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12:00 晴れ 19.5 30.0 北東 1.0

11:00 晴れ 18.1 33.0 東 0.6

14.0 40.0 東 1.2

10:00 晴れ 15.9 38.0 南東 0.7

風速(m/s)

5月3日(月)

8:40 晴れ 13.8 44.0 南西 0.4

9:00 晴れ

記録情報主任 桜井 健一

■ 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

会 場 伊那市陸上競技場（2021年未公認）

総 務 桐山 勝次

審 判 長 有賀 保義（トラック）　　遠山 正洋（フィールド）

２０２１年度
第１回 上伊那トライアル

記録集

期 日 ２０２１年(令和３年) ５月３日（月・憲法記念日）

主 催 上伊那陸上競技協会



2021年度 第1回上伊那トライアル                                                  
　主催：上伊那陸上競技協会                                                      

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
05/03 男子 増田 光月(2) 23.45 山口 智也(3) 24.46 尾関 直也(3) 24.60 鈴木 瑛翔(3) 24.71 杉山 陽祐(2) 25.41 浦野 優至(3) 25.76 小林 勇輝(3) 25.80 市川 蓮也(1) 26.03

２００ｍ 高校･岡谷工高 中学･箕輪中 高校･岡谷工高 中学･赤穂中 一般･信州大 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･岡谷工高 高校･岡谷工高
05/03 南澤 道大(3) 2,02.09 中谷 純 2,06.42 廣島 壮(3) 2,09.64 保科 陽斗(3) 2,11.86 大森 瑛稀(3) 2,12.04 木下 斎滉(3) 2,16.70 澤井 勇斗(3) 2,18.44 中山 和歩(2) 2,19.22

８００ｍ 中学･赤穂中 一般･上伊那陸協 中学･辰野中 中学･宮田中 中学･伊那東部中 中学･駒ヶ根東中 中学･辰野中 高校･伊那弥生ヶ丘高
05/03 大槻 心(3) 4,28.57 中谷 純 4,36.93 小川 聖司(1) 4,43.90 玉木 輝(2) 4,45.39 入谷 星穏(2) 4,51.45 小松 真優(1) 4,54.00 井内 悠人(3) 4,59.19 岡添 智史(2) 4,59.71

１５００ｍ 中学･箕輪中 一般･上伊那陸協 高校･伊那弥生ヶ丘高 中学･赤穂中 中学･赤穂中 高校･高遠高 中学･辰野中 高校･岡谷工高
05/03  +1.6小田切 民朗(3) 19.73

110mH(1.067m) 高校･駒ヶ根工高
05/03 下平 真吾(2) 5.99(-1.9) 西山 陸(2) 5.68(-1.2) 山口 春(3) 5.35(-2.7) 那須 凜太郎(3)5.10(-0.4) 小澤 碧大(2) 5.03(-0.7) 前田 真孝 5.03(-1.8) 中澤 達也(2) 5.01(-0.8) 島﨑 悠(2) 4.87(+0.4)

走幅跳 高校･駒ヶ根工高 高校･岡谷工高 中学･辰野中 中学･箕輪中 中学･赤穂中 一般･長野ﾏｽﾀｰｽﾞ 中学･箕輪中 中学･箕輪中
05/03 赤穂中       46.35

４×１００ｍ 日野　要(3)
小林 歩睦(3)
鈴木 瑛翔(3)
酒井　隼斗(3)

05/03 中学男子  +0.7唐澤 伊織(3) 20.00
110mH(0.914m) 中学･箕輪中

05/03 小学男子 木下 真太朗(6) 2,43.77 井沼 佑樹(6) 2,44.08 藤満 智大(5) 2,44.20 武村 翔月(6) 2,56.80 大澤 平祁(5) 2,58.29 松川 龍太朗(6) 2,59.94 原 琥太郎(5) 3,00.20 赤羽 陽晴(4) 3,02.43
８００ｍ 小学･富県小 小学･赤穂東小 小学･駒ヶ根中沢RC 小学･箕輪町陸上部 小学･ALF RC 小学･伊那AC 小学･箕輪北小 小学･辰野西小

05/03  -0.5宮地 花央(5) 19.23
８０ｍＨ 小学･富県小

05/03 中原 朋愛(5) 1.10
走高跳 小学･富県小

05/03 三澤 晴人(5) 2.31(-1.5)
走幅跳 小学･西箕輪小

05/03 有賀 煌輝(5) 33.78 石川 湊大(5) 33.74 小牧 利駆(5) 29.40 羽柴 隼人(4) 27.48 中城 大登(5) 27.38 竹村 亮佑(4) 25.76 堀部 誠人(5) 17.40
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･西箕輪小 小学･西箕輪小 小学･富県小 小学･中沢小 小学･西箕輪小 小学･中沢小 小学･西箕輪小

