
第19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26年6月15日(日)                                                 
　　審判長：遠山　正洋                                                          

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
06/15 小学４年男子  -2.5林 優真(4) 15.42 酒井 洸一(4) 15.84 北澤 凛太郎(4) 16.02 荻原 諒太(4) 16.10 酒井 柊太(4) 16.35 原 晃暉(4) 16.43 下平 真吾(4) 16.67 加藤 哲也(4) 16.91

１００ｍ 小学･西箕輪小 小学･西春近南小 小学･伊那東小 小学･西春近北小 小学･西春近北小 小学･西箕輪小 小学･東春近小 小学･伊那北小
06/15 木ノ嶋 圭(4) 3.23(-1.6) 飯島 颯士(4) 3.16(+1.2) 堀米 岳斗(4) 3.06(0.0) 久保 雄大(4) 2.93(+1.6) 蟹澤 翔太(4) 2.87(-1.3) 盛 生歩(4) 2.86(+0.8) 橋爪 悠真(4) 2.84(+0.5) 伊保 瑠聡(4) 2.77(-0.4)

走幅跳 小学･美篶小 小学･東春近小 小学･伊那小 小学･伊那北小 小学･手良小 小学･高遠北小 小学･西春近北小 小学･伊那北小
06/15 小川 隼弥(4) 47.46 小松 快希(4) 36.14 吉瀬 歩睦(4) 34.94 藪 大翔(4) 34.63 伊藤 巧翔(4) 33.26 唐澤 洸晴(4) 30.64 伊藤 康希(4) 29.87 馬塲 亮輔(4) 29.34

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号 小学･西春近南小 小学･手良小 小学･西春近北小 小学･高遠小 小学･西春近北小 小学･西春近南小 小学･長谷小 小学･東春近小
06/15 伊那北小     1,03.04 西春近北小     1,03.98 伊那小     1,04.12 西春近南小     1,04.57 美篶小     1,05.05 伊那東小     1,07.42 手良小     1,07.48

４×１００ｍＲ 米山 樹(4) 久保村 泰尊(4) 城倉 拓馬(4) 唐澤 洸晴(4) 春日 勇人(4) 唐澤 利海(4) 尾﨑 裕人(4)
工藤 航介(4) 橋爪 悠真(4) 青木 彪太朗(4) 小川 隼弥(4) 北原 滉大(4) 鈴木 翔也(4) 寺澤 一希(4)
大森 光稀(4) 酒井 柊太(4) 柴 莉玖(4) 北原 秀喜(4) 小松 佑生(4) 安江 陽人(4) 蟹澤 翔太(4)
鷲見 紘翔(4) 荻原 諒太(4) 堀米 岳斗(4) 酒井 洸一(4) 高橋 彪河(4) 嶋田 優太(4) 小松 快希(4)

06/15 小学５年男子  -1.1中山 翔晴(5) 14.83 矢島 陸渡(5) 14.97 西澤 歩夢(5) 15.01 西村 柊人(5) 15.68 小松 駿斗(5) 15.77 伊藤 蒼一郎(5) 15.85 赤羽 祐哉(5) 16.28 古田 笙一郎(5) 16.35
１００ｍ 小学･伊那北小 小学･西箕輪小 小学･高遠小 小学･美篶小 小学･長谷小 小学･西春近北小 小学･西春近北小 小学･美篶小

06/15 福澤 洸士(5) 3.64(0.0) 小牧 大晟(5) 3.36(0.0) 岡地 諒(5) 3.35(+1.1) 下平 愛哉(5) 3.29(+0.3) 小岩井諒平(5)3.28(-0.6) 倉田 恭兵(5) 3.22(-0.6) 宮下裕二朗(5)3.15(+0.5) 篠田 宙(5) 3.05(-0.9)
走幅跳 小学･美篶小 小学･富県小 小学･伊那小 小学･美篶小 小学･伊那東小 小学･伊那小 小学･伊那北小 小学･伊那北小

06/15 大久保 唯人(5) 49.99 城倉 皇大(5) 43.40 伊東 拓未(5) 41.98 竹内 陸隼(5) 39.59 酒井 悠聖(5) 36.57 篠田 真輝(5) 36.42 倉田 隼誠(5) 36.11 池田 瑠(5) 35.76
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号 小学･東春近小 小学･手良小 小学･西春近南小 小学･高遠小 小学･西春近北小 小学･伊那北小 小学･伊那小 小学･富県小

06/15 伊那北小     1,02.33 東春近小     1,02.41 美篶小     1,02.90 西春近北小     1,04.37 高遠小     1,06.50
４×１００ｍＲ 篠田 宙(5) 河野 颯太(5) 清水 伶大(5) 伊藤 蒼一郎(5) 伊澤 頼寿(5)

篠田 真輝(5) 山本 大翔(5) 下平 愛哉(5) 酒井 悠聖(5) 伊藤 律(5)
宮下 裕二朗(5) 新井 有羽人(5) 西村 柊人(5) 西尾 丈丸(5) 中原 蒼汰(5)
中山 翔晴(5) 稲村 碧(5) 古田 笙一郎(5) 赤羽 祐哉(5) 市ノ羽 寛大(5)

06/15 小学６年男子  -0.9北原 真斗(6) 13.70 今井 駿世(6) 14.39 小島 尚樹(6) 14.61 伊東 龍生(6) 14.80 林 和真(6) 14.85 逸見 崚輔(6) 15.21 市ノ瀬 敬紀(6) 15.38 北原 諒(6) 15.78
１００ｍ 小学･美篶小 小学･西春近北小 小学･高遠小 小学･高遠小 小学･西箕輪小 小学･伊那小 小学･伊那小 小学･美篶小

06/15 中村 優成(6) 4.16(-1.7) 林 大翔(6) 3.91(-1.4) 野々田和真(6)3.91(-0.7) 赤羽 響(6) 3.78(-2.6) 大原ユスケ(6)3.74(-2.0) 高野 天地(6) 3.68(-1.1) 佐藤 尊(6) 3.63(+0.6) 今枝 水穂(6) 3.55(-1.2)
走幅跳 小学･東春近小 小学･高遠小 小学･高遠小 小学･美篶小 小学･伊那北小 小学･伊那西小 小学･高遠北小 小学･高遠北小

06/15 池上 智哉(6) 58.92 蟹澤 龍弥(6) 47.70 小川 航平(6) 47.38 野溝 太雅(6) 46.74 北村 圭吾(6) 42.06 下島 雅生(6) 42.04 橋場 涼太(6) 41.88 武田 直人(6) 39.81
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号 小学･高遠小 小学･手良小 小学･西春近南小 小学･伊那北小 小学･西春近南小 小学･富県小 小学･伊那小 小学･伊那東小

06/15 伊那北小       56.25 美篶小       56.49 伊那東小     1,01.49 高遠北小     1,04.41 長谷小     1,07.29
４×１００ｍＲ 大森 才稀(6) 中川 俊和(6) 溝口 総太(6) 松崎 タオ(6) 松尾 クウ(6)

