
第18回伊那市小中学生陸上競技記録会                                              
　　主　催：伊那市教育委員会・伊那市体育協会陸上競技部                          
　　開催日：平成25年6月9日(日)                                                  
　　審判長：北沢秋司                                                            

決勝記録一覧表
(GR:大会新  ) 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
06/09 小学４年男子  -1.7中山 翔晴(4) 15.69 西澤 歩夢(4) 15.77 矢島 陸渡(4) 15.94 宮下 裕二朗(4) 16.37 原 裕貴(4) 16.54 赤羽 祐哉(4) 16.74 河野 颯太(4) 16.82 酒井 悠世(4) 16.98

１００ｍ 小学･伊那北小 小学･高遠小 小学･西箕輪小 小学･伊那北小 小学･伊那東小 小学･西春近北小 小学･東春近小 小学･西春近北小
06/09 小牧 大晟(4) 3.50(-0.3) 福澤 洸士(4) 3.45(-0.8) 篠田 宙(4) 3.23(-1.2) 唐澤 慧(4) 3.23(-1.2) 橋爪 滉平(4) 2.92(-1.2) 浦野 陽平(4) 2.73(-1.2) 下平 朱莉(4) 2.69(0.0) 久保 凜太郎(4)2.47(-0.8)

走幅跳 小学･富県小 小学･美篶小 小学･伊那北小 小学･伊那北小 小学･美篶小 小学･伊那東小 小学･東春近小 小学･東春近小
06/09 伊東 拓未(4) 41.44 城倉 皇大(4) 37.20 竹内 陸隼(4) 35.10 山岸大地(4) 32.27 保髙 龍志(4) 31.39 唐澤誠人(4) 29.63 登内 唯翔(4) 28.15 吉田 虹輝(4) 21.80

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号 小学･西春近南小 小学･手良小 小学･高遠小 小学･伊那西小 小学･東春近小 小学･伊那西小 小学･高遠北小 小学･東春近小
06/09 伊那北小     1,04.48 西箕輪小     1,05.36 高遠小(A)     1,06.48 東春近小     1,07.22 伊那小     1,08.18 美篶小     1,08.39 伊那東小     1,09.29

４×１００ｍＲ 篠田 宙(4) 西村 渉(4) 伊澤 頼寿(4) 山本 大翔(4) 倉田 恭兵(4) 田中 稜馬(4) 向山 諒(4)
唐澤 慧(4) 出羽澤 颯斗(4) 市ノ羽 寛大(4) 宮嶋 翔瑛(4) 諸田 晴樹(4) 伊藤 雄大(4) 唐木 柚季(4)
宮下 裕二朗(4) 小池 倫太(4) 中村 璃空(4) 稲村 碧(4) 大川 千路(4) 北原 慶一(4) 髙内 快都(4)
中山 翔晴(4) 矢島 陸渡(4) 小松 航(4) 塚越 健介(4) 岡地 諒(4) 下平 愛哉(4) ドス・サントス・アン

06/09 小学５年男子   0.0北原 真斗(5) 14.36 武田 直人(5) 14.71 今井 駿世(5) 14.81 林 和真(5) 15.16 根津 涼哉(5) 15.21 逸見 崚輔(5) 15.30 野々田 和真(5) 15.31 大森 才稀(5) 15.36
１００ｍ 小学･美篶小 小学･伊那東小 小学･西春近北小 小学･西箕輪小 小学･西春近南小 小学･伊那小 小学･高遠小 小学･伊那北小

06/09 中村 優成(5) 3.69(0.0) 林 大翔(5) 3.67(+0.3) 赤羽 響(5) 3.65(+1.4) 羽田 智哉(5) 3.55(+0.3) 冨澤 三士郎(5)3.52(-1.1) 久保田 和真(5)3.36(-1.1) 斉藤 柊斗(5) 3.32(0.0) 北澤 禎基(5) 3.27(-1.1)
走幅跳 小学･東春近小 小学･高遠小 小学･美篶小 小学･美篶小 小学･西箕輪小 小学･伊那北小 小学･伊那小 小学･富県小

06/09 池上 智哉(5) 51.15 蟹澤 龍弥(5) 40.64 木下 侑巨(5) 38.13 吹越 李句(5) 36.88 宮脇 柊(5) 36.29 宮澤 悠斗(5) 34.86 清水 魁星(5) 33.34 小川 航平(5) 32.96
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号 小学･高遠小 小学･手良小 小学･美篶小 小学･高遠北小 小学･伊那小 小学･東春近小 小学･伊那小 小学･西春近南小

06/09 美篶小       58.82 伊那小     1,01.67 手良小     1,02.91 西春近南小     1,03.57 伊那北小     1,03.79 伊那東小     1,04.40 東春近小     1,05.31 高遠北小(A)     1,05.63
４×１００ｍＲ 羽田 智哉(5) GR 丸山 智也(5) 酒井 輝(5) 野溝 優吏(5) 牧島 駿太(5) 中條 凌雅(5) 野溝 利一(5) 佐藤 尊(5)

木下 侑巨(5) 北原 翔大(5) 三澤 哲也(5) 小川 航平(5) 久保田 和真(5) 北條 聖稀(5) 北條 天悠(5) 今枝 水穂(5)
赤羽 響(5) 橋場 涼太(5) 三澤 篤史(5) 池上 雅春(5) 田口 木理(5) 溝口 総太(5) 織井 克行(5) 吹越 李句(5)
北原 真斗(5) 逸見 崚輔(5) 白鳥 大翔(5) 根津 涼哉(5) 大森 才稀(5) 武田 直人(5) 宮澤 悠斗(5) 福島 招太(5)

06/09 小学６年男子  +0.2岡部 真明(6) 13.49 川口 晃大(6) 13.88 小林 大輝(6) 14.05 織井 勇輔(6) 14.07 下平 晏士(6) 14.69 工藤 俊介(6) 14.74 登内 遥平(6) 14.94 伊藤 優太(6) 15.43
１００ｍ 小学･高遠小 GR 小学･美篶小 小学･西春近南小 小学･伊那小 小学･東春近小 小学･伊那北小 小学･手良小 小学･手良小

06/09 中村 耕太(6) 3.71(-2.2) 掛川 将大(6) 3.63(0.0) 米山 広大(6) 3.55(-0.3) 春日 雄大郎(6)3.47(-0.9) 恒川 直澄(6) 3.45(-1.0) 矢澤 宏隆(6) 3.44(-1.0) 酒井 舜矢(6) 3.42(-0.3) 小林 大(6) 3.39(-2.2)
走幅跳 小学･西箕輪小 小学･美篶小 小学･伊那小 小学･美篶小 小学･伊那東小 小学･高遠小 小学･伊那北小 小学･西箕輪小

06/09 城倉 優雅(6) 57.49 平澤 裕樹(6) 57.09 飯島 友汰(6) 51.70 有賀 開(6) 49.24 木村 佳寿帆(6) 45.37 鈴木 塁(6) 42.65 小松 優紀(6) 42.61 御子柴 慎太郎(6 38.79
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号 小学･手良小 小学･東春近小 小学･東春近小 小学･西春近南小 小学･伊那小 小学･西箕輪小 小学･手良小 小学･伊那小

