
  22 宮下 裕毅(1) 中学 伊那中     1,11.64   4   6
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決勝 9月2日  9:50

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

 1 原 大貴(1) 高校   2,06.40 
ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 伊那弥生ヶ丘高

 2 小塩 貫汰(2) 高校   2,11.46 
ｺｼｵ ｶﾝﾀ 赤穂高

 3 井内 一朗(1) 高校   2,13.63 
ｲｳﾁ ｲﾁﾛｳ 伊那弥生ヶ丘高

 4 宮下 偉士(2) 高校   2,13.77 
ﾐﾔｼﾀ ﾀｹﾄ 赤穂高

5   441

2   465

3   437

4   469

男子
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決勝 9月2日 12:50

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

[ 1組] [ 2組]

 1 宮嶋 宇明(1) 高校   4,23.92  1 小柳 堅一(4) 一般   4,40.67 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ 松川高 ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 信州大

 2 河西 希隆(3) 中学   4,30.66  2 米山 諒(2) 高校   4,46.75 
ｶｻｲ ｷﾘｭｳ 箕輪中 ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ 赤穂高

 3 征矢 快誠(3) 中学   4,38.93  3 日達 匠海(1) 中学   4,52.93 
ｿﾔ ｶｲｾｲ 箕輪中 ﾋﾀﾁ ﾀｸﾐ 南箕輪中

 4 武田 凌汰(2) 中学   4,39.62  4 瀧澤 健斗(2) 中学   4,54.79 
ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 辰野中 ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 宮田中

 5 丸山 卓治(3) 中学   4,44.44  5 宮澤 夏樹(2) 中学   4,57.58 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｼﾞ 箕輪中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 箕輪中

 6 市村 雅仁(2) 高校   4,45.97  6 中谷 純(2) 中学   5,00.05 
ｲﾁﾑﾗ ﾏｻﾄ 赤穂高 ﾅｶﾔ ｼﾞｭﾝ 箕輪中

 7 松山 准也(2) 高校   4,46.73  7 赤堀 壱成(2) 中学   5,02.25 
ﾏﾂﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 松川高 ｱｶﾎﾘ ｲｯｾｲ 堀金中

 8 岩波 響介(3) 中学   4,47.46  8 田中 惠介(1) 中学   5,03.20 
ｲﾜﾅﾐ ｷｮｳｽｹ 箕輪中 ﾀﾅｶ ｹｲｽｹ 箕輪中

 9 杉原 立樹(1) 中学   4,48.41  9 野村 海斗(2) 中学   5,04.98 
ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｷ 開成中 ﾉﾑﾗ ｶｲﾄ 伊那中

10 林 龍介(2) 高校   4,51.58 10 竹内 柊哉(1) 中学   5,05.85 
ﾊﾔｼ ﾘｭｳｽｹ 松川高 ﾀｹｳﾁ ｼｭｳﾔ 宮田中

11 浦野 優至(2) 中学   4,58.73 11 南郷 友輝(1) 中学   5,14.17 
ｳﾗﾉ ﾕｳｲ 箕輪中 ﾅﾝｺﾞｳ ﾕｳｷ 箕輪中

12 小林 隼人(1) 中学   5,00.78 12 荒井 峻伸(2) 中学   5,18.93 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 箕輪中 ｱﾗｲ ﾄｼﾉﾌﾞ 辰野中

13 柴 尚玖(1) 高校   5,27.69 13 山中 尋斗(2) 中学   5,23.69 
ｼﾊﾞ ﾅｵﾋｻ 伊那弥生ヶ丘高 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾛﾄ 宮田中
大場 晴仁(2) 中学 大倉 聖矢(2) 中学
ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾋﾄ 箕輪中 ｵｵｸﾗ ｾｲﾔ 王滝中
唐澤 峻(2) 中学 佐々木 陸(1) 中学
ｶﾗｻﾜ ｼｭﾝ 辰野中 ｻｻｷ ﾘｸ 宮田中

[ 3組]

 1 有賀 大輝(1) 高校   5,12.38 
ｱﾙｶﾞ ﾀｲｷ 伊那弥生ヶ丘高

 2 岩波 颯真(2) 中学   5,18.03 
ｲﾜﾅﾐ ｿｳﾏ 箕輪中

 3 岩田 直也(1) 中学   5,19.75 
ｲﾜﾀ ﾅｵﾔ 箕輪中

 4 松田 陸(2) 中学   5,25.77 
ﾏﾂﾀﾞ ﾘｸ 宮田中

 5 山﨑 陽太(3) 中学   5,26.53 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳﾀ 箕輪中

 6 北澤 秀征(1) 中学   5,26.73 
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｭｳｾｲ 箕輪中

 7 松下 晃康(1) 中学   5,33.50 
ﾏﾂｼﾀ ｱｷﾔｽ 箕輪中

 8 上野 颯太(2) 中学   5,37.08 
ｳｴﾉ ｿｳﾀ 箕輪中

 9 岡添 智史(1) 中学   5,38.83 
ｵｶｿﾞｴ ｻﾄｼ 箕輪中

10 河原田 朔也(1) 中学   5,39.58 
ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ｻｸﾔ 箕輪中

11 西澤 知(1) 中学   5,53.86 
ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾄｼ 箕輪中

12 佐藤 大介マーク(中学   6,01.03 
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹﾏｰｸ 箕輪中

13 柴 将斗(1) 中学   6,02.01 
ｼﾊﾞ ﾏｻﾄ 箕輪中
三澤 芽生(1) 中学
ﾐｻﾜ ﾒｲ 箕輪中
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   1 宮嶋 宇明(1) 高校 松川高     4,23.92   1   1
   2 河西 希隆(3) 中学 箕輪中     4,30.66   1   2
   3 征矢 快誠(3) 中学 箕輪中     4,38.93   1   3
   4 武田 凌汰(2) 中学 辰野中     4,39.62   1   4
   5 小柳 堅一(4) 一般 信州大     4,40.67   2   1
   6 丸山 卓治(3) 中学 箕輪中     4,44.44   1   5
   7 市村 雅仁(2) 高校 赤穂高     4,45.97   1   6
   8 松山 准也(2) 高校 松川高     4,46.73   1   7
   9 米山 諒(2) 高校 赤穂高     4,46.75   2   2
  10 岩波 響介(3) 中学 箕輪中     4,47.46   1   8
  11 杉原 立樹(1) 中学 開成中     4,48.41   1   9
  12 林 龍介(2) 高校 松川高     4,51.58   1  10
  13 日達 匠海(1) 中学 南箕輪中     4,52.93   2   3
  14 瀧澤 健斗(2) 中学 宮田中     4,54.79   2   4
  15 宮澤 夏樹(2) 中学 箕輪中     4,57.58   2   5
  16 浦野 優至(2) 中学 箕輪中     4,58.73   1  11
  17 中谷 純(2) 中学 箕輪中     5,00.05   2   6
  18 小林 隼人(1) 中学 箕輪中     5,00.78   1  12
  19 赤堀 壱成(2) 中学 堀金中     5,02.25   2   7
  20 田中 惠介(1) 中学 箕輪中     5,03.20   2   8
  21 野村 海斗(2) 中学 伊那中     5,04.98   2   9
  22 竹内 柊哉(1) 中学 宮田中     5,05.85   2  10
  23 有賀 大輝(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     5,12.38   3   1
  24 南郷 友輝(1) 中学 箕輪中     5,14.17   2  11
  25 岩波 颯真(2) 中学 箕輪中     5,18.03   3   2
  26 荒井 峻伸(2) 中学 辰野中     5,18.93   2  12
  27 岩田 直也(1) 中学 箕輪中     5,19.75   3   3
  28 山中 尋斗(2) 中学 宮田中     5,23.69   2  13
  29 松田 陸(2) 中学 宮田中     5,25.77   3   4
  30 山﨑 陽太(3) 中学 箕輪中     5,26.53   3   5
  31 北澤 秀征(1) 中学 箕輪中     5,26.73   3   6
  32 柴 尚玖(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     5,27.69   1  13
  33 松下 晃康(1) 中学 箕輪中     5,33.50   3   7
  34 上野 颯太(2) 中学 箕輪中     5,37.08   3   8
  35 岡添 智史(1) 中学 箕輪中     5,38.83   3   9
  36 河原田 朔也(1) 中学 箕輪中     5,39.58   3  10
  37 西澤 知(1) 中学 箕輪中     5,53.86   3  11
  38 佐藤 大介マーク(1) 中学 箕輪中     6,01.03   3  12
  39 柴 将斗(1) 中学 箕輪中     6,02.01   3  13
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決勝 9月2日 15:30

県中学新(JR)      8,31.86

 1 河西 希隆(3) 中学   9,52.90 
ｶｻｲ ｷﾘｭｳ 箕輪中

 2 芦部 冬馬(3) 中学   9,55.23 
ｱｼﾍﾞ ﾄｳﾏ 宮田中

 3 髙橋 優弥(3) 中学  10,00.80 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 堀金中

 4 丸山 卓治(3) 中学  10,27.32 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｼﾞ 箕輪中

 5 征矢 快誠(3) 中学  10,28.29 
ｿﾔ ｶｲｾｲ 箕輪中

 6 會川 奏太(2) 中学  10,36.19 
ｱｲｶﾜ ｿｳﾀ 穂高東中

 7 岩波 響介(3) 中学  10,48.79 
ｲﾜﾅﾐ ｷｮｳｽｹ 箕輪中

 8 瀧澤 健斗(2) 中学  10,58.85 
ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 宮田中