野溝 太雅(6) 羽田 智哉(6) 橋本 幸太(6) 佐藤 尊(6) 片山 清葉(6)
田口 木理(6) 赤羽 響(6) 中條 凌雅(6) 福嶋 招太(6) 中山 隼也(6)
竹越 勇斗(6) 北原 真斗(6) 武田 直人(6) 今枝 水穂(6) 野口 秀太(6)

06/15 小学共通男子 田口 木理(6) 3,24.12 長崎 光樹(6) 3,26.65 林 優太(6) 3,30.68 小松 航(5) 3,32.33 荻原 浩太郎(6) 3,32.41 池上 雅春(6) 3,32.46 原 裕貴(5) 3,44.07 牧島 駿太(6) 3,44.22
１０００ｍ 小学･伊那北小 小学･伊那小 小学･伊那小 小学･高遠小 小学･西春近北小 小学･西春近南小 小学･伊那東小 小学･伊那北小

06/15 中学男子  -0.1伊藤 陸(2) 12.15 芹川 志出明(3) 12.35 宮澤 颯汰(3) 12.35 渡邊 楓士(3) 12.36 酒井 龍介(1) 12.85 林 涼真(2) 13.16 北原 鐘伍(3) 13.18 倉田 優希(2) 13.54
１００ｍ 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中 中学･春富中 中学･春富中 中学･伊那東部中 中学･西箕輪中 中学･伊那中 中学･伊那東部中

06/15 小池 彪(2) 4,34.90 大杉 啓(2) 4,46.02 立花  廉(3) 4,48.05 小松 拓海(3) 4,49.17 岩村 勇弥(2) 4,50.88 酒井 龍一(2) 4,51.42 唐澤 卓郎(3) 4,52.39 唐澤 卓実(3) 5,16.64
１５００ｍ 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中 中学･春富中 中学･春富中 中学･春富中 中学･春富中 中学･伊那東部中 中学･春富中

06/15 酒井 千尋(3) 5.65(-1.1) 松崎 勇起(3) 5.42(+2.6) 中路 星耀(3) 4.72(-1.7) 中山 蓮(2) 4.45(-3.1) 唐澤  丈(3) 4.39(-1.1) 唐木 直也(3) 4.27(-1.2) 春日雄太郎(1)3.99(-2.4) 恒川 直澄(1) 3.42(-1.2)
走幅跳 中学･春富中 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 中学･伊那東部中

06/15 登内 啓一郎(3) 9.39 小池 功一郎(2) 8.57 登内 達也(1) 6.29 大澤 昂祈(1) 4.79
砲丸投 中学･伊那東部中 中学･伊那中 中学･伊那東部中 中学･伊那中

06/15 伊那東部中(A)      49.66 伊那東部中(B)      50.52 伊那中       55.11
４×１００ｍＲ 中山 蓮(2) 小松 航大(1) 齋藤 昌希(2)

伊藤 巧(1) 酒井 龍介(1) 北原 鐘伍(3)
松崎 勇起(3) 倉田 優希(2) 大澤 昂祈(1)
芹川 志出明(3) 伊藤 陸(2) 小池 功一郎(2)



予選 6月15日  9:20
決勝 6月15日 11:00

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

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速 -2.5

 1 北澤 凛太郎(4) 小学     15.97 q  1 林 優真(4) 小学     15.58 q
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 伊那東小 ﾊﾔｼ ﾕｳﾏ 西箕輪小

 2 酒井 柊太(4) 小学     16.07 q  2 唐澤 結太(4) 小学     16.90 
ｻｶｲ ｼｭｳﾀ 西春近北小 ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾀ 東春近小

 3 原 晃暉(4) 小学     16.23 q  3 北原 秀喜(4) 小学     17.28 
ﾊﾗ ｺｳｷ 西箕輪小 ｷﾀﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 西春近南小

 4 木下 滉也(4) 小学     16.99  4 尾﨑 裕人(4) 小学     17.47 
ｷﾉｼﾀ ｺｳﾔ 美篶小 ｵｻﾞｷ ﾕｳﾄ 手良小

 5 田中 大楓(4) 小学     17.47  5 飯島 大空(4) 小学     18.00 
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 伊那小 ｲｲｼﾞﾏ ｿﾗ 高遠小

 6 寺澤 一希(4) 小学     17.58  6 梅垣 創磨(4) 小学     18.10 
ﾃﾗｻﾜ ｶｽﾞｷ 手良小 ｳﾒｶﾞｷ ｿｳﾏ 伊那東小

 7 平澤 玲歩(4) 小学     17.93 
ﾋﾗｻﾜ ﾚｲ 伊那北小

[ 3組] 風速 -0.7

 1 酒井 洸一(4) 小学     15.77 q
ｻｶｲ ｺｳｲﾁ 西春近南小

 2 荻原 諒太(4) 小学     16.06 q
ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 西春近北小

 3 加藤 哲也(4) 小学     16.65 q
ｶﾄｳ ﾃﾂﾔ 伊那北小

 4 下平 真吾(4) 小学     16.80 q
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼﾝｺﾞ 東春近小

 5 伊藤 世成(4) 小学     17.64 
ｲﾄｳ ｾﾅ 美篶小

 6 丹羽 一稀(4) 小学     18.26 
ﾆﾜ ｲﾂｷ 伊那小

風速 -2.5

 1 林 優真(4) 小学     15.42 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾏ 西箕輪小

 2 酒井 洸一(4) 小学     15.84 
ｻｶｲ ｺｳｲﾁ 西春近南小

 3 北澤 凛太郎(4) 小学     16.02 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 伊那東小

 4 荻原 諒太(4) 小学     16.10 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 西春近北小

 5 酒井 柊太(4) 小学     16.35 
ｻｶｲ ｼｭｳﾀ 西春近北小

 6 原 晃暉(4) 小学     16.43 
ﾊﾗ ｺｳｷ 西箕輪小

 7 下平 真吾(4) 小学     16.67 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼﾝｺﾞ 東春近小

 8 加藤 哲也(4) 小学     16.91 
ｶﾄｳ ﾃﾂﾔ 伊那北小

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 No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    67

8   329

5   257

3   356

4   407

2   173

順 ﾚｰﾝ

7    10

No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   345

3   385

5   290

7   245

2   209

4    69

0

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   302

2   338

6   199

4   404

3   438

5    14

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   345

4   302

6    67

5   338

8   329

7   356

2   404

1   199



決勝 6月15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   3 伊那北小   172 米山 樹(4)   1,03.04 

ｲﾅｷﾀｼｮｳ ﾖﾈﾔﾏ ｲﾂｷ
  193 工藤 航介(4)

ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ
  181 大森 光稀(4)

ｵｵﾓﾘ ｺｳｷ
  166 鷲見 紘翔(4)

ｽﾐ ﾋﾛﾄ
 2   6 西春近北小   336 久保村 泰尊(4)   1,03.98 

ﾆｼﾊﾙﾁｶｷﾀｼｮｳ ｸﾎﾞﾑﾗ ﾀｲｿﾝ
  334 橋爪 悠真(4)

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｳﾏ
  329 酒井 柊太(4)

ｻｶｲ ｼｭｳﾀ
  338 荻原 諒太(4)

ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ
 3   4 伊那小    20 城倉 拓馬(4)   1,04.12 