06/09 伊那小       57.34 伊那北小       59.10 美篶小       59.16 手良小     1,00.15 東春近小     1,00.93 西箕輪小     1,01.05 西春近南小     1,03.79
４×１００ｍＲ 湯沢 鋼(6) 酒井 舜矢(6) 黒河内 創太(6) 伊藤 優太(6) 下平 晏士(6) 原 千紘(6) 小林 大輝(6)

米山 広大(6) 工藤 俊介(6) 清水 祐来(6) 小松 優紀(6) 木内 寿和(6) 白鳥 健介(6) 坂本 大(6)
織井 勇輔(6) 根津 敬乙(6) 北原 大雅(6) 春日 大和(6) 長谷川 晃聖(6) 鈴木 塁(6) 酒井 魁人(6)
木村 佳寿帆(6) 酒井 龍介(6) 北原 昇悟(6) 登内 遥平(6) 酒井 倖太(6) 中村 耕太(6) 唐木 雅人(6)

06/09 小学共通男子  -0.7塚越 徹(6) 3,19.60 森 拓夢(6) 3,27.93 藤本 拓海(5) 3,30.13 伊藤 琉晴(6) 3,31.26 矢野 純也(6) 3,33.35 小松 優斗(6) 3,41.04 下平 龍哉(6) 3,42.27 木下 太陽(6) 3,45.72
１０００ｍ 小学･西春近北小 小学･東春近小 小学･伊那東小 小学･伊那北小 小学･伊那東小 小学･高遠小 小学･美篶小 小学･西箕輪小

06/09 中学男子  -1.3唐木 大河(3) 12.14 越崎 尊喜(3) 12.38 西納 晶太(3) 12.41 唐澤  諒(2) 12.52 芹川 志出明(2) 12.95 渡邊 楓士(2) 13.02 宮澤 颯汰(2) 13.31
１００ｍ 中学･伊那中 中学･伊那東部中 中学･伊那中 中学･春富中 中学･伊那東部中 中学･春富中 中学･春富中

06/09  -2.1齋藤 春希(3) 4,32.15 平澤 宏二郎(3) 4,49.69 池上 芳樹(3) 4,57.08 渋谷 凌(3) 5,00.11 唐澤 卓郎(2) 5,06.06 中原 陸(3) 5,07.00 大杉 啓(1) 5,07.02 小池 彪(1) 5,07.30
１５００ｍ 中学･伊那中 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中 中学･春富中 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中

06/09 山崎 拓(3) 5.49(-1.3) 宮島 大介(3) 5.39(0.0) 渡辺 堅斗(3) 5.23(-1.3) 酒井 千尋(2) 5.01(-0.2) 飯島 靖之(3) 4.96(+0.2) 松崎 勇起(2) 4.92(+0.2)
走幅跳 中学･伊那中 中学･伊那中 中学･伊那中 中学･春富中 中学･伊那中 中学･伊那東部中

06/09 高井 雅也(3) 9.71 登内 啓一郎(2) 9.43
砲丸投 中学･伊那中 中学･伊那東部中

06/09 伊那中(A)       46.10 伊那東部中(A)      50.23
４×１００ｍＲ 西納 晶太(3) 芹川 志出明(2)

唐木 大河(3) 松崎 勇起(2)
山崎 拓(3) 北野 泰涯(3)
小川 明喜男(3) 越崎 尊喜(3)



予選 6月9日  9:30
決勝 6月9日 11:00

県小学新(SR)        12.27
大会新(GR)          14.75

[ 1組] 風速 +2.2 [ 2組] 風速 -1.1

 1 矢島 陸渡(4) 小学     15.68 q  1 宮下 裕二朗(4) 小学     16.53 q
ﾔｼﾞﾏ ﾘｸﾄ 西箕輪小 ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｼﾞﾛｳ 伊那北小

 2 赤羽 祐哉(4) 小学     16.32 q  2 原 裕貴(4) 小学     16.54 q
ｱｶﾊﾈ ﾕｳﾔ 西春近北小 ﾊﾗ ﾕｳｷ 伊那東小

 3 河野 颯太(4) 小学     16.39 q  3 伊藤 雄大(4) 小学     16.74 
ｺｳﾉ ｿｳﾀ 東春近小 ｲﾄｳ ﾕｳﾀ 美篶小

 4 宮下 潤一(4) 小学     16.90  4 新井 有羽人(4) 小学     17.47 
ﾐﾔｼﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 伊那東小 ｱﾗｲ ﾕｳｼﾞﾝ 東春近小

 5 那須野 威(4) 小学     16.91  5 宮澤 翔(4) 小学     18.39 
ﾅｽﾉ ﾀｹﾙ 手良小 ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｮｳ 高遠小

 6 中田 義生(4) 小学     18.84  6 安西 大穂(4) 小学     19.21 
ﾅｶﾀ ﾖｼｵ 高遠北小 ｱﾝｻﾞｲ ﾀﾞｲﾎ 高遠北小
織井 大和(4) 小学  7 池田 瑠(4) 小学     19.30 
ｵﾘｲ ﾔﾏﾄ 伊那小 ｲｹﾀﾞ  ﾙｲ 富県小
中島 伊吹(4) 小学 井口 大瑛(4) 小学
ﾅｶｼﾞﾏ ｲﾌﾞｷ 西春近南小 ｲｸﾞﾁ ﾀｲﾖｳ 西春近南小

[ 3組] 風速 +0.3

 1 西澤 歩夢(4) 小学     15.36 q
ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 高遠小

 2 中山 翔晴(4) 小学     15.90 q
ﾅｶﾔﾏ ﾄﾊﾞﾙ 伊那北小

 3 酒井 悠世(4) 小学     16.56 q
ｻｶｲ ﾕｳｾｲ 西春近北小

 4 岡地 諒(4) 小学     16.86 
ｵｶﾁ ﾘｮｳ 伊那小

 5 北原 慶一(4) 小学     17.30 
ｷﾀﾊﾗ ｹｲｲﾁ 美篶小

 6 岡本詩音(4) 小学     17.42 
ｵｶﾓﾄｼｵﾝ 伊那西小

 7 小平 龍也(4) 小学     17.79 
ｺﾀﾞｲﾗ  ﾘｭｳﾔ 富県小

 8 西村 渉(4) 小学     17.86 
ﾆｼﾑﾗ ﾜﾀﾙ 西箕輪小

風速 -1.7

 1 中山 翔晴(4) 小学     15.69 
ﾅｶﾔﾏ ﾄﾊﾞﾙ 伊那北小

 2 西澤 歩夢(4) 小学     15.77 
ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 高遠小

 3 矢島 陸渡(4) 小学     15.94 
ﾔｼﾞﾏ ﾘｸﾄ 西箕輪小

 4 宮下 裕二朗(4) 小学     16.37 
ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｼﾞﾛｳ 伊那北小

