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第５０回 上伊那陸上競技記録会（秋季） 
第２０回 上伊那スポーツフェスティバル’15 

記録集 
 

 
 
期  日： 平成２７年 ８月２９日（土） 
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 
会  場： 伊那市陸上競技場（202030） 
審 判 長： 有賀 保義 
記録主任： 竹内 秀樹 

 
■ この大会で樹立された記録 

種  目 予・決 男女 氏 名 所 属 記 録 従来の記録 備考 

小学共通男子 

ｳﾞｫｰﾃｯｸｽﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 
決 男子 浅石 晴成 駒ヶ根市スポ少(6) 40m50  新種目 

小学共通女子 

ｳﾞｫｰﾃｯｸｽﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 
決 女子 塩澤 沙希 飯島小(6) 28m13  新種目 

 

 

■グラウンドコンディション 
時刻 天候 気温 ℃ 湿度 ％ 風向 風速 m/s 

9：00 雨 21.0 86.0 北北西 0.5 

10：00 雨 22.0 82.0 西北西 0.1 

11：00 雨 22.5 82.0 北西 0.1 

12：00 曇 25.5 68.0  0.0 

13：00 曇 24.0 75.0  0.0 

14：00 雲 25.0 72.0 南東 0.1 
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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
08/29 男子 椚谷 和久(2) 11.46 丸岡 精二 11.60 西村 武登(1) 11.69 前田 貴滉(2) 11.75 宮坂  秀星(1) 11.85 米澤 和真(1) 11.96 松澤 勝治 12.07 篠田 知樹(1) 12.27

１００ｍ 高校･飯田高 一般･駒ヶ根AC 高校･飯田高 高校･伊那北高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･飯田高 一般･上伊那郡陸協 高校･飯田高
08/29 登内 健太(1) 51.93 北原 崇志 52.15 西村 武登(1) 52.91 葉桐 文哉(2) 53.83 齋藤 春希(2) 54.09 曽根原  賢(1) 54.69 宮坂  秀星(1) 55.08 竹村 大地(2) 55.33

４００ｍ 高校･上伊那農高 一般･EASTERS 高校･飯田高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･飯田風越高
08/29  +1.5 北原 崇志 1,59.23 近藤 惠哉(3) 2,03.76 宮尾 淳矢 2,07.78 竹村 吉晃(2) 2,07.82 唐澤 直人(1) 2,10.45 関 陽丸(1) 2,11.05 宮下 和也(1) 2,15.75 原 克彦(1) 2,17.90

８００ｍ 一般･EASTERS 中学･下伊那松川中 一般･箕輪町陸協 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･上伊那農高 高校･長野工業髙 高校･伊那北高 高校･箕輪進修高
08/29 川島 恵一(3) 4,28.07 垣内 岳(2) 4,28.74 熊谷 康成(3) 4,30.22 藤木 俊(2) 4,34.78 石井 慎也(3) 4,37.12 北原 和喜(2) 4,37.53 甲田 基也(1) 4,37.86 上原 海里(2) 4,39.81

１５００ｍ 高校･大町北高 高校･伊那弥生ヶ丘高 中学･赤穂中 高校･伊那弥生ヶ丘高 中学･ISｼﾞｭﾆｱ 高校･飯田高 高校･長野工業髙 中学･戸隠中
08/29 小平 俊介(1) 17,07.58 植田 剛 21,39.62

５０００ｍ 高校･飯田高 一般･上伊那郡陸協
08/29 井原 彪(1) 1.80 花井 有輝(2) 1.60 大内 健瑠(2) 1.55 佐藤 友行(1) 1.45 久保田 光太郎(1) 1.40 関 雄飛(2) 1.35

走高跳 高校･飯田高 高校･飯田風越高 高校･飯田高 中学･高森中 中学･伊那中 中学･赤穂中
08/29 椚谷 和久(2) 6.94(+1.2) 手塚 貴郁(2) 5.93(-0.2) 吉池 真緋呂(1)5.55(+0.5) 中村 妥偉也(1)5.26(+0.7) 富井 慶太 4.76(0.0) 鎌倉 渉(2) 4.72(+0.9) 市瀬 嵩唯(1) 4.55(+1.0) 逸見 崚輔(1) 4.39(-0.3)

走幅跳 高校･飯田高 高校･飯田風越高 高校･長野工業髙 高校･長野工業髙 一般･松本陸協 高校･飯田風越高 中学･高森中 中学･伊那中
08/29 上原 隆伸 11.00

砲丸投 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
08/29 米倉 朋輝(3) 14.35 大内 健瑠(2) 7.97 東條 晃太(1) 6.91

