
大会コード 13200525 

第４８回 上伊那秋季陸上競技記録会 

兼 第１８回上伊那スポーツフェスティバル’13 

記録集 

 

期  日： 平成２５年９月７日（土） 

会  場： 伊那市陸上競技場（202030） 

主  催： 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、上伊那教育会、上伊那公民館連絡協議会 

      上伊那校長会、上伊那体育指導委員連絡協議会、上伊那ＰＴＡ連合会 

審 判 長： 城田 忠承      

記録主任： 竹内 秀樹 

 

■この大会で樹立された記録 
月日 種目 予・決 記録 氏名 男女 所属 従来の記録 備考 

9／7 中学女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 決勝 43m68 吉田 みさき 女子 南箕輪(2) 43m39 県中学新

         

         

 

■グラウンドコンディション 

     2013 年 9 月 7 日（土） 

時刻 天候 風向 風速 m/s 気温℃ 湿度% 
 9:00 曇り 南 １．５ ２６．５ ４３ 
10:00 曇り 南西 １．２ ２６．５ ４５ 
11:00 曇り 南南西 １．０ ２６．０ ４５ 
12:00 曇り 南南西 １．１ ２６．５ ４５ 
13:00 曇り 南西 ２．３ ２６．０ ４５ 
14:00 曇り 南西 ０．６ ２６．０ ４６ 
15:00 曇り 北 ０．１ ２６．０ ４８ 

 



第48回上伊那秋季記録会　兼　第18回上伊那ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
　　主催：上伊那陸上競技協会・上伊那ｽﾎﾟｰﾂ振興協議会

決勝記録一覧表
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
09/07 男子 木村 幸太(3) 11.55 丸岡 精二 11.70 山下 桂 11.75 竹澤 翔(2) 11.88 丸山 徹(3) 11.92 日野 和真(2) 11.97 保科 新一郎(1) 12.13 福澤 亮汰(1) 12.26

１００ｍ 中学･鉢盛中 一般･駒ヶ根AC 一般･ﾄｰﾊﾂ 高校･岡谷東高 高校･辰野高 高校･辰野高 高校･高遠高 中学･駒ヶ根東中
09/07 木村 幸太(3) 52.95 保科 新一郎(1) 53.92 山口 裕 54.23 重盛 文宏(2) 54.34 菊地 康亮(1) 54.90 宮尾 淳矢 56.51 宮原 大介(2) 56.68 北原 昂希(2) 57.49

４００ｍ 中学･鉢盛中 高校･高遠高 一般･上伊那郡陸協 高校･駒ヶ根工業高 高校･上伊那農業高 一般･箕輪町陸協 高校･伊那弥生ヶ丘高 中学･飯田高陵中
09/07 北原 崇志 1,58.54 薛 玄太郎(1) 2,05.26 馬場 隆夫(3) 2,10.22 馬場 涼太(1) 2,12.04 矢澤 雄太(1) 2,12.99 竹村 吉晃(3) 2,17.32 宮澤 崇(3) 2,17.33 高橋　健太(1) 2,18.01

８００ｍ 一般･上伊那郡陸協 高校･大町高 中学･駒ヶ根東中 高校･駒ヶ根工業高 高校･伊那北高 中学･駒ヶ根東中 中学･駒ヶ根東中 中学･飯田高陵中
09/07 北原 崇志 4,10.80 薛 玄太郎(1) 4,15.20 那須野 亨(1) 4,16.66 近藤 隆博(1) 4,26.72 森川 知生(2) 4,29.38 児玉 拓矢(2) 4,32.75 矢澤 雄太(1) 4,36.12 谷口 雅弥(1) 4,41.10

１５００ｍ 一般･上伊那郡陸協 高校･大町高 高校･伊那北高 高校･上伊那農業高 高校･伊那弥生ヶ丘高 中学･上諏訪中 高校･伊那北高 高校･上伊那農業高
09/07  -0.9 那須野 亨(1) 16,34.07 木村　和也 16,34.21 田中　秀一 16,41.42

５０００ｍ 高校･伊那北高 ﾄｰﾊﾂ･ﾄｰﾊﾂ ﾄｰﾊﾂ･ﾄｰﾊﾂ
09/07 赤羽 達也(3) 1.85 宮島 大介(3) 1.75 松崎 勇起(2) 1.55 井原 彪(2) 1.55 中路 星耀(2) 1.55 土屋 洸太(2) 1.50 畠山 大生(2) 中学･宮田中 1.40

走高跳 中学･辰野中 中学･伊那中 中学･伊那東部中 中学･飯田高陵中 中学･伊那東部中 中学･飯田高陵中 唐澤  丈(2) 中学･春富中
09/07 松澤 快哉(2) 3.30 池田 孝司(2) 2.80 柳沢 久樹(2) 2.40

棒高跳 高校･赤穂高 中学･伊那東部中 中学･箕輪中
09/07 小口 聖太(2) 5.83(+1.4) 上柳 凌平(2) 5.34(+1.3) 中村玲於奈(2) 5.30(+0.9) 松崎 勇起(2) 5.02(+0.9) 山口 凌平(2) 4.95(+1.3) 加藤 謙伸(2) 4.92(+2.8) 酒井 千尋(2) 4.91(+1.3) 見並 龍佑(2) 4.79(+0.8)

走幅跳 高校･岡谷東高 高校･上伊那農業高 中学･辰野中 中学･伊那東部中 中学･飯田高陵中 中学･宮田中 中学･春富中 中学･赤穂中
09/07 中島 公徳 9.13

砲丸投(7.260kg) 一般･ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
09/07 林 滉介(2) 11.74 早川 謙哉(3) 11.46 落合 恒輝(2) 8.95 小松 央(1) 8.80 前澤 凌(1) 8.60 片倉 一穂(2) 8.39 伊藤 遼太郎(2) 7.16

砲丸投(6.000kg) 高校･上伊那農業高 高校･上伊那農業高 高校･上伊那農業高 高校･赤穂高 高校･高遠高 高校･上伊那農業高 高校･岡谷東高
09/07 中島 公徳 23.82

円盤投(2.000kg) 一般･ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
09/07 林 滉介(2) 34.64 片倉 一穂(2) 33.37 小松 央(1) 27.21 落合 恒輝(2) 27.03 前澤 凌(1) 19.95 伊藤 遼太郎(2) 19.82 三澤 拓未(2) 19.30

円盤投(1.750kg) 高校･上伊那農業高 高校･上伊那農業高 高校･赤穂高 高校･上伊那農業高 高校･高遠高 高校･岡谷東高 高校･岡谷東高
09/07 上伊那農業高(A)      45.51 辰野高       46.13 上伊那農業高(B)      48.07 豊丘中       48.97 箕輪中       49.23 赤穂中       49.91 駒ヶ根東中       49.96 飯田高陵中(A)      50.28

４×１００ｍＲ 稲村 良彦(2) 淺田 翔悟(2) 唐澤 翔馬(1) 鎌倉 翔斗(3) 宮坂 秀星(2) 中平 明辰(1) 竹村 郁輝(2) 土屋 洸太(2)
山崎 久樹(1) 丸山 徹(3) 馬場 信介(2) 原 恭介(3) 登内 健太(2) 唐澤 直人(2) 福澤 亮汰(1) 北原 昂希(2)
竹内 基裕(2) 原 大智(2) 菊地 康亮(1) 唐澤 翔太(3) 松田 直也(1) 見並 龍佑(2) 庄田 裕樹(1) 山口 凌平(2)
林 滉介(2) 日野 和真(2) 上柳 凌平(2) 島岡 佑弥(3) 山崎 翔太(2) 曽根原 賢(2) 小池 直樹(2) 井原 彪(2)

09/07 中学男子 馬場 隆夫(3) 9,19.48 丸田 健悟(3) 9,38.43 垣内 岳(3) 9,42.80 上原 雄大(3) 9,44.58 白川 大地(1) 9,44.70 村山  和勇(3) 10,00.29 木村 祐太(3) 10,00.68 小平 汰一(3) 10,05.92
３０００ｍ 中学･駒ヶ根東中 中学･箕輪中 中学･箕輪中 中学･箕輪中 中学･駒ヶ根東中 中学･ISｼﾞｭﾆｱ 中学･鉢盛中 中学･箕輪中

09/07 奥垣内 崇史(2) 10.91 登内 啓一郎(2) 9.26 奥田 健太(2) 6.81 柳澤 隆真(1) 6.69 藤井 隆聖(1) 6.57 土屋 洸太(2) 6.45 小池 功一郎(1) 6.16 五味 駿太(2) 5.79
砲丸投(5.000kg) 中学･鉢盛中 中学･伊那東部中 中学･宮田中 中学･北安松川中 中学･飯田高陵中 中学･飯田高陵中 中学･伊那中 中学･長峰中

09/07 登内 啓一郎(2) 12.63
円盤投(1.500kg) 中学･伊那東部中

09/07 中澤 隆良(2) 37.28 山口 凌平(2) 30.18 清水 俊弥(2) 26.27 小沢 拓也(1) 25.96 水野 雄斗(1) 25.89 松本 萌甫(1) 25.15 澤柳 拓海(2) 23.78
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･長峰中 中学･飯田高陵中 中学･飯田高陵中 中学･長峰中 中学･長峰中 中学･長峰中 中学･飯田高陵中

09/07 小学4年男子  -0.4 有賀 玄太(4) 15.13 矢島 陸渡(4) 15.58 井上 颯(4) 16.34 武井 拓弥(4) 16.58 唐澤 優大(4) 16.69 出羽澤 颯斗(4) 16.71 西野 瑛修(4) 16.71 今福 海斗(4) 17.23
１００ｍ 小学･南箕輪小 小学･西箕輪小 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小 小学･西箕輪小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･南箕輪小

09/07 小学5年男子  -1.1 山田 海斗(5) 15.33 林 和真(5) 15.44 飯島 悠斗(5) 15.56 宝 一翔(5) 15.57 橋爪 淳(5) 15.81 小島 尚樹(5) 16.05 竹村 大輝(5) 16.16 三好 勇輝(5) 17.05
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･南箕輪小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･高遠小 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小

09/07 小学6年男子  -1.3 岡部 真明(6) 14.03 倉石 大地(6) 15.12 池上 清也(6) 15.40 山田 海星(6) 15.56 白鳥 健介(6) 15.87 前澤 裕気(6) 15.96
１００ｍ 小学･高遠小 小学･高遠小 小学･高遠小 小学･高遠小 小学･西箕輪小 小学･高遠小

09/07 小学共通男子 椎名一郎アレクサンド 3,23.94 清水 星志郎(4) 3,41.03 目黒 道裕(6) 3,41.75 武藤 成世(4) 3,41.92 鈴木 来人(6) 3,42.52 伊藤 大志(5) 3,45.77 伊藤 佑真(4) 4,09.48 唐澤 敬悟(4) 4,10.42
１０００ｍ 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･南箕輪小 小学･中川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･南箕輪小 小学･中川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小

09/07  -0.3 工藤 俊介(6) 15.93 冨澤 三士郎(5) 16.57 斉藤 貴之(5) 17.69
８０ｍＨ 小学･伊那AC 小学･西箕輪小 小学･西箕輪小

09/07 中村 耕太(6) 3.76(0.0) 野々田和真(5) 3.68(-2.3) 林 大翔(5) 3.62(-0.8) 吉田 歩(6) 3.53(-1.5) 小林 大(6) 3.41(-1.1) 樋屋 啓太(6) 3.31(+0.3) 古屋孝太郎(5) 3.22(-0.8) 田中 颯(6) 3.07(-0.7)
走幅跳 小学･西箕輪小 小学･高遠小 小学･高遠小 小学･南箕輪小 小学･西箕輪小 小学･伊那AC 小学･南箕輪小 小学･高遠小

09/07 箕輪中部小RC(A)      58.91 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(A)      59.03 箕輪中部小RC(B)      59.69 南箕輪小(A)     1,02.63 南箕輪小(E)     1,04.27 高遠小     1,06.17 南箕輪小(B)     1,06.33 南箕輪小(C)     1,08.74
４×１００ｍＲ 小日向 温史(6) 橋爪 淳(5) 北原 香音(5) 竹村 大輝(5) 井上 颯(4) 伊澤 頼寿(4) 羽生 智輝(4) 橋爪 宏明(4)