05/03 小学4年男子 中島 泰助(4) 16.06 鈴木 晋(4) 16.13 上野 颯佑(4) 16.17 竹澤 翼(4) 16.40 宮脇 創生(4) 16.59 逢坂 遥輝(4) 16.62 竹村 俊希(4) 16.80 小松原 暖(4) 16.87
１００ｍ 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･西箕輪小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･中沢小 小学･南箕輪小 小学･ALF RC 小学･中沢小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

05/03 小学5年男子 小笠原 賢太(5) 15.02 ﾌｪﾍｲﾗ ﾈﾘ ｷﾞｭﾙﾒ( 15.33 鈴木 琳汰(5) 15.49 呉本 天虎(5) 16.00 加古 竜誠(5) 16.14 浦野 直斗(5) 16.80 田中 紳一郎(5) 16.91 竹村 維人(5) 17.12
１００ｍ 小学･東春近小 小学･伊那北小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･伊那北小 小学･中部小 小学･箕輪北小 小学･東春近小 小学･富県小

05/03 小学6年男子  -1.1宮澤 悠悟(6) 14.10 城倉 大和(6) 15.27 松崎 圭佑(6) 15.83 有賀 圭介(6) 16.46 久保田 龍真(6) 16.94 佐藤 伶(6) 17.15 中林 幸太郎(6) 18.22 杉木 陽(6) 18.90
１００ｍ 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･東春近小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･東春近小 小学･東春近小 小学･中部小 小学･中部小 小学･辰野西小



決勝 5月3日  8:40

県小学新(ER )       11.72

風速 -0.5

 1 宮地 花央(5) 小学     19.23 
ﾐﾔﾁ ﾊﾅｵ 富県小

3   143

80

８０ｍＨ            

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月3日 10:05

 1 木下 真太朗(6) 小学   2,43.77 
ｷﾉｼﾀ ｼﾝﾀﾛｳ 富県小

 2 井沼 佑樹(6) 小学   2,44.08 
ｲﾇﾏ ﾕｳｷ 赤穂東小

 3 藤満 智大(5) 小学   2,44.20 
ﾌｼﾞﾐﾂ ﾄﾓﾋﾛ 駒ヶ根中沢RC

 4 武村 翔月(6) 小学   2,56.80 
ﾀｹﾑﾗ ｶﾂﾞｷ 箕輪町陸上部

 5 大澤 平祁(5) 小学   2,58.29 
ｵｵｻﾜ ﾀｲｷ ALF RC

 6 松川 龍太朗(6) 小学   2,59.94 
ﾏﾂｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 伊那AC

 7 原 琥太郎(5) 小学   3,00.20 
ﾊﾗ ｺﾀﾛｳ 箕輪北小

 8 赤羽 陽晴(4) 小学   3,02.43 
ｱｶﾊﾈ ﾊﾙｾｲ 辰野西小

 9 大島 力闘(4) 小学   3,04.00 
ｵｵｼﾏ ﾘｷﾄ 駒ヶ根中沢RC

10 池上 和寿(4) 小学   3,06.88 
ｲｹｶﾞﾐ ｶｽﾞﾄｼ 辰野西小

11 小林 優仁(4) 小学   3,07.05 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾄ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

12 小幡 哲平(5) 小学   3,07.42 
ｵﾊﾞﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 駒ヶ根中沢RC

13 山本 唯斗(6) 小学   3,33.79 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲﾄ 赤穂東小

7   150

12   198

10   177

4   178

11   114

8   173

5   110

6   183

3   194

2   176

13   220

9   145

1   153

小学男子

８００ｍ            

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月3日  9:20

風速 -1.1

 1 宮澤 悠悟(6) 小学     14.10 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｺﾞ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 2 城倉 大和(6) 小学     15.27 
ｼﾞｮｳｸﾗ ﾋﾛﾄ 東春近小

 3 松崎 圭佑(6) 小学     15.83 
ﾏﾂｻﾞｷ ｹｲｽｹ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 4 有賀 圭介(6) 小学     16.46 
ｱﾙｶﾞ ｹｲｽｹ 東春近小

 5 久保田 龍真(6) 小学     16.94 
ｸﾎﾞﾀ ﾘｭｳﾏ 東春近小

 6 佐藤 伶(6) 小学     17.15 
ｻﾄｳ ﾚｲ 中部小

 7 中林 幸太郎(6) 小学     18.22 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ 中部小

 8 杉木 陽(6) 小学     18.90 
ｽｷﾞｷ ﾊﾙ 辰野西小

2   216

3   123

7   166

4   218

8   204

5   164

6   205

1   165

小学6年男子

１００ｍ            

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月3日  9:25

県小学新(ER)        13.06
大会新(GR)          13.92

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 -1.2

 1 小笠原 賢太(5) 小学     15.02  1 呉本 天虎(5) 小学     16.00 
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｹﾝﾀ 東春近小 ｸﾚﾓﾄ ﾀｶﾄﾗ 伊那北小