 9 浦野 優至(2) 中学  11,04.85 
ｳﾗﾉ ﾕｳｲ 箕輪中

10 中谷 純(2) 中学  11,15.46 
ﾅｶﾔ ｼﾞｭﾝ 箕輪中

11 竹内 柊哉(1) 中学  11,24.22 
ﾀｹｳﾁ ｼｭｳﾔ 宮田中

12 松田 陸(2) 中学  11,28.46 
ﾏﾂﾀﾞ ﾘｸ 宮田中

13 岩波 颯真(2) 中学  11,30.70 
ｲﾜﾅﾐ ｿｳﾏ 箕輪中

14 山中 尋斗(2) 中学  11,33.87 
ﾔﾏﾅｶ ﾋﾛﾄ 宮田中

15 上野 颯太(2) 中学  12,00.93 
ｳｴﾉ ｿｳﾀ 箕輪中

16 宮澤 夏樹(2) 中学  12,03.22 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 箕輪中
大場 晴仁(2) 中学
ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾋﾄ 箕輪中
佐々木 陸(1) 中学
ｻｻｷ ﾘｸ 宮田中

中学男子

３０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  7998

11  8192

5  6691

10  7999

18  7991

15  6563

2  7990

13  8203

16  8011

14  8012

3  8218

7  8205

6  8003

9  8200

4  8006

8  8005

12  8000
欠場

17  8215
欠場



決勝 9月2日  9:05

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

 1 原 広野 一般  16,10.43 
ﾊﾗ ｺｳﾔ 上伊那郡陸協

 2 上島 通成 一般  16,11.26 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐﾁﾅﾘ 上伊那郡陸協

 3 鈴木 昌幸 一般  16,16.10 
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ 上伊那郡陸協

 4 中川 敬介 一般  16,25.97 
ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 上伊那郡陸協

 5 大峽 和(2) 高校  16,52.33 
ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ 飯田高

 6 馬場 隆夫(1) 一般  17,09.76 
ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶｵ 中部大

 7 北原 英一 一般  17,20.47 
ｷﾀﾊﾗ ｴｲｲﾁ ﾄｰﾊﾂ

 8 郷津 敏光 一般  17,25.05 
ｺﾞｳﾂ ﾄｼﾐﾂ 上伊那郡陸協

 9 柴 尚玖(1) 高校  18,30.00 
ｼﾊﾞ ﾅｵﾋｻ 伊那弥生ヶ丘高

10 馬場 敦(2) 高校  18,35.74 
ﾊﾞﾊﾞ ｱﾂｼ 飯田高
植田 剛 一般
ｳｴﾀﾞ ﾂﾖｼ 伊那AC
橋爪 颯生 一般
ﾊｼｽﾞﾒ ｻﾂｷ 上伊那郡陸協

9    14
途中棄権

12    77
欠場

5   436

11   574

3    11

4    78

7   579

1   118

6    83

10    82

8    79

2    81

男子

５０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月2日 13:50

県新(KR)            49.51
県高校新(HR)        51.36

 1 山内 一輝(2) 高校     56.68 
ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ 上伊那農高

 2 関 雄飛(1) 高校   1,04.05 
ｾｷ ﾕｳﾋ 上伊那農高

 3 安藤 俊輝(2) 高校   1,06.98 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ 飯田高
清水 憲一(2) 高校
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｲﾁ 飯田高

4   578

2   585
欠場

5   360

3   331

男子

４００ｍＨ(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月2日 16:05

県新(KR)            40.62
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   7 宮田中(B)  8198 大倉 颯太(2)     50.76  1   6 上伊那農高   334 小濱 律(1)     44.67 

ﾐﾔﾀﾞﾁｭｳB ｵｵｸﾗ ｿｳﾀ ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ｺﾊﾏ ﾘﾂ
 8204 加藤 巧武(2)   361 酒井 和馬(2)

ｶﾄｳ ﾀｸﾑ ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ
 8202 唐木 怜(2)   332 酒井 龍介(1)

ｶﾗｷ ﾚﾝ ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ
 8190 浦野 晃平(3)   331 関 雄飛(1)

ｳﾗﾉ  ｺｳﾍｲ ｾｷ ﾕｳﾋ
 2   5 宮田中(A)  8201 酒井 敦也(2)     51.15  2   3 伊那弥生ヶ丘高   434 伊藤 陸(2)     46.14 

ﾐﾔﾀﾞﾁｭｳA ｻｶｲ ｱﾂﾔ ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｲﾄｳ ﾘｸ
 8216 下平 翔也(1)   440 唐澤 秀作(1)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼｮｳﾔ ｶﾗｻﾜ ｼｭｳｻｸ
 8214 小田切 幹太(1)   435 小池 潤優(2)

ｺﾀｷﾞﾘ ｶﾝﾀ ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ
 8199 田中 裕喜(2)   441 井内 一朗(1)

ﾀﾅｶ ﾕｳｷ ｲｳﾁ ｲﾁﾛｳ
 3   6 箕輪中(C)  8018 柴 悠翔(1)     54.91  3   4 飯田高   575 藤井 隆聖(2)     46.38 

ﾐﾉﾜﾁｭｳC ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ ｲｲﾀﾞｺｳ ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ
 8029 矢島 拓光(1)   580 三石 隼斗(2)

ﾔｼﾞﾏ ﾀｸﾐ ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ
 8022 馬場 天志(1)   583 北村 光(2)

ﾊﾞﾊﾞ ﾃﾝｼ ｷﾀﾑﾗ ﾋｶﾙ
 8014 古賀 涼輔(1)   577 友保 尚樹(2)

ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ
 4   8 箕輪中(D)  8830 山岡 楓生(1)     54.96  4   5 赤穂高   482 仲村渠 海都(1)     46.38 

ﾐﾉﾜﾁｭｳD ﾔﾏｵｶ ﾌｳｷ ｱｶﾎｺｳ ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ｶｲﾄ
 8023 城取 颯(1)   469 小塩 貫汰(2)

ｼﾛﾄﾘ ｿｳ ｺｼｵ ｶﾝﾀ
 8839 古庄 武(1)   466 小林 由暉(2)

ﾌﾙｼｮｳ ﾀｹﾙ ｺﾋﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ
 8833 松澤 健耶(1)   481 荻原 凌我(1)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂﾔ ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ
  3 箕輪中(E)  8024 荻原 倫世(1)  5   8 堀金中  6675 横山 凌大(2)     47.49 

ﾐﾉﾜﾁｭｳE ｵｷﾞﾊﾗ ﾄﾓｾ 失格 ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳﾀ
 8832 関 幸葉(1)  8755 落合 華七斗(1)

ｾｷ ｺｳﾖｳ R1(2-3) ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ
 8834 唐澤 貫太(1)  6697 五十嵐 脩祐(2)

ｶﾗｻﾜ ｶﾝﾀ ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳｽｹ
 8025 河野 翔平(1)  6694 望月 翼(2)

ｺｳﾉ ｼｮｳﾍｲ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾊﾞｻ
  4 箕輪中(B)  8009 有賀 泰徳(2)  6   2 箕輪中(A)  8007 戸田 全飛(2)     47.79 

ﾐﾉﾜﾁｭｳB ｱﾙｶﾞ ﾔｽﾉﾘ 失格 ﾐﾉﾜﾁｭｳA ﾄﾀﾞ ﾏｻﾀｶ
 8010 高倉 駿斗(2)  8002 瀧澤 直希(2)

ﾀｶｸﾗ ﾊﾔﾄ R1(2-3) ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ
 8013 河手 靖次(2)  8035 巻渕 来樹(2)

ｶﾜﾃ ｾｲｼﾞ ﾏｷﾌﾞﾁ ﾗｲｷ
 8008 林 秀磨(2)  8001 松田 拓巳(2)

ﾊﾔｼ ｼｭｳﾏ ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ
  2 伊那中(A)   7 辰野中  7956 大森 翔太(1)

ｲﾅﾁｭｳA 欠場 ﾀﾂﾉﾁｭｳ ｵｵﾓﾘ ｼｮｳﾀ 失格
 7954 𡈽𡈽田 陸斗(2)

ﾂﾁﾀﾞ ﾘｸﾄ R1(3-4)
 7951 武田 凌汰(2)

ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ
 7950 今井 頼人(2)

ｲﾏｲ ﾗｲﾄ

男子

４×１００ｍＲ

決勝



   1 上伊那農高     44.67 小濱 律(1) 酒井 和馬(2) 酒井 龍介(1) 関 雄飛(1)   2   1
   2 伊那弥生ヶ丘高     46.14 伊藤 陸(2) 唐澤 秀作(1) 小池 潤優(2) 井内 一朗(1)   2   2
   3 飯田高     46.38 藤井 隆聖(2) 三石 隼斗(2) 北村 光(2) 友保 尚樹(2)   2   3
   3 赤穂高     46.38 仲村渠 海都(1) 小塩 貫汰(2) 小林 由暉(2) 荻原 凌我(1)   2   4
   5 堀金中     47.49 横山 凌大(2) 落合 華七斗(1) 五十嵐 脩祐(2) 望月 翼(2)   2   5
   6 箕輪中(A)     47.79 戸田 全飛(2) 瀧澤 直希(2) 巻渕 来樹(2) 松田 拓巳(2)   2   6
   7 宮田中(B)     50.76 大倉 颯太(2) 加藤 巧武(2) 唐木 怜(2) 浦野 晃平(3)   1   1
   8 宮田中(A)     51.15 酒井 敦也(2) 下平 翔也(1) 小田切 幹太(1) 田中 裕喜(2)   1   2
   9 箕輪中(C)     54.91 柴 悠翔(1) 矢島 拓光(1) 馬場 天志(1) 古賀 涼輔(1)   1   3
  10 箕輪中(D)     54.96 山岡 楓生(1) 城取 颯(1) 古庄 武(1) 松澤 健耶(1)   1   4