荻原 凌我(6) 飯島 悠斗(5) 征矢 快誠(5) 古屋 孝太郎(5) 武井 拓弥(4) 伊藤 律(4) 米沢 春哉(4) 堀 龍斗(4)
鈴木 裕也(6) 椎名一郎アレクサンド 佐藤 正健(5) 三好 勇輝(5) 唐澤 敬悟(4) 中村 璃空(4) 征矢 誠賢(4) 木下 颯斗(4)
唐澤 秀作(6) 山田 海斗(5) 長野 竜治(5) 宝 一翔(5) 有賀 玄太(4) 小松 航(4) 唐澤 優大(4) 髙橋 雅示(4)

09/07 オープン小学  -1.0 小松 海斗(2) 21.18
１００ｍ 小学･開智小

09/07 松下 純也(6) 3,07.84 牧野 駆(6) 3,14.11 薛 哲平(5) 3,34.11 瀧澤 健人(4) 3,35.64 藤森 大輔(4) 3,39.61 田代 渉悟(6) 3,47.57 吉岡 凜(4) 3,49.42 薛 信之介(5) 3,49.47
１０００ｍ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･北安松川小 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･諏訪FA 小学･北安松川小 小学･北安松川小 小学･北安松川小

09/07  -0.3 中根 颯亮(6) 14.03
８０ｍＨ 小学･桔梗小



決勝 9月7日 11:15

[ 1組] 風速 -1.7 [ 2組] 風速 -1.5

 1 池上 弥雲(1) 中学     15.06  1 今井　春(1) 中学     14.11 
ｲｹｶﾞﾐ ﾔｸﾓ 宮田中 ｲﾏｲ ｼｭﾝ 箕輪中

 2 石腰 昇平(1) 中学     15.10  2 有賀 友哉(1) 中学     14.18 
ｲｼｺｼ ｼｮｳﾍｲ 北安松川中 ｱﾙｶﾞﾕｳﾔ 南箕輪中

 3 織井 昭汰(1) 中学     15.12  3 寺島 侃(1) 中学     14.43 
ｵﾘｲ ｼｮｳﾀ 伊那中 ﾃﾗｼﾏ ｶﾝ 北安松川中

 4 小沢 拓也(1) 中学     15.97  4 酒井 龍一(1) 中学     14.80 
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 長峰中 ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁ 春富中

 5 伊藤 敬紋(1) 中学     16.23  5 宮下 琉(1) 中学     14.94 
ｲﾄｳ ﾀﾓﾝ 北安松川中 ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳ 宮田中

 6 伊藤 蒼一郎(1) 中学     16.34  6 松本 萌甫(1) 中学     15.13 
ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 宮田中 ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴﾄｼ 長峰中

 7 坂井 結音(2) 中学     16.88  7 村上 豪(1) 中学     15.31 
ｻｶｲ ﾕｲﾝ 上諏訪中 ﾑﾗｶﾐ ｺﾞｳ 辰野中
八幡 純矢(1) 高校  8 勝野 竜太(1) 中学     15.64 
ﾔﾜﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 岡谷東高 ｶﾂﾉ ﾘｭｳﾀ 北安松川中

[ 3組] 風速 -1.2 [ 4組] 風速 -1.3

 1 北原 雅大(1) 中学     13.64  1 宮澤 颯汰(2) 中学     13.39 
ｷﾀﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 宮田中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳﾀ 春富中

 2 松田 直也(1) 中学     13.65  2 小池 潤優(1) 中学     13.76 
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 箕輪中 ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ 辰野中

 3 児玉 拓矢(2) 中学     13.82  3 林 涼真(1) 中学     14.03 
ｺﾀﾞﾏ ﾀｸﾔ 上諏訪中 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ 伊那AC

 4 橋本 青空(2) 中学     13.90  4 庄田 裕樹(1) 中学     14.09 
ﾊｼﾓﾄ ｿﾗ 北安松川中 ｼｮｳﾀﾞ ﾕｳｷ 駒ヶ根東中

 5 瀬戸 俊成(1) 中学     14.33  5 長瀬 和真(1) 中学     14.20 
ｾﾄ ｼｭﾝｾｲ 辰野中 ﾅｶﾞｾ ｶｽﾞﾏ 飯田高陵中

 6 福島 凛(1) 中学     14.70  6 酒井 和馬(1) 中学     14.25 
ﾌｸｼﾏ ﾘﾝ 箕輪中 ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ 赤穂中

 7 五味 駿太(2) 中学     15.17  7 倉田 優希(1) 中学     14.34 
ｺﾞﾐ ｼｭﾝﾀ 長峰中 ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 伊那東部中

 8 田口 時生(1) 中学     15.47  8 古瀬 友暉(1) 中学     14.41 
ﾀｸﾞﾁ ﾄｷｵ 飯田高陵中 ﾌﾙｾ ﾕｳｷ 飯田高陵中

[ 5組] 風速 -1.9 [ 6組] 風速 -1.6

 1 渡邊 楓士(2) 中学     13.00  1 小池 直樹(2) 中学     12.54 
ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾌｳｼ 春富中 ｺｲｹ ﾅｵｷ 駒ヶ根東中

 2 柳澤 隆真(1) 中学     13.27  2 加藤 謙伸(2) 中学     13.13 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｭｳﾏ 北安松川中 ｶﾄｳ ｹﾝｼﾝ 宮田中

 3 浅井 威風(2) 中学     13.43  3 伊藤 陸(1) 中学     13.14 
ｱｻｲ ｲﾌﾞｷ 長峰中 ｲﾄｳ ﾘｸ 伊那東部中

 4 小松 誠 一般     13.49  4 芹川志出明(2) 中学     13.17 
ｺﾏﾂ ﾏｺﾄ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ ｾﾘｶﾜ ｼﾃﾞｱｷ 伊那東部中

 5 藤森 遥斗(2) 中学     13.69  5 瀨戸 涼太(2) 中学     13.18 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙﾄ 長峰中 ｾﾄ ﾘｮｳﾀ 辰野中

 6 中平 明辰(1) 中学     13.78  6 赤瀬 崇 一般     13.52 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾀﾂﾖｼ 赤穂中 ｱｶｾ ﾀｶｼ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

 7 藤井 隆聖(1) 中学     13.83  7 矢島　竜成(1) 中学     13.73 
ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 飯田高陵中 ﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｾｲ 箕輪中
朝倉 世蘭(1) 中学 唐澤 直人(2) 中学
ｱｻｸﾗ ｾﾗﾝ 飯田高陵中 ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ 赤穂中

[ 7組] 風速 -1.0 [ 8組] 風速 -1.1

 1 唐澤 翔馬(1) 高校     12.39  1 竹澤 翔(2) 高校     11.88 
ｶﾗｻﾜ ｼｮｳﾏ 上伊那農業高 ﾀｹｻﾞﾜ ｶｹﾙ 岡谷東高

 2 原 大智(2) 高校     12.47  2 福澤 亮汰(1) 中学     12.26 
ﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 辰野高 ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 駒ヶ根東中

 3 片桐 聖護(2) 中学     12.57  3 島岡 佑弥(3) 中学     12.33 
ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳｺﾞ 飯島中 ｼﾏｵｶ ﾕｳﾔ 豊丘中

 4 野田 大夢(2) 中学     12.63  4 淺田 翔悟(2) 高校     12.38 
ﾉﾀﾞ ﾋﾛﾑ 長峰中 ｱｻﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 辰野高

 5 曽根原 賢(2) 中学     12.66  5 原 恭介(3) 中学     12.41 
ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ 赤穂中 ﾊﾗ ｷｮｳｽｹ 豊丘中

 6 牛山 陽太(2) 中学     12.78  6 宮原 大介(2) 高校     12.51 
ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ 辰野中 ﾐﾔﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 伊那弥生ヶ丘高

 7 北原 昂希(2) 中学     12.83  7 竹村 泰地(2) 高校     12.73 
ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ 飯田高陵中 ﾀｹﾑﾗ ﾀｲﾁ 高遠高

 8 高橋 諒人(3) 中学     13.42  8 見並 龍佑(2) 中学     13.29 
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 豊丘中 ﾐﾅﾐ ﾘｭｳｽｹ 赤穂中

男子
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決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
3  1764

2  3783

1  1625

7  1389

8  3784
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6  1206

4   198
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2  6905
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3  6356

4  1742
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3  6357
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4  1756

7  1662

3  1671

2  1549

8     4

1  6902
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   343

4   300

1  1844

5  1398

2  1805

6  1547

8  2055

7    99

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   199

6  1829

7   102

5   297

3    98

4   441

1   381

2  1806



[ 9組] 風速 -1.2

 1 木村 幸太(3) 中学     11.55 
ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 鉢盛中

 2 丸岡 精二 一般     11.70 
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC

 3 山下 桂 一般     11.75 
ﾔﾏｼﾀ ｹｲ ﾄｰﾊﾂ

 4 丸山 徹(3) 高校     11.92 
ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 辰野高

 5 日野 和真(2) 高校     11.97 
ﾋﾉ ｶｽﾞﾏ 辰野高

 6 保科 新一郎(1) 高校     12.13 
ﾎｼﾅ ｼﾝｲﾁﾛｳ 高遠高
伊藤 俊平(2) 高校
ｲﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ 赤穂高