 5 原 裕貴(4) 小学     16.54 
ﾊﾗ ﾕｳｷ 伊那東小

 6 赤羽 祐哉(4) 小学     16.74 
ｱｶﾊﾈ ﾕｳﾔ 西春近北小

 7 河野 颯太(4) 小学     16.82 
ｺｳﾉ ｿｳﾀ 東春近小

 8 酒井 悠世(4) 小学     16.98 
ｻｶｲ ﾕｳｾｲ 西春近北小

7   343
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記録／備考
5   150

4   168

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5   414

7   323

4   404

3    35

6   303

1     5

8   168

2   150

失格

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

2   419

3   267

6   160

5   178
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8   377

4   359

No. 氏  名 所属名記録／備考 記録／備考
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小学４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 ﾚｰﾝ順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
1   331



予選 6月9日  9:40
決勝 6月9日 11:05

県小学新(SR)        12.27
大会新(GR)          13.73

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 -1.1

 1 武田 直人(5) 小学     14.52 q  1 北原 真斗(5) 小学     14.48 q
ﾀｹﾀﾞ ﾅｵﾄ 伊那東小 ｷﾀﾊﾗ ﾏﾅﾄ 美篶小

 2 逸見 崚輔(5) 小学     15.12 q  2 今井 駿世(5) 小学     14.75 q
ﾍﾝﾐ ﾘｮｳｽｹ 伊那小 ｲﾏｲ ﾊﾔｾ 西春近北小

 3 根津 涼哉(5) 小学     15.20 q  3 林 和真(5) 小学     15.05 q
ﾈﾂﾞ  ﾘｮｳﾔ 西春近南小 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾏ 西箕輪小

 4 野々田 和真(5) 小学     15.24 q  4 北原 翔大(5) 小学     15.44 
ﾉﾉﾀ ﾞｶｽﾞﾏ 高遠小 ｷﾀﾊﾗ ｼｮｳﾀﾞｲ 伊那小

 5 古賀 ツヨシ(5) 小学     16.24  5 小澤 佳惟(5) 小学     16.32 
ｺｶﾞ ﾂﾖｼ 東春近小 ｵｻﾞﾜ ｶｲ 西春近南小

 6 大原 ユスケ(5) 小学     17.43  6 酒井 輝(5) 小学     16.52 
ｵｵﾊﾗ ﾕｽｹ 伊那北小 ｻｶｲ ｱｷﾗ 手良小
吉野 就登(5) 小学  7 今枝 水穂(5) 小学     16.70 
ﾖｼﾉ ｼｭｳﾄ 西箕輪小 ｲﾏｴﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ 高遠北小

[ 3組] 風速  0.0

 1 大森 才稀(5) 小学     15.20 q
ｵｵﾓﾘ ｻｲｷ 伊那北小

 2 唐澤 佳汰(5) 小学     15.74 
ｶﾗｻﾜ ｹｲﾀ 伊那東小

 3 小牧 悠真(5) 小学     15.90 
ｺﾏｷ  ﾕｳﾏ 富県小

 4 北原  諒(5) 小学     16.04 
ｷﾀﾊﾗ ﾘｮｳ 美篶小

 5 大鐘 凌(5) 小学     16.26 
ｵｵｶﾞﾈ ﾘｮｳ 東春近小

 6 三澤 哲也(5) 小学     16.26 
ﾐｻﾜ ﾃﾂﾔ 手良小

 7 佐久間 航生(5) 小学     16.47 
ｻｸﾏ ｺｳｷ 西春近北小

風速  0.0

 1 北原 真斗(5) 小学     14.36 
ｷﾀﾊﾗ ﾏﾅﾄ 美篶小

 2 武田 直人(5) 小学     14.71 
ﾀｹﾀﾞ ﾅｵﾄ 伊那東小

 3 今井 駿世(5) 小学     14.81 
ｲﾏｲ ﾊﾔｾ 西春近北小

 4 林 和真(5) 小学     15.16 
ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾏ 西箕輪小

 5 根津 涼哉(5) 小学     15.21 
ﾈﾂﾞ  ﾘｮｳﾔ 西春近南小

 6 逸見 崚輔(5) 小学     15.30 
ﾍﾝﾐ ﾘｮｳｽｹ 伊那小

 7 野々田 和真(5) 小学     15.31 
ﾉﾉﾀ ﾞｶｽﾞﾏ 高遠小

 8 大森 才稀(5) 小学     15.36 
ｵｵﾓﾘ ｻｲｷ 伊那北小

2   174

7   149

1   275

8     2

3   300

4   332

6   406

5    83

7   301

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   362

8   213

3   416

4   408

2   149

6    79

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7   219

3   187

5    31

6   284

2   300

4   332

No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   406

3   315
欠場

順 ﾚｰﾝ

6   350

4   148

2   275

5   174

記録／備考
8    83

7     2

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 6月9日  9:50
決勝 6月9日 11:10

県小学新(SR)        12.27
大会新(GR)          13.63

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +1.4

 1 岡部 真明(6) 小学     13.61 q  1 織井 勇輔(6) 小学     14.01 q
ｵｶﾍ ﾞｻﾀﾞｱｷ 高遠小 ｵﾘｲ ﾕｳｽｹ 伊那小

 2 川口 晃大(6) 小学     14.07 q  2 工藤 俊介(6) 小学     14.55 q
ｶﾜｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 美篶小 ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 伊那北小

 3 小林 大輝(6) 小学     14.20 q  3 伊藤 優太(6) 小学     15.10 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 西春近南小 ｲﾄｳ ﾕｳﾀ 手良小

 4 下平 晏士(6) 小学     14.80 q  4 藤澤 健人(6) 小学     15.25 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾝｼﾞ 東春近小 ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｹﾄ 高遠北小

 5 登内 遥平(6) 小学     15.14 q  5 白鳥 健介(6) 小学     15.32 
ﾄﾉｳﾁ ﾖｳﾍｲ 手良小 ｼﾛﾄﾘ ｹﾝｽｹ 西箕輪小

 6 湯沢 鋼(6) 小学     15.48  6 山田 海星(6) 小学     15.43 
ﾕｻﾞﾜ ﾊｶﾞﾈ 伊那小 ﾔﾏﾀﾞ ｶｲｾｲ 高遠小

 7 原 千紘(6) 小学     16.10 白鳥 恒一(6) 小学
ﾊﾗ ﾁﾋﾛ 西箕輪小 ｼﾛﾄﾘ ｺｳｲﾁ 美篶小

 8 小松 泰斗(6) 小学     16.58 
ｺﾏﾂ ﾀｲﾄ 伊那北小

風速 +0.2

 1 岡部 真明(6) 小学     13.49 
ｵｶﾍ ﾞｻﾀﾞｱｷ 高遠小

 2 川口 晃大(6) 小学     13.88 
ｶﾜｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 美篶小

 3 小林 大輝(6) 小学     14.05 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 西春近南小

 4 織井 勇輔(6) 小学     14.07 
ｵﾘｲ ﾕｳｽｹ 伊那小

 5 下平 晏士(6) 小学     14.69 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾝｼﾞ 東春近小