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 ｵｰﾀﾞｰ1

男子

４×１００ｍＲ
タイムレース



決勝 9月2日 13:00

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

宮下 琉(2) 高校
ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳ 駒ヶ根工高
加藤 巧武(2) 中学
ｶﾄｳ ﾀｸﾑ 宮田中
林 秀磨(2) 中学
ﾊﾔｼ ｼｭｳﾏ 箕輪中
有賀 泰徳(2) 中学
ｱﾙｶﾞ ﾔｽﾉﾘ 箕輪中
高倉 駿斗(2) 中学
ﾀｶｸﾗ ﾊﾔﾄ 箕輪中
巻渕 来樹(2) 中学 記録なし
ﾏｷﾌﾞﾁ ﾗｲｷ 箕輪中

4  8035
- - XXX

 1.30

 1.30

4 3  8010
O O XXX

4 1  8009
O O XXX

 1.40

 1.40

3 2  8008
O O O XO XXX

O XXX
2 5  8204

- O XO

 1.40
1 6   520

- - - O XXX

記録1m35 1m40 備考1m25 1m30 1m45 1m50 1m55 1m60

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 9月2日  9:00

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

有賀 玄太(2) 中学
ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ 南箕輪中
河手 靖次(2) 中学
ｶﾜﾃ ｾｲｼﾞ 箕輪中

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録2m20 2m30 備考2m00 2m10 2m40 3m00 3m20 3m40
1 2  8043

- - - - - O O XXX  3.20

2 1  8013
XO O XO O XXX  2.30



決勝 9月2日 10:30

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

三石 隼斗(2) 高校   5.46   5.92   5.80    5.92 
ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ 飯田高   +3.5   +4.0   +4.5    +4.0
宮島 隆輔(3) 中学   5.79    X    X    5.79 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｽｹ 堀金中   +2.8    +2.8
上柳 凌平 一般   5.03   5.18   5.41    5.41 
ｳｴﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 伊那市陸協   +2.3   +4.6   +2.8    +2.8
奥田 裕貴(2) 高校    X   5.40    X    5.40 
ｵｸﾀﾞ ﾕｳｷ 阿南高   +1.9    +1.9
中島 淳公(3) 中学   5.24   5.34   5.27    5.34 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 堀金中   +2.4   +3.0   +1.9    +3.0
松田 拓巳(2) 中学   5.31   4.52   5.09    5.31 
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ 箕輪中   +3.6   +3.6   +0.6    +3.6
吉澤 幸輝(2) 高校   5.30   5.02   5.00    5.30 
ﾖｼｻﾞﾜ ｺｳｷ 赤穂高   +3.2   +1.9   +3.3    +3.2
𡈽𡈽田 陸斗(2) 中学   5.10   4.91   3.75    5.10 
ﾂﾁﾀﾞ ﾘｸﾄ 辰野中   +2.0   +2.1   +3.0    +2.0
北村 光(2) 高校   5.00   4.66   4.62    5.00 
ｷﾀﾑﾗ ﾋｶﾙ 飯田高   +3.3   +3.4   +3.2    +3.3
松島 有軌(2) 高校   4.98   4.36   4.62    4.98 
ﾏﾂｼﾏ ﾕｳｷ 飯田高   +2.4   +2.8   +2.8    +2.4
小林 由暉(2) 高校   4.51   4.81   4.66    4.81 
ｺﾋﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 赤穂高   +3.7   +3.0   +3.5    +3.0
古賀 涼輔(1) 中学   4.73   4.25   4.23    4.73 
ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 箕輪中   +2.6   +1.9   +3.2    +2.6
藤沢 竜児(2) 高校   3.94   4.02   4.61    4.61 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｭｳｼﾞ 赤穂高   +1.8   +3.5   +1.2    +1.2
丸山 輝(2) 中学   3.28   4.46   4.55    4.55 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ 辰野中   +3.0   +2.0   +2.9    +2.9
小田切 幹太(1) 中学   4.50   4.26   4.22    4.50 
ｺﾀｷﾞﾘ ｶﾝﾀ 宮田中   +2.1   +3.9   +2.1    +2.1
酒井 敦也(2) 中学   4.43   4.14   4.23    4.43 
ｻｶｲ ｱﾂﾔ 宮田中   +2.2   +4.9   +3.5    +2.2
矢島 拓光(1) 中学   4.17    X   2.72    4.17 
ﾔｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 箕輪中   +1.5   +4.0    +1.5
唐澤 悠斗(1) 中学   3.83   3.81   3.68    3.83 
ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ 箕輪中   +2.0   +2.5   +2.5    +2.0
吉田 翔(1) 中学   3.56   3.83   3.24    3.83 
ﾖｼﾀﾞ ｶｹﾙ 宮田中   +2.2   +2.3   +1.1    +2.3
梶谷 祐太朗(1) 中学    X    X   3.78    3.78 
ｶｼﾞﾀﾆ ﾕｳﾀﾛｳ 宮田中   +3.7    +3.7
山岡 楓生(1) 中学   3.11   3.70   2.68    3.70 
ﾔﾏｵｶ ﾌｳｷ 箕輪中   +2.0   +3.6   +1.2    +3.6
関 幸葉(1) 中学 欠場
ｾｷ ｺｳﾖｳ 箕輪中

5  8832

20 6  8219

21 1  8830

18 3  8028

19 4  8213

16 8  8201

17 9  8029

14 12  7952

15 2  8214

12 7  8014

13 10   464

10 13   581

11 15   466

8 14  7954

9 11   583

6 19  8001

7 18   463

4 20   759

5 16  6687

2 22  6688

3 17    18

氏  名 所属名 -1-
1 21   580

記録-2- -3- 備考

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ



決勝 9月2日  9:10

県新(KR)            16.11

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
有賀 秀人 一般
ｱﾙｶﾞ ﾋﾃﾞﾄ 上伊那陸協

決勝 9月2日  9:10

県高校新(HR)        14.76

藤井 隆聖(2) 高校
ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 飯田高

決勝 9月2日  9:10

県中学新(JR)        13.45

有村 凌空(2) 中学
ｱﾘﾑﾗ ﾘｸ 王滝中
田近 資武(1) 中学
ﾀﾁﾞｶ ﾓﾄﾑ 王滝中
上條 飛翔(1) 中学
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾛﾄ 宮田中
唐木 怜(2) 中学
ｶﾗｷ ﾚﾝ 宮田中
城取 颯(1) 中学
ｼﾛﾄﾘ ｿｳ 箕輪中

  6.56 

 12.02 

2 1    85
  X  6.25  6.56

記録 備考
1 2     5

11.84 12.02 11.76

-1- -2- -3-

-1- -2-

男子

砲丸投(7.260kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

記録 備考

男子

砲丸投(6.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

10.99 11.33

-3-

 11.33 

中学男子

砲丸投(5.000kg)

1 1   575
  X

決勝

10.19

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

  9.08 

-2- -3- 記録 備考
1 5  6330

 9.89   X

 7.22  7.31  7.15

 10.19 

2 3  6332
  X  9.08   X

  7.31 

4 2  8202
 6.40  6.53  6.38

3 4  8217

  5.16 

  6.53 

5 1  8023
 4.58  5.16  4.94



決勝 9月2日 13:00

県新(KR)            50.52

小林 和夫 一般
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 上伊那郡陸協
有賀 秀人 一般
ｱﾙｶﾞ ﾋﾃﾞﾄ 上伊那陸協
齋藤 英夫 一般
ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 上伊那陸協
野村 史歩 一般
ﾉﾑﾗ ﾌﾐﾎ 上伊那陸協

決勝 9月2日 13:00

県高校新(HR)        45.21

末元 昂成(2) 高校
ｽｴﾓﾄ ｺｳｾｲ 阿南高
松田 直也(2) 高校
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 上伊那農高
塚田 一勢(2) 高校
ﾂｶﾀﾞ ｲｯｾｲ 飯田高

決勝 9月2日 13:00

県中学新(JR)        35.41

田近 資武(1) 中学
ﾀﾁﾞｶ ﾓﾄﾑ 王滝中
有村 凌空(2) 中学 記録なし
ｱﾘﾑﾗ ﾘｸ 王滝中

 20.59 

2 3

 17.83 
4 1    84

17.83   X   O

3 2    86
20.59   O   O

   85
  O 22.77   X

-3- 記録

 22.77 

備考
1 4    80

  O   X 27.22  27.22 

男子

円盤投(2.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

男子

円盤投(1.750kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

  X 28.00   O

-3- 記録 備考

 28.00 

2 3   362
25.34   O   O

1 2   760

 24.67 

中学男子

円盤投(1.500kg)

 25.34 

3 1   586
  O 24.67   O

-3-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考
1 2  6332

  O   O 25.51

-1- -2-

 25.51 

1  6330
  X   X   X



決勝 9月2日 14:30

県新(KR)            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
ﾌｸｼﾏ ｹﾝｲﾁ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