男子

１００ｍ
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  6076

5    16

4   103

8   296

6   299

7   386

3   480
欠場



   1 木村 幸太(3) 中学 鉢盛中     11.55 (-1.2)   9   1
   2 丸岡 精二 一般 駒ヶ根AC     11.70 (-1.2)   9   2
   3 山下 桂 一般 ﾄｰﾊﾂ     11.75 (-1.2)   9   3
   4 竹澤 翔(2) 高校 岡谷東高     11.88 (-1.1)   8   1
   5 丸山 徹(3) 高校 辰野高     11.92 (-1.2)   9   4
   6 日野 和真(2) 高校 辰野高     11.97 (-1.2)   9   5
   7 保科 新一郎(1) 高校 高遠高     12.13 (-1.2)   9   6
   8 福澤 亮汰(1) 中学 駒ヶ根東中     12.26 (-1.1)   8   2
   9 島岡 佑弥(3) 中学 豊丘中     12.33 (-1.1)   8   3
  10 淺田 翔悟(2) 高校 辰野高     12.38 (-1.1)   8   4
  11 唐澤 翔馬(1) 高校 上伊那農業高     12.39 (-1.0)   7   1
  12 原 恭介(3) 中学 豊丘中     12.41 (-1.1)   8   5
  13 原 大智(2) 高校 辰野高     12.47 (-1.0)   7   2
  14 宮原 大介(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     12.51 (-1.1)   8   6
  15 小池 直樹(2) 中学 駒ヶ根東中     12.54 (-1.6)   6   1
  16 片桐 聖護(2) 中学 飯島中     12.57 (-1.0)   7   3
  17 野田 大夢(2) 中学 長峰中     12.63 (-1.0)   7   4
  18 曽根原 賢(2) 中学 赤穂中     12.66 (-1.0)   7   5
  19 竹村 泰地(2) 高校 高遠高     12.73 (-1.1)   8   7
  20 牛山 陽太(2) 中学 辰野中     12.78 (-1.0)   7   6
  21 北原 昂希(2) 中学 飯田高陵中     12.83 (-1.0)   7   7
  22 渡邊 楓士(2) 中学 春富中     13.00 (-1.9)   5   1
  23 加藤 謙伸(2) 中学 宮田中     13.13 (-1.6)   6   2
  24 伊藤 陸(1) 中学 伊那東部中     13.14 (-1.6)   6   3
  25 芹川志出明(2) 中学 伊那東部中     13.17 (-1.6)   6   4
  26 瀨戸 涼太(2) 中学 辰野中     13.18 (-1.6)   6   5
  27 柳澤 隆真(1) 中学 北安松川中     13.27 (-1.9)   5   2
  28 見並 龍佑(2) 中学 赤穂中     13.29 (-1.1)   8   8
  29 宮澤 颯汰(2) 中学 春富中     13.39 (-1.3)   4   1
  30 高橋 諒人(3) 中学 豊丘中     13.42 (-1.0)   7   8
  31 浅井 威風(2) 中学 長峰中     13.43 (-1.9)   5   3
  32 小松 誠 一般 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ     13.49 (-1.9)   5   4
  33 赤瀬 崇 一般 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ     13.52 (-1.6)   6   6
  34 北原 雅大(1) 中学 宮田中     13.64 (-1.2)   3   1
  35 松田 直也(1) 中学 箕輪中     13.65 (-1.2)   3   2
  36 藤森 遥斗(2) 中学 長峰中     13.69 (-1.9)   5   5
  37 矢島　竜成(1) 中学 箕輪中     13.73 (-1.6)   6   7
  38 小池 潤優(1) 中学 辰野中     13.76 (-1.3)   4   2
  39 中平 明辰(1) 中学 赤穂中     13.78 (-1.9)   5   6
  40 児玉 拓矢(2) 中学 上諏訪中     13.82 (-1.2)   3   3
  41 藤井 隆聖(1) 中学 飯田高陵中     13.83 (-1.9)   5   7
  42 橋本 青空(2) 中学 北安松川中     13.90 (-1.2)   3   4
  43 林 涼真(1) 中学 伊那AC     14.03 (-1.3)   4   3
  44 庄田 裕樹(1) 中学 駒ヶ根東中     14.09 (-1.3)   4   4
  45 今井　春(1) 中学 箕輪中     14.11 (-1.5)   2   1
  46 有賀 友哉(1) 中学 南箕輪中     14.18 (-1.5)   2   2
  47 長瀬 和真(1) 中学 飯田高陵中     14.20 (-1.3)   4   5
  48 酒井 和馬(1) 中学 赤穂中     14.25 (-1.3)   4   6
  49 瀬戸 俊成(1) 中学 辰野中     14.33 (-1.2)   3   5
  50 倉田 優希(1) 中学 伊那東部中     14.34 (-1.3)   4   7
  51 古瀬 友暉(1) 中学 飯田高陵中     14.41 (-1.3)   4   8
  52 寺島 侃(1) 中学 北安松川中     14.43 (-1.5)   2   3
  53 福島 凛(1) 中学 箕輪中     14.70 (-1.2)   3   6
  54 酒井 龍一(1) 中学 春富中     14.80 (-1.5)   2   4
  55 宮下 琉(1) 中学 宮田中     14.94 (-1.5)   2   5
  56 池上 弥雲(1) 中学 宮田中     15.06 (-1.7)   1   1
  57 石腰 昇平(1) 中学 北安松川中     15.10 (-1.7)   1   2
  58 織井 昭汰(1) 中学 伊那中     15.12 (-1.7)   1   3
  59 松本 萌甫(1) 中学 長峰中     15.13 (-1.5)   2   6
  60 五味 駿太(2) 中学 長峰中     15.17 (-1.2)   3   7
  61 村上 豪(1) 中学 辰野中     15.31 (-1.5)   2   7
  62 田口 時生(1) 中学 飯田高陵中     15.47 (-1.2)   3   8
  63 勝野 竜太(1) 中学 北安松川中     15.64 (-1.5)   2   8
  64 小沢 拓也(1) 中学 長峰中     15.97 (-1.7)   1   4
  65 伊藤 敬紋(1) 中学 北安松川中     16.23 (-1.7)   1   5
  66 伊藤 蒼一郎(1) 中学 宮田中     16.34 (-1.7)   1   6
  67 坂井 結音(2) 中学 上諏訪中     16.88 (-1.7)   1   7
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決勝 9月7日 12:20

[ 1組] [ 2組]

 1 市川 哲平(2) 高校     59.97  1 宮尾 淳矢 一般     56.51 
ｲﾁｶﾜ ﾃｯﾍﾟｲ 箕輪進修高 ﾐﾔｵ ｼﾞｭﾝﾔ 箕輪町陸協

 2 唐澤 巧(2) 中学   1,01.56  2 井原 彪(2) 中学     59.00 
ｶﾗｻﾜ ｺｳ 辰野中 ｲﾊﾗ ﾋｮｳ 飯田高陵中

 3 中原 渓介(2) 中学   1,03.19  3 唐澤  諒(2) 中学   1,01.42 
ﾅｶﾊﾗ ｹｲｽｹ 宮田中 ｶﾗｻﾜ ﾘｮｳ 春富中

 4 北原 鐘伍(2) 中学   1,05.52  4 橋本 青空(2) 中学   1,04.82 
ｷﾀﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 伊那中 ﾊｼﾓﾄ ｿﾗ 北安松川中

 5 浅井 威風(2) 中学   1,05.79  5 林 涼真(1) 中学   1,09.72 
ｱｻｲ ｲﾌﾞｷ 長峰中 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ 伊那AC

 6 有賀 勇幾(1) 高校   1,11.31  6 白澤 顕新(2) 中学   1,14.79 
ｱﾙｶﾞ ﾕｳｷ 箕輪進修高 ｼﾗｻﾜ ｹﾝｼﾝ 北安松川中
飯田 和希(1) 高校  7 勝野 竜太(1) 中学   1,17.35 
ｲｲﾀﾞ ｶｽﾞｷ 岡谷東高 ｶﾂﾉ ﾘｭｳﾀ 北安松川中
古賀 フェリペ(3)高校
ｺｶﾞ ﾌｪﾘﾍﾟ 箕輪進修高

[ 3組] [ 4組]

 1 山口 裕 一般     54.23  1 木村 幸太(3) 中学     52.95 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾀｶ 上伊那郡陸協 ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 鉢盛中

 2 宮原 大介(2) 高校     56.68  2 保科 新一郎(1) 高校     53.92 
ﾐﾔﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 伊那弥生ヶ丘高 ﾎｼﾅ ｼﾝｲﾁﾛｳ 高遠高

 3 北原 昂希(2) 中学     57.49  3 重盛 文宏(2) 高校     54.34 
ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ 飯田高陵中 ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 駒ヶ根工業高

 4 唐澤 直人(2) 中学   1,00.04  4 菊地 康亮(1) 高校     54.90 
ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ 赤穂中 ｷｸﾁ ｺｳｽｹ 上伊那農業高

 5 池上 優斗(3) 中学   1,00.78 小池 直樹(2) 中学
ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾄ 長谷中 ｺｲｹ ﾅｵｷ 駒ヶ根東中

 6 曽根原 賢(2) 中学   1,02.98 竹村 泰地(2) 高校
ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ 赤穂中 ﾀｹﾑﾗ ﾀｲﾁ 高遠高

 7 熊谷 康成(1) 中学   1,07.02 春日 明日実(1) 高校
ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｾｲ 赤穂中 ｶｽｶﾞ ｱｽﾐ 伊那弥生ヶ丘高 欠場
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 木村 幸太(3) 中学 鉢盛中       52.95   4   1
   2 保科 新一郎(1) 高校 高遠高       53.92   4   2
   3 山口 裕 一般 上伊那郡陸協       54.23   3   1
   4 重盛 文宏(2) 高校 駒ヶ根工業高       54.34   4   3
   5 菊地 康亮(1) 高校 上伊那農業高       54.90   4   4
   6 宮尾 淳矢 一般 箕輪町陸協       56.51   2   1
   7 宮原 大介(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高       56.68   3   2
   8 北原 昂希(2) 中学 飯田高陵中       57.49   3   3
   9 井原 彪(2) 中学 飯田高陵中       59.00   2   2
  10 市川 哲平(2) 高校 箕輪進修高       59.97   1   1
  11 唐澤 直人(2) 中学 赤穂中     1,00.04   3   4
  12 池上 優斗(3) 中学 長谷中     1,00.78   3   5
  13 唐澤  諒(2) 中学 春富中     1,01.42   2   3
  14 唐澤 巧(2) 中学 辰野中     1,01.56   1   2
  15 曽根原 賢(2) 中学 赤穂中     1,02.98   3   6
  16 中原 渓介(2) 中学 宮田中     1,03.19   1   3
  17 橋本 青空(2) 中学 北安松川中     1,04.82   2   4
  18 北原 鐘伍(2) 中学 伊那中     1,05.52   1   4
  19 浅井 威風(2) 中学 長峰中     1,05.79   1   5
  20 熊谷 康成(1) 中学 赤穂中     1,07.02   3   7
  21 林 涼真(1) 中学 伊那AC     1,09.72   2   5
  22 有賀 勇幾(1) 高校 箕輪進修高     1,11.31   1   6
  23 白澤 顕新(2) 中学 北安松川中     1,14.79   2   6
  24 勝野 竜太(1) 中学 北安松川中     1,17.35   2   7
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決勝 9月7日  9:55

[ 1組] [ 2組]

 1 高橋　健太(1) 中学   2,18.01  1 北原 崇志 一般   1,58.54 
ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 飯田高陵中 ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ 上伊那郡陸協

 2 佐々木 勇人(2) 中学   2,22.28  2 薛 玄太郎(1) 高校   2,05.26 
ｻｻｷ ﾊﾔﾄ 飯田高陵中 ｾﾂ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 大町高

 3 原田 伊吹(2) 中学   2,28.03  3 馬場 隆夫(3) 中学   2,10.22 
ﾊﾗﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 北安松川中 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶｵ 駒ヶ根東中

 4 三島 颯太(1) 中学   2,28.96  4 馬場 涼太(1) 高校   2,12.04 
ﾐｼﾏ ｿｳﾀ 鉢盛中 ﾊﾞﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 駒ヶ根工業高

 5 矢嶋 泰毅(1) 中学   2,29.80  5 矢澤 雄太(1) 高校   2,12.99 
ﾔｼﾞﾏ ﾀｲｷ 飯田高陵中 ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 伊那北高

 6 下平 勇希(1) 中学   2,32.48  6 竹村 吉晃(3) 中学   2,17.32 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 駒ヶ根東中 ﾀｹﾑﾗ ﾖｼｱｷ 駒ヶ根東中

 7 小林 豪(1) 中学   2,32.90  7 宮澤 崇(3) 中学   2,17.33 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 駒ヶ根東中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳ 駒ヶ根東中

 8 伊藤 士恩(1) 中学   2,36.00  8 小野 挙(1) 高校   2,19.16 
ｲﾄｳ ｼｵﾝ 駒ヶ根東中 ｵﾉ ｱｸﾞﾙ 伊那北高

 9 小松 祥也(1) 中学   2,39.71  9 白川 大地(1) 中学   2,19.37 
ｺﾏﾂ ｼｮｳﾔ 長峰中 ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 駒ヶ根東中