ｲﾅｼｮｳ ｼﾞｮｳｸﾗ ﾀｸﾏ
   18 青木 彪太朗(4)

ｱｵｷ ｺﾀﾛｳ
   23 柴 莉玖(4)

ｼﾊ ﾞﾘｸ
    6 堀米 岳斗(4)

ﾎﾘｺﾞﾒ ﾀｹﾄ
 4   2 西春近南小   292 唐澤 洸晴(4)   1,04.57 

ﾆｼﾊﾙﾁｶﾐﾅﾐｼｮｳ ｶﾗｻﾜ ｺｳｾｲ
  298 小川 隼弥(4)

ｵｶﾞﾜ ﾄｼﾔ
  290 北原 秀喜(4)

ｷﾀﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ
  302 酒井 洸一(4)

ｻｶｲ ｺｳｲﾁ
 5   8 美篶小   428 春日 勇人(4)   1,05.05 

ﾐｽｽﾞｼｮｳ ｶｽｶﾞ ﾊﾔﾄ
  409 北原 滉大(4)

ｷﾀﾊﾗ ｺｳﾀ
  427 小松 佑生(4)

ｺﾏﾂ ﾕｳ
  430 高橋 彪河(4)

ﾀｶﾊｼ ﾋｭｳｶﾞ
 6   7 伊那東小    74 唐澤 利海(4)   1,07.42 

ｲﾅﾋｶﾞｼｼｮｳ ｶﾗｻﾜ ﾘｭｳ
   62 鈴木 翔也(4)

ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾔ
   94 安江 陽人(4)

ﾔｽｴ ﾊﾙﾄ
   72 嶋田 優太(4)

ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ
 7   5 手良小   245 尾﨑 裕人(4)   1,07.48 

ﾃﾗｼｮｳ ｵｻﾞｷ ﾕｳﾄ
  257 寺澤 一希(4)

ﾃﾗｻﾜ ｶｽﾞｷ
  262 蟹澤 翔太(4)

ｶﾆｻﾜ ｼｮｳﾀ
  255 小松 快希(4)

ｺﾏﾂ ｶｲｷ

小学４年男子

４×１００ｍＲ

決勝



決勝 6月15日  9:00

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

木ノ嶋 圭(4) 小学   2.97   3.01   3.23    3.23 
ｷﾉｼﾏ ｹｲ 美篶小   -0.6   +0.5   -1.6    -1.6
飯島 颯士(4) 小学   3.15   3.16    X    3.16 
ｲｲｼﾞﾏ ｿｳｼ 東春近小   +0.2   +1.2    +1.2
堀米 岳斗(4) 小学   3.06   2.50   2.79    3.06 
ﾎﾘｺﾞﾒ ﾀｹﾄ 伊那小    0.0   -0.6   -1.2     0.0
久保 雄大(4) 小学   2.93    X   2.63    2.93 
ｸﾎﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 伊那北小   +1.6   -0.5    +1.6
蟹澤 翔太(4) 小学   2.87   2.84   2.57    2.87 
ｶﾆｻﾜ ｼｮｳﾀ 手良小   -1.3    0.0   -0.3    -1.3
盛 生歩(4) 小学   2.81   2.86    X    2.86 
ﾓﾘ ｲｯﾎﾟ 高遠北小   +1.1   +0.8    +0.8
橋爪 悠真(4) 小学   2.84    X   2.76    2.84 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｳﾏ 西春近北小   +0.5   -1.5    +0.5
伊保 瑠聡(4) 小学    X   2.77    X    2.77 
ｲﾎ ﾘｭｳﾄ 伊那北小   -0.4    -0.4
羽田 光希(4) 小学   2.72    X   2.67    2.72 
ﾊﾀ ｺｳｷ 美篶小   +0.9   -1.8    +0.9
半澤 祈抱(4) 小学   2.72    X   2.66    2.72 
ﾊﾝｻﾞﾜ ｲﾀﾞｷ 高遠北小    0.0   -1.6     0.0
下平 真人(4) 小学   2.57   2.69   2.54    2.69 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏｺﾄ 東春近小   +0.2    0.0   -1.5     0.0
小松 広椰(4) 小学   2.41   2.66    X    2.66 
ｺﾏﾂ ｺｳﾔ 伊那小    0.0   -0.4    -0.4
清水 慧太(4) 小学    X   2.56    X    2.56 
ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ 伊那東小   -0.3    -0.3
鈴木 那央(4) 小学   2.39   2.39   2.38    2.39 
ｽｽﾞｷ ﾅｵ 伊那東小    0.0   -0.4   -2.3     0.0

1414 22    63   63

1313 44    81   81

1212 66    22   22

1111 55   403  403

1010 1010   230  230

99 1111   437  437

88 1414   203  203

77 1212   334  334

66 88   234  234

55 11   262  262

44 77   197  197

33 33     6    6

22 99   380  380

備考備考
11 1313   408  408

-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15日  9:00

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

小川 隼弥(4) 小学
ｵｶﾞﾜ ﾄｼﾔ 西春近南小
小松 快希(4) 小学
ｺﾏﾂ ｶｲｷ 手良小
吉瀬 歩睦(4) 小学
ｷｾ ｱﾕﾑ 西春近北小
藪 大翔(4) 小学
ﾔﾌﾞ ﾀﾞｲﾄ 高遠小
伊藤 巧翔(4) 小学
ｲﾄｳ ﾀｸﾄ 西春近北小
唐澤 洸晴(4) 小学
ｶﾗｻﾜ ｺｳｾｲ 西春近南小
伊藤 康希(4) 小学
ｲﾄｳ ｺｳｷ 長谷小
馬塲 亮輔(4) 小学
ﾊﾞﾊﾞ ﾘｮｳｽｹ 東春近小
中島 慧(4) 小学
ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲ 東春近小
平澤 大和(4) 小学
ﾋﾗｻﾜ ﾔﾏﾄ 伊那北小
伊藤 巧晟(4) 小学
ｲﾄｳ ｺｳｾｲ 伊那北小
大脇 蒔人(4) 小学
ｵｵﾜｷ ﾏｷﾄ 美篶小
安江 圭生(4) 小学
ﾔｽｴ ｹｲｾｲ 伊那東小
ホンダ ヒロキ(4) 小学
ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｷ 伊那東小

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 11   298

  O 47.46   O  47.46 

2 9   255
  O 36.14   O  36.14 

3 5   337
  X 34.94   X  34.94 

4 14   205
  O 34.63   O  34.63 

5 7   341
  O 33.26   O  33.26 

6 13   292
  O 30.64   O  30.64 

7 6   377
  O   O 29.87  29.87 

8 1   382
  O 29.34   O  29.34 

9 3   387
  O   O 28.61  28.61 

10 10   174
27.78   X   O  27.78 

11 12   204
  O   O 27.62  27.62 

12 8   421
26.88   X   O  26.88 

13 4    95
24.34   O   O

14 2    96
  X   O 16.64  16.64 

 24.34 



予選 6月15日  9:30
決勝 6月15日 11:05

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

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -1.1

 1 小松 駿斗(5) 小学     15.70 q  1 西澤 歩夢(5) 小学     15.07 q
ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 長谷小 ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 高遠小