 6 工藤 俊介(6) 小学     14.74 
ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 伊那北小

 7 登内 遥平(6) 小学     14.94 
ﾄﾉｳﾁ ﾖｳﾍｲ 手良小

 8 伊藤 優太(6) 小学     15.43 
ｲﾄｳ ﾕｳﾀ 手良小

2   230

1   210

8   341

7   132

6   283

4    16

記録／備考
5   159

大会新
3   391

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3   161

7   400
欠場

4   200

8   327

5   132

6   210

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
2    16

6   316

2   143

1   230

3    26

7   283

4   341

大会新
5   391

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

記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
8   159



決勝 6月9日 10:10

県小学新          2,52.94
大会新(GR)        3,13.11

 1 塚越 徹(6) 小学   3,19.60 
ﾂｶｺｼ ﾃﾂ 西春近北小

 2 森 拓夢(6) 小学   3,27.93 
ﾓﾘ ﾀｸﾑ 東春近小

 3 藤本 拓海(5) 小学   3,30.13 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｸﾐ 伊那東小

 4 伊藤 琉晴(6) 小学   3,31.26 
ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 伊那北小

 5 矢野 純也(6) 小学   3,33.35 
ﾔﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 伊那東小

 6 小松 優斗(6) 小学   3,41.04 
ｺﾏﾂ ﾕｳﾄ 高遠小

 7 下平 龍哉(6) 小学   3,42.27 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｭｳﾔ 美篶小

 8 木下 太陽(6) 小学   3,45.72 
ｷﾉｼﾀ ﾀｲﾖｳ 西箕輪小

 9 矢野 琉(6) 小学   3,47.49 
ﾔﾉ ﾘｭｳ 美篶小

10 春日 大和(6) 小学   3,50.53 
ｶｽｶﾞ ﾔﾏﾄ 手良小

11 竹松 和德(5) 小学   3,50.64 
ﾀｹﾏﾂ  ｶｽﾞﾉﾘ 富県小

12 福嶋 招太(5) 小学   3,59.90 
ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ 高遠北小

13 酒井 隼人(5) 小学   4,00.19 
ｻｶｲ ﾊﾔﾄ 手良小

14 唐木 雅人(6) 小学   4,00.59 
ｶﾗｷ ﾏｻﾄ 西春近南小

15 會田 堅都(4) 小学   4,06.88 
ｱｲﾀﾞ ｹﾝﾄ 新山小

16 北條 泰崇(4) 小学   4,33.32 
ﾎｳｼﾞｮｳ ﾔｽﾀｶ 富県小
金井 蓮(6) 小学
ｶﾅｲ ﾚﾝ 東春近小
松崎 タオ(5) 小学
ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｵ 高遠北小
飯塚 来夢(6) 小学
ｲｲﾂﾞｶ ﾗｲﾑ 西春近南小
唐澤 泰世(6) 小学
ｶﾗｻﾜ ﾀｲｾｲ 伊那北小

小学共通男子

１０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
11   312

1   361

4    81

7   128

16    89

13   167

2   380

18   330

8   411

9   221

15   421

6   203

3   220

12   289

20   265

17   426

5   348
欠場

10   190
欠場

14   293
欠場

19   154
欠場



決勝 6月9日 11:30

県小学新(SR )       51.04
大会新  (GR )     1,02.24

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 伊那北小   139 篠田 宙(4)   1,04.48 

ｲﾅｷﾀｼｮｳ ｼﾉﾀﾞ ｿﾗ
  153 唐澤 慧(4)

ｶﾗｻﾜ ｹｲ
  130 宮下 裕二朗(4)

ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｼﾞﾛｳ
  150 中山 翔晴(4)

ﾅｶﾔﾏ ﾄﾊﾞﾙ
 2   4 西箕輪小   323 西村 渉(4)   1,05.36 

ﾆｼﾐﾉﾜｼｮｳ ﾆｼﾑﾗ ﾜﾀﾙ
  319 出羽澤 颯斗(4)

ﾃﾞﾜｻﾜ ﾊﾔﾄ
  320 小池 倫太(4)

ｺｲｹ ﾘﾝﾀ
  331 矢島 陸渡(4)

ﾔｼﾞﾏ ﾘｸﾄ
 3   8 高遠小(A)   158 伊澤 頼寿(4)   1,06.48 

ﾀｶﾄｵｼｮｳA ｲｻﾜ ﾗｲｽﾞ
  162 市ノ羽 寛大(4)

ｲﾁﾉﾊ ｶﾝﾀﾞｲ
  172 中村 璃空(4)

ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ
  163 小松 航(4)

ｺﾏﾂ ﾜﾀﾙ
 4   3 東春近小   352 山本 大翔(4)   1,07.22 

ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶｼｮｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾄ
  346 宮嶋 翔瑛(4)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｼｮｳｴｲ
  338 稲村 碧(4)

ｲﾅﾑﾗ ｱｵｲ
  365 塚越 健介(4)

ﾂｶｺｼ ｹﾝｽｹ
 5   6 伊那小    21 倉田 恭兵(4)   1,08.18 

ｲﾅｼｮｳ ｸﾗﾀ ｷｮｳﾍｲ
   12 諸田 晴樹(4)

ﾓﾛﾀ ﾊﾙｷ
   22 大川 千路(4)

ｵｵｶﾜ ｾﾝﾛ
    5 岡地 諒(4)

ｵｶﾁ ﾘｮｳ
 6   5 美篶小   396 田中 稜馬(4)   1,08.39 

ﾐｽｽﾞｼｮｳ ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾏ
  377 伊藤 雄大(4)

ｲﾄｳ ﾕｳﾀ
  404 北原 慶一(4)

ｷﾀﾊﾗ ｹｲｲﾁ
  379 下平 愛哉(4)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏﾅﾔ
 7   2 伊那東小    66 向山 諒(4)   1,09.29 

ｲﾅﾋｶﾞｼｼｮｳ ﾑｶｲﾔﾏ ﾘｮｳ
   78 唐木 柚季(4)

ｶﾗｷ ﾕｳｷ
   91 髙内 快都(4)

ﾀｶｳﾁ ｶｲﾄ
   60 ドス・サントス・アン

ﾄﾞｽ･ｻﾝﾄｽ･ｱﾝﾄﾞﾚ･ﾙ

小学４年男子

４×１００ｍＲ      

決勝



決勝 6月9日 11:40

県小学新(SR )       51.04
大会新  (GR )       59.43

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 美篶小   378 羽田 智哉(5)     58.82 

ﾐｽｽﾞｼｮｳ ﾊﾀ ﾄﾓﾔ 大会新
  410 木下 侑巨(5)

ｷﾉｼﾀ ﾕｳｺﾞ
  390 赤羽 響(5)

ｱｶﾊﾈ ﾋﾋﾞｷ
  406 北原 真斗(5)

ｷﾀﾊﾗ ﾏﾅﾄ
 2   2 伊那小     6 丸山 智也(5)   1,01.67 

ｲﾅｼｮｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾔ
   31 北原 翔大(5)