10 勝家 拓巳(1) 中学   2,50.73 10 竹村 郁輝(2) 中学   2,20.99 
ｶﾂｲｴ ﾀｸﾐ ﾀｹﾑﾗ ﾌﾐｷ 駒ヶ根東中

11 樋井 悠大(1) 中学   3,15.69 11 池上 優斗(3) 中学   2,24.92 
ﾋﾉｲ ﾕｳﾀﾞｲ 北安松川中 ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾄ 長谷中
清水 空博(2) 中学 12 上條 俊文(2) 中学   2,25.01 
ｼﾐｽﾞ ｱｷﾋﾛ 北安松川中 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｼﾌﾐ 鉢盛中
渡邉 隼希(1) 高校 13 野村 比呂(1) 中学   2,32.59 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝｷ 岡谷東高 ﾉﾑﾗ ﾋﾛ 駒ヶ根東中
鈴木 哲(1) 高校 14 湯澤 健(3) 中学   2,35.49 
ｽｽﾞｷ ﾃﾂ 駒ヶ根工業高 ﾕｻﾞﾜ ﾀｹﾙ 駒ヶ根東中
北原 颯也(2) 中学 春日 明日実(1) 高校
ｷﾀﾊﾗ ｿｳﾔ 宮田中 ｶｽｶﾞ ｱｽﾐ 伊那弥生ヶ丘高
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   1 北原 崇志 一般 上伊那郡陸協     1,58.54   2   1
   2 薛 玄太郎(1) 高校 大町高     2,05.26   2   2
   3 馬場 隆夫(3) 中学 駒ヶ根東中     2,10.22   2   3
   4 馬場 涼太(1) 高校 駒ヶ根工業高     2,12.04   2   4
   5 矢澤 雄太(1) 高校 伊那北高     2,12.99   2   5
   6 竹村 吉晃(3) 中学 駒ヶ根東中     2,17.32   2   6
   7 宮澤 崇(3) 中学 駒ヶ根東中     2,17.33   2   7
   8 高橋　健太(1) 中学 飯田高陵中     2,18.01   1   1
   9 小野 挙(1) 高校 伊那北高     2,19.16   2   8
  10 白川 大地(1) 中学 駒ヶ根東中     2,19.37   2   9
  11 竹村 郁輝(2) 中学 駒ヶ根東中     2,20.99   2  10
  12 佐々木 勇人(2) 中学 飯田高陵中     2,22.28   1   2
  13 池上 優斗(3) 中学 長谷中     2,24.92   2  11
  14 上條 俊文(2) 中学 鉢盛中     2,25.01   2  12
  15 原田 伊吹(2) 中学 北安松川中     2,28.03   1   3
  16 三島 颯太(1) 中学 鉢盛中     2,28.96   1   4
  17 矢嶋 泰毅(1) 中学 飯田高陵中     2,29.80   1   5
  18 下平 勇希(1) 中学 駒ヶ根東中     2,32.48   1   6
  19 野村 比呂(1) 中学 駒ヶ根東中     2,32.59   2  13
  20 小林 豪(1) 中学 駒ヶ根東中     2,32.90   1   7
  21 湯澤 健(3) 中学 駒ヶ根東中     2,35.49   2  14
  22 伊藤 士恩(1) 中学 駒ヶ根東中     2,36.00   1   8
  23 小松 祥也(1) 中学 長峰中     2,39.71   1   9
  24 勝家 拓巳(1) 中学     2,50.73   1  10
  25 樋井 悠大(1) 中学 北安松川中     3,15.69   1  11 3782 3782
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決勝 9月7日 13:00

[ 1組] [ 2組]

 1 唐木浩一(2) 中学   5,06.63  1 植田 貴大(2) 中学   4,44.93 
ｶﾗｷ ｺｳｲﾁ 伊那東部中 ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 宮田中

 2 鈴木 勇人(1) 中学   5,07.58  2 血脇 悠斗(2) 中学   4,49.03 
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 箕輪中 ﾁﾜｷ ﾕｳﾄ 長峰中

 3 大和田 悠太(1) 中学   5,12.56  3 阿藤 紘己(1) 一般   4,49.74 
ｵｵﾜﾀﾞ ﾕｳﾀ 北安松川中 ｱﾄｳ ﾋﾛｷ 坂城中

 4 水野 雄斗(1) 中学   5,13.60  4 中村 剛(1) 中学   4,52.49 
ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾄ 長峰中 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ 鉢盛中

 5 岡 亮輔(1) 中学   5,13.61  5 加藤 駿己(2) 中学   4,53.40 
ｵｶ ﾘｮｳｽｹ 箕輪中 ｶﾄｳ ｼｭﾝｷ 飯田高陵中

 6 竹内 健人(1) 中学   5,16.49  6 小池 彪(1) 中学   4,59.94 
ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾄ 伊那東部中 ｺｲｹ ｱｷﾗ 伊那東部中

 7 赤羽 仁志(1) 中学   5,20.17  7 村澤 翔太(2) 中学   5,02.51 
ｱｶﾊﾈ ﾋﾄｼ 辰野中 ﾑﾗｻﾜ ｼｮｳﾀ 宮田中

 8 小松 拓海(2) 中学   5,21.07  8 中谷 翔希(2) 中学   5,03.03 
ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ 春富中 ﾅｶﾔ ｼｮｳｷ 辰野中

 9 岩村 勇弥(1) 中学   5,27.13  9 立花  廉(2) 中学   5,07.46 
ｲﾜﾑﾗ ﾕｳﾔ 春富中 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾚﾝ 春富中

10 志賀 太樹(1) 中学   5,27.72 10 荒井 優佑(2) 中学   5,08.06 
ｼｶﾞ ﾀｲｷ 箕輪中 ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 辰野中

11 中坪 壮太(1) 中学   5,29.15 11 唐澤 卓郎(2) 中学   5,09.99 
ﾅｶﾂﾎﾞ ｿｳﾀ 箕輪中 ｶﾗｻﾜ ﾀｸﾛｳ 伊那東部中

12 清水 建次郎(1) 中学   5,30.13 12 木平 尚(2) 中学   5,11.18 
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ 春富中 ｺﾉﾋﾗ ｼｮｳ 伊那AC

13 根橋 健彰(1) 中学   5,30.70 13 那須野 寛生(2) 中学   5,11.77 
ﾈﾊﾞｼ ﾀｹｱｷ 辰野中 ﾅｽﾉ ﾋﾛｷ 飯島中

14 坂井 結音(2) 中学   5,31.83 14 大杉 啓(1) 中学   5,12.81 
ｻｶｲ ﾕｲﾝ 上諏訪中 ｵｵｽｷﾞ ﾋﾛﾑ 伊那東部中

15 澤柳 拓海(2) 中学   5,34.66 15 滝澤 弘太朗(1) 中学   5,15.96 
ｻﾜﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾐ 飯田高陵中 ﾀｷｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 宮田中

16 登内 惇(2) 中学   5,38.44 16 矢嶋 泰毅(1) 中学   5,25.67 
ﾄﾉｳﾁ ｼﾞｭﾝ 伊那東部中 ﾔｼﾞﾏ ﾀｲｷ 飯田高陵中

17 北林 拓真(1) 中学   5,55.09 17 橋爪 竜生(1) 中学   5,36.48 
ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 辰野中 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀﾂｷ 伊那東部中

18 井口 駿太朗(1) 中学   6,23.85 飯田 和希(1) 高校
ｲｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀﾛｳ 春富中 ｲｲﾀﾞ ｶｽﾞｷ 岡谷東高
平栗 広夢(2) 中学 林 友也(1) 高校
ﾋﾗｸﾞﾘ ﾋﾛﾑ 飯田高陵中 ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ 駒ヶ根工業高

[ 3組]

 1 北原 崇志 一般   4,10.80 大峡 和(1) 中学
ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ 上伊那郡陸協 ｵｵﾊﾞ  ｲｽﾞﾐ ISｼﾞｭﾆｱ

 2 薛 玄太郎(1) 高校   4,15.20 
ｾﾂ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 大町高

 3 那須野 亨(1) 高校   4,16.66 
ﾅｽﾉ ﾄｵﾙ 伊那北高

 4 近藤 隆博(1) 高校   4,26.72 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 上伊那農業高

 5 森川 知生(2) 高校   4,29.38 
ﾓﾘｶﾜ ﾄﾓｷ 伊那弥生ヶ丘高

 6 児玉 拓矢(2) 中学   4,32.75 
ｺﾀﾞﾏ ﾀｸﾔ 上諏訪中

 7 矢澤 雄太(1) 高校   4,36.12 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 伊那北高

 8 谷口 雅弥(1) 高校   4,41.10 
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 上伊那農業高

 9 小松 海渡(1) 高校   4,41.16 
ｺﾏﾂ ｶｲﾄ 高遠高

10 三石 隆貴(1) 高校   4,42.02 
ﾐﾂｲｼ ﾘｭｳｷ 高遠高

11 小口 貴也(2) 中学   4,42.07 
ｵｸﾞﾁ ﾀｶﾔ 両小野中

12 小林 龍矢(1) 中学   4,45.63 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾔ 飯田高陵中

13 佐々木 勇人(2) 中学   4,46.07 
ｻｻｷ ﾊﾔﾄ 飯田高陵中

14 中村 智志(2) 高校   4,46.27 
ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 駒ヶ根工業高

15 高橋　健太(1) 中学   4,54.38 
ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 飯田高陵中
満澤 辰祥(2) 中学
ﾐﾂｻﾞﾜ ﾀﾂﾖｼ 飯島中
宮原 浩二郎(2) 高校
ﾐﾔﾊﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ 赤穂高
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   1 北原 崇志 一般 上伊那郡陸協     4,10.80   3   1
   2 薛 玄太郎(1) 高校 大町高     4,15.20   3   2
   3 那須野 亨(1) 高校 伊那北高     4,16.66   3   3
   4 近藤 隆博(1) 高校 上伊那農業高     4,26.72   3   4
   5 森川 知生(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     4,29.38   3   5
   6 児玉 拓矢(2) 中学 上諏訪中     4,32.75   3   6
   7 矢澤 雄太(1) 高校 伊那北高     4,36.12   3   7
   8 谷口 雅弥(1) 高校 上伊那農業高     4,41.10   3   8
   9 小松 海渡(1) 高校 高遠高     4,41.16   3   9
  10 三石 隆貴(1) 高校 高遠高     4,42.02   3  10
  11 小口 貴也(2) 中学 両小野中     4,42.07   3  11
  12 植田 貴大(2) 中学 宮田中     4,44.93   2   1
  13 小林 龍矢(1) 中学 飯田高陵中     4,45.63   3  12
  14 佐々木 勇人(2) 中学 飯田高陵中     4,46.07   3  13
  15 中村 智志(2) 高校 駒ヶ根工業高     4,46.27   3  14
  16 血脇 悠斗(2) 中学 長峰中     4,49.03   2   2
  17 阿藤 紘己(1) 一般 坂城中     4,49.74   2   3
  18 中村 剛(1) 中学 鉢盛中     4,52.49   2   4
  19 加藤 駿己(2) 中学 飯田高陵中     4,53.40   2   5
  20 高橋　健太(1) 中学 飯田高陵中     4,54.38   3  15
  21 小池 彪(1) 中学 伊那東部中     4,59.94   2   6
  22 村澤 翔太(2) 中学 宮田中     5,02.51   2   7
  23 中谷 翔希(2) 中学 辰野中     5,03.03   2   8
  24 唐木浩一(2) 中学 伊那東部中     5,06.63   1   1
  25 立花  廉(2) 中学 春富中     5,07.46   2   9
  26 鈴木 勇人(1) 中学 箕輪中     5,07.58   1   2
  27 荒井 優佑(2) 中学 辰野中     5,08.06   2  10
  28 唐澤 卓郎(2) 中学 伊那東部中     5,09.99   2  11
  29 木平 尚(2) 中学 伊那AC     5,11.18   2  12
  30 那須野 寛生(2) 中学 飯島中     5,11.77   2  13
  31 大和田 悠太(1) 中学 北安松川中     5,12.56   1   3
  32 大杉 啓(1) 中学 伊那東部中     5,12.81   2  14
  33 水野 雄斗(1) 中学 長峰中     5,13.60   1   4
  34 岡 亮輔(1) 中学 箕輪中     5,13.61   1   5
  35 滝澤 弘太朗(1) 中学 宮田中     5,15.96   2  15
  36 竹内 健人(1) 中学 伊那東部中     5,16.49   1   6
  37 赤羽 仁志(1) 中学 辰野中     5,20.17   1   7
  38 小松 拓海(2) 中学 春富中     5,21.07   1   8
  39 矢嶋 泰毅(1) 中学 飯田高陵中     5,25.67   2  16
  40 岩村 勇弥(1) 中学 春富中     5,27.13   1   9
  41 志賀 太樹(1) 中学 箕輪中     5,27.72   1  10
  42 中坪 壮太(1) 中学 箕輪中     5,29.15   1  11
  43 清水 建次郎(1) 中学 春富中     5,30.13   1  12
  44 根橋 健彰(1) 中学 辰野中     5,30.70   1  13
  45 坂井 結音(2) 中学 上諏訪中     5,31.83   1  14
  46 澤柳 拓海(2) 中学 飯田高陵中     5,34.66   1  15
  47 橋爪 竜生(1) 中学 伊那東部中     5,36.48   2  17
  48 登内 惇(2) 中学 伊那東部中     5,38.44   1  16
  49 北林 拓真(1) 中学 辰野中     5,55.09   1  17
  50 井口 駿太朗(1) 中学 春富中     6,23.85   1  18 1746
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１５００ｍ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考



決勝 9月7日 14:30

[ 1組] [ 2組]