決勝 9月2日 14:30

県高校新(HR)        57.29

末元 昂成(2) 高校
ｽｴﾓﾄ ｺｳｾｲ 阿南高
松田 直也(2) 高校
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 上伊那農高

 24.11 

 24.63 

4 1     7
  X   X 24.11

1 4     5

 30.82 

3 2     6
24.63   X   X

2 3    80
  O   O 30.82

44.43   X   O

-3- 記録 備考

 44.43 

男子

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-

男子

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- 記録 備考
1 1   760

  O   X 39.20

 36.98 

 39.20 

2 2   362
36.98   X   X



決勝 9月2日 11:30

県中学新(JR)        72.60

星野 青空(3) 中学
ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 野沢中
唐澤 貫太(1) 中学
ｶﾗｻﾜ ｶﾝﾀ 箕輪中
古庄 武(1) 中学
ﾌﾙｼｮｳ ﾀｹﾙ 箕輪中
上條 飛翔(1) 中学
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾛﾄ 宮田中
浦野 進(1) 中学
ｳﾗﾉ ｼﾝ 宮田中
岩下 爽(1) 中学
ｲﾜｼﾀ ｿｳ 宮田中
濱野 健太郎(1) 中学
ﾊﾏﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 宮田中

 11.98 

6 3

7 2  8212
  X 11.98   X

5 1  8211
  O   O

 12.78 

  O

 8210
12.78   O   O

 17.24 

 25.14 

2 4

14.70  14.70 

4 5  8217
  O 17.24

3 6  8839
25.14   O   O

 8834
  O   O 25.22

-3- 記録

 25.22 

備考
1 7  4094

43.31   O   O  43.31 

中学男子

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-



決勝 9月2日 10:05

[ 1組] 風速 +3.3 [ 2組] 風速 +2.5

 1 小林 翔馬(3) 小学     10.26  1 向山 郁吹(3) 小学     10.17 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾏ 箕輪中部小 ﾑｶｲﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 箕輪中部小

 2 伊藤 羽琉(3) 小学     10.38  2 伊藤 光稀(2) 小学     10.41 
ｲﾄｳ ﾊﾙ 南箕輪小 ｲﾄｳ ﾐﾂｷ 南箕輪小

 3 唐澤 瑛太(2) 小学     10.48  3 大原 隼太(3) 小学     10.48 
ｶﾗｻﾜ ｴｲﾀ 南箕輪小 ｵｵﾊﾗ ｼｭﾝﾀ 飯島小

 4 本部 航汰(3) 小学     10.92  4 竹村 凌(3) 小学     11.11 
ﾎﾝﾌﾞ ｺｳﾀ 飯島小 ﾀｹﾑﾗ ﾘｮｳ 南箕輪小

 5 北原 奏人(1) 小学     11.02  5 原 凛乃介(3) 小学     11.60 
ｷﾀﾊﾗ ｶﾅﾄ 伊那AC ﾊﾗ ﾘﾝﾉｽｹ 伊那AC

 6 帆苅 翔弥(3) 小学     11.22  6 宮沢 虎太郎(1) 小学     12.22 
ﾎｶﾘ ｼｮｳﾔ 南箕輪小 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄﾗﾀﾛｳ 南箕輪小
池上 凛世(2) 小学  7 長沢 結生(1) 小学     13.19 
ｲｹｶﾞﾐ ﾘﾝｾ 南箕輪小 ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳ 南箕輪小

[ 3組] 風速 +3.1 [ 4組] 風速 +4.8

 1 太田 慶聖(3) 小学     10.41  1 中林 侑吾(3) 小学     10.35 
ｵｵﾀ ｹｲｾｲ 箕輪中部小 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳｺﾞ 高遠小

 2 北澤 凛大(3) 小学     10.42  2 清水 隆悌(3) 小学     10.64 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾝﾀ 飯島小 ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾀﾞｲ 南箕輪小

 3 田中 希龍(2) 小学     11.03  3 川島 龍斗(2) 小学     10.93 
ﾀﾅｶ ｷﾘｭｳ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ ｶﾜｼﾏ ﾘｭｳﾄ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 堀 奏志朗(2) 小学     11.51  4 ラファラン 健太郎小学     11.13 
ﾎﾘ ｿｳｼﾛｳ 南箕輪小 ﾗﾌｧﾗﾝ ｹﾝﾀﾛｳ 飯島小

 5 三澤 悠(1) 小学     12.02  5 伊藤 光希(3) 小学     11.33 
ﾐｻﾜ ﾕｳ 南箕輪小 ｲﾄｳ ﾐﾂｷ 南箕輪小

 6 平岩 叶利野(1) 小学     12.22  6 原 蒼翔(1) 小学     12.77 
ﾋﾗｲﾜ ﾄﾘﾉ 南箕輪小 ﾊﾗ ｱｵﾄ 南箕輪小

 7 高木 皓士郎(1) 小学     12.25 小林 竜太(3) 小学
ﾀｶｷﾞ ｺｳｼﾛｳ 南箕輪小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾀ 箕輪中部小

[ 5組] 風速 +2.9 [ 6組] 風速 +3.0

 1 伊藤 遙(3) 小学     10.52  1 宮澤 悠悟(2) 小学     10.09 
ｲﾄｳ ﾊﾙ 高遠小 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｺﾞ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 2 中坪 仁(3) 小学     10.58  2 本島 遥馬(3) 小学     10.49 
ﾅｶﾂﾎﾞ ｼﾞﾝ 箕輪中部小 ﾓﾄｼﾞﾏ ﾊﾙﾏ 箕輪中部小

 3 森谷 優介(3) 小学     10.67  3 羽場 耀太(3) 小学     11.19 
ﾓﾘﾀﾆ ﾕｳｽｹ 飯島小 ﾊﾊﾞ ﾖｳﾀ 高遠小

 4 伊野 翔太(3) 小学     10.78  4 春日 夏輝(2) 小学     11.59 
ｲﾉ ｼｮｳﾀ 南箕輪小 ｶｽｶﾞ ﾅﾂｷ 南箕輪小

 5 井原 大理(2) 小学     11.07  5 清水 千隼也(1) 小学     12.49 
ｲﾊﾗ ｵｵﾘ 南箕輪小 ｼﾐｽﾞ ﾁﾊﾔ 南箕輪小
有賀 莉空(2) 小学  6 笹岡 琉珂(1) 小学     12.58 
ｱﾙｶﾞ ﾘｸ 南箕輪小 ｻｻｵｶ ﾙｶ 南箕輪小

[ 7組] 風速 +2.7

 1 野村 陽斗(3) 小学      9.62 
ﾉﾑﾗ ﾊﾙﾄ 伊那AC

 2 白川 舜大(3) 小学     10.47 
ｼﾗｶﾜ ﾄｼﾋﾛ 高遠小

 3 小林 泰雅(3) 小学     10.70 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｶﾞ 箕輪中部小

 4 千葉 眞斗(2) 小学     11.43 
ﾁﾊﾞ ﾏﾅﾄ 南箕輪小

 5 征矢 侑叶(1) 小学     12.83 
ｿﾔ ﾕｳﾄ 南箕輪小

 6 八木 悠希(1) 小学     13.20 
ﾔｷﾞ ﾕｳｷ 南箕輪小

7   201

8   120

小学1・2・3年男子

６０ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考
3   189

6   122

6   142

順 ﾚｰﾝ No.

