
：
：
：
：
：
：
：

なし

女子 １５００ｍ 4分50秒69 真柴 愛里(1) 春富中
女子 ２０００ｍ 7分38秒62 善積 結花(2) 駒ヶ根東中
女子 ３０００ｍ 9分53秒41 中村 柚音(2) 伊那西高

中学男子 １５００ｍ 4分32秒74 津金 海斗(2) 中川中
中学男子 ３０００ｍ 8分58秒75 牧島 涼也(3) 伊那東部中

男子 ３０００ｍ 8分32秒62 山川 拓馬(2) 上伊那農高
男子 １００００ｍ 30分30秒71 高梨 良介 トーハツ 　

■ 略号の説明
ＤＮＳ：欠場　　ＤＮＦ：途中棄権　　ＰＳ：R143（TR5）規定外のシューズを使用

■ 各種目１位の記録
クラス 種目 記録 氏名(学年) 所属 備考

南 0.7
11：00 晴れ 20.2 45.0 南 1.0

0.3
9：00 晴れ 19.1 59.0 西 0.1

11/8(日)

8：40 晴れ 19.1 56.0 北東

10：00 晴れ 19.3 51.0

■ この大会で樹立された記録

■ グラウンドコンディション
月 日 時 刻 天 候 気 温 ℃ 湿 度 ％ 風 向 風 速 m/s

審 判 長 酒井 剛
総 務 桐山 勝次
記録情報主任 桜井 健一

会 場 伊那市陸上競技場（競技場コード：172030）
主 催 上伊那陸上競技協会
後 援 上伊那ケーブルテレビ協議会

大会コード：20170501

第２回 上伊那ディスタンストライアル
～上伊那郡縦断駅伝・長野県縦断駅伝代替大会～

記 録 集

期 日 令和２年１１月８日（日）　午前８時４０分　競技開始



第2回上伊那ディスタンストライアル                                               
　主催：上伊那陸上競技協会                                                      
　後援：上伊那ケーブルテレビ協議会                                              

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】172030  伊那市陸上競技場

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
11/08 男子 山川 拓馬(2) 8,32.62 菅沼 蒼太(2) 8,46.36 瀬戸 雅史(1) 8,58.69 出澤 周大(2) 9,06.22 大場 晴仁(2) 9,10.21 河西 希隆(3) 9,14.55 竹内 柊哉(1) 9,18.41 長谷部 直大(1) 9,20.48

３０００ｍ 高校･上伊那農高 高校･上伊那農高 高校･上伊那農高 高校･伊那北 高校･上伊那農高 高校･赤穂高 高校･上伊那農高 高校･伊那北
11/08 高梨 良介 30,30.71 宮下 晴貴 30,47.82 日野 志朗 30,59.66 樋口 正晃 32,27.72 奥原 謙一 33,28.46 鈴木 昌幸 33,40.77 中村 優希 33,47.35 橋爪 颯生 34,02.57

１００００ｍ 一般･ﾄｰﾊﾂ 一般･上伊那陸協 一般･上伊那陸協 一般･上伊那陸協 一般･上伊那陸協 一般･上伊那陸協 一般･上伊那陸協 一般･上伊那陸協
11/08 中学男子 津金 海斗(2) 4,32.74 保科 陽斗(2) 4,43.05 青木 颯(3) 4,51.48 中林 優(2) 5,00.41 西澤 岳大(2) 5,06.02 山口 陽也(2) 5,07.88 新井 大斗(3) 5,09.71 井口 航希(1) 5,15.66

１５００ｍ 中学･中川中 中学･宮田中 中学･駒ヶ根東中 中学･箕輪中 中学･宮田中 中学･箕輪中 中学･中川中 中学･箕輪中
11/08 牧島 涼也(3) 8,58.75 中島 温(3) 9,04.07 小木曽 翔太(3) 9,47.10 大槻 心(2) 9,49.71 下島 凌空(1) 10,09.29 中澤 一也(1) 10,09.62 鈴木 隼汰(3) 10,19.37 矢澤 秀成(2) 10,31.26

３０００ｍ 中学･伊那東部中 中学･宮田中 中学･駒ヶ根東中 中学･箕輪中 中学･赤穂中 中学･箕輪中 中学･赤穂中 中学･赤穂中



11月8日  9:50

県新(NR)          7,54.68
県高校新(KR)      8,05.82

 1 山川 拓馬(2) 高校   8,32.62 
ﾔﾏｶﾜ ﾀｸﾏ 上伊那農高

 2 菅沼 蒼太(2) 高校   8,46.36 
ｽｶﾞﾇﾏ ｿｳﾀ 上伊那農高

 3 瀬戸 雅史(1) 高校   8,58.69 
ｾﾄ ﾏｻｼ 上伊那農高

 4 出澤 周大(2) 高校   9,06.22 
ﾃﾞｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 伊那北

 5 大場 晴仁(2) 高校   9,10.21 
ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾋﾄ 上伊那農高