 2 ﾌｪﾍｲﾗ ﾈﾘ ｷﾞｭﾙﾒ(5小学     15.33  2 田中 紳一郎(5) 小学     16.91 
ﾌｪﾍｲﾗ ﾈﾘ ｷﾞｭﾙﾒ 伊那北小 ﾀﾅｶ ｼﾝｲﾁﾛｳ 東春近小

 3 鈴木 琳汰(5) 小学     15.49  3 竹村 維人(5) 小学     17.12 
ｽｽﾞｷ ﾘﾝﾀ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ﾀｹﾑﾗ ﾕｲﾄ 富県小

 4 加古 竜誠(5) 小学     16.14  4 宮沢 虎太郎(5) 小学     18.01 
ｶｺ ﾘｭｳｾｲ 中部小 ﾐﾔｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ 南箕輪小

 5 浦野 直斗(5) 小学     16.80  5 細田 直希(5) 小学     19.97 
ｳﾗﾉ ﾅｵﾄ 箕輪北小 ﾎｿﾀﾞ ﾅｵｷ 東春近小

 6 伊藤 大和(5) 小学     17.19 
ｲﾄｳ ﾔﾏﾄ 七久保小

4   101

2   162

6   169

3   141

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   129

5   172

6   219

2   200

4   213

7   163

3   128

小学5年男子

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 小笠原 賢太(5) 小学 東春近小     15.02 (-0.3)   1   1
   2 ﾌｪﾍｲﾗ ﾈﾘ ｷﾞｭﾙﾒ(5) 小学 伊那北小     15.33 (-0.3)   1   2
   3 鈴木 琳汰(5) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     15.49 (-0.3)   1   3
   4 呉本 天虎(5) 小学 伊那北小     16.00 (-1.2)   2   1
   5 加古 竜誠(5) 小学 中部小     16.14 (-0.3)   1   4
   6 浦野 直斗(5) 小学 箕輪北小     16.80 (-0.3)   1   5
   7 田中 紳一郎(5) 小学 東春近小     16.91 (-1.2)   2   2
   8 竹村 維人(5) 小学 富県小     17.12 (-1.2)   2   3
   9 伊藤 大和(5) 小学 七久保小     17.19 (-0.3)   1   6
  10 宮沢 虎太郎(5) 小学 南箕輪小     18.01 (-1.2)   2   4
  11 細田 直希(5) 小学 東春近小     19.97 (-1.2)   2   5

  129
  213
  172

  101
  162

  169
  141
  219

備考 組 順位
  163
  128
  200

小学5年男子

１００ｍ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）



決勝 5月3日  9:35

県小学新(ER )       12.27
大会新  (GR )       12.74

[ 1組] 風速 -1.5 [ 2組] 風速 -1.4

 1 竹村 俊希(4) 小学     16.80  1 中島 泰助(4) 小学     16.06 
ﾀｹﾑﾗ ｼｭﾝｷ 中沢小 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲｽｹ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 2 小松原 暖(4) 小学     16.87  2 鈴木 晋(4) 小学     16.13 
ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾙ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ｽｽﾞｷ ｼﾝ 西箕輪小

 3 伊藤 大翔(4) 小学     17.03  3 竹澤 翼(4) 小学     16.40 
ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾄ 南箕輪小 ﾀｹｻﾞﾜ ﾀｽｸ 中沢小

 4 北澤 駿之介(4) 小学     17.27  4 宮脇 創生(4) 小学     16.59 
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ 赤穂小 ﾐﾔﾜｷ ｿｳ 南箕輪小

 4 宮原 惺成(4) 小学     17.27  5 逢坂 遥輝(4) 小学     16.62 
ﾐﾔﾊﾗ ｾﾅ 中部小 ｵｵｻｶ ﾊﾙｷ ALF RC

 6 佐々木 悠河(4) 小学     17.87  6 北原 拓昊(4) 小学     18.08 
ｻｻｷ ﾕｳｶﾞ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ｷﾀﾊﾗ ﾀｸﾄ 中部小

[ 3組] 風速 -0.7

 1 上野 颯佑(4) 小学     16.17 
ｳｴﾉ ｿｳｽｹ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 2 宮脇 拓実(4) 小学     18.10 
ﾐﾔﾜｷ ﾀｸﾐ 中沢小

 3 唐澤 陵介(4) 小学     18.63 
ｶﾗｻﾜ ﾘｮｳｽｹ 南箕輪小

 4 荻原 翔大(4) 小学     18.83 
ｵｷﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ 中部小

 5 杉木 翔(4) 小学     19.17 
ｽｷﾞｷ ｶｹﾙ 辰野西小

 6 下平 純登(4) 小学     19.66 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｷﾖﾄ 東春近小