ｷﾀﾊﾗ ｼｮｳﾀﾞｲ
    9 橋場 涼太(5)

ﾊｼﾊ ﾞﾘｮｳﾀ
    2 逸見 崚輔(5)

ﾍﾝﾐ ﾘｮｳｽｹ
 3   6 手良小   219 酒井 輝(5)   1,02.91 

ﾃﾗｼｮｳ ｻｶｲ ｱｷﾗ
  213 三澤 哲也(5)

ﾐｻﾜ ﾃﾂﾔ
  214 三澤 篤史(5)

ﾐｻﾜ ｱﾂｼ
  234 白鳥 大翔(5)

ｼﾛﾄﾘ ﾊﾙﾄ
 4   5 西春近南小   296 野溝 優吏(5)   1,03.57 

ﾆｼﾊﾙﾁｶﾐﾅﾐｼｮｳ ﾉﾐｿﾞ ﾕｳﾘ
  281 小川 航平(5)

ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ
  285 池上 雅春(5)

ｲｹｶﾞﾐ ﾏｻﾊﾙ
  275 根津 涼哉(5)

ﾈﾂﾞ  ﾘｮｳﾔ
 5   7 伊那北小   156 牧島 駿太(5)   1,03.79 

ｲﾅｷﾀｼｮｳ ﾏｷｼﾏ ｼｭﾝﾀ
  129 久保田 和真(5)

ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾏ
  151 田口 木理(5)

ﾀｸﾞﾁ ﾓｸﾘ
  149 大森 才稀(5)

ｵｵﾓﾘ ｻｲｷ
 6   8 伊那東小    77 中條 凌雅(5)   1,04.40 

ｲﾅﾋｶﾞｼｼｮｳ ﾅｶｼﾞｮｳ ﾘｮｳｶﾞ
   86 北條 聖稀(5)

ﾎｳｼﾞｮｳ ｻﾄｷ
   68 溝口 総太(5)

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｿｳﾀ
   83 武田 直人(5)

ﾀｹﾀﾞ ﾅｵﾄ
 7   1 東春近小   375 野溝 利一(5)   1,05.31 

ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶｼｮｳ ﾉﾐｿﾞ ﾘｲﾁ
  373 北條 天悠(5)

ﾎｳｼﾞｮｳ ﾃﾝﾕｳ
  358 織井 克行(5)

ｵﾘｲ ｶﾂﾕｷ
  347 宮澤 悠斗(5)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
 8   3 高遠北小(A)   188 佐藤 尊(5)   1,05.63 

ﾀｶﾄｵｷﾀｼｮｳA ｻﾄｳ ﾀｹﾙ
  187 今枝 水穂(5)

ｲﾏｴﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ
  191 吹越 李句(5)

ﾌｯｺｼ ﾘｸ
  202 福島 招太(5)

ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ

小学５年男子

４×１００ｍＲ      

決勝



決勝 6月9日 11:50

県小学新(SR )       51.04
大会新  (GR )       55.97

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 伊那小    26 湯沢 鋼(6)     57.34 

ｲﾅｼｮｳ ﾕｻﾞﾜ ﾊｶﾞﾈ
   30 米山 広大(6)

ﾖﾈﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ
   16 織井 勇輔(6)

ｵﾘｲ ﾕｳｽｹ
   33 木村 佳寿帆(6)

ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾎ
 2   5 伊那北小   141 酒井 舜矢(6)     59.10 

ｲﾅｷﾀｼｮｳ ｻｶｲ ｼｭﾝﾔ
  132 工藤 俊介(6)

ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ
  133 根津 敬乙(6)

ﾈﾂﾞ ﾄｼｷ
  142 酒井 龍介(6)

ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ
 3   3 美篶小   385 黒河内 創太(6)     59.16 

ﾐｽｽﾞｼｮｳ ｸﾛｺﾞｳﾁ ｿｳﾀ
  389 清水 祐来(6)

ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾗ
  407 北原 大雅(6)

ｷﾀﾊﾗ ﾀｲｶﾞ
  405 北原 昇悟(6)

ｷﾀﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ
 4   7 手良小   210 伊藤 優太(6)   1,00.15 

ﾃﾗｼｮｳ ｲﾄｳ ﾕｳﾀ
  223 小松 優紀(6)

ｺﾏﾂ ﾕｳｷ
  221 春日 大和(6)

ｶｽｶﾞ ﾔﾏﾄ
  230 登内 遥平(6)

ﾄﾉｳﾁ ﾖｳﾍｲ
 5   2 東春近小   341 下平 晏士(6)   1,00.93 

ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶｼｮｳ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾝｼﾞ
  374 木内 寿和(6)

ｷｳﾁ ﾄｼｶｽﾞ
  364 長谷川 晃聖(6)

ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳｾｲ
  354 酒井 倖太(6)

ｻｶｲ ｺｳﾀ
 6   6 西箕輪小   316 原 千紘(6)   1,01.05 

ﾆｼﾐﾉﾜｼｮｳ ﾊﾗ ﾁﾋﾛ
  327 白鳥 健介(6)

ｼﾛﾄﾘ ｹﾝｽｹ
  333 鈴木 塁(6)

ｽｽﾞｷ ﾙｲ
  326 中村 耕太(6)

ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ
 7   4 西春近南小   283 小林 大輝(6)   1,03.79 

ﾆｼﾊﾙﾁｶﾐﾅﾐｼｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ
  276 坂本 大(6)

ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲ
  279 酒井 魁人(6)

ｻｶｲ ｶｲﾄ
  289 唐木 雅人(6)

ｶﾗｷ ﾏｻﾄ

小学６年男子

４×１００ｍＲ      

決勝



決勝 6月9日  9:00

県小学新(SR)         5.47
大会新(GR)           3.88

小牧 大晟(4) 小学   3.24   3.22   3.50    3.50 
ｺﾏｷ ﾀｲｾｲ 富県小   -1.2   +1.0   -0.3    -0.3
福澤 洸士(4) 小学   3.27   3.25   3.45    3.45 
ﾌｸｻﾜ ｺｳｼ 美篶小   -1.2   +1.0   -0.8    -0.8
篠田 宙(4) 小学   3.07   3.23   3.02    3.23 
ｼﾉﾀﾞ ｿﾗ 伊那北小   -0.9   -1.2   -0.8    -1.2
唐澤 慧(4) 小学    X   3.23   3.06    3.23 
ｶﾗｻﾜ ｹｲ 伊那北小   -1.2   +1.0    -1.2
橋爪 滉平(4) 小学   2.92    X    X    2.92 
ﾊｼﾂﾞﾒ  ｺｳﾍｲ 美篶小   -1.2    -1.2
浦野 陽平(4) 小学   2.36   2.73    X    2.73 
ｳﾗﾉ ﾖｳﾍｲ 伊那東小    0.0   -1.2    -1.2
下平 朱莉(4) 小学   2.69   2.54   2.50    2.69 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼｭﾘ 東春近小    0.0   +1.0   -0.8     0.0
久保 凜太郎(4) 小学   2.35   2.41   2.47    2.47 
ｸﾎﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 東春近小    0.0   -1.2   -0.8    -0.8
諏訪 司(4) 小学   2.09   1.97   2.22    2.22 
ｽﾜ ﾂｶｻ 伊那小    0.0   -1.2   -0.8    -0.8
伊藤 集(4) 小学   2.11    X   2.18    2.18 
ｲﾄｳ ｱﾂﾑ 富県小   -1.2   -0.8    -0.8