 2 赤羽 祐哉(5) 小学     16.17 q  2 矢島 陸渡(5) 小学     15.14 q
ｱｶﾊﾈ ﾕｳﾔ 西春近北小 ﾔｼﾞﾏ ﾘｸﾄ 西箕輪小

 3 古田 笙一郎(5) 小学     16.19 q  3 伊藤 蒼一郎(5) 小学     16.05 q
ﾌﾙﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 美篶小 ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 西春近北小

 4 小平 龍也(5) 小学     16.87  4 小松 佑真(5) 小学     16.75 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾘｭｳﾔ 富県小 ｺﾏﾂ ﾕｳﾏ 西春近南小

 5 篠原 成志(5) 小学     17.24  5 安西 大穂(5) 小学     18.52 
ｼﾉﾗﾊ ｼﾞｮｳｼﾞ 西箕輪小 ｱﾝｻﾞｲ ﾀﾞｲﾎ 高遠北小

 6 熊崎 大志(5) 小学     17.31 保髙 龍志(5) 小学
ｸﾏｻﾞｷ ﾀｲｼ 東春近小 ﾎﾀｶ ﾘｭｳｼ 東春近小

 7 宮澤 翔(5) 小学     17.95 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｮｳ 高遠小

[ 3組] 風速 -1.3

 1 中山 翔晴(5) 小学     15.04 q
ﾅｶﾔﾏ ﾄﾊﾞﾙ 伊那北小

 2 西村 柊人(5) 小学     15.74 q
ﾆｼﾑﾗ ｼｭｳﾄ 美篶小

 3 池上 将矢(5) 小学     17.17 
ｲｹｶﾞﾐ ﾏｻﾔ 伊那東小

 4 後藤 優斗(5) 小学     17.21 
ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾄ 長谷小

 5 登内 唯翔(5) 小学     18.30 
ﾄﾉｳﾁ ﾕｲﾄ 高遠北小
井口 大瑛(5) 小学
ｲｸﾞﾁ ﾀｲﾖｳ 西春近南小

風速 -1.1

 1 中山 翔晴(5) 小学     14.83 
ﾅｶﾔﾏ ﾄﾊﾞﾙ 伊那北小

 2 矢島 陸渡(5) 小学     14.97 
ﾔｼﾞﾏ ﾘｸﾄ 西箕輪小

 3 西澤 歩夢(5) 小学     15.01 
ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 高遠小

 4 西村 柊人(5) 小学     15.68 
ﾆｼﾑﾗ ｼｭｳﾄ 美篶小

 5 小松 駿斗(5) 小学     15.77 
ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 長谷小

 6 伊藤 蒼一郎(5) 小学     15.85 
ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 西春近北小

 7 赤羽 祐哉(5) 小学     16.28 
ｱｶﾊﾈ ﾕｳﾔ 西春近北小

 8 古田 笙一郎(5) 小学     16.35 
ﾌﾙﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 美篶小

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 記録／備考
5   369

2   321

3   398

8   432

6   443

7   222

順 ﾚｰﾝ

4   354

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   214

3   346

2   340

7   300

6   242

5   379
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   178

5   425

4    79

7   371

3   231

6   314
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   178

4   346

3   214

8   425

6   369

7   340

1   321

2   432



決勝 6月15日 11:40

県小学新(SR)        51.04
大会新(GR)          58.82

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 伊那北小   187 篠田 宙(5)   1,02.33 

ｲﾅｷﾀｼｮｳ ｼﾉﾀﾞ ｿﾗ
  188 篠田 真輝(5)

ｼﾉﾀﾞ ﾏｻｷ
  195 宮下 裕二朗(5)

ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｼﾞﾛｳ
  178 中山 翔晴(5)

ﾅｶﾔﾏ ﾄﾊﾞﾙ
 2   4 東春近小   401 河野 颯太(5)   1,02.41 

ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶｼｮｳ ｺｳﾉ ｿｳﾀ
  397 山本 大翔(5)

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾄ
  391 新井 有羽人(5)

ｱﾗｲ ﾕｳｼﾞﾝ
  405 稲村 碧(5)

ｲﾅﾑﾗ ｱｵｲ
 3   5 美篶小   426 清水 伶大(5)   1,02.90 

ﾐｽｽﾞｼｮｳ ｼﾐｽﾞ ﾚｵ
  435 下平 愛哉(5)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏﾅﾔ
  425 西村 柊人(5)

ﾆｼﾑﾗ ｼｭｳﾄ
  432 古田 笙一郎(5)

ﾌﾙﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ
 4   3 西春近北小   340 伊藤 蒼一郎(5)   1,04.37 

ﾆｼﾊﾙﾁｶｷﾀｼｮｳ ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ
  328 酒井 悠聖(5)

ｻｶｲ  ﾕｳｾｲ
  324 西尾 丈丸(5)

ﾆｼｵ ﾀｹﾏﾙ
  321 赤羽 祐哉(5)

ｱｶﾊﾈ ﾕｳﾔ
 5   7 高遠小   223 伊澤 頼寿(5)   1,06.50 

ﾀｶﾄｵｼｮｳ ｲｻﾜ ﾗｲｽﾞ
  224 伊藤 律(5)

ｲﾄｳ ﾘﾂ
  210 中原 蒼汰(5)

ﾅｶﾊﾗ ｿｳﾀ
  221 市ノ羽 寛大(5)

ｲﾁﾉﾊ ｶﾝﾀﾞｲ
  2 伊那西小    41 岡本 詩音(5)

ｲﾅﾆｼｼｮｳ ｵｶﾓﾄ ｼｵﾝ 失格
   35 武田 隼人(5)

ﾀｹﾀﾞ ﾊﾔﾄ
   37 唐澤 誠人(5)

ｶﾗｻﾜ ﾏｻﾄ
   34 網野 瑞希(5)