 1 葉桐 文哉(3) 中学  10,12.21  1 馬場 隆夫(3) 中学   9,19.48 
ﾊｷﾞﾘ ﾌﾐﾔ 箕輪中 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶｵ 駒ヶ根東中

 2 平井 啓吾(3) 中学  10,16.72  2 丸田 健悟(3) 中学   9,38.43 
ﾋﾗｲ  ｹｲｺﾞ 岡谷北部中 ﾏﾙﾀ ｹﾝｺﾞ 箕輪中

 3 河口 豊(3) 中学  10,16.73  3 垣内 岳(3) 中学   9,42.80 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾕﾀｶ 岡谷北部中 ｶｷｳﾁ ｶﾞｸ 箕輪中

 4 菅沼 直紘(1) 中学  10,16.88  4 上原 雄大(3) 中学   9,44.58 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾅｵﾋﾛ 鉢盛中 ｳｴﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 箕輪中

 5 渕井 大樹(2) 中学  10,20.64  5 白川 大地(1) 中学   9,44.70 
ﾌﾁｲ ﾀﾞｲｷ 箕輪中 ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 駒ヶ根東中

 6 南郷 隼翔(1) 中学  10,28.56  6 村山  和勇(3) 中学  10,00.29 
ﾅﾝｺﾞｳ ﾊﾔﾄ 箕輪中 ﾑﾗﾔﾏ  ｶｽﾞﾄｼ ISｼﾞｭﾆｱ

 7 加藤 駿己(2) 中学  10,29.52  7 木村 祐太(3) 中学  10,00.68 
ｶﾄｳ ｼｭﾝｷ 飯田高陵中 ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 鉢盛中

 8 風間 央都(2) 中学  10,32.49  8 小平 汰一(3) 中学  10,05.92 
ｶｻﾞﾏ ﾋﾛﾄ 箕輪中 ｺﾀﾞｲﾗ ﾀｲﾁ 箕輪中

 9 伊藤 士恩(1) 中学  10,44.76  9 春日 聖悟(3) 中学  10,08.29 
ｲﾄｳ ｼｵﾝ 駒ヶ根東中 ｶｽｶﾞ ｾｲｺﾞ 箕輪中

10 宮下 和也(2) 中学  10,49.99 10 鎌倉 翔斗(3) 中学  10,14.41 
ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾔ 箕輪中 ｶﾏｸﾗ ｼｮｳﾄ 豊丘中

11 西澤 遼介(2) 中学  10,52.72 11 土屋 勇太(2) 中学  10,15.22 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 鉢盛中 ﾂﾁﾔ ﾕｳﾀ 鉢盛中

12 三島 颯太(1) 中学  10,53.60 12 原 恭介(3) 中学  10,20.27 
ﾐｼﾏ ｿｳﾀ 鉢盛中 ﾊﾗ ｷｮｳｽｹ 豊丘中

13 佐藤 開都(3) 中学  10,59.67 13 田畑 篤偲(3) 中学  10,20.54 
ｻﾄｳ ｶｲﾄ 箕輪中 ﾀﾊﾞﾀ  ｱﾂｼ ISｼﾞｭﾆｱ

14 菅沼 亮太(3) 中学  11,01.52 14 米山 幸伸(3) 中学  10,27.71 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾘｮｳﾀ 豊丘中 ﾖﾈﾔﾏ ﾕｷﾉﾌﾞ 岡谷北部中

15 小林 豪(1) 中学  11,01.57 15 海川 和哉(3) 中学  10,27.76 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 駒ヶ根東中 ｳﾐｶﾜ ｶｽﾞﾔ 鉢盛中

16 深田 純也(2) 中学  11,08.51 16 宮澤 崇(3) 中学  10,33.28 
ﾌｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 北安松川中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳ 駒ヶ根東中

17 高橋 諒人(3) 中学  11,09.15 17 竹村 郁輝(2) 中学  10,37.00 
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 豊丘中 ﾀｹﾑﾗ ﾌﾐｷ 駒ヶ根東中

18 齋藤 大輝(3) 中学  11,14.37 18 竹村 吉晃(3) 中学  10,38.53 
ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 岡谷北部中 ﾀｹﾑﾗ ﾖｼｱｷ 駒ヶ根東中

19 野村 比呂(1) 中学  11,16.99 19 唐澤 翔太(3) 中学  10,59.74 
ﾉﾑﾗ ﾋﾛ 駒ヶ根東中 ｶﾗｻﾜ ｼｮｳﾀ 豊丘中

20 原 克彦(2) 中学  11,23.93 20 宮澤 慶丞(2) 中学  11,04.62 
ﾊﾗ ｶﾂﾋｺ 箕輪中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾖｼﾂｸﾞ 箕輪中

21 下平 勇希(1) 中学  11,37.49 21 島岡 佑弥(3) 中学  11,25.61 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 駒ヶ根東中 ｼﾏｵｶ ﾕｳﾔ 豊丘中

22 今井 裕也(3) 中学  11,47.76 川島 翔太(1) 中学
ｲﾏｲ  ﾕｳﾔ 岡谷北部中 ｶﾜｼﾏ ｼｮｳﾀ 高瀬中

23 湯澤 健(3) 中学  11,53.05 北村 駿弥(3) 中学
ﾕｻﾞﾜ ﾀｹﾙ 駒ヶ根東中 ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 岡谷北部中

24 北澤 達樹(2) 中学  12,12.55 滝澤 拓輝(2) 中学
ｷﾀｻﾞﾜ ﾀﾂｷ 春富中 ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 駒ヶ根東中

25 唐澤 卓実(2) 中学  12,20.91 小林 龍矢(1) 中学
ｶﾗｻﾜ ﾀｸﾐ 春富中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾔ 飯田高陵中

中学男子
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   1 馬場 隆夫(3) 中学 駒ヶ根東中     9,19.48   2   1
   2 丸田 健悟(3) 中学 箕輪中     9,38.43   2   2
   3 垣内 岳(3) 中学 箕輪中     9,42.80   2   3
   4 上原 雄大(3) 中学 箕輪中     9,44.58   2   4
   5 白川 大地(1) 中学 駒ヶ根東中     9,44.70   2   5
   6 村山  和勇(3) 中学 ISｼﾞｭﾆｱ    10,00.29   2   6
   7 木村 祐太(3) 中学 鉢盛中    10,00.68   2   7
   8 小平 汰一(3) 中学 箕輪中    10,05.92   2   8
   9 春日 聖悟(3) 中学 箕輪中    10,08.29   2   9
  10 葉桐 文哉(3) 中学 箕輪中    10,12.21   1   1
  11 鎌倉 翔斗(3) 中学 豊丘中    10,14.41   2  10
  12 土屋 勇太(2) 中学 鉢盛中    10,15.22   2  11
  13 平井 啓吾(3) 中学 岡谷北部中    10,16.72   1   2
  14 河口 豊(3) 中学 岡谷北部中    10,16.73   1   3
  15 菅沼 直紘(1) 中学 鉢盛中    10,16.88   1   4
  16 原 恭介(3) 中学 豊丘中    10,20.27   2  12
  17 田畑 篤偲(3) 中学 ISｼﾞｭﾆｱ    10,20.54   2  13
  18 渕井 大樹(2) 中学 箕輪中    10,20.64   1   5
  19 米山 幸伸(3) 中学 岡谷北部中    10,27.71   2  14
  20 海川 和哉(3) 中学 鉢盛中    10,27.76   2  15
  21 南郷 隼翔(1) 中学 箕輪中    10,28.56   1   6
  22 加藤 駿己(2) 中学 飯田高陵中    10,29.52   1   7
  23 風間 央都(2) 中学 箕輪中    10,32.49   1   8
  24 宮澤 崇(3) 中学 駒ヶ根東中    10,33.28   2  16
  25 竹村 郁輝(2) 中学 駒ヶ根東中    10,37.00   2  17
  26 竹村 吉晃(3) 中学 駒ヶ根東中    10,38.53   2  18
  27 伊藤 士恩(1) 中学 駒ヶ根東中    10,44.76   1   9
  28 宮下 和也(2) 中学 箕輪中    10,49.99   1  10
  29 西澤 遼介(2) 中学 鉢盛中    10,52.72   1  11
  30 三島 颯太(1) 中学 鉢盛中    10,53.60   1  12
  31 佐藤 開都(3) 中学 箕輪中    10,59.67   1  13
  32 唐澤 翔太(3) 中学 豊丘中    10,59.74   2  19
  33 菅沼 亮太(3) 中学 豊丘中    11,01.52   1  14
  34 小林 豪(1) 中学 駒ヶ根東中    11,01.57   1  15
  35 宮澤 慶丞(2) 中学 箕輪中    11,04.62   2  20
  36 深田 純也(2) 中学 北安松川中    11,08.51   1  16
  37 高橋 諒人(3) 中学 豊丘中    11,09.15   1  17
  38 齋藤 大輝(3) 中学 岡谷北部中    11,14.37   1  18
  39 野村 比呂(1) 中学 駒ヶ根東中    11,16.99   1  19
  40 原 克彦(2) 中学 箕輪中    11,23.93   1  20
  41 島岡 佑弥(3) 中学 豊丘中    11,25.61   2  21
  42 下平 勇希(1) 中学 駒ヶ根東中    11,37.49   1  21
  43 今井 裕也(3) 中学 岡谷北部中    11,47.76   1  22
  44 湯澤 健(3) 中学 駒ヶ根東中    11,53.05   1  23
  45 北澤 達樹(2) 中学 春富中    12,12.55   1  24
  46 唐澤 卓実(2) 中学 春富中    12,20.91   1  25

中学男子
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決勝 9月7日  9:10

 1 那須野 亨(1) 高校  16,34.07 
ﾅｽﾉ ﾄｵﾙ 伊那北高

 2 木村　和也 ﾄｰﾊﾂ  16,34.21 
ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾔ ﾄｰﾊﾂ

 3 田中　秀一 ﾄｰﾊﾂ  16,41.42 
ﾀﾅｶ ｼｭｳｲﾁ ﾄｰﾊﾂ
宮下 竣(2) 高校
ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝ 上伊那農業高

男子
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決勝 9月7日 15:20

[ 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   5 辰野中  1548 唐澤 巧(2)     50.53  1   3 豊丘中    97 鎌倉 翔斗(3)     48.97 

ﾀﾂﾉﾁｭｳ ｶﾗｻﾜ ｺｳ ﾄﾖｵｶﾁｭｳ ｶﾏｸﾗ ｼｮｳﾄ
 1547 牛山 陽太(2)    98 原 恭介(3)

ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ ﾊﾗ ｷｮｳｽｹ
 1533 小池 潤優(1)   101 唐澤 翔太(3)

ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ ｶﾗｻﾜ ｼｮｳﾀ
 1549 瀨戸 涼太(2)   102 島岡 佑弥(3)

ｾﾄ ﾘｮｳﾀ ｼﾏｵｶ ﾕｳﾔ
 2   4 長峰中  1395 浅井 威風(2)     52.85  2   2 箕輪中    82 宮坂 秀星(2)     49.23 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ｱｻｲ ｲﾌﾞｷ ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ
 1398 野田 大夢(2)    86 登内 健太(2)

ﾉﾀﾞ ﾋﾛﾑ ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ
 1399 五味 駿太(2)  1590 松田 直也(1)

ｺﾞﾐ ｼｭﾝﾀ ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ
 1396 藤森 遥斗(2)    83 山崎 翔太(2)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙﾄ ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀ
 3   3 北安松川中(A)  6357 柳澤 隆真(1)     53.37  3   5 赤穂中  1786 中平 明辰(1)     49.91 

ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜﾁｭｳA ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｭｳﾏ ｱｶﾎﾁｭｳ ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾀﾂﾖｼ
 3775 橋本 青空(2)  1803 唐澤 直人(2)

ﾊｼﾓﾄ ｿﾗ ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ
 6356 寺島 侃(1)  1806 見並 龍佑(2)

ﾃﾗｼﾏ ｶﾝ ﾐﾅﾐ ﾘｭｳｽｹ
 3778 原田 伊吹(2)  1805 曽根原 賢(2)

ﾊﾗﾀﾞ ｲﾌﾞｷ ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ
 4   7 飯田高陵中(B)  6348 藤井 隆聖(1)     53.76  4   6 駒ヶ根東中  1813 竹村 郁輝(2)     49.96 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳB ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾀｹﾑﾗ ﾌﾐｷ
 6347 長瀬 和真(1)  1829 福澤 亮汰(1)