砲丸投 高校･長野工業髙 高校･飯田高 高校･長野工業髙
08/29 上原 隆伸 30.85 本多 俊平 27.28 市瀬 芳明 20.68

円盤投 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
08/29 米倉 朋輝(3) 39.93 吉池 真緋呂(1) 28.09

円盤投 高校･長野工業髙 高校･長野工業髙
08/29 上伊那農高       46.26 飯田風越高       46.93 赤穂中(A)       50.66 高森中       51.60 伊那中(A)       52.32 伊那弥生ヶ丘高      56.47 赤穂中(B)       56.69

４×１００ｍＲ 藤原 渓太(2) 竹村 大地(2) 山田 海斗(1) 市瀬 嵩唯(1) 久保田 光太郎(1) 小池  直樹(1) 吉川 晴元(1)
登内 健太(1) 花井 有輝(2) 新谷 佳汰(1) 吉沢 雄人(1) 大澤 昂祈(2) 曽根原  賢(1) 松井 秀真(1)
北原 鐘伍(1) 鎌倉 渉(2) 関 雄飛(2) 杉本 隆太(2) 三沢 和輝(1) 宮坂  秀星(1) 澤口 乃惟(1)
唐澤 直人(1) 手塚 貴郁(2) 飯島 悠斗(1) 青山 諒成(2) 逸見 崚輔(1) 葉桐 文哉(2) 佐野 修一郎(1)

08/29 中学男子 久保田 隼仁(3) 10,00.56 関 剛洸(3) 10,02.15 馬場 敦(3) 10,04.14 松﨑 文哉(2) 10,10.40 中嶋 紀彰(2) 10,18.34 古田 楓(3) 10,22.72 大野 龍斗(3) 10,30.33 古林 拓哉(2) 10,30.87
３０００ｍ 中学･下伊那松川中 中学･高森中 中学･下伊那松川中 中学･高森中 中学･ISｼﾞｭﾆｱ 中学･下伊那松川中 中学･高森中 中学･下伊那松川中

08/29 金子 周平(3) 11.19 大澤 昂祈(2) 7.75 杉本 隆太(2) 7.22 竹内 大輔(1) 6.24 原田 侑(1) 5.14
砲丸投 中学･信明中 中学･伊那中 中学･高森中 中学･高森中 中学･高森中

08/29 北條 拓郎(2) 39.71
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･高森中

08/29 小学4年男子  -0.6 笹平 日々喜(4) 15.66 清水 駿介(4) 15.91 飯島 颯斗(4) 小学･駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 16.03 宮澤 駿也(4) 16.03 神谷 春喜(4) 16.33 中山 未比呂(4) 16.56 新井 慧(4) 16.75
１００ｍ 小学･南箕輪小 小学･西箕輪小 伊藤 嶺(4) 小学･南箕輪小 小学･辰野南小 小学･伊那AC 小学･高遠小 小学･飯島小

08/29 小学5年男子   0.0 林 優真(5) 14.58 久保田 凱士(5) 15.34 山岡 楓生(5) 15.46 宮澤 健(5) 15.62 古賀 涼輔(5) 15.75 ドリチュラー 城 15.94 熊谷 知樹(5) 16.03 小倉 心和(5) 16.10
１００ｍ 小学･西箕輪小 小学･飯島小 小学･箕輪中部小 小学･中川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･箕輪中部小 小学･飯島小 小学･駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 小学･駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

08/29 小学6年男子   0.0 瀬戸 由葵(6) 13.69 松田 拓巳(6) 13.78 滝澤 直希(6) 14.26 有賀 玄太(6) 14.32 長谷 敬太(6) 14.71 西澤 歩夢(6) 14.81 小池 大珠(6) 14.83 竹内 陽哉(6) 15.39
１００ｍ 小学･南箕輪小 小学･箕輪中部小 小学･箕輪中部小 小学･南箕輪小 小学･箕輪中部小 小学･高遠小 小学･箕輪中部小 小学･駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

08/29 小学共通男子 出澤 周大(6) 3,21.39 日達 匠海(5) 3,22.69 工藤 光陽(6) 3,26.48 矢澤 蓮太郎(5) 3,28.32 箕浦 大輝(6) 3,31.31 田中 稜馬(6) 3,32.12 小松 航(6) 3,32.46 箕浦 広輝(6) 3,33.00
１０００ｍ 小学･中沢RC 小学･中沢RC 小学･飯島小 小学･中沢RC 小学･飯島小 小学･伊那AC 小学･高遠小 小学･飯島小

08/29  +0.8 大森 光稀(5) 15.77 工藤 航介(5) 16.53
80mH(0.700m) 小学･駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 小学･伊那AC