ｱﾐﾉ ﾐｽﾞｷ
  8 西春近南小

ﾆｼﾊﾙﾁｶﾐﾅﾐｼｮｳ 欠場

小学５年男子

４×１００ｍＲ

決勝



決勝 6月15日  9:40

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

福澤 洸士(5) 小学   3.64   2.86   3.30    3.64 
ﾌｸｻﾞﾜ ｺｳｼ 美篶小    0.0    0.0   -0.6     0.0
小牧 大晟(5) 小学   3.36   3.34   3.28    3.36 
ｺﾏｷ ﾀｲｾｲ 富県小    0.0   +1.3   -0.4     0.0
岡地 諒(5) 小学    X   3.03   3.35    3.35 
ｵｶﾁ ﾘｮｳ 伊那小   -0.7   +1.1    +1.1
下平 愛哉(5) 小学   3.27   3.17   3.29    3.29 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏﾅﾔ 美篶小    0.0   -0.6   +0.3    +0.3
小岩井 諒平(5) 小学   3.09   3.15   3.28    3.28 
ｺｲﾜｲ ﾘｮｳﾍｲ 伊那東小   -1.2   -0.3   -0.6    -0.6
倉田 恭兵(5) 小学   3.07   3.22   2.89    3.22 
ｸﾗﾀ ｷｮｳﾍｲ 伊那小   -0.9   -0.6   -0.3    -0.6
宮下 裕二朗(5) 小学    X   3.15   2.89    3.15 
ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｼﾞﾛｳ 伊那北小   +0.5   -2.4    +0.5
篠田 宙(5) 小学   2.98   2.68   3.05    3.05 
ｼﾉﾀﾞ ｿﾗ 伊那北小   -1.3   -1.4   -0.9    -0.9
森本 快大(5) 小学   2.34   3.03   2.76    3.03 
ﾓﾘﾓﾄ ﾊﾔﾄ 高遠小   +0.7    0.0   +0.3     0.0
那須野 威(5) 小学   2.92   2.95   2.83    2.95 
ﾅｽﾉ ﾀｹﾙ 手良小   +0.5   -1.0   -1.7    -1.0
矢澤 遼馬(5) 小学   2.89   2.67   2.75    2.89 
ﾔｻﾞﾜ ﾘｮｳﾏ 手良小   -1.0   -0.6   +0.2    -1.0
唐澤 悠叶(5) 小学   2.84   2.48   2.40    2.84 
ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ 東春近小   -0.7   -1.2    0.0    -0.7
久保 凜太郎(5) 小学   2.62   2.79    X    2.79 
ｸﾎﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 東春近小   -1.2   -0.1    -0.1
中島 伊吹(5) 小学   2.75   2.67   2.72    2.75 
ﾅｶｼﾞﾏ ｲﾌﾞｷ 西春近南小   -0.5   -1.4    0.0    -0.5
中田 義生(5) 小学   2.35   2.35   2.43    2.43 
ﾅｶﾀ ﾖｼｵ 高遠北小   -0.4   -0.3   +0.2    +0.2
春日 壱乃輔(5) 小学   2.12    X    X    2.12 
ｶｽｶﾞ ｲﾁﾉｽｹ 高遠小   -2.0    -2.0

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 14   414

-5-

2 15   442

3 1    30

4 12   435

5 3    83

6 5    16

7 16   195

8 9   187

9 13   215

10 6   249

11 4   244

12 10   384

13 7   400

14 11   294

15 2   232

16 8   219



決勝 6月15日  9:50

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

大久保 唯人(5) 小学
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｲﾄ 東春近小
城倉 皇大(5) 小学
ｼﾞｮｳｸﾗ ｺｳﾀﾞｲ 手良小
伊東 拓未(5) 小学
ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 西春近南小
竹内 陸隼(5) 小学
ﾀｹｳﾁ ﾘｸﾄ 高遠小
酒井 悠聖(5) 小学
ｻｶｲ  ﾕｳｾｲ 西春近北小
篠田 真輝(5) 小学
ｼﾉﾀﾞ ﾏｻｷ 伊那北小
倉田 隼誠(5) 小学
ｸﾗﾀ ｼﾞｭﾝｾｲ 伊那小
池田 瑠(5) 小学
ｲｹﾀﾞ ﾙｲ 富県小
清水 伶大(5) 小学
ｼﾐｽﾞ ﾚｵ 美篶小
木島 貴(5) 小学
ｷｼﾞﾏ ﾀｶｼ 伊那小
小林 一朗(5) 小学
ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾁﾛｳ 東春近小
山岸 大地(5) 小学
ﾔﾏｷﾞｼ ﾀﾞｲﾁ 伊那西小
西尾 丈丸(5) 小学
ﾆｼｵ ﾀｹﾏﾙ 西春近北小
春日 一輝(5) 小学
ｶｽｶﾞ ｶｽﾞｷ 高遠小
唐木柚季(5) 小学
ｶﾗｷ ﾕｽﾞｷ 伊那東小
小椋 和真(5) 小学
ｵｸﾞﾗ ｶｽﾞﾏ 長谷小
ﾄﾞｽ ｻﾝﾄｽ ｱﾝﾄﾞﾚ ﾙｲｽ(5小学 欠場
ﾄﾞｽ ｻﾝﾄｽ ｱﾝﾄﾞﾚ ﾙ 伊那東小
塩澤 空(5) 小学 欠場
ｼｵｻﾞﾜ ｿﾗ 西春近南小

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 5   389

  O   O 49.99  49.99 

2 14   254
  O   O 43.40  43.40 

3 16   315
  O   X 41.98  41.98 

4 18   211
  O   X 39.59  39.59 

5 7   328
  O 36.57   O  36.57 

6 1   188
  O 36.42   O  36.42 

7 11    15
  O 36.11   O  36.11 

8 17   441
35.76   O   O  35.76 

9 12   426
33.15   O   O  33.15 

10 13     3
32.79   O   O  32.79 

11 9   393
31.99   O   O  31.99 

12 15    38
  O 30.57   X  30.57 

13 4   324
  O 29.73   O  29.73 

14 8   220
28.18   O   O  28.18 

15 6    75
  O 25.83   O  25.83 

16 3   368
  O   O 22.70  22.70 

2    98

10   312



予選 6月15日  9:40
決勝 6月15日 11:10

県小学新(SR)        12.27
大会新(GR)          13.49

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 -1.2

 1 小島 尚樹(6) 小学     14.64 q  1 北原 真斗(6) 小学     13.60 q
ｺｼﾞﾏ ﾅｵｷ 高遠小 ｷﾀﾊﾗ ﾏﾅﾄ 美篶小

 2 逸見 崚輔(6) 小学     15.14 q  2 今井 駿世(6) 小学     14.49 q
ﾍﾝﾐ ﾘｮｳｽｹ 伊那小 ｲﾏｲ ﾊﾔｾ 西春近北小

 3 北原 諒(6) 小学     15.74 q  3 伊東 龍生(6) 小学     14.81 q
ｷﾀﾊﾗ ﾘｮｳ 美篶小 ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 高遠小

 4 松尾 クウ(6) 小学     15.98  4 林 和真(6) 小学     14.86 q
ﾏﾂｵ ｸｳ 長谷小 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾏ 西箕輪小

 5 小阪 晴也(6) 小学     16.42  5 市ノ瀬 敬紀(6) 小学     15.35 q
ｺｻｶ ｾｲﾔ 西箕輪小 ｲﾁﾉｾ ｹｲｷ 伊那小

 6 小池 歩(6) 小学     20.00  6 佐藤 俊輔(6) 小学     16.60 
ｺｲｹ ｱﾕﾑ 伊那北小 ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 伊那北小
三澤 哲也(6) 小学  7 織井 克行(6) 小学     16.64 
ﾐｻﾜ ﾃﾂﾔ 手良小 ｵﾘｲ ｶﾂﾕｷ 東春近小
酒井 大和(6) 小学
ｻｶｲ ﾔﾏﾄ 東春近小

風速 -0.9

 1 北原 真斗(6) 小学     13.70 
ｷﾀﾊﾗ ﾏﾅﾄ 美篶小

 2 今井 駿世(6) 小学     14.39 
ｲﾏｲ ﾊﾔｾ 西春近北小

 3 小島 尚樹(6) 小学     14.61 
ｺｼﾞﾏ ﾅｵｷ 高遠小

 4 伊東 龍生(6) 小学     14.80 
ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 高遠小