3   111

4   161

2   104

7   206

6   199

5   160

6   210

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7   221

5   184

2   139

3   156

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   196

6   209

7   197

4   106

3   126

2   157

5   195

小学4年男子

１００ｍ            

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 中島 泰助(4) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     16.06 (-1.4)   2   1
   2 鈴木 晋(4) 小学 西箕輪小     16.13 (-1.4)   2   2
   3 上野 颯佑(4) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     16.17 (-0.7)   3   1
   4 竹澤 翼(4) 小学 中沢小     16.40 (-1.4)   2   3
   5 宮脇 創生(4) 小学 南箕輪小     16.59 (-1.4)   2   4
   6 逢坂 遥輝(4) 小学 ALF RC     16.62 (-1.4)   2   5
   7 竹村 俊希(4) 小学 中沢小     16.80 (-1.5)   1   1
   8 小松原 暖(4) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     16.87 (-1.5)   1   2
   9 伊藤 大翔(4) 小学 南箕輪小     17.03 (-1.5)   1   3
  10 北澤 駿之介(4) 小学 赤穂小     17.27 (-1.5)   1   4
  10 宮原 惺成(4) 小学 中部小     17.27 (-1.5)   1   4
  12 佐々木 悠河(4) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     17.87 (-1.5)   1   6
  13 北原 拓昊(4) 小学 中部小     18.08 (-1.4)   2   6
  14 宮脇 拓実(4) 小学 中沢小     18.10 (-0.7)   3   2
  15 唐澤 陵介(4) 小学 南箕輪小     18.63 (-0.7)   3   3
  16 荻原 翔大(4) 小学 中部小     18.83 (-0.7)   3   4
  17 杉木 翔(4) 小学 辰野西小     19.17 (-0.7)   3   5
  18 下平 純登(4) 小学 東春近小     19.66 (-0.7)   3   6
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  221
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組 順位
  196
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小学4年男子

１００ｍ            
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考



決勝 5月3日  9:10

有賀 煌輝(5) 小学
ｱﾙｶﾞ ｺｳｷ 西箕輪小
石川 湊大(5) 小学
ｲｼｶﾜ ｿｳﾀ 西箕輪小
小牧 利駆(5) 小学
ｺﾏｷ ﾘｸ 富県小
羽柴 隼人(4) 小学
ﾊｼﾊﾞ ﾊﾔﾄ 中沢小
中城 大登(5) 小学
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾋﾛﾄ 西箕輪小
竹村 亮佑(4) 小学
ﾀｹﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 中沢小
堀部 誠人(5) 小学
ﾎﾘﾍﾞ ﾏｻﾄ 西箕輪小

 17.40 15.49 17.40

 25.76 

7 4   138
13.80

25.30 25.76 23.79
6 3   158

 27.38 22.70 25.05

 27.48 

5 6   137
27.38

27.29 23.40 27.48
4 7   159

 29.40 28.19 22.67

 33.74 

3 5   147
29.40

30.64 33.74 33.12
2 2   136

 33.78 33.78   X

備考
1 1   135

27.27

-5- -6- 記録-2- -3- -4-氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

小学男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投      

決勝



決勝 5月3日  8:50

県小学新             5.47

三澤 晴人(5) 小学   2.29   2.25   2.31    2.31 
ﾐｻﾜ ﾊﾙﾄ 西箕輪小   -1.5   -2.0   -1.5    -1.5

小学男子

走幅跳              

決勝

氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 備考
1 1   140

-5- -6- 記録-2- -3- -4-



決勝 5月3日  9:00

中原 朋愛(5) 小学
ﾅｶﾊﾗ ﾄﾓﾁｶ 富県小

XO  1.10XO O XXX

1m13
1 1   142

O O O O XO

記録m95 m98 備考m85 m90 1m01 1m04 1m07 1m10

小学男子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月3日 10:50

風速 +0.7

 1 唐澤 伊織(3) 中学     20.00 
ｶﾗｻﾜ ｲｵﾘ 箕輪中
小林 歩睦(3) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ 赤穂中

4  8005

3  8245
欠場

中学男子

１１０ｍＨ(0.914m)  

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月3日 11:35

[ 1組] 風速 -2.3 [ 2組] 風速 -1.7

 1 髙野 徳之(1) 中学     29.54  1 中澤 達也(2) 中学     26.93 
ﾀｶﾉﾉﾘﾕｷ 赤穂中 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 箕輪中

 2 竹村 基誉成(2) 中学     30.00  2 原田 琢己(3) 中学     27.37 
ﾀｹﾑﾗ ｷﾖﾅﾘ 駒ヶ根東中 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 赤穂中

 3 原田 一史(2) 中学     30.31  3 北原 快聖(3) 中学     27.84 
ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞｼ 春富中 ｷﾀﾊﾗ ｶｲｾｲ 駒ヶ根東中

 4 原田 和磨(1) 中学     30.49  4 穴澤 祐翔(2) 中学     28.36 
ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 赤穂中 ｱﾅｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 春富中