3    15

2   147

4   145

5   180

5    13

2   127

7   172

8   143

2   149

4   144

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

順 ﾚｰﾝ No.
5   205

7   179

5   112

2   138

3   114

3   155

氏  名 所属名 記録／備考
7    72

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   121

6   129

4   130

6   133

8   148

7    56

5   210

8   200
欠場

5    28

3   217

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   124

4   151
欠場

3   170

6   123

2   137

4   131

7    58

6   134

2    16

6    74

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   136

7   146

4   199

3   141



決勝 9月2日 10:05

   1 野村 陽斗(3) 小学 伊那AC      9.62 (+2.7)   7   1
   2 宮澤 悠悟(2) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     10.09 (+3.0)   6   1
   3 向山 郁吹(3) 小学 箕輪中部小     10.17 (+2.5)   2   1
   4 小林 翔馬(3) 小学 箕輪中部小     10.26 (+3.3)   1   1
   5 中林 侑吾(3) 小学 高遠小     10.35 (+4.8)   4   1
   6 伊藤 羽琉(3) 小学 南箕輪小     10.38 (+3.3)   1   2
   7 太田 慶聖(3) 小学 箕輪中部小     10.41 (+3.1)   3   1
   7 伊藤 光稀(2) 小学 南箕輪小     10.41 (+2.5)   2   2
   9 北澤 凛大(3) 小学 飯島小     10.42 (+3.1)   3   2
  10 白川 舜大(3) 小学 高遠小     10.47 (+2.7)   7   2
  11 唐澤 瑛太(2) 小学 南箕輪小     10.48 (+3.3)   1   3
  11 大原 隼太(3) 小学 飯島小     10.48 (+2.5)   2   3
  13 本島 遥馬(3) 小学 箕輪中部小     10.49 (+3.0)   6   2
  14 伊藤 遙(3) 小学 高遠小     10.52 (+2.9)   5   1
  15 中坪 仁(3) 小学 箕輪中部小     10.58 (+2.9)   5   2
  16 清水 隆悌(3) 小学 南箕輪小     10.64 (+4.8)   4   2
  17 森谷 優介(3) 小学 飯島小     10.67 (+2.9)   5   3
  18 小林 泰雅(3) 小学 箕輪中部小     10.70 (+2.7)   7   3
  19 伊野 翔太(3) 小学 南箕輪小     10.78 (+2.9)   5   4
  20 本部 航汰(3) 小学 飯島小     10.92 (+3.3)   1   4
  21 川島 龍斗(2) 小学 中川陸上ｸﾗﾌﾞ     10.93 (+4.8)   4   3
  22 北原 奏人(1) 小学 伊那AC     11.02 (+3.3)   1   5
  23 田中 希龍(2) 小学 中川陸上ｸﾗﾌﾞ     11.03 (+3.1)   3   3
  24 井原 大理(2) 小学 南箕輪小     11.07 (+2.9)   5   5
  25 竹村 凌(3) 小学 南箕輪小     11.11 (+2.5)   2   4
  26 ラファラン 健太郎(3小学 飯島小     11.13 (+4.8)   4   4
  27 羽場 耀太(3) 小学 高遠小     11.19 (+3.0)   6   3
  28 帆苅 翔弥(3) 小学 南箕輪小     11.22 (+3.3)   1   6
  29 伊藤 光希(3) 小学 南箕輪小     11.33 (+4.8)   4   5
  30 千葉 眞斗(2) 小学 南箕輪小     11.43 (+2.7)   7   4
  31 堀 奏志朗(2) 小学 南箕輪小     11.51 (+3.1)   3   4
  32 春日 夏輝(2) 小学 南箕輪小     11.59 (+3.0)   6   4
  33 原 凛乃介(3) 小学 伊那AC     11.60 (+2.5)   2   5
  34 三澤 悠(1) 小学 南箕輪小     12.02 (+3.1)   3   5
  35 宮沢 虎太郎(1) 小学 南箕輪小     12.22 (+2.5)   2   6
  35 平岩 叶利野(1) 小学 南箕輪小     12.22 (+3.1)   3   6
  37 高木 皓士郎(1) 小学 南箕輪小     12.25 (+3.1)   3   7
  38 清水 千隼也(1) 小学 南箕輪小     12.49 (+3.0)   6   5
  39 笹岡 琉珂(1) 小学 南箕輪小     12.58 (+3.0)   6   6
  40 原 蒼翔(1) 小学 南箕輪小     12.77 (+4.8)   4   6
  41 征矢 侑叶(1) 小学 南箕輪小     12.83 (+2.7)   7   5
  42 長沢 結生(1) 小学 南箕輪小     13.19 (+2.5)   2   7
  43 八木 悠希(1) 小学 南箕輪小     13.20 (+2.7)   7   6

順位
   16
   28

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

  189
  201
   72
  120
  205
  122

記録（風） 備考 組

  155

  210
  138
  170
  199
  123
  180

  179
   74
  145
  172
  217
   56

  131

  146

  129
  136
  144

小学1・2・3年男子

６０ｍ

   13
  133
  127
  148
  130
  137

   58
  147
  121
  141
  149
  134

  112
   15
  114
  124
  143



予選 9月2日 10:50
決勝 9月2日 14:05

県小学新(ER)        12.27

[ 1組] 風速 +3.7 [ 2組] 風速 +3.5

 1 栗原 悠(4) 小学     15.81 q  1 安藤 隼人(4) 小学     14.61 q
ｸﾘﾊﾗ ﾕｳ 箕輪中部小 ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ 南箕輪小

 2 小林 歩太(4) 小学     16.49  2 湯澤 幸大(4) 小学     15.73 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾀ 飯島小 ﾕｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 3 渋谷 悠斗(4) 小学     17.18  3 下平 蓮(4) 小学     16.16 
ｼﾌﾞﾔ ﾕｳﾄ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾚﾝ 飯島小

 4 西村 祐飛(4) 小学     17.54  4 山岡 玖瑠(4) 小学     16.38 
ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾄ 南箕輪小 ﾔﾏｵｶ ｸﾘｭｳ 箕輪中部小

 5 小山 翔太(4) 小学     17.83  5 伊藤 祐希(4) 小学     16.38 
ｺﾔﾏ ｼｮｳﾀ 箕輪中部小 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 高遠小

 6 青柳 樹(4) 小学     20.04  6 中澤 達也(4) 小学     16.59 
ｱｵﾔｷﾞ ﾀﾂｷ 箕輪中部小 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 箕輪中部小
高木 達也(4) 小学  7 有賀 俊輔(4) 小学     17.20 
ﾀｶｷﾞ ﾀﾂﾔ 南箕輪小 ｱﾙｶﾞ ｼｭﾝｽｹ 西箕輪AC

[ 3組] 風速 +5.1 [ 4組] 風速 +4.5

 1 伊澤 寛成(4) 小学     15.31 q  1 新井 翔(4) 小学     15.57 q
ｲｻﾜ ﾋﾛﾅﾘ 高遠小 ｱﾗｲ ｶｹﾙ 西箕輪AC

 2 吉田 壮志(4) 小学     16.00 q  2 久保口 聖空(4) 小学     16.13 q
ﾖｼﾀﾞ ｿｳｼ 西箕輪AC ｸﾎﾞｸﾞﾁ ｾｲｱ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 3 村山 優人(4) 小学     16.05 q  3 金丸 拓磨(4) 小学     16.36 
ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾄ 南箕輪小 ｶﾈﾏﾙ ﾀｸﾏ 箕輪中部小

 4 高木 創汰(4) 小学     16.84  4 武井 優翔(4) 小学     16.79 
ﾀｶｷﾞ ｿｳﾀ 箕輪中部小 ﾀｹｲ ﾕｳﾄ 高遠小

 5 佐藤 悠太(4) 小学     17.17  5 羽生 栞士(4) 小学     17.06 
ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 箕輪中部小 ﾊﾆｭｳ ｶﾝｼﾞ 飯島小

 6 宮下 徳久(4) 小学     17.80  6 小島 拓夢(5) 小学     17.69 
ﾐﾔｼﾀ ﾉﾘﾋｻ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾑ 南箕輪小

 7 竹松 賢吾(4) 小学     18.21  7 中澤 一也(4) 小学     18.44 
ﾀｹﾏﾂ ｹﾝｺﾞ 飯島小 ﾅｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 箕輪中部小
加藤 高慎(4) 小学
ｶﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 南箕輪小

風速 +2.9

 1 安藤 隼人(4) 小学     14.61 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ 南箕輪小

 2 伊澤 寛成(4) 小学     15.35 
ｲｻﾜ ﾋﾛﾅﾘ 高遠小

 3 新井 翔(4) 小学     15.61 
ｱﾗｲ ｶｹﾙ 西箕輪AC

 4 湯澤 幸大(4) 小学     15.73 
ﾕｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 5 栗原 悠(4) 小学     15.99 
ｸﾘﾊﾗ ﾕｳ 箕輪中部小

 6 吉田 壮志(4) 小学     16.07 
ﾖｼﾀﾞ ｿｳｼ 西箕輪AC

 7 久保口 聖空(4) 小学     16.18 
ｸﾎﾞｸﾞﾁ ｾｲｱ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 8 村山 優人(4) 小学     16.29 
ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾄ 南箕輪小

4   188

3   167

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 No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   119

1   226

順 ﾚｰﾝ

6   197

7   204

5    31

2   139

記録／備考

6   194

3    55

5    37

8   159

5   102

4   212

7   106

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

欠場

4   192

3   111

6    95

1   227

8   191

5    57

4    75

6   157

3    26

2   187

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

1   135

7   211

7   125
欠場

2   173

6   102

5    37

記録／備考
4   119

3    57

2    26

1   227

8   188

7    95



予選 9月2日 11:20
決勝 9月2日 14:15

県小学新(ER)        12.27

[ 1組] 風速 +3.9 [ 2組] 風速 +2.6

 1 杉井 瑛澄(5) 小学     13.93 q  1 唐澤 友作(5) 小学     13.73 q
ｽｷﾞｲ ｴｲｽ 箕輪中部小 ｶﾗｻﾜ  ﾕｳｻｸ 箕輪中部小

 2 柴田 蓮音(5) 小学     15.06  2 竹沢 士音(5) 小学     14.60 q
ｼﾊﾞﾀ ﾚｵﾝ 飯島小 ﾀｹｻﾜ ｼｵﾝ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 原田 琢己(5) 小学     15.18  3 竹田 希夢(5) 小学     15.51 
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ﾀｹﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ 箕輪中部小

 4 小島 拓実(5) 小学     15.95  4 下平 皇介(5) 小学     16.21 
ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 高遠小 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｵｳｽｹ 飯島小

 5 青木 羽琉(5) 小学     16.47  5 竹内 蒼太朗(5) 小学     16.58 
ｱｵｷ  ﾊﾙ 箕輪中部小 ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾛｳ 箕輪中部小

 6 唐澤 歩希(5) 小学     16.53 大森 瑛稀(5) 小学
ｶﾗｻﾜ  ｲﾌﾞｷ 箕輪中部小 ｵｵﾓﾘ ｴｲｷ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少
小島 拓夢(5) 小学
ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾑ 南箕輪小

[ 3組] 風速 +3.5 [ 4組] 風速 +3.6

 1 向山 大稀(5) 小学     13.53 q  1 林 大智(5) 小学     14.18 q
ﾑｶｲﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 箕輪中部小 ﾊﾔｼ  ﾋﾛﾏｻ 箕輪中部小