 5 林 和真(6) 小学     14.85 
ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾏ 西箕輪小

 6 逸見 崚輔(6) 小学     15.21 
ﾍﾝﾐ ﾘｮｳｽｹ 伊那小

 7 市ノ瀬 敬紀(6) 小学     15.38 
ｲﾁﾉｾ ｹｲｷ 伊那小

 8 北原 諒(6) 小学     15.78 
ｷﾀﾊﾗ ﾘｮｳ 美篶小

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
6   216

8    33

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

  186

7   411

3   367

1   259
欠場

4   395

2   353

5

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考 記録／備考
2   413

6   333

3   225

5   344

1    24

7   192

4   392

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   413

5   333

6   216

3   225

8   344

7    33

2    24

1   411



決勝 6月15日 11:55

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   4 伊那北小   180 大森 才稀(6)     56.25 

ｲﾅｷﾀｼｮｳ ｵｵﾓﾘ ｻｲｷ
  168 野溝 太雅(6)

ﾉﾐｿﾞ ﾀｲｶﾞ
  176 田口 木理(6)

ﾀｸﾞﾁ ﾓｸﾘ
  179 竹越 勇斗(6)

ﾀｹｺﾞｼ ﾕｳﾄ
 2   8 美篶小   418 中川 俊和(6)     56.49 

ﾐｽｽﾞｼｮｳ ﾅｶｶﾞﾜ ﾄｼｶｽﾞ
  436 羽田 智哉(6)

ﾊﾀ ﾄﾓﾔ
  424 赤羽 響(6)

ｱｶﾊﾈ ﾋﾋﾞｷ
  413 北原 真斗(6)

ｷﾀﾊﾗ ﾏﾅﾄ
 3   2 伊那東小    87 溝口 総太(6)   1,01.49 

ｲﾅﾋｶﾞｼｼｮｳ ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｿｳﾀ
   91 橋本 幸太(6)

ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾀ
   77 中條 凌雅(6)

ﾅｶｼﾞｮｳ ﾘｮｳｶﾞ
   68 武田 直人(6)

ﾀｹﾀﾞ ﾅｵﾄ
 4   5 高遠北小   235 松崎 タオ(6)   1,04.41 

ﾀｶﾄｵｷﾀｼｮｳ ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｵ
  237 佐藤 尊(6)

ｻﾄｳ ﾀｹﾙ
  229 福嶋 招太(6)

ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ
  238 今枝 水穂(6)

ｲﾏｴﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ
 5   6 長谷小   367 松尾 クウ(6)   1,07.29 

ﾊｾｼｮｳ ﾏﾂｵ ｸｳ
  363 片山 清葉(6)

ｶﾀﾔﾏ ｷﾖﾊ
  364 中山 隼也(6)

ﾅｶﾔﾏ ｼｭﾝﾔ
  360 野口 秀太(6)

ﾉｸﾞﾁ ｼｭｳﾀ
  3 伊那小    26 橋場 涼太(6)

ｲﾅｼｮｳ ﾊｼﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 失格
   24 市ノ瀬 敬紀(6)

ｲﾁﾉｾ ｹｲｷ
   12 長崎 光樹(6)

ﾅｶﾞｻｷ ﾐﾂｷ
   33 逸見 崚輔(6)

ﾍﾝﾐ ﾘｮｳｽｹ
  7 手良小

ﾃﾗｼｮｳ 欠場

小学６年男子

４×１００ｍＲ

決勝



決勝 6月15日 10:30

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

中村 優成(6) 小学   4.11   3.97   4.16    4.16 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｾｲ 東春近小   +0.7   -0.5   -1.7    -1.7
林 大翔(6) 小学   3.85   3.41   3.91    3.91 
ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾄ 高遠小    0.0   -0.9   -1.4    -1.4
野々田 和真(6) 小学   3.75   3.57   3.91    3.91 
ﾉﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 高遠小   +0.1   -1.5   -0.7    -0.7
赤羽 響(6) 小学   3.53   3.72   3.78    3.78 
ｱｶﾊﾈ ﾋﾋﾞｷ 美篶小   -1.7   -1.4   -2.6    -2.6
大原 ユスケ(6) 小学   2.90   3.74    X    3.74 
ｵｵﾊﾗ ﾕｽｹ 伊那北小   -0.4   -2.0    -2.0
高野 天地(6) 小学   3.65   3.68   3.40    3.68 
ﾀｶﾉ ﾃﾝﾁ 伊那西小   -0.4   -1.1   -2.4    -1.1
佐藤 尊(6) 小学   3.39   3.46   3.63    3.63 
ｻﾄｳ ﾀｹﾙ 高遠北小    0.0   -3.0   +0.6    +0.6
今枝 水穂(6) 小学   3.55   3.52   3.34    3.55 
ｲﾏｴﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ 高遠北小   -1.2   -1.0   -1.8    -1.2
羽田 智哉(6) 小学   3.55   3.27   3.42    3.55 
ﾊﾀ ﾄﾓﾔ 美篶小   -1.0   -1.0   -1.1    -1.0
久保田 光太郎(6) 小学   3.42   3.13   3.21    3.42 
ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 伊那小   -1.5   -0.1   -1.3    -1.5
中山 天清(6) 小学    X   3.39   3.27    3.39 
ﾅｶﾔﾏ ﾃﾝｾｲ 西春近南小   -2.1   -1.6    -2.1
三澤 篤史(6) 小学   3.23   3.35   3.07    3.35 
ﾐｻﾜ ｱﾂｼ 手良小   -1.5   +1.1   -1.5    +1.1
上田 駆(6) 小学   3.02   3.20   3.08    3.20 
ｳｴﾀﾞ ｶｹﾙ 西春近南小   -0.8   -0.2   +0.4    -0.2
木下 璃空(6) 小学   3.15    X   3.04    3.15 
ｷﾉｼﾀ ﾘｸ 伊那小    0.0   -1.5     0.0
大和田 駿(6) 小学    X   2.86   3.14    3.14 
ｵｵﾜﾀﾞ ﾊﾔﾄ 伊那東小    0.0   -2.1    -2.1
野口 秀太(6) 小学   3.07    X   2.98    3.07 
ﾉｸﾞﾁ ｼｭｳﾀ 長谷小   -0.5   -1.5    -0.5
建石 真太(6) 小学    X   2.75   3.02    3.02 
ﾀﾃｲｼ ｼﾝﾀ 伊那東小   -0.6   -0.1    -0.1
加藤 大起(6) 小学   2.66   2.80    X    2.80 
ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 伊那北小    0.0   +0.7    +0.7