ﾅｶﾞｾ ｶｽﾞﾏ ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ
 6349 古瀬 友暉(1)  1834 庄田 裕樹(1)

ﾌﾙｾ ﾕｳｷ ｼｮｳﾀﾞ ﾕｳｷ
 2056 清水 俊弥(2)  1814 小池 直樹(2)

ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾔ ｺｲｹ ﾅｵｷ
 5   2 宮田中  1761 中原 渓介(2)     54.65  5   7 飯田高陵中(A)  2063 土屋 洸太(2)     50.28 

ﾐﾔﾀﾞﾁｭｳ ﾅｶﾊﾗ ｹｲｽｹ ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ﾂﾁﾔ ｺｳﾀ
 1772 宮下 琉(1)  2055 北原 昂希(2)

ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳ ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ
 1773 北原 雅大(1)  2059 山口 凌平(2)

ｷﾀﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ
 1756 加藤 謙伸(2)  2057 井原 彪(2)

ｶﾄｳ ｹﾝｼﾝ ｲﾊﾗ ﾋｮｳ
 6   6 伊那中(A)  1626 齋藤 昌希(1)     57.79   4 伊那東部中  1671 芹川 志出明(2)

ｲﾅﾁｭｳA ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｾﾘｶﾜ ｼﾃﾞｱｷ 失格
 1621 北原 鐘伍(2)  1662 伊藤 陸(1)

ｷﾀﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ ｲﾄｳ ﾘｸ
 1625 織井 昭汰(1)  1676 中路 星耀(2)

ｵﾘｲ ｼｮｳﾀ ﾅｶｼﾞ ｾｲﾖｳ
 1628 小池 功一郎(1)  1670 松崎 勇起(2)

ｺｲｹ ｺｳｲﾁﾛｳ ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ

男子

４×１００ｍＲ

決勝



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 上伊那農業高(A)  364 稲村 良彦(2)     45.51 

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳA ｲﾅﾑﾗ ﾖｼﾋｺ
  341 山崎 久樹(1)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ
  357 竹内 基裕(2)

ﾀｹｳﾁ ﾓﾄﾋﾛ
  365 林 滉介(2)

ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ
 2   4 辰野高   297 淺田 翔悟(2)     46.13 

ﾀﾂﾉ ｱｻﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ
  296 丸山 徹(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ
  300 原 大智(2)

ﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ
  299 日野 和真(2)

ﾋﾉ ｶｽﾞﾏ
 3   7 上伊那農業高(B)  343 唐澤 翔馬(1)     48.07 

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳB ｶﾗｻﾜ ｼｮｳﾏ
  358 馬場 信介(2)

ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝｽｹ
  342 菊地 康亮(1)

ｷｸﾁ ｺｳｽｹ
  359 上柳 凌平(2)

ｳｴﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ
  6 伊那北高   400 榎本 康介(2)

ｲﾅｷﾀｺｳ ｴﾉﾓﾄ ｺｳｽｹ 失格
  409 宮澤 研人(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ
  406 氣賀澤 仁哉(2)

ｹｶﾞｻﾜ ｼﾞﾝﾔ
  414 井上 哲朗(2)

ｲﾉｳｴ ﾃﾂﾛｳ
  5 赤穂高

ｱｶﾎｺｳ 欠場

男子

４×１００ｍＲ



   1 上伊那農業高(A)     45.51 稲村 良彦(2) 山崎 久樹(1) 竹内 基裕(2) 林 滉介(2)   3   1
   2 辰野高     46.13 淺田 翔悟(2) 丸山 徹(3) 原 大智(2) 日野 和真(2)   3   2
   3 上伊那農業高(B)     48.07 唐澤 翔馬(1) 馬場 信介(2) 菊地 康亮(1) 上柳 凌平(2)   3   3
   4 豊丘中     48.97 鎌倉 翔斗(3) 原 恭介(3) 唐澤 翔太(3) 島岡 佑弥(3)   2   1
   5 箕輪中     49.23 宮坂 秀星(2) 登内 健太(2) 松田 直也(1) 山崎 翔太(2)   2   2
   6 赤穂中     49.91 中平 明辰(1) 唐澤 直人(2) 見並 龍佑(2) 曽根原 賢(2)   2   3
   7 駒ヶ根東中     49.96 竹村 郁輝(2) 福澤 亮汰(1) 庄田 裕樹(1) 小池 直樹(2)   2   4
   8 飯田高陵中(A)     50.28 土屋 洸太(2) 北原 昂希(2) 山口 凌平(2) 井原 彪(2)   2   5
   9 辰野中     50.53 唐澤 巧(2) 牛山 陽太(2) 小池 潤優(1) 瀨戸 涼太(2)   1   1
  10 長峰中     52.85 浅井 威風(2) 野田 大夢(2) 五味 駿太(2) 藤森 遥斗(2)   1   2
  11 北安松川中(A)     53.37 柳澤 隆真(1) 橋本 青空(2) 寺島 侃(1) 原田 伊吹(2)   1   3
  12 飯田高陵中(B)     53.76 藤井 隆聖(1) 長瀬 和真(1) 古瀬 友暉(1) 清水 俊弥(2)   1   4
  13 宮田中     54.65 中原 渓介(2) 宮下 琉(1) 北原 雅大(1) 加藤 謙伸(2)   1   5
  14 伊那中(A)     57.79 齋藤 昌希(1) 北原 鐘伍(2) 織井 昭汰(1) 小池 功一郎(1)   1   6

記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

男子

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4

４×１００ｍＲ
タイムレース

順位 所属名 都道府県



決勝 9月7日 12:30

1m70 1m75 1m80 1m85 1m88
赤羽 達也(3) 中学 - - - - - - - - O O
ｱｶﾊﾈ ﾀﾂﾔ 辰野中 O O O O XXX
宮島 大介(3) 中学 - - - - - - - - - O
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 伊那中 O O XXX
松崎 勇起(2) 中学 - - - - O O O O XXX
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ 伊那東部中
井原 彪(2) 中学 - - - - O O XXO O XXX
ｲﾊﾗ ﾋｮｳ 飯田高陵中
中路 星耀(2) 中学 - - - - - O XO XXO XXX
ﾅｶｼﾞ ｾｲﾖｳ 伊那東部中
土屋 洸太(2) 中学 - - - O O O XXO XXX
ﾂﾁﾔ ｺｳﾀ 飯田高陵中
畠山 大生(2) 中学 - - - O XO XXX
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｲｾｲ 宮田中
唐澤  丈(2) 中学 - - O O XO XXX
ｶﾗｻﾜ ｼﾞｮｳ 春富中
中山 蓮(1) 中学 XO O O XO XO XXX
ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ 伊那東部中
西田 ガブリエル(1) 中学 O O O XXX
ﾆｼﾀﾞ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 伊那東部中
有賀 友哉(1) 中学 O XO XO XXX
ｱﾙｶﾞﾕｳﾔ 南箕輪中
笠川 京 中学 XXO O XXX
ｶｻｶﾞﾜ ｹｲ 駒ヶ根AC
松下 莉玖(1) 中学 O XXO XXX
ﾏﾂｼﾀ ﾘｸ 宮田中
池上 巧海(1) 中学 XXO XXO XXX
ｲｹｶﾞﾐ ﾀｸﾐ 春富中
田口 時生(1) 中学 XXX 記録なし
ﾀｸﾞﾁ ﾄｷｵ 飯田高陵中
宮原 浩二郎(2) 高校 - - - - - XXX 記録なし
ﾐﾔﾊﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ 赤穂高
朝倉 世蘭(1) 中学 欠場
ｱｻｸﾗ ｾﾗﾝ 飯田高陵中

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
1m20 1m25 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m65

1 17  1537
 1.85

記録
1m30 1m35

2 16  1652
 1.75

3 14  1670
 1.55

4 15  2057
 1.55

5 11  1676
 1.55

6 13  2063
 1.50

7 6  1758
 1.40

7 10  1739
 1.40

9 4  1687
 1.40

10 1  1661
 1.30

11 7  1619
 1.30

12 9    15
 1.25

13 8  1771
 1.25

14 3  1747
 1.25

2  6346

12   483

5  6353



決勝 9月7日  9:00

3m00 3m10 3m20 3m30 3m40
松澤 快哉(2) 高校 - - - - - - - - - -
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｲﾔ 赤穂高 O O XXO O XXX
池田 孝司(2) 中学 - O O O O O O O XO XXX
ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾞ 伊那東部中
柳沢 久樹(2) 中学 O O O O O XXX
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋｻｷ 箕輪中
戸田 巧(1) 高校 - - - - - - - - - - 記録なし
ﾄﾀﾞ ﾀｸﾐ 駒ヶ根工業高 - - - XXX
合津 伊織(2) 高校 欠場
ｺﾞｳﾂﾞ ｲｵﾘ 赤穂高

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
2m00 2m10 2m40 2m50 2m60 2m70 2m80 2m90

1 3   484
 3.30

記録
2m20 2m30

2 2  1672
 2.80

3 1  1577
 2.40

4   501

5   481



決勝 9月7日 13:00

小口 聖太(2) 高校   5.80   5.83   5.47    5.83 
ｵｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 岡谷東高   +2.2   +1.4   +0.1    +1.4
上柳 凌平(2) 高校   5.34   5.19   5.34    5.34 
ｳｴﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 上伊那農業高   +1.3   +1.2   +1.3    +1.3
中村 玲於奈(2) 中学    X    X   5.30    5.30 
ﾅｶﾑﾗ ﾚｵﾅ 辰野中   +0.9    +0.9
松崎 勇起(2) 中学   5.02    X    X    5.02 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ 伊那東部中   +0.9    +0.9
山口 凌平(2) 中学   4.82   4.95   4.19    4.95 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 飯田高陵中   +1.5   +1.3   +0.9    +1.3
加藤 謙伸(2) 中学   4.70   4.92   4.88    4.92 
ｶﾄｳ ｹﾝｼﾝ 宮田中   +1.8   +2.8   +1.1    +2.8
酒井 千尋(2) 中学   4.85   4.91   4.62    4.91 
ｻｶｲ ﾁﾋﾛ 春富中   +1.5   +1.3   +0.8    +1.3
見並 龍佑(2) 中学   4.59   4.74   4.79    4.79 
ﾐﾅﾐ ﾘｭｳｽｹ 赤穂中   +1.6   +1.2   +0.8    +0.8
荒木 琉聖(2) 中学   4.41    X    X    4.41 
ｱﾗｷ ﾘｭｳｾｲ 辰野中   +1.8    +1.8
長瀬 和真(1) 中学   4.39    X   4.12    4.39 
ﾅｶﾞｾ ｶｽﾞﾏ 飯田高陵中   +1.6   +1.1    +1.6
藤森 遥斗(2) 中学   4.30   4.17   4.08    4.30 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙﾄ 長峰中   +1.8   +1.3   +1.2    +1.8
清水 俊弥(2) 中学    X    X   4.28    4.28 
ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾔ 飯田高陵中   +0.8    +0.8
中平 明辰(1) 中学   4.27   3.96   3.83    4.27 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾀﾂﾖｼ 赤穂中   +1.3   +1.2   +1.8    +1.3
藤原 晴弥(2) 中学   4.24   4.05   4.15    4.24 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙﾔ 北安松川中   +0.4   +1.5   +0.3    +0.4
山内 一輝(1) 中学   4.23   4.23    X    4.23 
ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ 辰野中   +1.0   +0.7    +1.0
大和田 悠太(1) 中学   3.72   4.21   4.09    4.21 
ｵｵﾜﾀﾞ ﾕｳﾀ 北安松川中   -0.7   +2.3   +1.1    +2.3
宮下 琉(1) 中学   3.86   3.70   4.08    4.08 
ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳ 宮田中   +1.1   +1.2   +1.1    +1.1
古瀬 友暉(1) 中学   4.04   3.94   4.04    4.04 
ﾌﾙｾ ﾕｳｷ 飯田高陵中   +0.7   +1.5   +1.9    +0.7
福澤 亮汰(1) 中学   3.80    X   4.00    4.00 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 駒ヶ根東中   +1.6   +1.8    +1.8
伊藤 敬紋(1) 中学   3.61   3.80   3.91    3.91 
ｲﾄｳ ﾀﾓﾝ 北安松川中   -0.3   +0.8   +2.3    +2.3
齋藤 昌希(1) 中学   3.61   3.27   3.80    3.80 
ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ 伊那中    0.0   +1.3   +2.4    +2.4
向山 涼太(2) 高校   2.84    X    X    2.84 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 赤穂高   +1.4    +1.4
庄田 裕樹(1) 中学   2.74   2.76    X    2.76 
ｼｮｳﾀﾞ ﾕｳｷ 駒ヶ根東中   +1.0   +1.5    +1.5
八幡 純矢(1) 高校 欠場
ﾔﾜﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 岡谷東高
酒井 亜嵐(2) 中学 欠場
ｻｶｲ ｱﾗﾝ 南箕輪中
赤瀬 崇 一般 欠場
ｱｶｾ ﾀｶｼ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
重盛 文宏(2) 高校 欠場
ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 駒ヶ根工業高