1010 88   413  413

99 33    17   17

88 44   345  345

77 66   339  339

66 55    62   62

55 77   384  384

44 11   153  153

33 22   139  139

22 99   401  401

備考備考
11 1010   415  415

-5--5- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4-氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1-順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ

小学４年男子

走幅跳走幅跳

決勝決勝決勝



決勝 6月9日  9:40

県小学新(SR)         5.47
大会新(GR)           4.13

中村 優成(5) 小学   3.25   3.26   3.69    3.69 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｾｲ 東春近小   -1.1   -1.1    0.0     0.0
林 大翔(5) 小学   3.67   3.60   3.62    3.67 
ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾄ 高遠小   +0.3   -1.1   +1.4    +0.3
赤羽 響(5) 小学   3.26   3.62   3.65    3.65 
ｱｶﾊﾈ ﾋﾋﾞｷ 美篶小   +0.3   -1.1   +1.4    +1.4
羽田 智哉(5) 小学   3.55   3.12   3.19    3.55 
ﾊﾀ ﾄﾓﾔ 美篶小   +0.3   -1.1   +1.4    +0.3
冨澤 三士郎(5) 小学   3.52   3.42   3.37    3.52 
ﾄﾐｻﾞﾜ ｻﾝｼﾛｳ 西箕輪小   -1.1   -1.1    0.0    -1.1
久保田 和真(5) 小学   3.07   3.36   3.35    3.36 
ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾏ 伊那北小   -1.1   -1.1    0.0    -1.1
斉藤 柊斗(5) 小学   3.06   3.23   3.32    3.32 
ｻｲﾄｳ ｼｭｳﾄ 伊那小   +2.2   +0.5    0.0     0.0
北澤 禎基(5) 小学   3.27   3.11   2.97    3.27 
ｷﾀｻﾞﾜ  ﾖｼｷ 富県小   -1.1   -1.1   +1.4    -1.1
三澤 篤史(5) 小学   3.25   3.24   3.00    3.25 
ﾐｻﾜ ｱﾂｼ 手良小   -1.1   +0.5    0.0    -1.1
白鳥 大翔(5) 小学   3.08   3.23   3.12    3.23 
ｼﾛﾄﾘ ﾊﾙﾄ 手良小   -1.1   +0.5    0.0    +0.5
野溝 利一(5) 小学   3.15   3.03   3.04    3.15 
ﾉﾐｿﾞ ﾘｲﾁ 東春近小   -1.1   +0.5    0.0    -1.1
佐藤 尊(5) 小学   2.87   3.10   3.12    3.12 
ｻﾄｳ ﾀｹﾙ 高遠北小   +2.2   +0.5    0.0     0.0
北條 聖稀(5) 小学   3.01   3.04   2.92    3.04 
ﾎｳｼﾞｮｳ ｻﾄｷ 伊那東小   +2.2   +0.5    0.0    +0.5
中山 天清(5) 小学   2.37   2.79   3.00    3.00 
ﾅｶﾔﾏ ﾃﾝｾｲ 西春近南小   -1.1   +0.5    0.0     0.0
野溝 優吏(5) 小学   2.91   2.92   2.92    2.92 
ﾉﾐｿﾞ ﾕｳﾘ 西春近南小   +0.3   -1.1   +1.4    -1.1
溝口 総太(5) 小学   2.90   2.72   2.87    2.90 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｿｳﾀ 伊那東小   +2.2   +0.3   -1.1    +2.2
前原 岳(5) 小学    X   2.62    X    2.62 
ﾏｴﾊﾗ ﾀｹﾙ 伊那小   +0.3    +0.3

小学５年男子

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 12   363

-5-

2 14   176

3 15   390

4 17   378

5 10   329

6 11   129

7 4   430

8 13   427

9 8   214

10 6   234

11 7   375

12 5   188

13 3    86

14 9   286

17 2    19

15 16   296

16 1    68



決勝 6月9日 10:30

県小学新(SR)         5.47
大会新(GR)           4.46

中村 耕太(6) 小学   3.71   3.25   3.42    3.71 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ 西箕輪小   -2.2   -2.3   -2.2    -2.2
掛川 将大(6) 小学   3.63   3.36   3.58    3.63 
ｶｹｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 美篶小    0.0   -2.4    0.0     0.0
米山 広大(6) 小学   3.55   3.50    X    3.55 
ﾖﾈﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 伊那小   -0.3   -1.0    -0.3
春日 雄大郎(6) 小学   3.24   3.38   3.47    3.47 
ｶｽｶﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 美篶小   -1.8   -0.8   -0.9    -0.9
恒川 直澄(6) 小学   3.21   3.45   3.32    3.45 
ﾂﾈｶﾜ ﾅｵﾄ 伊那東小   -2.0   -1.0    0.0    -1.0
矢澤 宏隆(6) 小学   3.44   3.15   3.06    3.44 
ﾔｻﾞﾜ ﾋﾛﾀｶ 高遠小   -1.0   -1.7   -1.5    -1.0
酒井 舜矢(6) 小学   3.42   2.77   3.04    3.42 
ｻｶｲ ｼｭﾝﾔ 伊那北小   -0.3   -0.2   -0.8    -0.3
小林 大(6) 小学   3.39   3.10   3.25    3.39 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲ 西箕輪小   -2.2   +0.6   -0.3    -2.2
兼子 翔伍(6) 小学   3.03   3.06   3.27    3.27 
ｶﾈｺ ｼｮｳｺﾞ 東春近小    0.0   -1.0   -0.6    -0.6
根津 敬乙(6) 小学   3.09   2.91   3.18    3.18 
ﾈﾂﾞ ﾄｼｷ 伊那北小   -0.7   -1.0   -2.1    -2.1
酒井 魁人(6) 小学   3.13   3.00   2.99    3.13 
ｻｶｲ ｶｲﾄ 西春近南小   -2.2   -1.5    0.0    -2.2
飯島 柊斗(6) 小学   3.03   2.98   2.71    3.03 
ｲｲｼﾞﾏ ｼｭｳﾄ 東春近小   -0.6   -0.7   -2.1    -0.6
坂本 大(6) 小学   2.92   2.94   2.99    2.99 
ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲ 西春近南小   -1.1   -0.9   -0.9    -0.9
田中 颯(6) 小学   2.91   2.85   2.84    2.91 
ﾀﾅｶ ﾊﾔﾃ 高遠小   -0.7   -0.8   +0.3    -0.7
上村 琉乃介(6) 小学 欠場
ｶﾐﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 伊那小