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 18   388

-5-

2 17   206

3 15   207

4 10   424

5 13   182

6 9    39

7 14   237

8 16   238

9 12   436

10 6    28

11 11   295

12 7   258

13 5   297

14 3     4

15 2    80

16 8   360

17 4    90

18 1   200



決勝 6月15日 10:40

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

池上 智哉(6) 小学
ｲｹｶﾞﾐ ﾄﾓﾔ 高遠小
蟹澤 龍弥(6) 小学
ｶﾆｻﾜ ﾀﾂﾔ 手良小
小川 航平(6) 小学
ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 西春近南小
野溝 太雅(6) 小学
ﾉﾐｿﾞ ﾀｲｶﾞ 伊那北小
北村 圭吾(6) 小学
ｷﾀﾑﾗ ｹｲｺﾞ 西春近南小
下島 雅生(6) 小学
ｼﾓｼﾞﾏ ﾏｻｷ 富県小
橋場 涼太(6) 小学
ﾊｼﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 伊那小
武田 直人(6) 小学
ﾀｹﾀﾞ ﾅｵﾄ 伊那東小
唐澤 賀伊(6) 小学
ｶﾗｻﾜ ｶﾞｲ 伊那小
斉藤 貴之(6) 小学
ｻｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ 西箕輪小
中川 俊和(6) 小学
ﾅｶｶﾞﾜ ﾄｼｶｽﾞ 美篶小
田口 恵斗(6) 小学
ﾀｸﾞﾁ ｹｲﾄ 伊那北小
中山 隼也(6) 小学
ﾅｶﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 長谷小
片山 清葉(6) 小学
ｶﾀﾔﾏ ｷﾖﾊ 長谷小
竹内 陽緑(6) 小学
ﾀｹｳﾁ ﾋﾖﾘ 高遠小
橋本 幸太(6) 小学 欠場
ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾀ 伊那東小

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 14   213

  O 58.92   O  58.92 

2 13   263
47.70   O   O  47.70 

3 10   299
  O   O 47.38  47.38 

4 12   168
  O   O 46.74  46.74 

5 16   289
  O 42.06   O  42.06 

6 15   444
42.04   O   X  42.04 

7 5    26
  O   O 41.88  41.88 

8 7    68
39.81   O   O  39.81 

9 11     8
  O 37.93   O  37.93 

10 8   348
  O   O 37.77  37.77 

11 6   418
36.35   X   O  36.35 

12 1   177
  O 32.18   O  32.18 

13 4   364
31.19   O   O  31.19 

14 2   363
  O 26.47   O  26.47 

15 9   212
21.06   X   O

3    91

 21.06 



決勝 6月15日 10:10

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

 1 田口 木理(6) 小学   3,24.12 
ﾀｸﾞﾁ ﾓｸﾘ 伊那北小

 2 長崎 光樹(6) 小学   3,26.65 
ﾅｶﾞｻｷ ﾐﾂｷ 伊那小

 3 林 優太(6) 小学   3,30.68 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ 伊那小

 4 小松 航(5) 小学   3,32.33 
ｺﾏﾂ ﾜﾀﾙ 高遠小

 5 荻原 浩太郎(6) 小学   3,32.41 
ｵｷﾞﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 西春近北小

 6 池上 雅春(6) 小学   3,32.46 
ｲｹｶﾞﾐ ﾏｻﾊﾙ 西春近南小

 7 原 裕貴(5) 小学   3,44.07 
ﾊﾗ ﾕｳｷ 伊那東小

 8 牧島 駿太(6) 小学   3,44.22 
ﾏｷｼﾏ ｼｭﾝﾀ 伊那北小

 9 竹松 和德(6) 小学   3,48.66 
ﾀｹﾏﾂ ｶｽﾞﾉﾘ 富県小

10 北原 大暉(6) 小学   3,49.25 
ｷﾀﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 美篶小

11 白鳥 大翔(6) 小学   3,49.65 
ｼﾛﾄﾘ ﾊﾙﾄ 手良小

12 武藤 太郎(5) 小学   3,49.74 
ﾑﾄｳ ﾀﾛｳ 西春近北小

13 高橋 直央(4) 小学   3,49.87 
ﾀｶﾊｼ ﾅｵ 手良小

14 福嶋 招太(6) 小学   4,01.67 
ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ 高遠北小

15 田中 稜馬(5) 小学   4,02.10 
ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾏ 美篶小

16 松崎 タオ(6) 小学   4,03.11 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｵ 高遠北小

17 野溝 優吏(6) 小学   4,04.17 
ﾉﾐｿﾞ ﾕｳﾘ 西春近南小

18 川手 那翼(6) 小学   4,05.61 
ｶﾜﾃ ﾅﾂ 長谷小

19 會田 堅都(5) 小学   4,05.89 
ｱｲﾀﾞ ｹﾝﾄ 新山小

20 樋口 晴斗(5) 小学   4,07.31 
ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 高遠小

21 ホンダ ケンジ(6) 小学   4,10.54 
ﾎﾝﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 伊那東小

22 岡本 琉音(5) 小学   4,13.04 
ｵｶﾓﾄ ﾘｵﾝ 伊那西小
北村 圭吾(6) 小学
ｷﾀﾑﾗ ｹｲｺﾞ 西春近南小
羽場 圭汰(6) 小学
ﾊﾊﾞ ｹｲﾀ 長谷小

小学共通男子

１０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   176

20    12

16     1

24   218

21   339

13   296

14    89

22   169

10   440

15   412

17   247

3   318

5   260

1   229

19   417

23   235

7   287

4   366

11   285

12   208

8    97

6    40

9   289
欠場

18   374
欠場



予選 6月15日 10:00
決勝 6月15日 11:20

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

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 -0.7

 1 芹川 志出明(3) 中学     12.64 q  1 渡邊 楓士(3) 中学     12.57 q
ｾﾘｶﾜ ｼﾃﾞｱｷ 伊那東部中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｳｼ 春富中

 2 林 涼真(2) 中学     13.20 q  2 北原 鐘伍(3) 中学     13.31 q
ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ 西箕輪中 ｷﾀﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 伊那中

 3 工藤 俊介(1) 中学     14.11  3 倉田 優希(2) 中学     13.55 q
ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 伊那東部中 ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 伊那東部中

 4 竹内 郁尋(1) 中学     14.50  4 小松 航大(1) 中学     13.64 
ﾀｹｳﾁ ｲﾁﾙ 春富中 ｺﾏﾂ ｺｳﾀﾞｲ 伊那東部中

 5 齋藤 昌希(2) 中学     14.60  5 井口 河紀(1) 中学     14.89 
ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ 伊那中 ｲｸﾞﾁ ｺｳｷ 伊那東部中

 6 小林 剛(1) 中学     16.07  6 北原 大雅(1) 中学     15.11 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾞｳ 伊那東部中 ｷﾀﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 伊那東部中

 7 池上 大智(1) 中学     16.70  7 長谷川 天夢(1) 中学     16.13 
ｲｹｶﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ 伊那東部中 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾕﾑ 伊那東部中
西田 ガブリエル(中学  8 小木曽 輝翔(1) 中学     17.61 
ﾆｼﾀﾞ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 伊那東部中 ｵｷﾞｿ ﾃﾙﾄ 伊那東部中

[ 3組] 風速 -0.8

 1 伊藤 陸(2) 中学     12.42 q
ｲﾄｳ ﾘｸ 伊那東部中

 2 宮澤 颯汰(3) 中学     12.55 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳﾀ 春富中

 3 酒井 龍介(1) 中学     12.95 q
ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ 伊那東部中

 4 伊藤 巧(1) 中学     13.75 
ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 伊那東部中

 5 中村 友樹弥(1) 中学     15.07 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾔ 伊那東部中