 2 小泉 幸也(5) 小学     14.66 q  2 加藤 一毅(5) 小学     14.86 q
ｺｲｽﾞﾐ ﾕｷﾔ 高遠小 ｶﾄｳ ｲﾂｷ 飯島小

 3 吉澤 志琉(5) 小学     14.82 q  3 矢澤 翔汰(5) 小学     15.43 
ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾘｭｳ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾔｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 飯島小

 4 高坂 陸(5) 小学     15.81  4 清水 秀一朗(5) 小学     15.86 
ｺｳｻｶ ﾘｸ 飯島小 ｼﾐｽﾞ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 5 吉澤 涼弥(5) 小学     16.10  5 山口 智也(5) 小学     16.49 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ 箕輪中部小 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 箕輪中部小

 6 佐藤 陽太(5) 小学     17.56  6 池上 絆(5) 小学     16.57 
ｻﾄｳ ﾖｳﾀ 箕輪中部小 ｲｹｶﾞﾐ ｷｽﾞﾅ 箕輪中部小

 7 横澤 克弥(5) 小学     16.84 
ﾖｺｻﾜ ｶﾂﾔ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

風速 +2.5

 1 向山 大稀(5) 小学     13.59 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 箕輪中部小

 2 唐澤 友作(5) 小学     13.65 
ｶﾗｻﾜ  ﾕｳｻｸ 箕輪中部小

 3 杉井 瑛澄(5) 小学     14.16 
ｽｷﾞｲ ｴｲｽ 箕輪中部小

 4 林 大智(5) 小学     14.37 
ﾊﾔｼ  ﾋﾛﾏｻ 箕輪中部小

 5 竹沢 士音(5) 小学     14.61 
ﾀｹｻﾜ ｼｵﾝ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 吉澤 志琉(5) 小学     14.82 
ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾘｭｳ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 加藤 一毅(5) 小学     15.05 
ｶﾄｳ ｲﾂｷ 飯島小

 8 小泉 幸也(5) 小学     15.08 
ｺｲｽﾞﾐ ﾕｷﾔ 高遠小

小学5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 順 ﾚｰﾝ記録／備考

4   203

8   214

7    29

6    65

2   202

3   164 3   113

6   208

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   215

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7   158

2   209

5   135
欠場

3   190

2    64

5    34
欠場

4   218

3   161

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   185

7   193

6   110

4   163

8   195

6   207

7   181

2    33

5   109

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3   202

6   218

5   190

4   215

2   161

8    64

7   113

1   110



予選 9月2日 11:50
決勝 9月2日 14:25

県小学新(ER)        12.27

[ 1組] 風速 +3.4 [ 2組] 風速 +3.1

 1 笹平 日々喜(6) 小学     13.68 q  1 北原 由仁(6) 小学     13.83 q
ｻｻﾋﾗ ﾋﾋﾞｷ 南箕輪小 ｷﾀﾊﾗ ﾖﾘﾄ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 富永 琉平(6) 小学     13.94 q  2 清水 駿介(6) 小学     13.88 q
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｭｳﾍｲ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝｽｹ 西箕輪AC

 3 伊藤 嶺(6) 小学     14.16 q  3 武井 海斗(6) 小学     14.62 q
ｲﾄｳ ﾚｲ 伊那AC ﾀｹｲ ｶｲﾄ 南箕輪小

 4 小林 海惺(6) 小学     14.27 q  4 川口 愛翔(6) 小学     14.87 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲｾｲ 西箕輪AC ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾅﾄ ﾁｰﾑJIAN

 5 飯島 颯斗(6) 小学     14.84 q  5 中野 聡太(6) 小学     15.06 
ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ﾅｶﾉ ｿｳﾀ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 6 平澤 航大(6) 小学     15.39  6 遠山 真也(6) 小学     16.64 
ﾋﾗｻﾜ ｺｳﾀ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾄｵﾔﾏ ｼﾝﾔ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

風速 +3.5

 1 笹平 日々喜(6) 小学     13.77 
ｻｻﾋﾗ ﾋﾋﾞｷ 南箕輪小

 2 清水 駿介(6) 小学     13.92 
ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝｽｹ 西箕輪AC

 3 北原 由仁(6) 小学     13.99 
ｷﾀﾊﾗ ﾖﾘﾄ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 富永 琉平(6) 小学     14.26 
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｭｳﾍｲ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 伊藤 嶺(6) 小学     14.33 
ｲﾄｳ ﾚｲ 伊那AC

 6 小林 海惺(6) 小学     14.47 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲｾｲ 西箕輪AC

 7 武井 海斗(6) 小学     14.67 
ﾀｹｲ ｶｲﾄ 南箕輪小

 8 飯島 颯斗(6) 小学     15.07 
ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

6   115

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 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   132 6   117

5   103

3    12 7   223

7    99 3    10

5    38 4    36

2   116 2   108

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 記録／備考
4   132
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5   117
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7    12

8    99
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1    38



決勝 9月2日 14:40

県小学新(ER)      2,49.83

[ 1組] [ 2組]

 1 青木 颯(6) 小学   3,16.55  1 辻本 怜功斗(6) 小学   3,21.22 
ｱｵｷ ﾊﾔﾃ 駒ヶ根中沢RC ﾂｼﾞﾓﾄ ﾚｸﾄ 西箕輪AC

 2 小木曽 翔太(6) 小学   3,24.71  2 小松 真優(6) 小学   3,28.38 
ｵｷﾞｿ ｼｮｳﾀ 駒ヶ根中沢RC ｺﾏﾂ ﾏﾋﾛ 高遠小

 3 大蔵 悟生(6) 小学   3,28.24  3 髙野 善郎(6) 小学   3,32.79 
ｵｵｸﾗ  ｺﾞｳ 駒ヶ根中沢RC ﾀｶﾉ ﾖｼﾛｳ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 4 福澤 栄暉(6) 小学   3,35.44  4 北條 陽太(6) 小学   3,35.60 
ﾌｸｻﾞﾜ ｴｲｷ 駒ヶ根中沢RC ﾎｳｼﾞｮｳ ﾊﾙﾀ 西箕輪AC

 5 下平 颯人(6) 小学   3,37.18  5 鈴木 哲平(6) 小学   3,36.39 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾊﾔﾄ 飯島小 ｽｽﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 6 矢澤 秀成(5) 小学   3,43.26  6 山口 陽也(5) 小学   3,39.01 
ﾔｻﾞﾜ ｼｭｳｾｲ 駒ヶ根中沢RC ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾔ 箕輪中部小

 7 矢澤 颯介(3) 小学   3,39.79 
ﾔｻﾞﾜ ｿｳｽｹ 駒ヶ根中沢RC

 8 玉木 輝(4) 小学   3,41.26 
ﾀﾏｷ ﾋｶﾙ 駒ヶ根中沢RC

 9 林 大宝(5) 小学   3,45.65 
ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾎｳ 飯島小

10 鈴木 凰介(6) 小学   3,47.04 
ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

11 小松 暖(5) 小学   3,55.01 
ｺﾏﾂ ﾀﾞﾝ 駒ヶ根中沢RC

[ 3組]

 1 牧島 涼也(6) 小学   3,19.35 
ﾏｷｼﾏ ﾘｮｳﾔ 伊那北小

 2 中村 元紀(6) 小学   3,51.30 
ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｷ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 3 伊藤 光太郎(5) 小学   3,55.28 
ｲﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ 西箕輪AC

 4 福田 憲治(5) 小学   4,00.31 
ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 箕輪中部小

 5 中林 優(5) 小学   4,05.56 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 箕輪東小

 6 渋谷 大和(6) 小学   4,05.58 
ｼﾌﾞﾔ ﾔﾏﾄ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 7 樋屋 大和(4) 小学   4,07.56 
ﾋｵｸ ﾔﾏﾄ 駒ヶ根中沢RC

 8 田中 空(5) 小学   4,16.74 
ﾀﾅｶ ｿﾗ 箕輪中部小

 9 原 健輔(4) 小学   4,28.59 
ﾊﾗ ｹﾝｽｹ 南箕輪小
田中 創(4) 小学
ﾀﾅｶ ｿｳ 高遠小
鈴木 凱斗(4) 小学
ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 駒ヶ根中沢RC
竹村 遼大(4) 小学
ﾀｹﾏﾂ ﾘｮｳﾀﾞｲ 飯島小

小学共通男子

１０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名
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   1 青木 颯(6) 小学 駒ヶ根中沢RC     3,16.55   1   1
   2 牧島 涼也(6) 小学 伊那北小     3,19.35   3   1
   3 辻本 怜功斗(6) 小学 西箕輪AC     3,21.22   2   1
   4 小木曽 翔太(6) 小学 駒ヶ根中沢RC     3,24.71   1   2
   5 大蔵 悟生(6) 小学 駒ヶ根中沢RC     3,28.24   1   3
   6 小松 真優(6) 小学 高遠小     3,28.38   2   2
   7 髙野 善郎(6) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     3,32.79   2   3
   8 福澤 栄暉(6) 小学 駒ヶ根中沢RC     3,35.44   1   4
   9 北條 陽太(6) 小学 西箕輪AC     3,35.60   2   4
  10 鈴木 哲平(6) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     3,36.39   2   5
  11 下平 颯人(6) 小学 飯島小     3,37.18   1   5
  12 山口 陽也(5) 小学 箕輪中部小     3,39.01   2   6
  13 矢澤 颯介(3) 小学 駒ヶ根中沢RC     3,39.79   2   7
  14 玉木 輝(4) 小学 駒ヶ根中沢RC     3,41.26   2   8
  15 矢澤 秀成(5) 小学 駒ヶ根中沢RC     3,43.26   1   6
  16 林 大宝(5) 小学 飯島小     3,45.65   2   9
  17 鈴木 凰介(6) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     3,47.04   2  10
  18 中村 元紀(6) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     3,51.30   3   2
  19 小松 暖(5) 小学 駒ヶ根中沢RC     3,55.01   2  11
  20 伊藤 光太郎(5) 小学 西箕輪AC     3,55.28   3   3
  21 福田 憲治(5) 小学 箕輪中部小     4,00.31   3   4
  22 中林 優(5) 小学 箕輪東小     4,05.56   3   5
  23 渋谷 大和(6) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     4,05.58   3   6
  24 樋屋 大和(4) 小学 駒ヶ根中沢RC     4,07.56   3   7
  25 田中 空(5) 小学 箕輪中部小     4,16.74   3   8
  26 原 健輔(4) 小学 南箕輪小     4,28.59   3   9