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 27   184

-5-

2 25   359

3 21  1531

4 22  1670

5 18  2059

6 17  1756

7 19  1734

8 20  1806

9 14  1546

10 13  6347

11 7  1396

12 16  2056

13 9  1786

14 12  3776

15 6  1560

16 5  3780

17 4  1772

18 10  6349

19 15  1829

20 2  3784

21 1  1626

22 24   482

23 11  1834

3   198

26   516

8  1591

23     4



決勝 9月7日  9:00

中島 公徳 一般
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

決勝 9月7日  9:00

林 滉介(2) 高校
ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ 上伊那農業高
早川 謙哉(3) 高校
ﾊﾔｶﾜ ｹﾝﾔ 上伊那農業高
落合 恒輝(2) 高校
ｵﾁｱｲ ｺｳｷ 上伊那農業高
小松 央(1) 高校
ｺﾏﾂ ﾋｻｼ 赤穂高
前澤 凌(1) 高校
ﾏｴｻﾞﾜ ﾘｮｳ 高遠高
片倉 一穂(2) 高校
ｶﾀｸﾗ ｶｽﾞﾎ 上伊那農業高
伊藤 遼太郎(2) 高校
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ 岡谷東高

決勝 9月7日  9:00

奥垣内 崇史(2) 中学
ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ 鉢盛中
登内 啓一郎(2) 中学
ﾄﾉｳﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ 伊那東部中
奥田 健太(2) 中学
ｵｸﾀﾞ ｹﾝﾀ 宮田中
柳澤 隆真(1) 中学
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｭｳﾏ 北安松川中
藤井 隆聖(1) 中学
ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 飯田高陵中
土屋 洸太(2) 中学
ﾂﾁﾔ ｺｳﾀ 飯田高陵中
小池 功一郎(1) 中学
ｺｲｹ ｺｳｲﾁﾛｳ 伊那中
五味 駿太(2) 中学
ｺﾞﾐ ｼｭﾝﾀ 長峰中
笠川 京 中学
ｶｻｶﾞﾜ ｹｲ 駒ヶ根AC
平栗 広夢(2) 中学
ﾋﾗｸﾞﾘ ﾋﾛﾑ 飯田高陵中
カルロス アウグスト(2)中学 欠場
ｶﾙﾛｽ ｱｳｸﾞｽﾄ 箕輪中

備考

男子

砲丸投(7.260kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

  X   X

-3- -4--1- -2- -5- -6-

  9.13 

記録

男子

砲丸投(6.000kg)

1 1     5
 9.13

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 7   365

11.40 11.74 11.66  11.74 

2 5   354
10.62   X 11.46  11.46 

3 3   333
 8.95  8.71  8.69   8.95 

4 6   459
  X  8.69  8.80   8.80 

5 4   384
 8.59  8.60  8.32   8.60 

6 1   363
 8.07   X  8.39   8.39 

7 2   181
 7.16  6.91  6.94   7.16 

  4.01 

6  6907

  5.53 

10 1  2064
 4.01  3.67  3.44

  5.79 

9 7    15
 5.53  5.24  4.99

  6.16 

8 5  1399
 5.58  4.92  5.79

  6.45 

7 4  1628
  X  6.16  6.01

  6.57 

6 3  2063
 5.96  6.45  6.09

  6.69 

5 2  6348
 6.16  6.57  6.34

  6.81 

4 11  6357
 6.38  6.69  6.33

  9.26 

3 8  1755
 6.29  6.67  6.81

 10.91 

2 9  1690
 9.06  9.00  9.26

1 10  6078
10.49 10.91 10.57

-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-



決勝 9月7日 13:00

中島 公徳 一般
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

決勝 9月7日 13:00

林 滉介(2) 高校
ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ 上伊那農業高
片倉 一穂(2) 高校
ｶﾀｸﾗ ｶｽﾞﾎ 上伊那農業高
小松 央(1) 高校
ｺﾏﾂ ﾋｻｼ 赤穂高
落合 恒輝(2) 高校
ｵﾁｱｲ ｺｳｷ 上伊那農業高
前澤 凌(1) 高校
ﾏｴｻﾞﾜ ﾘｮｳ 高遠高
伊藤 遼太郎(2) 高校
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ 岡谷東高
三澤 拓未(2) 高校
ﾐｻﾜ ﾀｸﾐ 岡谷東高

決勝 9月7日 13:00

登内 啓一郎(2) 中学
ﾄﾉｳﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ 伊那東部中

-1- -2- 記録 備考

男子

円盤投(2.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

  O   O

-3- -4- -5- -6-

 23.82 

男子

円盤投(1.750kg)

1 1     5
23.82

-6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- 記録 備考
1 7   365

  O 34.64   X  34.64 

2 3   363
  X 33.37   O  33.37 

3 6   459
27.21   O   X  27.21 

4 5   333
27.03   O   O  27.03 

5 4   384
  X 19.95   X  19.95 

6 1   181
  O 19.82   O

所属名

 19.82 

7 2   185
  O   O 19.30

-6-

 19.30 

中学男子

円盤投(1.500kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 -1- -2- -3- -4- -5-

 12.63 

記録 備考
1 1  1690

12.63   O   O



決勝 9月7日 11:00

県中学新            64.52

中澤 隆良(2) 中学
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｶﾗ 長峰中
山口 凌平(2) 中学
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 飯田高陵中
清水 俊弥(2) 中学
ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾔ 飯田高陵中
小沢 拓也(1) 中学
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 長峰中
水野 雄斗(1) 中学
ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾄ 長峰中
松本 萌甫(1) 中学
ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴﾄｼ 長峰中
澤柳 拓海(2) 中学
ｻﾜﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾐ 飯田高陵中

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 7  1388

  O   O 37.28  37.28 

2 6  2059
  O 30.18   X  30.18 

3 2  2056
  O 26.27   O  26.27 

4 1  1389
  O   O 25.96  25.96 

5 5  1392
  X 25.89   X  25.89 

6 3  1390
  O 25.15   O

7 4  2065
23.78   O   O  23.78 

 25.15 



予選 9月7日 10:25
決勝 9月7日 13:25

県小学新            12.27

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -1.0

 1 井上 颯(4) 小学     16.29 q  1 矢島 陸渡(4) 小学     15.53 q
ｲﾉｳｴ ﾊﾔﾃ 南箕輪小 ﾔｼﾞﾏ ﾘｸﾄ 西箕輪小

 2 西野 瑛修(4) 小学     16.51 q  2 有賀 玄太(4) 小学     15.65 q
ﾆｼﾉ ｱｷｻﾈ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ 南箕輪小

 3 出羽澤 颯斗(4) 小学     16.69 q  3 武井 拓弥(4) 小学     16.78 q
ﾃﾞﾜｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 西箕輪小 ﾀｹｲ ﾀｸﾐ 南箕輪小

 4 唐澤 優大(4) 小学     16.73 q  4 木下 颯斗(4) 小学     17.11 
ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ 南箕輪小 ｷﾉｼﾀ ﾊﾔﾄ 南箕輪小

 5 今福 海斗(4) 小学     16.80 q  5 征矢 誠賢(4) 小学     17.34 
ｲﾏﾌｸ ｶｲﾄ 南箕輪小 ｿﾔ ｾｲｹﾝ 南箕輪小

 6 髙橋 雅示(4) 小学     16.85  6 堀 龍斗(4) 小学     17.71 
ﾀｶﾊｼ ﾓﾄｼﾞ 南箕輪小 ﾎﾘ ﾘｭｳﾄ 南箕輪小

 7 米沢 春哉(4) 小学     16.90  7 西村 渉(4) 小学     18.25 
ﾖﾈｻﾞﾜ ﾊﾙﾔ 南箕輪小 ﾆｼﾑﾗ ﾜﾀﾙ 西箕輪小
西澤 歩夢(4) 小学
ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 高遠小

風速 -0.4

 1 有賀 玄太(4) 小学     15.13 
ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ 南箕輪小

 2 矢島 陸渡(4) 小学     15.58 
ﾔｼﾞﾏ ﾘｸﾄ 西箕輪小

 3 井上 颯(4) 小学     16.34 
ｲﾉｳｴ ﾊﾔﾃ 南箕輪小

 4 武井 拓弥(4) 小学     16.58 
ﾀｹｲ ﾀｸﾐ 南箕輪小

 5 唐澤 優大(4) 小学     16.69 
ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ 南箕輪小

 6 出羽澤 颯斗(4) 小学     16.71 
ﾃﾞﾜｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 西箕輪小

 7 西野 瑛修(4) 小学     16.71 
ﾆｼﾉ ｱｷｻﾈ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 8 今福 海斗(4) 小学     17.23 
ｲﾏﾌｸ ｶｲﾄ 南箕輪小

決勝 9月7日 10:25

風速 -1.0

 1 小松 海斗(2) 小学     21.18 
ｺﾏﾂ ｶｲﾄ 開智小

8    13

オープン小学男

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6    20

2    62

7    69

8    45

3    57

1    70

記録／備考
4    76

5    52

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

1    74

6    47

2    75

7    64

3    76

5    70

失格

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
4    52

3    72

4    31

8    62

7    77

6    45

1    69

2    20

小学4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
5    57



予選 9月7日 10:45
決勝 9月7日 13:35

県小学新            12.27

[ 1組] 風速 -1.5 [ 2組] 風速 -0.6

 1 山田 海斗(5) 小学     15.40 q  1 飯島 悠斗(5) 小学     15.28 q
ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 2 橋爪 淳(5) 小学     15.77 q  2 宝 一翔(5) 小学     15.34 q
ﾊｼﾂﾞﾒ ｼﾞｭﾝ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ﾀｶﾗ ｶｽﾞﾄ 南箕輪小

 3 竹村 大輝(5) 小学     16.23 q  3 林 和真(5) 小学     15.34 q
ﾀｹﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 南箕輪小 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾏ 西箕輪小

 4 吉野 就登(5) 小学     17.58  4 小島 尚樹(5) 小学     15.76 q
ﾖｼﾉ ｼｭｳﾄ 西箕輪小 ｺｼﾞﾏ ﾅｵｷ 高遠小
武田 直人(5) 小学  5 三好 勇輝(5) 小学     16.51 q
ﾀｹﾀﾞ ﾅｵﾄ 伊那AC ﾐﾖｼ ﾕｳｷ 南箕輪小

風速 -1.1

 1 山田 海斗(5) 小学     15.33 
ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 2 林 和真(5) 小学     15.44 
ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾏ 西箕輪小

 3 飯島 悠斗(5) 小学     15.56 
ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 4 宝 一翔(5) 小学     15.57 
ﾀｶﾗ ｶｽﾞﾄ 南箕輪小

 5 橋爪 淳(5) 小学     15.81 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｼﾞｭﾝ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 6 小島 尚樹(5) 小学     16.05 
ｺｼﾞﾏ ﾅｵｷ 高遠小

 7 竹村 大輝(5) 小学     16.16 
ﾀｹﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 南箕輪小