小学６年男子

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 15   326

-5-

2 14   381

3 4    30

4 10   388

5 13    67

6 6   175

7 3   141

8 12   321

9 7   349

10 1   133

11 11   279

12 5   368

2    14

13 9   276

14 8   173



決勝 6月9日  9:00

県小学新(SR )       80.09
大会新  (GR )       48.52

伊東 拓未(4) 小学
ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 西春近南小
城倉 皇大(4) 小学
ｼﾞｮｳｸﾗ ｺｳﾀﾞｲ 手良小
竹内 陸隼(4) 小学
ﾀｹｳﾁ ﾘｸﾄ 高遠小
山岸大地(4) 小学
ﾔﾏｷﾞｼﾀﾞｲﾁ 伊那西小
保髙 龍志(4) 小学
ﾎﾀｶ ﾘｭｳｼ 東春近小
唐澤誠人(4) 小学
ｶﾜｻﾜﾏｻﾄ 伊那西小
登内 唯翔(4) 小学
ﾄﾉｳﾁ ﾕｲﾄ 高遠北小
吉田 虹輝(4) 小学
ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ 東春近小
下平 愛哉(4) 小学
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏﾅﾔ 美篶小
田中 稜馬(4) 小学
ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾏ 美篶小

小学４年男子

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(１号球)   

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 6   266

41.44   O   O  41.44 

2 9   224
  O   O 37.20  37.20 

3 10   170
  O   O 35.10  35.10 

4 4    37
  O   O 32.27  32.27 

5 8   371
31.39   O   O  31.39 

6 7    38
29.63   O   O  29.63 

7 3   199
  O 28.15   O  28.15 

8 1   344
21.80   O   X  21.80 

9 5   379
  O 19.05   O

10 2   396
  O   O 16.55  16.55 

 19.05 



決勝 6月9日  9:50

県小学新(SR )       80.09
大会新  (GR )       57.00

池上 智哉(5) 小学
ｲｹｶﾞﾐ ﾄﾓﾔ 高遠小
蟹澤 龍弥(5) 小学
ｶﾆｻﾜ ﾀﾂﾔ 手良小
木下 侑巨(5) 小学
ｷﾉｼﾀ ﾕｳｺﾞ 美篶小
吹越 李句(5) 小学
ﾌｯｺｼ ﾘｸ 高遠北小
宮脇 柊(5) 小学
ﾐﾔﾜｷ ｼｭｳ 伊那小
宮澤 悠斗(5) 小学
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 東春近小
清水 魁星(5) 小学
ｼﾐｽﾞ ｶｲｾｲ 伊那小
小川 航平(5) 小学
ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 西春近南小
北村 圭吾(5) 小学
ｷﾀﾑﾗ ｹｲｺﾞ 西春近南小
斉藤 貴之(5) 小学
ｻｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ 西箕輪小
根津 直生(5) 小学
ﾈﾂ ﾅｵｷ 東春近小

小学５年男子

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(１号球)   

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 11   169

  O   O 51.15  51.15 

2 10   212
  O 40.64   O  40.64 

3 4   410
  O   O 38.13  38.13 

4 3   191
36.88   O   O  36.88 

5 2     7
36.29   O   O  36.29 

6 9   347
34.86   O   O  34.86 

7 5    18
  O 33.34   O  33.34 

8 8   281
  O   O 32.96  32.96 

9 6   294
  X 32.93   X  32.93 

10 7   324
  O   O 32.33

11 1   351
  X   X 22.96  22.96 

 32.33 



決勝 6月9日 10:40

県小学新(SR )       80.09
大会新  (GR )       62.41

城倉 優雅(6) 小学
ｼﾞｮｳｸﾗ ﾕｳｶﾞ 手良小
平澤 裕樹(6) 小学
ﾋﾗｻﾜ ﾕｳｷ 東春近小
飯島 友汰(6) 小学
ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 東春近小
有賀 開(6) 小学
ｱﾙｶﾞ ｶｲ 西春近南小
木村 佳寿帆(6) 小学
ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾎ 伊那小
鈴木 塁(6) 小学
ｽｽﾞｷ ﾙｲ 西箕輪小
小松 優紀(6) 小学
ｺﾏﾂ ﾕｳｷ 手良小
御子柴 慎太郎(6) 小学
ﾐｺｼｼﾊﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 伊那小
酒井 龍介(6) 小学
ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ 伊那北小
伊藤 史弥(6) 小学
ｲﾄｳ ﾌﾐﾔ 美篶小
柴 拓磨(6) 小学
ｼﾊﾞ ﾀｸﾏ 伊那北小
唐木 佳祐(6) 小学
ｶﾗｷ ｹｲｽｹ 美篶小

小学６年男子

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(１号球)   

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 11   225

  O 57.49   X  57.49 

2 10   370
  O 57.09   O  57.09 

3 12   369
  O   O 51.70  51.70 

4 6   297
  O   O 49.24  49.24 

5 4    33
45.37   O   O  45.37 

6 9   333
  O 42.65   O  42.65 

7 7   223
  O 42.61   O  42.61 

8 2    11
  O 38.79   O  38.79 

9 3   142
  O   O 34.65  34.65 

10 5   376
  X   O 30.45  30.45 

11 1   140
  O   X 30.03

12 8   397
10.23   X   X  10.23 

 30.03 



予選 6月9日 10:00
決勝 6月9日 11:20

県中学新(KCR)       10.85
大会新(GR)          11.82

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 -0.4

 1 唐澤  諒(2) 中学     12.55 q  1 唐木 大河(3) 中学     12.08 q
ｶﾗｻﾜ ﾘｮｳ 春富中 ｶﾗｷ ﾀｲｶﾞ 伊那中

 2 青木 祐太朗(3) 中学     13.68  2 竹前 和輝(3) 中学     12.85 q
ｱｵｷ ﾕｳﾀﾛｳ 伊那中 ﾀｹﾏｴ ｶｽﾞｷ 伊那中

 3 北野 泰涯(3) 中学     13.69  3 芹川 志出明(2) 中学     13.06 q
ｷﾀﾉ ﾀｲｶﾞ 伊那東部中 ｾﾘｶﾜ ｼﾃﾞｱｷ 伊那東部中

 4 伊藤 陸(1) 中学     14.11  4 宮澤 颯汰(2) 中学     13.34 q
ｲﾄｳ ﾘｸ 伊那東部中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳﾀ 春富中

 5 酒井 龍一(1) 中学     14.88  5 林 涼真(1) 中学     13.74 
ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁ 春富中 ﾊﾔｼ  ﾘｮｳﾏ 西箕輪中
小川 明喜男(3) 中学  6 倉田 優希(1) 中学     14.77 
ｵｶﾞﾜ ｱｷｵ 伊那中 ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 伊那東部中

[ 3組] 風速 -0.9

 1 越崎 尊喜(3) 中学     12.37 q
ｺｼｻﾞｷ ﾀﾂｷ 伊那東部中

 2 西納 晶太(3) 中学     12.49 q
ﾆｼﾉｳ ｼｮｳﾀ 伊那中

 3 渡邊 楓士(2) 中学     13.09 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｳｼ 春富中

 4 中山 蓮(1) 中学     13.90 
ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ 伊那東部中