決勝 9月2日 14:40

県小学新(ER)      2,49.83

[ 1組] 風速 [ 2組] 風速

 1 熊谷 航陽(6) 小学   3,15.86  1 熊谷 駿汰(4) 小学   3,33.92 
ｸﾏｶﾞｲ ｺｳﾖｳ ISｼﾞｭﾆｱ ｸﾏｶﾞｲ ｼｭﾝﾀ ISｼﾞｭﾆｱ

 2 宮澤 柊太(6) 小学   3,17.76 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 宮下 翔弥(6) 小学   3,23.38 
ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳﾔ 湖南小

[ 3組] 風速

 1 北原 将道(5) 小学   3,50.12 
ｷﾀﾊﾗ ﾏｻﾐﾁ 諏訪FA

 2 栗原 賢(3) 小学   3,52.73 
ｸﾘﾊﾗ ｹﾝ 諏訪FA

   1 熊谷 航陽(6) 小学 ISｼﾞｭﾆｱ   3,15.86 ()   1   1
   2 宮澤 柊太(6) 小学 ISｼﾞｭﾆｱ   3,17.76 ()   1   2
   3 宮下 翔弥(6) 小学 湖南小   3,23.38 ()   1   3
   4 熊谷 駿汰(4) 小学 ISｼﾞｭﾆｱ   3,33.92 ()   2   1
   5 北原 将道(5) 小学 諏訪FA   3,50.12 ()   3   1
   6 栗原 賢(3) 小学 諏訪FA   3,52.73 ()   3   2

小学共通男子

１０００ｍ
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決勝 9月2日  8:50

県小学新(ER)        11.72

[ 1組] 風速 +3.0 [ 2組] 風速 +1.4

 1 中山 未比呂(6) 小学     15.16  1 森 涼介(6) 小学     15.44 
ﾅｶﾔﾏ ﾐﾋﾛ 高遠小 ﾓﾘ ﾘｮｳｽｹ ﾁｰﾑJIAN

 2 丸山 和真(6) 小学     17.25  2 中村 琉唯(5) 小学     17.02 
ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾏ 高遠小 ﾅｶﾑﾗ ﾙｲ 高遠小

 3 ラファラン 海斗(小学     18.39  3 西村 宥希(5) 小学     18.66 
ﾗﾌｧﾗﾝ ｶｲﾄ 飯島小 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｷ 高遠小

 4 山崎 徠稀(6) 小学     18.72 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾗｲｷ 高遠小

   1 中山 未比呂(6) 小学 高遠小     15.16 (+3.0)   1   1
   2 森 涼介(6) 小学 ﾁｰﾑJIAN     15.44 (+1.4)   2   1
   3 中村 琉唯(5) 小学 高遠小     17.02 (+1.4)   2   2
   4 丸山 和真(6) 小学 高遠小     17.25 (+3.0)   1   2
   5 ラファラン 海斗(5) 小学 飯島小     18.39 (+3.0)   1   3
   6 西村 宥希(5) 小学 高遠小     18.66 (+1.4)   2   3
   7 山崎 徠稀(6) 小学 高遠小     18.72 (+3.0)   1   4

決勝 9月2日  8:50

県小学新(ER)        11.72

[ 1組] 風速 +3.0 [ 2組] 風速 +1.4

 1 遠藤 颯(6) 小学     14.26  1 藤森 大地(5) 小学     15.44 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ 諏訪FA ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ 諏訪FA

   1 遠藤 颯(6) 小学 諏訪FA     14.26 (+3.0)   1   1
   2 藤森 大地(5) 小学 諏訪FA     15.44 (+1.4)   2   1

組 順位
   70
    9
   71

順 ﾚｰﾝ

   61

   59
  154
   66

タイムレース
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   89

組

   92
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順位 No. 氏  名



予選 9月2日  9:40
決勝 9月2日 15:50

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   2 飯島小   171 千村 匠(6)     59.46 q  1   6 箕輪中部小(C)   218 林 大智(5)     54.78 q

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳ ﾁﾑﾗ ﾀｸﾐ ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳC ﾊﾔｼ  ﾋﾛﾏｻ
  160 下平 颯人(6)   215 唐澤 友作(5)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾊﾔﾄ ｶﾗｻﾜ  ﾕｳｻｸ
  156 伊藤 陸翔(6)   202 杉井 瑛澄(5)

ｲﾄｳ ﾘｸﾄ ｽｷﾞｲ ｴｲｽ
  166 小池 大飛(6)   190 向山 大稀(5)

ｺｲｹ ﾀﾞｲﾄ ﾑｶｲﾔﾏ ﾀﾞｲｷ
 2   5 高遠小(A)    70 中山 未比呂(6)   1,01.45 q  2   4 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(A   39 鈴木 哲平(6)     59.58 q

ﾀｶﾄｵｼｮｳA ﾅｶﾔﾏ ﾐﾋﾛ ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳA ｽｽﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ
   62 春日 洸太(6)    36 中野 聡太(6)

ｶｽｶﾞ ｺｳﾀ ﾅｶﾉ ｿｳﾀ
   76 野々田 斗和(6)    33 清水 秀一朗(5)

ﾉﾉﾀﾞ ﾄﾜ ｼﾐｽﾞ ｼｭｳｲﾁﾛｳ
   59 丸山 和真(6)    38 飯島 颯斗(6)

ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾏ ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ
 3   8 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(    27 宮澤 太地(6)   1,02.06 q  3   5 飯島小(C)   181 矢澤 翔汰(5)   1,00.19 q

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳB ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｲﾁ ｲｲｼﾞﾏｼｮｳC ﾔｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ
   30 渋谷 大和(6)   164 柴田 蓮音(5)

ｼﾌﾞﾔ ﾔﾏﾄ ｼﾊﾞﾀ ﾚｵﾝ
   34 大森 瑛稀(5)   178 米山 陸人(5)

ｵｵﾓﾘ ｴｲｷ ﾖﾈﾔﾏ ﾘｸﾄ
   29 原田 琢己(5)   161 加藤 一毅(5)

ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ ｶﾄｳ ｲﾂｷ
 4   1 箕輪中部小(D)   185 吉澤 涼弥(5)   1,03.50 q  4   8 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(    31 渋谷 悠斗(4)   1,02.77 q

ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳD ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳC ｼﾌﾞﾔ ﾕｳﾄ
  208 竹田 希夢(5)    37 湯澤 幸大(4)

ﾀｹﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ ﾕｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ
  214 唐澤 歩希(5)    35 中村 元紀(6)

ｶﾗｻﾜ  ｲﾌﾞｷ ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｷ
  195 山口 智也(5)    41 髙野 善郎(6)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ ﾀｶﾉ ﾖｼﾛｳ
 5   4 飯島小(A)   183 林 澪司(4)   1,05.35  5   3 飯島小(D)   163 高坂 陸(5)   1,04.05 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳA ﾊﾔｼ ﾚｲｼﾞ ｲｲｼﾞﾏｼｮｳD ｺｳｻｶ ﾘｸ
  169 松下 舷(4)   182 林 大宝(5)

ﾏﾂｼﾀ ｹﾞﾝ ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾎｳ
  162 古澤 陸(4)   158 下平 皇介(5)

ﾌﾙｻﾜ ﾘｸ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｵｳｽｹ
  159 下平 蓮(4)   154 ラファラン 海斗(5)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾚﾝ ﾗﾌｧﾗﾝ ｶｲﾄ
 6   3 西箕輪AC   101 城取 快(4)   1,06.90   2 箕輪中部小(A)   187 金丸 拓磨(4)

ﾐｼﾐﾉﾜｴｰｼｰ ｼﾛﾄﾘ ｶｲ ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳA ｶﾈﾏﾙ ﾀｸﾏ 失格
   95 吉田 壮志(4)   194 山岡 玖瑠(4)

ﾖｼﾀﾞ ｿｳｼ ﾔﾏｵｶ ｸﾘｭｳ R1(2-3)
  107 硴塚 冬矢(4)   191 高木 創汰(4)

ｶｷﾂﾞｶ ﾄｳﾔ ﾀｶｷﾞ ｿｳﾀ
  102 新井 翔(4)   188 栗原 悠(4)

ｱﾗｲ ｶｹﾙ ｸﾘﾊﾗ ﾕｳ
 7   7 箕輪中部小(B)   192 佐藤 悠太(4)   1,08.92   7 飯島小(B)   157 羽生 栞士(4)

ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳB ｻﾄｳ ﾕｳﾀ ｲｲｼﾞﾏｼｮｳB ﾊﾆｭｳ ｶﾝｼﾞ 失格
  197 小山 翔太(4)   173 竹松 賢吾(4)

ｺﾔﾏ ｼｮｳﾀ ﾀｹﾏﾂ ｹﾝｺﾞ R1(3-4)
  211 中澤 一也(4)   174 竹折 淳希(5)

ﾅｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ ﾀｹｵﾘ ｱﾂｷ
  212 中澤 達也(4)   167 小林 歩太(4)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾀ
 8   6 飯島小(E)   165 小池 潤輝(5)   1,09.42   1 高遠小(B)

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳE ｺｲｹ ｼﾞｭﾝｷ ﾀｶﾄｵｼｮｳB 欠場
  168 小林 蓮(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ
  177 福島 琉生(5)

ﾌｸｼﾏ ﾙｲ
  176 唐澤 昇汰(5)

ｶﾗｻﾜ ｼｮｳﾀ

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   3 箕輪中部小(C)   218 林 大智(5)     56.09 

ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳC ﾊﾔｼ  ﾋﾛﾏｻ
  215 唐澤 友作(5)

ｶﾗｻﾜ  ﾕｳｻｸ
  202 杉井 瑛澄(5)

ｽｷﾞｲ ｴｲｽ
  190 向山 大稀(5)

ﾑｶｲﾔﾏ ﾀﾞｲｷ
 2   4 飯島小   160 下平 颯人(6)     59.46 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾊﾔﾄ
  171 千村 匠(6)

ﾁﾑﾗ ﾀｸﾐ
  156 伊藤 陸翔(6)

ｲﾄｳ ﾘｸﾄ
  166 小池 大飛(6)

ｺｲｹ ﾀﾞｲﾄ
 3   5 飯島小(C)   181 矢澤 翔汰(5)   1,01.25 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳC ﾔｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ
  164 柴田 蓮音(5)

ｼﾊﾞﾀ ﾚｵﾝ
  178 米山 陸人(5)

ﾖﾈﾔﾏ ﾘｸﾄ
  161 加藤 一毅(5)

ｶﾄｳ ｲﾂｷ
 4   8 高遠小(A)    70 中山 未比呂(6)   1,02.71 

ﾀｶﾄｵｼｮｳA ﾅｶﾔﾏ ﾐﾋﾛ
   62 春日 洸太(6)

ｶｽｶﾞ ｺｳﾀ
   76 野々田 斗和(6)

ﾉﾉﾀﾞ ﾄﾜ
   59 丸山 和真(6)

ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾏ
 5   2 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(    31 渋谷 悠斗(4)   1,02.83 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳC ｼﾌﾞﾔ ﾕｳﾄ
   37 湯澤 幸大(4)

ﾕｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ
   35 中村 元紀(6)

ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｷ
   41 髙野 善郎(6)

ﾀｶﾉ ﾖｼﾛｳ
 6   1 箕輪中部小(D)   185 吉澤 涼弥(5)   1,04.20 

ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳD ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ
  208 竹田 希夢(5)

ﾀｹﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ
  214 唐澤 歩希(5)

ｶﾗｻﾜ  ｲﾌﾞｷ
  195 山口 智也(5)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ
 7   7 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(    27 宮澤 太地(6)   1,04.40 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳB ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｲﾁ
   30 渋谷 大和(6)

ｼﾌﾞﾔ ﾔﾏﾄ
   34 大森 瑛稀(5)

ｵｵﾓﾘ ｴｲｷ
   29 原田 琢己(5)

ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ
 8   6 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(A   39 鈴木 哲平(6)   1,06.52 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳA ｽｽﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ
   36 中野 聡太(6)

ﾅｶﾉ ｿｳﾀ
   33 清水 秀一朗(5)

ｼﾐｽﾞ ｼｭｳｲﾁﾛｳ
   38 飯島 颯斗(6)

ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ

４×１００ｍＲ
決勝

小学共通男子



決勝 9月2日  9:00

県小学新(ER)         5.47

石川 穏也(6) 小学   3.53   3.26   3.30    3.53 
ｲｼｶﾜ ﾄｼﾔ 高遠小   +2.7   +0.4   +3.3    +2.7
阪下 颯(6) 小学   3.45   3.45    X    3.45 
ｻｶｼﾀ ﾊﾔﾃ 高遠小   +1.6   +1.6    +1.6
宮下 武志(6) 小学    X   3.16   3.42    3.42 
ﾐﾔｼﾀ ﾀｹｼ 西箕輪AC   +1.8   +0.5    +0.5
小倉 大樹(5) 小学   3.28   2.94   3.08    3.28 
ｵｸﾞﾗ ﾀｲｷ 伊那北小   +1.5   +0.7   +1.9    +1.5
倉田 晃輔(5) 小学   2.87   3.08   3.22    3.22 
ｸﾗﾀ ｺｳｽｹ 南箕輪小   +0.1   +4.0   +3.3    +3.3
宮澤 太地(6) 小学   3.20   3.06    X    3.20 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｲﾁ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少   +1.1   +1.1    +1.1
小林 暖(6) 小学    X   2.87   3.11    3.11 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞﾝ 西箕輪AC   +0.8   +2.4    +2.4
薩摩林 佑真(5) 小学   2.66   2.69   3.09    3.09 
ｻﾂﾏﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 西箕輪AC   +0.6   +0.8   +1.9    +1.9
池上 雅哉(6) 小学   3.04    X    X    3.04 
ｲｹｶﾞﾐ ﾏｻﾔ 箕輪中部小   +1.4    +1.4
米山 陸人(5) 小学   2.75    -   2.87    2.87 
ﾖﾈﾔﾏ ﾘｸﾄ 飯島小   +2.5   +0.5    +0.5
鈴木 健太(6) 小学    X   2.87   2.66    2.87 
ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 箕輪中部小   +1.0   +2.8    +1.0
竹内 良太(5) 小学 欠場
ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳﾀ 高遠小

決勝 9月2日  9:00

県小学新(ER)         5.47

田近 歩武(6) 小学   3.47   3.40    X    3.47 
ﾀﾁﾞｶ ｱﾕﾑ 王滝小   +0.5   +2.3    +0.5
川口 祐太朗(4) 小学   3.24   3.10   3.31    3.31 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾛｳ 塩尻西小   +1.9   +2.0   +2.6    +2.6
河口 陽斗(6) 小学    X   2.89   3.18    3.18 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 王滝小   +2.6   +2.1    +2.1
栖村 匠(4) 小学   2.25   2.22   2.27    2.27 
ｽﾑﾗ ﾀｸﾐ 王滝小   +1.8   +0.7   +2.2    +2.2

備考
1 16    24

4 4    23

2 12    21

3 14    22

ｵｰﾌﾟﾝ小学男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- 記録

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- 記録-2- -3- 備考
1 2    67

2 8    60

3 13    96

4 1    19

5 15   225

6 10    27

7 9   100

8 7    98

9 5   206

6    69

10 11   178

11 3   219
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野々田 斗和(6) 小学
ﾉﾉﾀﾞ ﾄﾜ 高遠小
唐澤 昇汰(5) 小学
ｶﾗｻﾜ ｼｮｳﾀ 飯島小
竹内 悠人(6) 小学
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾄ 高遠小
松下 舷(4) 小学
ﾏﾂｼﾀ ｹﾞﾝ 飯島小
近藤 勇之祐(4) 小学
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾉｽｹ 西箕輪AC
糸数 新太(6) 小学
ｲﾄｶｽﾞ ｼﾝﾀ 南箕輪小
福島 琉生(5) 小学
ﾌｸｼﾏ ﾙｲ 飯島小
中本 悠翔(5) 小学
ﾅｶﾓﾄ ﾕｳﾄ 南箕輪小
角 碧登(6) 小学
ｶﾄﾞ ｱｵﾄ 南箕輪小
小池 潤輝(5) 小学
ｺｲｹ ｼﾞｭﾝｷ 飯島小
千葉 遥斗(4) 小学
ﾁﾊﾞ ﾊﾙﾄ 南箕輪小
松澤 結翔(3) 小学
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｲﾄ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少
竹折 淳希(5) 小学
ﾀｹｵﾘ ｱﾂｷ 飯島小
埋橋 匠(4) 小学
ｳｽﾞﾊｼ ﾀｸﾐ 南箕輪小
小出 陽斗(4) 小学
ｺｲﾃﾞ ﾊﾙﾄ 箕輪中部小
小林 蓮(5) 小学 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 飯島小
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田島 勇輝(6) 小学
ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｷ 日義小

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- 記録 備考
1 12    76

  O   O 53.32  53.32 

 46.71 

3 14    68
38.18   O   O  38.18 

2 4   176
46.71   O   O

 37.03 

5 10    97
  O   O 35.96  35.96 

4 8   169
  O 37.03   O

 35.62 

7 11   177
35.41   O   O  35.41 

6 15   222
  O   O 35.62

 34.48 

9 2   126
  O 33.75   O  33.75 

8 16   224
  O 34.48   O

 29.52 

11 5   140
  O 28.55   O  28.55 

10 6   165
29.52   O   O

 27.20 

13 9   174
26.40   O   O  26.40 

12 3    32
  O 27.20   O

 25.40 

15 1   198
  O   O  6.22   6.22 

14 7   150
  O   O 25.40

ｵｰﾌﾟﾝ小学男子

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-

13   168

 57.00 

備考
1 17   152

57.00   O   O

-2- -3- 記録
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