 5 今村 虎士郎(2) 中学     32.86  5 野村 陽斗(1) 中学     28.87 
ｲﾏﾑﾗ ﾄﾗｼﾞﾛｳ 辰野中 ﾉﾑﾗ ﾊﾙﾄ 伊那AC

 6 下平 澄真(2) 中学     33.08 荒井 康汰(2) 中学
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾄｳﾏ 春富中 ｱﾗｲ ｺｳﾀ 辰野中
冨永 哲平(2) 中学 若山 武蔵(3) 中学
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 中川中 ﾜｶﾔﾏ ﾑｻｼ 中川中

[ 3組] 風速 -2.9 [ 4組] 風速 -0.4

 1 鈴木 瑛翔(3) 中学     24.71  1 山口 智也(3) 中学     24.46 
ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ 赤穂中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 箕輪中

 2 浦野 優至(3) 高校     25.76  2 小林 勇輝(3) 高校     25.80 
ｳﾗﾉ ﾕｳｲ 伊那弥生ヶ丘高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 岡谷工高

 3 田中 優一(3) 中学     26.50  3 市川 蓮也(1) 高校     26.03 
ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁ 箕輪中 ｲﾁｶﾜ ﾚﾝﾔ 岡谷工高

 4 上田 暖幸(1) 中学     26.55  4 竹村 昌之(3) 中学     26.20 
ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾕｷ 赤穂中 ﾀｹﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 駒ヶ根東中

 5 藤村 太士(3) 中学     27.60  5 河合 生稀(3) 高校     26.50 
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｲｼ 伊那東部中 ｶﾜｲ ｲﾌﾞｷ 岡谷工高

 6 河﨑 充琉(3) 中学     27.75 小林 歩睦(3) 中学
ｶﾜｻｷ ﾐﾘｭｳ 辰野中 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ 赤穂中

 7 木見尻 蓮(2) 中学     28.22 
ｷﾐｼﾞﾘ ﾚﾝ 辰野中

[ 5組] 風速 +3.1

 1 増田 光月(2) 高校     23.45 
ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ 岡谷工高

 2 尾関 直也(3) 高校     24.60 
ｵｾﾞｷ ﾅｵﾔ 岡谷工高

 3 杉山 陽祐(2) 一般     25.41 
ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾕｳ 信州大

 4 青木 健太(3) 高校     26.88 
ｱｵｷ ｹﾝﾀ 伊那弥生ヶ丘高
酒井 琢磨(2) 高校
ｻｶｲ ﾀｸﾏ 岡谷工高
丸岡 精二 一般
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC

5   278
欠場

6     3
欠場

4     6

2   453

3   252

7   269

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  7955

3   276

6  8245

7   256

2  8263

氏  名 所属名 記録／備考
4  8002

順 ﾚｰﾝ No.

5   275

4  8103

7  8247

8  7954

3  8001

5  8237

6   452

失格
3  8311

欠場
2  8315

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6     2

5  7967

 8243

2  8260

7  8163

所属名順 ﾚｰﾝ No. 記録／備考
4  8012

8

所属名

6  8161

5  8232

3

記録／備考

8  8164

7  8233

4  7968

氏  名

 8265

男子

２００ｍ            

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名



   1 増田 光月(2) 高校 岡谷工高     23.45 (+3.1)   5   1
   2 山口 智也(3) 中学 箕輪中     24.46 (-0.4)   4   1
   3 尾関 直也(3) 高校 岡谷工高     24.60 (+3.1)   5   2
   4 鈴木 瑛翔(3) 中学 赤穂中     24.71 (-2.9)   3   1
   5 杉山 陽祐(2) 一般 信州大     25.41 (+3.1)   5   3
   6 浦野 優至(3) 高校 伊那弥生ヶ丘高     25.76 (-2.9)   3   2
   7 小林 勇輝(3) 高校 岡谷工高     25.80 (-0.4)   4   2
   8 市川 蓮也(1) 高校 岡谷工高     26.03 (-0.4)   4   3
   9 竹村 昌之(3) 中学 駒ヶ根東中     26.20 (-0.4)   4   4
  10 田中 優一(3) 中学 箕輪中     26.50 (-2.9)   3   3
  10 河合 生稀(3) 高校 岡谷工高     26.50 (-0.4)   4   5
  12 上田 暖幸(1) 中学 赤穂中     26.55 (-2.9)   3   4
  13 青木 健太(3) 高校 伊那弥生ヶ丘高     26.88 (+3.1)   5   4
  14 中澤 達也(2) 中学 箕輪中     26.93 (-1.7)   2   1
  15 原田 琢己(3) 中学 赤穂中     27.37 (-1.7)   2   2
  16 藤村 太士(3) 中学 伊那東部中     27.60 (-2.9)   3   5
  17 河﨑 充琉(3) 中学 辰野中     27.75 (-2.9)   3   6
  18 北原 快聖(3) 中学 駒ヶ根東中     27.84 (-1.7)   2   3
  19 木見尻 蓮(2) 中学 辰野中     28.22 (-2.9)   3   7
  20 穴澤 祐翔(2) 中学 春富中     28.36 (-1.7)   2   4
  21 野村 陽斗(1) 中学 伊那AC     28.87 (-1.7)   2   5
  22 髙野 徳之(1) 中学 赤穂中     29.54 (-2.3)   1   1
  23 竹村 基誉成(2) 中学 駒ヶ根東中     30.00 (-2.3)   1   2
  24 原田 一史(2) 中学 春富中     30.31 (-2.3)   1   3
  25 原田 和磨(1) 中学 赤穂中     30.49 (-2.3)   1   4
  26 今村 虎士郎(2) 中学 辰野中     32.86 (-2.3)   1   5
  27 下平 澄真(2) 中学 春富中     33.08 (-2.3)   1   6
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決勝 5月3日 10:45