 5 池上 巧海(1) 中学     15.67 
ｲｹｶﾞﾐ ﾀｸﾐ 春富中

風速 -1.3

 1 唐木 大河(3) 中学     12.14 
ｶﾗｷ ﾀｲｶﾞ 伊那中

 2 越崎 尊喜(3) 中学     12.38 
ｺｼｻﾞｷ ﾀﾂｷ 伊那東部中

 3 西納 晶太(3) 中学     12.41 
ﾆｼﾉｳ ｼｮｳﾀ 伊那中

 4 唐澤  諒(2) 中学     12.52 
ｶﾗｻﾜ ﾘｮｳ 春富中

 5 芹川 志出明(2) 中学     12.95 
ｾﾘｶﾜ ｼﾃﾞｱｷ 伊那東部中

 6 渡邊 楓士(2) 中学     13.02 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｳｼ 春富中

 7 宮澤 颯汰(2) 中学     13.31 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳﾀ 春富中
竹前 和輝(3) 中学
ﾀｹﾏｴ ｶｽﾞｷ 伊那中

1   240

欠場
8    52

7    98

2   257

6    49

4   259

5    55

3    94

4   254

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7   257

5   118

3    94

6    49

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

6   334

8   113

4    98

7   240

記録／備考
3    55

5    52

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5   247

4    46

8   125

3    92

記録／備考
7   259

6    50

中学男子

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



決勝 6月9日 10:35

県中学新(KCR)     3,56.20
大会新(GR)        4,10.20

 1 齋藤 春希(3) 中学   4,32.15 
ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ 伊那中

 2 平澤 宏二郎(3) 中学   4,49.69 
ﾋﾗｻﾜ ｺｳｼﾞﾛｳ 伊那東部中

 3 池上 芳樹(3) 中学   4,57.08 
ｲｹｶﾞﾐ ﾖｼｷ 伊那東部中

 4 渋谷 凌(3) 中学   5,00.11 
ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳ 伊那東部中

 5 唐澤 卓郎(2) 中学   5,06.06 
ｶﾗｻﾜ ﾀｸﾛｳ 伊那東部中

 6 中原 陸(3) 中学   5,07.00 
ﾅｶﾊﾗ ﾘｸ 春富中

 7 大杉 啓(1) 中学   5,07.02 
ｵｵｽｷﾞ ﾋﾛﾑ 伊那東部中

 8 小池 彪(1) 中学   5,07.30 
ｺｲｹ ｱｷﾗ 伊那東部中

 9 田畑 優真(3) 中学   5,07.54 
ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳﾏ 伊那中

10 立花  廉(2) 中学   5,10.32 
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾚﾝ 春富中

11 小松 拓海(2) 中学   5,15.07 
ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ 春富中

12 坂下 裕紀(3) 中学   5,24.10 
ｻｶｼﾀ ﾕｳｷ 伊那東部中

13 青柳 颯樹(2) 中学   5,25.56 
ｱｵﾔｷﾞ ｻﾂｷ 春富中

14 北澤 達樹(2) 中学   5,25.69 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾀﾂｷ 春富中

15 唐澤 卓実(2) 中学   5,25.84 
ｶﾗｻﾜ ﾀｸﾐ 春富中

16 小池 功一郎(1) 中学   5,29.28 
ｺｲｹ ｺｳｲﾁﾛｳ 伊那中

17 齋藤 昌希(1) 中学   5,31.32 
ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ 伊那中

18 登内 惇(2) 中学   5,32.37 
ﾄﾉｳﾁ ｼﾞｭﾝ 伊那東部中

19 橋爪 竜生(1) 中学   5,34.71 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀﾂｷ 伊那東部中

20 竹内 健人(1) 中学   5,41.41 
ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾄ 伊那東部中

21 清水 建次郎(1) 中学   5,46.46 
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ 春富中

22 岩村 勇弥(1) 中学   5,53.01 
ｲﾜﾑﾗ ﾕｳﾔ 春富中

23 酒井 陽輝(1) 中学   5,53.98 
ｻｶｲ ﾊﾙｷ 春富中

24 井口 駿太朗(1) 中学   6,15.86 
ｲｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀﾛｳ 春富中

25 唐木 浩一(2) 中学   6,17.90 
ｶﾗｷ ｺｳｲﾁ 伊那東部中
北原 類(3) 中学
ｷﾀﾊﾗ ﾙｲ 伊那東部中

11   121

25   124
欠場

8   246

24   236

18   250

4   239

21    97

19   116

10    59

3   120

20   258

14    47

26   251

2   262

6   248

15   100

1    53

12   263

7   114

17   108

13   122

22   255

9   115

23   106

16    58

5   123

中学男子

１５００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 6月9日 12:00

県中学新(KCR)       43.99
大会新(GR)          46.00

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 伊那中(A)    49 西納 晶太(3)     46.10 

ｲﾅﾁｭｳA ﾆｼﾉｳ ｼｮｳﾀ
   55 唐木 大河(3)

ｶﾗｷ ﾀｲｶﾞ
   45 山崎 拓(3)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸ
   46 小川 明喜男(3)

ｵｶﾞﾜ ｱｷｵ
 2   4 伊那東部中(A)    98 芹川 志出明(2)     50.23 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ｾﾘｶﾜ ｼﾃﾞｱｷ
  109 松崎 勇起(2)

ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ
  125 北野 泰涯(3)

ｷﾀﾉ ﾀｲｶﾞ
   94 越崎 尊喜(3)

ｺｼｻﾞｷ ﾀﾂｷ
  3 伊那中(B)

ｲﾅﾁｭｳB 欠場

中学男子

４×１００ｍＲ

決勝



決勝 6月9日 11:20

県中学新(KCR)        7.04
大会新(GR)           5.93

山崎 拓(3) 中学    X    X   5.49    5.49 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸ 伊那中   -1.3    -1.3
宮島 大介(3) 中学   5.39   5.15   5.32    5.39 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 伊那中    0.0   +0.2   -1.3     0.0
渡辺 堅斗(3) 中学   4.94   5.15   5.23    5.23 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ 伊那中    0.0   +0.2   -1.3    -1.3
酒井 千尋(2) 中学   4.80   5.01    X    5.01 
ｻｶｲ ﾁﾋﾛ 春富中   +0.2   -0.2    -0.2
飯島 靖之(3) 中学    X   4.96   4.89    4.96 
ｲｲｼﾞﾏ ﾔｽﾕｷ 伊那中   +0.2   -1.3    +0.2
松崎 勇起(2) 中学   4.92    X   4.90    4.92 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ 伊那東部中   +0.2   -1.3    +0.2

5 1    56

6 5   109

3 2    54

4 4   245

1 6    45
-5-

2 3    42

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

中学男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 6月9日 11:20

県中学新(KCR)       13.25
大会新(GR)          11.71

高井 雅也(3) 中学
ﾀｶｲ ﾏｻﾔ 伊那中
登内 啓一郎(2) 中学
ﾄﾉｳﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ 伊那東部中

  9.43 

  9.71 

2 1   119
 9.43  8.89  8.81

1 2    43
 9.09  9.71  9.34

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学男子

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-
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