
第45回伊那10マイルロードレース大会兼第60回伊那市民体育祭                        
主催：上伊那陸上競技協会                                                        
　　　伊那市・伊那市教育委員会                                                  
開催日：平成25年10月6日（日）                                                   

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】207010  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
10/06 男子 北原 弘司 33,01 佐々木 跡武 33,22 松村 博文 33,52 唐木 正敏 34,17 上島 通成 34,18 木村  和也 34,30 有賀 竜太 34,38 滝澤 勉 34,49

１０ｋｍ 上伊那･上伊那郡陸協 上伊那･上伊那郡陸協 上伊那･上伊那郡陸協 上伊那･上伊那郡陸協 上伊那･辰野町陸協 上伊那･上伊那郡陸協 上伊那･上伊那郡陸協 上伊那･上伊那郡陸協
10/06 高校男子 小木曽 静波(3) 34,00 水上 優斗(1) 34,15 森川 知生(2) 41,01

１０ｋｍ 伊那市･上伊那農業高 上伊那･佐久長聖高 上伊那･伊那弥生ヶ丘高
10/06 中学男子 山中 伸晃(2) 18,55 荒井優佑(2) 19,06 中谷 翔希(2) 19,13 加藤 謙伸(2) 20,14 赤羽 仁志(1) 21,03

５ｋｍ 上伊那･宮田中 上伊那･辰野中 上伊那･辰野中 宮田中･宮田中 上伊那･辰野中
10/06 壮年男子 細田 勇一 34,31 守屋 智春 34,56

１０ｋｍ 上伊那･上伊那郡陸協 上伊那･上伊那郡陸協



決勝 10月6日 10:00

県新(NR)            29,44

 1 北原 弘司 上伊那     33,01 
ｷﾀﾊﾗ ｺｳｼﾞ 上伊那郡陸協

 2 佐々木 跡武 上伊那     33,22 
ｻｻｷ ｱﾄﾑ 上伊那郡陸協

 3 松村 博文 上伊那     33,52 
ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ 上伊那郡陸協

 4 唐木 正敏 上伊那     34,17 
ｶﾗｷ ﾏｻﾄｼ 上伊那郡陸協

 5 上島 通成 上伊那     34,18 
ｶﾐｼﾞﾏ  ﾐﾁﾅﾘ 辰野町陸協

 6 木村  和也 上伊那     34,30 
ｷﾑﾗ  ｶｽﾞﾔ 上伊那郡陸協

 7 有賀 竜太 上伊那     34,38 
ｱﾙｶﾞ ﾘｭｳﾀ 上伊那郡陸協

 8 滝澤 勉 上伊那     34,49 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾂﾄﾑ 上伊那郡陸協

 9 田中 秀一 上伊那     34,51 
ﾀﾅｶ ｼｭｳｲﾁ トーハツ

10 小林 太一 上伊那     36,18 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ 上伊那郡陸協

11 丸山 真穂 その他     36,29 
ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾎ 松本市陸協

12 樋口 正晃 上伊那     36,37 
ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 上伊那郡陸協

13 池上 幸助 上伊那     38,39 
ｲｹｶﾞﾐ  ｺｳｽｹ トーハツ

14 天野 進 上伊那     45,08 
ｱﾏﾉ ｽｽﾑ 上伊那郡陸協

15 鈴木 昌幸 上伊那     51,24 
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ 上伊那郡陸協
丸山 信一 上伊那
ﾏﾙﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 箕輪町陸協
北原 英一 上伊那
ｷﾀﾊﾗ ｴｲｲﾁ トーハツ
有賀 雅浩 上伊那
ｱﾙｶﾞ   ﾏｻﾋﾛ 上伊那郡陸協
北原 崇志 上伊那
ｷﾀﾊﾗ  ﾀｶｼ 上伊那郡陸協
田原 直貴 上伊那
ﾀﾊﾗ  ﾅｵｷ 上伊那郡陸協
福澤 純平 上伊那
ﾌｸｻﾞﾜ  ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 上伊那郡陸協
松崎 雄介 上伊那
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 上伊那郡陸協
郷津 敏充 上伊那
ｺﾞｳﾂ  ﾄｼﾐﾂ 上伊那郡陸協
向山 貴大(4) 上伊那
ﾑｶｲﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 信大

男子

１０ｋｍ１０ｋｍ

決勝決勝決勝

順順 No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
2222    22   22

1212    12   12

88     8    8

1515    15   15

77     7    7

11     1    1

2323    23   23

1111    11   11

44     4    4

1717    17   17

2121    21   21

33     3    3

55     5    5

2424    24   24

1313    13   13

22     2    2
欠場欠場

66     6    6
欠場欠場

99     9    9
欠場欠場

1010    10   10
欠場欠場

1414    14   14
欠場欠場

1616    16   16
欠場欠場

1818    18   18
欠場欠場

1919    19   19
欠場欠場

2020    20   20
欠場欠場



決勝 10月6日 10:00

県新(NR)            29,44

 1 細田 勇一 上伊那     34,31 
ﾎｿﾀﾞ  ﾕｳｲﾁ 上伊那郡陸協

 2 守屋 智春 上伊那     34,56 
ﾓﾘﾔ ﾄﾓﾊﾙ 上伊那郡陸協
唐木 弘志 上伊那
ｶﾗｷ  ﾋﾛｼ 上伊那郡陸協

壮年男子

１０ｋｍ１０ｋｍ

決勝決勝決勝

順順 No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
22   402  402

11   401  401

33   403  403
欠場欠場



決勝 10月6日 10:00

県高新(KR)          29,49
大会新(GR)          31,47

 1 小木曽 静波(3) 伊那市     34,00 
ｵｷﾞｿ ｾｲﾊ 上伊那農業高

 2 水上 優斗(1) 上伊那     34,15 
ﾐｽﾞｶﾐ ﾕｳﾄ 佐久長聖高

 3 森川 知生(2) 上伊那     41,01 
ﾓﾘｶﾜ ﾄﾓｷ 伊那弥生ヶ丘高

高校男子

１０ｋｍ１０ｋｍ

決勝決勝決勝

順順 No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
22   102  102

11   101  101

33   103  103



決勝 10月6日 10:00

県中学新(CR)        15,36
大会新(GR)          16,06

 1 山中 伸晃(2) 上伊那     18,55 
ﾔﾏﾅｶ  ﾉﾌﾞｱｷ 宮田中

 2 荒井優佑(2) 上伊那     19,06 
ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 辰野中

 3 中谷 翔希(2) 上伊那     19,13 
ﾅｶﾔ ｼｮｳｷ 辰野中

 4 加藤 謙伸(2) 宮田中     20,14 
ｶﾄｳ ｹﾝｼﾝ 宮田中

 5 赤羽 仁志(1) 上伊那     21,03 
ｱｶﾊﾈ ﾋﾄｼ 辰野中

中学男子

５ｋｍ５ｋｍ

決勝決勝決勝

順順 No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
11   201  201

22   202  202

33   203  203

55   205  205

44   204  204


	2013伊那ロード男子
	決勝記録一覧表

	2013伊那ロード男子10km
	用紙

	2013伊那ロード壮年男子10km
	用紙

	2013伊那ロード高校男子10km
	用紙

	2013伊那ロード中学男子5km
	用紙