風速 +1.6

 1 小田切 民朗(3) 高校     19.73 
ｺﾀｷﾞﾘ ﾀﾐｵ 駒ヶ根工高

3   505

男子

１１０ｍＨ(1.067m)  

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月3日 10:10

[ 1組] [ 2組]

 1 北原 快聖(3) 中学   2,20.94  1 大森 瑛稀(3) 中学   2,12.04 
ｷﾀﾊﾗ ｶｲｾｲ 駒ヶ根東中 ｵｵﾓﾘ ｴｲｷ 伊那東部中

 2 藤満 優樹(1) 中学   2,25.32  2 木下 斎滉(3) 中学   2,16.70 
ﾌｼﾞﾐﾂ ﾕｳｷ 赤穂中 ｷﾉｼﾀ ｲｯｺｳ 駒ヶ根東中

 3 福澤 一真(2) 中学   2,25.33  3 中山 和歩(2) 高校   2,19.22 
ﾌｸｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 伊那東部中 ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞﾎ 伊那弥生ヶ丘高

 4 滝澤 秀斗(1) 中学   2,27.70  4 矢澤 颯介(1) 中学   2,22.42 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾄ 赤穂中 ﾔｻﾞﾜ ｿｳｽｹ 赤穂中

 5 倉田 晃輔(3) 中学   2,27.96  5 竹村 基誉成(2) 中学   2,27.92 
ｸﾗﾀ ｺｳｽｹ 南箕輪中 ﾀｹﾑﾗ ｷﾖﾅﾘ 駒ヶ根東中
中森 瞭太朗(2) 中学  6 荒井 康汰(2) 中学   2,36.70 
ﾅｶﾓﾘ ﾘｮｳﾀﾛｳ 中川中 ｱﾗｲ ｺｳﾀ 辰野中
北澤 亮太朗(3) 高校 藤田 啓斗(2) 高校
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 岡谷工高 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾄ 岡谷工高
大場 詩月(2) 中学
ｵｵﾊﾞ ｼﾂﾞｷ 中川中

[ 3組]

 1 南澤 道大(3) 中学   2,02.09 
ﾐﾅﾐｻﾞﾜ ﾐﾁﾋﾛ 赤穂中

 2 中谷 純 一般   2,06.42 
ﾅｶﾔ ｼﾞｭﾝ 上伊那陸協

 3 廣島 壮(3) 中学   2,09.64 
ﾋﾛｼﾏ ｿｳ 辰野中

 4 保科 陽斗(3) 中学   2,11.86 
ﾎｼﾅ ﾊﾙﾄ 宮田中

 5 澤井 勇斗(3) 中学   2,18.44 
ｻﾜｲ ﾊﾔﾄ 辰野中
清水 應佑(2) 中学
ｼﾐｽﾞ ｵｳｽｹ 赤穂中
田中 惠介(2) 高校
ﾀﾅｶ ｹｲｽｹ 駒ヶ根工高

男子

８００ｍ            

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
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   1 南澤 道大(3) 中学 赤穂中     2,02.09   3   1
   2 中谷 純 一般 上伊那陸協     2,06.42   3   2
   3 廣島 壮(3) 中学 辰野中     2,09.64   3   3
   4 保科 陽斗(3) 中学 宮田中     2,11.86   3   4
   5 大森 瑛稀(3) 中学 伊那東部中     2,12.04   2   1
   6 木下 斎滉(3) 中学 駒ヶ根東中     2,16.70   2   2
   7 澤井 勇斗(3) 中学 辰野中     2,18.44   3   5
   8 中山 和歩(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     2,19.22   2   3
   9 北原 快聖(3) 中学 駒ヶ根東中     2,20.94   1   1
  10 矢澤 颯介(1) 中学 赤穂中     2,22.42   2   4
  11 藤満 優樹(1) 中学 赤穂中     2,25.32   1   2
  12 福澤 一真(2) 中学 伊那東部中     2,25.33   1   3
  13 滝澤 秀斗(1) 中学 赤穂中     2,27.70   1   4
  14 竹村 基誉成(2) 中学 駒ヶ根東中     2,27.92   2   5
  15 倉田 晃輔(3) 中学 南箕輪中     2,27.96   1   5
  16 荒井 康汰(2) 中学 辰野中     2,36.70   2   6