 8 三好 勇輝(5) 小学     17.05 
ﾐﾖｼ ﾕｳｷ 南箕輪小

2    66

1    63

8    18

7    30

5    23

3    73

6    19

4    53

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3    30

6    63

4    73

5    53

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2    23

5     9
欠場

順 ﾚｰﾝ

2    66

3    44

記録／備考
4    19

6    18

小学5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



決勝 9月7日 13:45

県小学新            12.27

風速 -1.3

 1 岡部 真明(6) 小学     14.03 
ｵｶﾍﾞ ｻﾀﾞｱｷ 高遠小

 2 倉石 大地(6) 小学     15.12 
ｸﾗｲｼ ﾀｲﾁ 高遠小

 3 池上 清也(6) 小学     15.40 
ｲｹｶﾞﾐ ｾｲﾔ 高遠小

 4 山田 海星(6) 小学     15.56 
ﾔﾏﾀﾞ ｶｲｾｲ 高遠小

 5 白鳥 健介(6) 小学     15.87 
ｼﾛﾄﾘ ｹﾝｽｹ 西箕輪小

 6 前澤 裕気(6) 小学     15.96 
ﾏｴｻﾞﾜ ﾕｳｷ 高遠小
モヨ マルコム強志小学
ﾓﾖ ﾏﾙｺﾑﾂﾖｼ 伊那小

小学6年男子

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    26

3    33

6    34

8    28

5    12
欠場

7    50

2    32



決勝 9月7日 13:55

 1 椎名一郎アレクサンド小学   3,23.94 
ｼｲﾅ ｲﾁﾛｳ ｱﾚｸｻﾝﾄﾞ駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 2 清水 星志郎(4) 小学   3,41.03 
ｼﾐｽﾞ ｾｲｼﾛｳ 南箕輪小

 3 目黒 道裕(6) 小学   3,41.75 
ﾒｸﾞﾛ ﾐﾁﾋﾛ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 武藤 成世(4) 小学   3,41.92 
ﾑﾄｳ ﾅﾙｾ 南箕輪小

 5 鈴木 来人(6) 小学   3,42.52 
ｽｽﾞｷ ﾗｲﾄ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 伊藤 大志(5) 小学   3,45.77 
ｲﾄｳ ﾀｲｼ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 7 伊藤 佑真(4) 小学   4,09.48 
ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 南箕輪小

 8 唐澤 敬悟(4) 小学   4,10.42 
ｶﾗｻﾜ ｹｲｺﾞ 南箕輪小

 9 唐澤 隼多(4) 小学   4,14.26 
ｶﾗｻﾜ ﾊﾔﾀ 南箕輪小
池上 智哉(5) 小学
ｲｹｶﾞﾐ ﾄﾓﾔ 高遠小
橋爪 宏明(4) 小学
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋﾛｱｷ 南箕輪小
宮澤 翔(4) 小学
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｮｳ 高遠小

小学共通男子

１０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    22

12    65

7    54

2    71

5    55

4    17

8    56

3    67

1    68

9    35
欠場

10    60
欠場

11    27
欠場



決勝 9月7日  9:00

風速 -0.3

 1 工藤 俊介(6) 小学     15.93 
ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 伊那AC

 2 冨澤 三士郎(5) 小学     16.57 
ﾄﾐｻﾞﾜ ｻﾝｼﾛｳ 西箕輪小

 3 斉藤 貴之(5) 小学     17.69 
ｻｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ 西箕輪小

決勝 9月7日  9:00

風速 -0.3

 1 中根 颯亮(6) 小学     14.03 
ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ 桔梗小

小学共通男子

８０ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3     7

2    51

4    48

オープン小学男子

８０ｍＨ

決勝

5    14
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 9月7日 9:35
決勝 9月7日 15:05

[ 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   3 箕輪中部小RC(A)   90 小日向 温史(6)    59.15 q 1  4 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(A   18 橋爪 淳(5)    58.75 q

ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳRCA ｵﾋﾞﾅﾀ ﾊﾙﾋﾄ ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳA ﾊｼﾂﾞﾒ ｼﾞｭﾝ
   88 荻原 凌我(6)   23 飯島 悠斗(5)

ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾄ
   95 鈴木 裕也(6)   22 椎名一郎アレクサンド

ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾔ ｼｲﾅ ｲﾁﾛｳ ｱﾚｸｻﾝﾄﾞ
   93 唐澤 秀作(6)   19 山田 海斗(5)

ｶﾗｻﾜ ｼｭｳｻｸ ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ
 2   5 高遠小    25 伊澤 頼寿(4)  1,06.18 q 2  2 箕輪中部小RC(B)   94 北原 香音(5)    59.66 q

ﾀｶﾄｵｼｮｳ ｲｻﾜ ﾗｲｽﾞ ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳRCB ｷﾀﾊﾗ ｶﾉﾝ
   24 伊藤 律(4)   91 征矢 快誠(5)

ｲﾄｳ ﾘﾂ ｿﾔ ｶｲｾｲ
   36 中村 璃空(4)   89 佐藤 正健(5)

ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ ｻﾄｳ ｾｲｹﾝ
   29 小松 航(4)   92 長野 竜治(5)

ｺﾏﾂ ﾜﾀﾙ ﾅｶﾞﾉ ﾘｭｳｼﾞ
 3   2 南箕輪小(B)    58 羽生 智輝(4)  1,07.61 q 3  3 南箕輪小(A)   66 竹村 大輝(5)  1,02.60 q

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳB ﾊﾆｭｳ ﾄﾓｷ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳA ﾀｹﾑﾗ ﾀﾞｲｷ
   72 米沢 春哉(4)   61 古屋 孝太郎(5)

ﾖﾈｻﾞﾜ ﾊﾙﾔ ﾌﾙﾔ ｺｳﾀﾛｳ
   64 征矢 誠賢(4)   63 三好 勇輝(5)

ｿﾔ ｾｲｹﾝ ﾐﾖｼ ﾕｳｷ
   69 唐澤 優大(4)   73 宝 一翔(5)

ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ ﾀｶﾗ ｶｽﾞﾄ
 4   4 南箕輪小(C)    60 橋爪 宏明(4)  1,08.81 q 4  5 南箕輪小(E)   57 井上 颯(4)  1,04.37 q

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳC ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋﾛｱｷ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳE ｲﾉｳｴ ﾊﾔﾃ
   74 堀 龍斗(4)   70 武井 拓弥(4)

ﾎﾘ ﾘｭｳﾄ ﾀｹｲ ﾀｸﾐ
   75 木下 颯斗(4)   67 唐澤 敬悟(4)

ｷﾉｼﾀ ﾊﾔﾄ ｶﾗｻﾜ ｹｲｺﾞ
   77 髙橋 雅示(4)   76 有賀 玄太(4)

ﾀｶﾊｼ ﾓﾄｼﾞ ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ
 5   6 南箕輪小(D)    56 伊藤 佑真(4)  1,09.85 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳD ｲﾄｳ ﾕｳﾏ
   65 清水 星志郎(4)

ｼﾐｽﾞ ｾｲｼﾛｳ
   68 唐澤 隼多(4)

ｶﾗｻﾜ ﾊﾔﾀ
   71 武藤 成世(4)

ﾑﾄｳ ﾅﾙｾ

小学共通男子
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予選予選予選 通過基準  2組  0着 + 8通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者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   8 箕輪中部小RC(A)   90 小日向 温史(6)    58.91 

ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳRCA ｵﾋﾞﾅﾀ ﾊﾙﾋﾄ
   88 荻原 凌我(6)

ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ
   95 鈴木 裕也(6)

ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾔ
   93 唐澤 秀作(6)

ｶﾗｻﾜ ｼｭｳｻｸ
 2   4 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(A   18 橋爪 淳(5)    59.03 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳA ﾊｼﾂﾞﾒ ｼﾞｭﾝ
   23 飯島 悠斗(5)

ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾄ
   22 椎名一郎アレクサンド

ｼｲﾅ ｲﾁﾛｳ ｱﾚｸｻﾝﾄﾞ
   19 山田 海斗(5)

ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ
 3   5 箕輪中部小RC(B)   94 北原 香音(5)    59.69 

ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳRCB ｷﾀﾊﾗ ｶﾉﾝ
   91 征矢 快誠(5)

ｿﾔ ｶｲｾｲ
   89 佐藤 正健(5)

ｻﾄｳ ｾｲｹﾝ
   92 長野 竜治(5)

ﾅｶﾞﾉ ﾘｭｳｼﾞ
 4   7 南箕輪小(A)    66 竹村 大輝(5)  1,02.63 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳA ﾀｹﾑﾗ ﾀﾞｲｷ
   61 古屋 孝太郎(5)

ﾌﾙﾔ ｺｳﾀﾛｳ
   63 三好 勇輝(5)

ﾐﾖｼ ﾕｳｷ
   73 宝 一翔(5)

ﾀｶﾗ ｶｽﾞﾄ
 5   2 南箕輪小(E)    57 井上 颯(4)  1,04.27 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳE ｲﾉｳｴ ﾊﾔﾃ
   70 武井 拓弥(4)

ﾀｹｲ ﾀｸﾐ
   67 唐澤 敬悟(4)

ｶﾗｻﾜ ｹｲｺﾞ
   76 有賀 玄太(4)

ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ
 6   1 高遠小    25 伊澤 頼寿(4)  1,06.17 

ﾀｶﾄｵｼｮｳ ｲｻﾜ ﾗｲｽﾞ
   24 伊藤 律(4)

ｲﾄｳ ﾘﾂ
   36 中村 璃空(4)

ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ
   29 小松 航(4)

ｺﾏﾂ ﾜﾀﾙ
 7   3 南箕輪小(B)    58 羽生 智輝(4)  1,06.33 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳB ﾊﾆｭｳ ﾄﾓｷ
   72 米沢 春哉(4)

ﾖﾈｻﾞﾜ ﾊﾙﾔ
   64 征矢 誠賢(4)

ｿﾔ ｾｲｹﾝ
   69 唐澤 優大(4)

ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ
 8   6 南箕輪小(C)    60 橋爪 宏明(4)  1,08.74 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳC ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋﾛｱｷ
   74 堀 龍斗(4)

ﾎﾘ ﾘｭｳﾄ
   75 木下 颯斗(4)

ｷﾉｼﾀ ﾊﾔﾄ
   77 髙橋 雅示(4)

ﾀｶﾊｼ ﾓﾄｼﾞ

小学共通男子小学共通男子
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決勝 9月7日  9:00

中村 耕太(6) 小学   3.76   3.62   3.71    3.76 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ 西箕輪小    0.0   -1.7   -1.5     0.0
野々田 和真(5) 小学   3.32   3.46   3.68    3.68 
ﾉﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 高遠小    0.0   -1.1   -2.3    -2.3
林 大翔(5) 小学   3.62   3.35   3.35    3.62 
ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾄ 高遠小   -0.8   -0.6   -1.3    -0.8
吉田 歩(6) 小学    X    X   3.53    3.53 
ﾖｼﾀﾞ ｱﾕﾑ 南箕輪小   -1.5    -1.5
小林 大(6) 小学   3.39   3.41   3.29    3.41 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲ 西箕輪小    0.0   -1.1   -2.3    -1.1
樋屋 啓太(6) 小学   3.31   3.13   3.00    3.31 
ﾋｵｸ ｹｲﾀ 伊那AC   +0.3   -0.4   -0.6    +0.3
古屋 孝太郎(5) 小学   3.22   3.01   2.90    3.22 
ﾌﾙﾔ ｺｳﾀﾛｳ 南箕輪小   -0.8   -0.6   -1.0    -0.8
田中 颯(6) 小学   2.81   3.07   2.98    3.07 
ﾀﾅｶ ﾊﾔﾃ 高遠小   -0.4   -0.7   -1.4    -0.7
矢澤 宏隆(6) 小学   2.90   2.78   2.92    2.92 
ﾔｻﾞﾜ ﾋﾛﾀｶ 高遠小    0.0   -0.4   -0.6    -0.6
羽生 智輝(4) 小学   2.18   2.15   2.21    2.21 
ﾊﾆｭｳ ﾄﾓｷ 南箕輪小    0.0   -0.9   -0.7    -0.7

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- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 10    49

-5-

2 7    38

3 9    40

4 8    59

5 6    46

6 4     8

7 1    61

8 3    37

9 5    39

10 2    58
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