 6 河西 希隆(3) 高校   9,14.55 
ｶｻｲ ｷﾘｭｳ 赤穂高

 7 竹内 柊哉(1) 高校   9,18.41 
ﾀｹｳﾁ ｼｭｳﾔ 上伊那農高

 8 長谷部 直大(1) 高校   9,20.48 
ﾊｾﾍﾞ ﾅｵﾋﾛ 伊那北

 9 鈴木 駿平(3) 高校   9,28.73 
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 上伊那農高

10 丸山 卓治(3) 高校   9,28.90 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｼﾞ 上伊那農高

11 宮澤 夏樹(2) 高校   9,47.67 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 上伊那農高
瀧澤 健斗(2) 高校
ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 上伊那農高

11   351

1   347
欠場

3   339
PS

4   338

10   362
PS

7   405

6   350

8   472

12   356
PS

9   396

2   348
PS

5   349
PS

男子

３０００ｍ

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



11月8日  8:40

県新(NR)         27,38.31
県高校新(KR)     28,07.39

 1 高梨 良介 一般  30,30.71 
ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳｽｹ ﾄｰﾊﾂ

 2 宮下 晴貴 一般  30,47.82 
ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙｷ 上伊那陸協

 3 日野 志朗 一般  30,59.66 
ﾋﾉ ｼﾛｳ 上伊那陸協

 4 樋口 正晃 一般  32,27.72 
ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 上伊那陸協

 5 奥原 謙一 一般  33,28.46 
ｵｸﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 上伊那陸協

 6 鈴木 昌幸 一般  33,40.77 
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ 上伊那陸協

 7 中村 優希 一般  33,47.35 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 上伊那陸協

 8 橋爪 颯生 一般  34,02.57 
ﾊｼｽﾞﾒ ｻﾂｷ 上伊那陸協

 9 北原 裕一 一般  34,55.14 
ｷﾀﾊﾗ ﾕｳｲﾁ 上伊那陸協

10 伊藤 康孝 一般  35,10.40 
ｲﾄｳ ﾔｽﾀｶ 上伊那陸協
上島 通成 一般
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐﾁﾅﾘ 上伊那陸協
大蔵 孝典 一般
ｵｵｸﾗ ﾀｶﾉﾘ 上伊那陸協

男子

１００００ｍ

順 No.

PS
12   108

氏  名 所属名 記録／備考
2   100

PS
7   101

PS
1   109

PS
5   110

11   103

PS
3   107

PS
9   106

PS
8   111

PS
4   105

欠場

欠場
10   104

PS
6   102



11月8日 11:00

県中学新          3,56.20

[ 1組] [ 2組]

 1 井口 航希(1) 中学   5,15.66  1 津金 海斗(2) 中学   4,32.74 
ｲｸﾞﾁ ｺｳｷ 箕輪中 ﾂｶﾞﾈ ｶｲﾄ 中川中

 2 大場 詩月(1) 中学   5,20.63  2 保科 陽斗(2) 中学   4,43.05 
ｵｵﾊﾞ ｼﾂﾞｷ 中川中 ﾎｼﾅ ﾊﾙﾄ 宮田中

 3 有賀 皓大(1) 中学   5,26.27  3 青木 颯(3) 中学   4,51.48 
ｱﾙｶﾞ ｺｳﾀﾞｲ 箕輪中 ｱｵｷ ﾊﾔﾃ 駒ヶ根東中

 4 倉田 晃輔(2) 中学   5,29.72  4 中林 優(2) 中学   5,00.41 
ｸﾗﾀ ｺｳｽｹ 南箕輪中 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 箕輪中

 5 横澤 克弥(2) 中学   5,36.74  5 西澤 岳大(2) 中学   5,06.02 
ﾖｺｻﾜ ｶﾂﾔ 中川中 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ 宮田中

 6 加藤 朝陽(1) 中学   5,41.77  6 山口 陽也(2) 中学   5,07.88 
ｶﾄｳ ｱｻﾋ 南箕輪中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾔ 箕輪中

 7 原田 琉永(1) 中学   5,41.80  7 新井 大斗(3) 中学   5,09.71 
ﾊﾗﾀﾞ ﾙｲﾄ 南箕輪中 ｱﾗｲ ﾀｲﾄ 中川中

 8 行政 嶺(1) 中学   5,45.49 中野 聡太(3) 中学
ﾕｷﾏｻ ﾘｮｳ 宮田中 ﾅｶﾉ ｿｳﾀ 駒ヶ根東中

 9 中森 瞭太朗(1) 中学   6,15.94 青木 勇和(1) 中学
ﾅｶﾓﾘ ﾘｮｳﾀﾛｳ 中川中 ｱｵｷ ﾕｳﾜ 宮田中
城間 功雅(1) 中学
ｼﾛﾏ ｺｳｶﾞ 宮田中