男子

８００ｍ            
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
 8246
    4
 7952
 8212
 8107
 8261
 7951
  455
 8260
 8234
 8240
 8121

 7967

 8238
 8265
 8054



決勝 5月3日 12:10

[ 1組] [ 2組]

 1 深谷 稲生(3) 中学   5,01.22  1 大槻 心(3) 中学   4,28.57 
ﾌｶﾔ ﾄｷ 駒ヶ根東中 ｵｵﾂｷ ｼﾝ 箕輪中

 2 澁谷 晃太(2) 中学   5,05.72  2 中谷 純 一般   4,36.93 
ｼﾌﾞﾔ ｺｳﾀ 駒ヶ根東中 ﾅｶﾔ ｼﾞｭﾝ 上伊那陸協

 3 滝澤 秀斗(1) 中学   5,06.02  3 小川 聖司(1) 高校   4,43.90 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾄ 赤穂中 ｵｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ 伊那弥生ヶ丘高

 4 松井 優志(3) 中学   5,16.30  4 玉木 輝(2) 中学   4,45.39 
ﾏﾂｲ ﾕｳｼ 伊那東部中 ﾀﾏｷ ﾋｶﾙ 赤穂中

 5 小林 泰雅(1) 中学   5,24.86  5 入谷 星穏(2) 中学   4,51.45 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｶﾞ 箕輪中 ｲﾘﾔ ｼｵﾝ 赤穂中

 6 井上 夏輝(2) 中学   5,27.28  6 小松 真優(1) 高校   4,54.00 
ｲﾉｳｴ ﾅﾂｷ 伊那東部中 ｺﾏﾂ ﾏﾋﾛ 高遠高

 7 荻原 悠大(1) 中学   5,36.04  7 井内 悠人(3) 中学   4,59.19 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 箕輪中 ｲｳﾁ ﾕｳﾄ 辰野中

 8 佐藤 将太郎(3) 中学   5,42.38  8 岡添 智史(2) 高校   4,59.71 
ｻﾄｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 駒ヶ根東中 ｵｶｿﾞｴ ｻﾄｼ 岡谷工高
花村 真生(3) 中学  9 渋谷 悠斗(2) 中学   5,03.09 
ﾊﾅﾑﾗ ﾏｵ 駒ヶ根東中 ｼﾌﾞﾔ ﾕｳﾄ 赤穂中
井口 航希(2) 中学 10 高見 渉大(3) 中学   5,15.54 
ｲｸﾞﾁ ｺｳｷ 箕輪中 ﾀｶﾐ ｼｮﾀ 伊那東部中
山口 陽也(3) 中学 11 田中 惠介(2) 高校   5,31.62 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾔ 箕輪中 ﾀﾅｶ ｹｲｽｹ 駒ヶ根工高
小泉 陽貴(2) 高校 津金 海斗(3) 中学
ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙｷ 岡谷工高 ﾂｶﾞﾈ ｶｲﾄ 中川中
横澤 克也(3) 中学 富永 陽人(3) 中学
ﾖｺｻﾜ ｶﾂﾔ 中川中 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾊﾙﾄ 中川中

男子

１５００ｍ          

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
5  8262

9  8264

7  8238

13  8106

 8267

12    10

3  8122

6   253
欠場

1  8266
欠場

2  8013
欠場

順 No.

4  7994
欠場

8    11

11

所属名 記録／備考
6  7990

2     4

1   431

7  8224

9  8225

5   381

4  7950

10   280

11  8221

3  8102

13   507

8  8329
欠場

12  8313
欠場

10  8310
欠場



   1 大槻 心(3) 中学 箕輪中     4,28.57   2   1
   2 中谷 純 一般 上伊那陸協     4,36.93   2   2
   3 小川 聖司(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     4,43.90   2   3
   4 玉木 輝(2) 中学 赤穂中     4,45.39   2   4
   5 入谷 星穏(2) 中学 赤穂中     4,51.45   2   5
   6 小松 真優(1) 高校 高遠高     4,54.00   2   6
   7 井内 悠人(3) 中学 辰野中     4,59.19   2   7
   8 岡添 智史(2) 高校 岡谷工高     4,59.71   2   8
   9 深谷 稲生(3) 中学 駒ヶ根東中     5,01.22   1   1
  10 渋谷 悠斗(2) 中学 赤穂中     5,03.09   2   9
  11 澁谷 晃太(2) 中学 駒ヶ根東中     5,05.72   1   2
  12 滝澤 秀斗(1) 中学 赤穂中     5,06.02   1   3
  13 高見 渉大(3) 中学 伊那東部中     5,15.54   2  10
  14 松井 優志(3) 中学 伊那東部中     5,16.30   1   4
  15 小林 泰雅(1) 中学 箕輪中     5,24.86   1   5
  16 井上 夏輝(2) 中学 伊那東部中     5,27.28   1   6
  17 田中 惠介(2) 高校 駒ヶ根工高     5,31.62   2  11
  18 荻原 悠大(1) 中学 箕輪中     5,36.04   1   7
  19 佐藤 将太郎(3) 中学 駒ヶ根東中     5,42.38   1   8