 6 恒川 直澄(1) 中学     15.42 
ﾂﾈｶﾜ ﾅｵﾄ 伊那東部中
松本 ジョアン(1) 中学
ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｮｱﾝ 伊那東部中

風速 -0.1

 1 伊藤 陸(2) 中学     12.15 
ｲﾄｳ ﾘｸ 伊那東部中

 2 芹川 志出明(3) 中学     12.35 
ｾﾘｶﾜ ｼﾃﾞｱｷ 伊那東部中

 3 宮澤 颯汰(3) 中学     12.35 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳﾀ 春富中

 4 渡邊 楓士(3) 中学     12.36 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｳｼ 春富中

 5 酒井 龍介(1) 中学     12.85 
ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ 伊那東部中

 6 林 涼真(2) 中学     13.16 
ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ 西箕輪中

 7 北原 鐘伍(3) 中学     13.18 
ｷﾀﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 伊那中

 8 倉田 優希(2) 中学     13.54 
ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 伊那東部中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
2   157

6   357

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

  134

7   152

8   270

1   122

3   127

5    42

4

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考 記録／備考
5   269

7    45

3   124

4   137

8   162

2   104

6   115

1   135

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

6   163

2   280

7   142

4   164

3   118

1   151

5   132
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   163

4   157

5   280

3   269

7   142

8   357

1    45

2   124



決勝 6月15日 10:35

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

 1 小池 彪(2) 中学   4,34.90 
ｺｲｹ ｱｷﾗ 伊那東部中

 2 大杉 啓(2) 中学   4,46.02 
ｵｵｽｷﾞ ﾋﾛﾑ 伊那東部中

 3 立花  廉(3) 中学   4,48.05 
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾚﾝ 春富中

 4 小松 拓海(3) 中学   4,49.17 
ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ 春富中

 5 岩村 勇弥(2) 中学   4,50.88 
ｲﾜﾑﾗ ﾕｳﾔ 春富中

 6 酒井 龍一(2) 中学   4,51.42 
ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁ 春富中

 7 唐澤 卓郎(3) 中学   4,52.39 
ｶﾗｻﾜ ﾀｸﾛｳ 伊那東部中

 8 唐澤 卓実(3) 中学   5,16.64 
ｶﾗｻﾜ ﾀｸﾐ 春富中

 9 北澤 達樹(3) 中学   5,16.70 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾀﾂｷ 春富中

10 清水 建次郎(2) 中学   5,26.57 
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ 春富中
橋爪 竜生(2) 中学
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀﾂｷ 伊那東部中
竹内 健人(2) 中学
ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾄ 伊那東部中
木平 尚(3) 中学
ｺﾉﾋﾗ ｼｮｳ 西箕輪中
田畑 綾太(1) 中学
ﾀﾊﾞﾀ ﾘｮｳﾀ 伊那中
原 大貴(1) 中学
ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 伊那東部中
清水 祐来(1) 中学
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾗ 伊那東部中
井口 駿太朗(2) 中学
ｲｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀﾛｳ 春富中
松村 光志(1) 中学
ﾏﾂﾑﾗ ｺｳｼ 伊那中
酒井 陽輝(2) 中学
ｻｶｲ ﾊﾙｷ 春富中

中学男子

１５００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   136

12   123

13   265

19   274

11   281

9   275

18   109

7   267

3   266

1   272

2   158
欠場

4   121
欠場

5   358
欠場

8    47
欠場

10   156
欠場

14   128
欠場

17   276
欠場

15   283
欠場

16    53
欠場



決勝 6月15日 12:05

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   2 伊那東部中(A)   119 中山 蓮(2)     49.66 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ
  164 伊藤 巧(1)

ｲﾄｳ ﾀｸﾐ
  133 松崎 勇起(3)

ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ
  157 芹川 志出明(3)

ｾﾘｶﾜ ｼﾃﾞｱｷ
 2   4 伊那東部中(B)   137 小松 航大(1)     50.52 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳB ｺﾏﾂ ｺｳﾀﾞｲ
  142 酒井 龍介(1)

ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ
  124 倉田 優希(2)

ｸﾗﾀ ﾏｻｷ
  163 伊藤 陸(2)

ｲﾄｳ ﾘｸ
 3   3 伊那中    42 齋藤 昌希(2)     55.11 

ｲﾅﾁｭｳ ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ
   45 北原 鐘伍(3)

ｷﾀﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ
   49 大澤 昂祈(1)

ｵｵｻﾜ ｺｳｷ
   55 小池 功一郎(2)

ｺｲｹ ｺｳｲﾁﾛｳ

中学男子

４×１００ｍＲ

決勝



決勝 6月15日 11:20

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

酒井 千尋(3) 中学   5.62   5.65   5.26    5.65 
ｻｶｲ ﾁﾋﾛ 春富中   -1.1   -1.1   -1.7    -1.1
松崎 勇起(3) 中学   5.42    X   5.16    5.42 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ 伊那東部中   +2.6   -0.9    +2.6
中路 星耀(3) 中学   4.65   4.41   4.72    4.72 
ﾅｶｼﾞ ｾｲﾖｳ 伊那東部中    0.0   -1.9   -1.7    -1.7
中山 蓮(2) 中学   4.09   4.45   4.18    4.45 
ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ 伊那東部中   -1.0   -3.1   -0.3    -3.1
唐澤  丈(3) 中学   4.26   4.39   4.17    4.39 
ｶﾗｻﾜ ｼﾞｮｳ 春富中   -0.8   -1.1   -2.5    -1.1
唐木 直也(3) 中学   4.27   4.10   4.09    4.27 
ｶﾗｷ ﾅｵﾔ 伊那東部中   -1.2    0.0   -1.8    -1.2
春日 雄太郎(1) 中学   3.91   3.92   3.99    3.99 
ｶｽｶﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 伊那東部中   -1.8   -3.2   -2.4    -2.4
恒川 直澄(1) 中学   3.42   3.33    X    3.42 
ﾂﾈｶﾜ ﾅｵﾄ 伊那東部中   -1.2   -0.4    -1.2
細井 和真(1) 中学   3.02   2.78   3.21    3.21 
ﾎｿｲ ｶｽﾞﾏ 春富中   -1.8   -0.7   -1.6    -1.6

中学男子

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 5   277

-5-

2 9   133

3 8   117

4 7   119

5 4   268

6 6   110

9 1   279

7 2   139

8 3   151



決勝 6月15日 11:20

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

登内 啓一郎(3) 中学
ﾄﾉｳﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ 伊那東部中
小池 功一郎(2) 中学
ｺｲｹ ｺｳｲﾁﾛｳ 伊那中
登内 達也(1) 中学
ﾄﾉｳﾁ ﾀﾂﾔ 伊那東部中
大澤 昂祈(1) 中学
ｵｵｻﾜ ｺｳｷ 伊那中
織井 昭汰(2) 中学 欠場
ｵﾘｲ ｼｮｳﾀ 伊那中

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 5   112

 9.03  9.39  9.01   9.39 

2 4    55
  X  8.00  8.57   8.57 

3 3   111
 6.29  5.83  5.90   6.29 

4 2    49
 4.75  4.27  4.79

1    52

  4.79 
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