   1 津金 海斗(2) 中学 中川中     4,32.74   2   1
   2 保科 陽斗(2) 中学 宮田中     4,43.05   2   2
   3 青木 颯(3) 中学 駒ヶ根東中     4,51.48   2   3
   4 中林 優(2) 中学 箕輪中     5,00.41   2   4
   5 西澤 岳大(2) 中学 宮田中     5,06.02   2   5
   6 山口 陽也(2) 中学 箕輪中     5,07.88   2   6
   7 新井 大斗(3) 中学 中川中     5,09.71   2   7
   8 井口 航希(1) 中学 箕輪中     5,15.66   1   1
   9 大場 詩月(1) 中学 中川中     5,20.63   1   2
  10 有賀 皓大(1) 中学 箕輪中     5,26.27   1   3
  11 倉田 晃輔(2) 中学 南箕輪中     5,29.72   1   4
  12 横澤 克弥(2) 中学 中川中     5,36.74   1   5
  13 加藤 朝陽(1) 中学 南箕輪中     5,41.77   1   6
  14 原田 琉永(1) 中学 南箕輪中     5,41.80   1   7
  15 行政 嶺(1) 中学 宮田中     5,45.49   1   8
  16 中森 瞭太朗(1) 中学 中川中     6,15.94   1   9

 8319
 8007
 8054
 8310

 8316

 8058
 8057
 8905

 8250
 8004
 8211
 7994
 8322
 8013

記録 備考 組 順位
 8329
 8212

欠場
8  8902

欠場

総 合

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

1  8322

4  8257

3  8211

7  7994

9  8250
PS

2  8004

記録／備考
5  8329

6  8212

欠場

順 No. 氏  名 所属名

PS

1  8316

7  8217

2  8057

4

3

 8905

8  8310

5  8058

氏  名

6  8007

9  8054

記録／備考
10  8013

PS

所属名

 8319

PS
PS

PS

中学男子

１５００ｍ

順 No.



11月8日 10:10

県中学新          8,30.96

 1 牧島 涼也(3) 中学   8,58.75 
ﾏｷｼﾏ ﾘｮｳﾔ 伊那東部中

 2 中島 温(3) 中学   9,04.07 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙ 宮田中

 3 小木曽 翔太(3) 中学   9,47.10 
ｵｷﾞｿ ｼｮｳﾀ 駒ヶ根東中

 4 大槻 心(2) 中学   9,49.71 
ｵｵﾂｷ ｼﾝ 箕輪中

 5 下島 凌空(1) 中学  10,09.29 
ｼﾓｼﾞﾏ ﾘｸ 赤穂中

 6 中澤 一也(1) 中学  10,09.62 
ﾅｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 箕輪中

 7 鈴木 隼汰(3) 中学  10,19.37 
ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾀ 赤穂中

 8 矢澤 秀成(2) 中学  10,31.26 
ﾔｻﾞﾜ ｼｭｳｾｲ 赤穂中

 9 清水 應佑(1) 中学  10,35.78 
ｼﾐｽﾞ ｵｳｽｹ 赤穂中

10 玉木 輝(1) 中学  10,39.01 
ﾀﾏｷ ﾋｶﾙ 赤穂中

11 宮澤 太地(3) 中学  10,46.46 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｲﾁ 駒ヶ根東中

12 入谷 星穏(1) 中学  10,47.34 
ｲﾘﾔ ｼｵﾝ 赤穂中

13 木下 斎滉(2) 中学  10,48.13 
ｷﾉｼﾀ ｲｯｺｳ 駒ヶ根東中

14 福澤 栄暉(3) 中学  10,50.25 
ﾌｸｻﾞﾜ ｴｲｷ 駒ヶ根東中

15 澁谷 晃太(1) 中学  10,59.11 
ｼﾌﾞﾔ ｺｳﾀ 駒ヶ根東中

16 深谷 稲生(2) 中学  11,01.12 
ﾌｶﾔ ﾄｷ 駒ヶ根東中

17 仁平 優太(3) 中学  11,08.85 
ﾆﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾀ 駒ヶ根東中

18 北原 快聖(2) 中学  11,24.90 
ｷﾀﾊﾗ ｶｲｾｲ 駒ヶ根東中
富永 陽人(2) 中学
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾊﾙﾄ 中川中
六波羅 歩(2) 中学
ﾛｸﾊﾗ ｱﾕﾑ 春富中
渋谷 悠斗(1) 中学
ｼﾌﾞﾔ ﾕｳﾄ 赤穂中
南澤 道大(2) 中学
ﾐﾅﾐｻﾞﾜ ﾐﾁﾋﾛ 赤穂中
遠山 真矢(3) 中学
ﾄｵﾔﾏ ｼﾝﾔ 中川中

中学男子

３０００ｍ

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  8144

16  8198
PS

19  8256

1  7990

11  8226

23  8009
PS

20  8232

3  8242

14  8227

22  8224

4  8254

18  8225

10  8261

15  8253

8  8264

17  8262

12  8258

13  8260

2  8313
欠場

6  8172
欠場

21  8323
欠場

7  8221
欠場

9  8246
欠場
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