男子

１５００ｍ          
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
 7990
    4

 8106

  431
 8224
 8225
  381
 7950
  280

   10

 8267

 8122
  507
   11

 8262
 8221
 8264
 8238
 8102



決勝 5月3日  9:30

唐澤 伊織(3) 中学 欠場
ｶﾗｻﾜ ｲｵﾘ 箕輪中

男子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考
1  8005



決勝 5月3日  9:30

下平 真吾(2) 高校   5.94   5.99   5.97    5.99 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼﾝｺﾞ 駒ヶ根工高   -2.5   -1.9   +0.2    -1.9
西山 陸(2) 高校   5.19   5.51   5.68    5.68 
ﾆｼﾔﾏ ﾘｸ 岡谷工高   -3.1   -1.0   -1.2    -1.2
山口 春(3) 中学   4.59   5.35   5.23    5.35 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙ 辰野中   -0.3   -2.7   -1.3    -2.7
那須 凜太郎(3) 中学   4.93   5.10   4.47    5.10 
ﾅｽ ﾘﾝﾀﾛｳ 箕輪中   -1.2   -0.4   -3.5    -0.4
小澤 碧大(2) 中学   5.02   4.77   5.03    5.03 
ｵｻﾞﾜ ｱｵｲ 赤穂中   -0.6   -2.7   -0.7    -0.7
前田 真孝 一般   4.69   5.03   4.65    5.03 
ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ   -1.2   -1.8   -1.8    -1.8
中澤 達也(2) 中学    X   5.00   5.01    5.01 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 箕輪中   -1.7   -0.8    -0.8
島﨑 悠(2) 中学   4.87   4.42   4.41    4.87 
ｼﾏｻﾞｷ ﾕｳ 箕輪中   +0.4   -3.1    0.0    +0.4
井口 安爾(2) 中学   4.84   4.62   4.65    4.84 
ｲｸﾞﾁ ｱﾝｼﾞ 箕輪中   -1.5   -4.0   -0.4    -1.5
保科 陽斗(3) 中学   4.83    -    -    4.83 
ﾎｼﾅ ﾊﾙﾄ 宮田中   -2.6    -2.6
小口 陽大(2) 中学   4.77   4.24   4.21    4.77 
ｵｸﾞﾁ ﾖｳﾀ 箕輪中   -0.5   -1.1   -2.4    -0.5
白鳥 遥大(2) 中学   4.68    X    X    4.68 
ｼﾛﾄﾘ ﾊﾙﾄ 箕輪中   -2.0    -2.0
鈴木 瑛翔(3) 中学    X   4.59    X    4.59 
ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ 赤穂中   -3.6    -3.6
田口 悠聖(2) 中学   4.43   3.77   4.07    4.43 
ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｾｲ 箕輪中   -0.5   -1.3   -0.8    -0.5
板山 正宗(2) 中学   4.01   4.16   4.17    4.17 
ｲﾀﾔﾏ ﾏｻﾑﾈ 春富中   -1.3   -0.1   -2.0    -2.0
上田 暖幸(1) 中学   3.40   3.98   3.96    3.98 
ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾕｷ 赤穂中   -0.5   -1.2   -0.5    -1.2
岩﨑 遼(3) 高校    X    X   3.90    3.90 
ｲﾜｻｷ ﾘｮｳ 岡谷工高   -0.1    -0.1
阿部 瑞樹(1) 中学   3.01   3.35   3.11    3.35 
ｱﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 赤穂中   +0.1   -1.7   +0.2    -1.7
吉澤 志琉(3) 中学 欠場
ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾘｭｳ 中川中
丸山 輝(3) 高校 欠場
ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ 岡谷工高

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   506

-5-

2 16   279

3 15     8

4 13  7992

5 9  8222

6 12     9

7 10  8012

8 6  8016

9 8  8008

10 11  8212

11 5  8015

12 7  8010

13 17  8247

14 1  8011

15 4  8160

16 3  8237

17 18   274

18 2  8230

14  8314

19   272



決勝 5月3日 12:35

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 赤穂中  8220 日野　要(3)     46.35 

ﾋﾉ ｶﾅﾒ
中学  8245 小林 歩睦(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ
 8247 鈴木 瑛翔(3)

ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ
 8241 酒井　隼斗(3)

ｻｶｲ ﾊﾔﾄ

男子

４×１００ｍ        

決勝
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