08/29 福澤 洸士(6) 4.05(-1.6) 西野 瑛修(6) 3.75(-0.2) 安田 陸(5) 3.35(-0.9) 池田 智輝(6) 3.31(-0.8) 長谷部 遥希(5)3.13(-1.6) 池田 琢磨(5) 3.12(-1.2) 樋口 晴斗(6) 3.11(-1.1) 石川 穏也(4) 2.90(0.0)
走幅跳 小学･伊那AC 小学･駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 小学･飯島小 小学･飯島小 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小 小学･高遠小 小学･高遠小

08/29 箕輪中部小(A)      56.07 南箕輪小(A)       57.04 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少(A)      58.99 飯島小(A)       59.83 高遠小     1,01.01 飯島小(B)     1,01.03 箕輪中部小(B)    1,03.18 辰野南小     1,03.90
４×１００ｍＲ 小池 大珠(6) 井上 颯(6) 西野 瑛修(6) 箕浦 広輝(6) 伊沢 頼寿(6) 久保田 凱士(5) 山岡 楓生(5) 宮澤 駿也(4)

松田 拓巳(6) 武井 拓弥(6) 小倉 快心(6) 安田 陸(5) 伊藤 律(6) 堀越 隆徳(5) 古賀 涼輔(5) 赤羽 爽(4)
長谷 敬太(6) 有賀 玄太(6) 扇田 大雅(6) 箕浦 大輝(6) 中村 璃空(6) 池田 智輝(6) 唐澤 皐太(5) 大野田 慧人(4)
滝澤 直希(6) 瀬戸 由葵(6) 竹内 陽哉(6) 工藤 光陽(6) 小松 航(6) ドリチュラー 城(5) 唐澤 悠斗(5) 大森 翔太(6)

08/29 浅石 晴成(6) 40.50 湯澤 尚哉(6) 39.38 小牧 大晟(6) 38.84 藪 大翔(5) 37.60 保科 凌(6) 36.19 春日 一輝(6) 30.85 伊藤 優希(4) 30.54 竹内 悠人(4) 28.16
ｳﾞｫｰﾃｯｸｽﾌｯﾄﾎﾞｰ 小学･駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 小学･飯島小 小学･伊那AC 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
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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
08/29 オープン小学 帯川 伊吹(6) 3,21.74 大峡 謙(6) 3,36.84

１０００ｍ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ



決勝 8月29日 11:20

県新(NR)            10.15
県高校新(HR)        10.32
県中学新(JR)        10.85

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 +0.3

 1 逸見 崚輔(1) 中学     13.59  1 新谷 佳汰(1) 中学     12.86 
ﾍﾝﾐ ﾘｮｳｽｹ 伊那中 ｼﾝﾔ ｹｲﾀ 赤穂中

 2 久保田 光太郎(1)中学     13.86  2 市川 隼人(1) 高校     13.05 
ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 伊那中 ｲﾁｶﾜ ﾊﾔﾄ 長野工業髙

 3 多田井 宅馬(1) 中学     13.88  3 大澤 昂祈(2) 中学     13.29 
ﾀﾀﾞｲ ﾀｸﾏ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｵｵｻﾜ ｺｳｷ 伊那中

 4 佐野 修一郎(1) 中学     14.01  4 松井 秀真(1) 中学     13.36 
ｻﾉ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 赤穂中 ﾏﾂｲ ｼｭｳﾏ 赤穂中

 5 三沢 和輝(1) 中学     14.06  5 市瀬 嵩唯(1) 中学     13.48 
ﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ 伊那中 ｲﾁﾉｾ ｺｳｲ 高森中

 6 澤口 乃惟(1) 中学     15.14  6 吉沢 雄人(1) 中学     13.70 
ｻﾜｸﾞﾁ ﾉｲ 赤穂中 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 高森中

 7 吉川 晴元(1) 中学     15.35  7 塩澤 昂(1) 中学     14.04 
ｷｯｶﾜ ﾊﾙﾓﾄ 赤穂中 ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
鎌倉 柚大(1) 中学 山田 海斗(1) 中学
ｶﾏｸﾗ ﾕｳﾀ 赤穂中 ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 赤穂中

[ 3組] 風速  0.0 [ 4組] 風速 +0.3

 1 酒井 和馬(3) 中学     12.32  1 前田 貴滉(2) 高校     11.75 
ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ 赤穂中 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 伊那北高

 2 寺澤 勇紀(2) 中学     12.55  2 宮坂  秀星(1) 高校     11.85 
ﾃﾗｻﾜ ﾕｳｷ 喬木中 ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ 伊那弥生ヶ丘高

 3 松崎 勇起(1) 高校     12.57  3 松澤 勝治 一般     12.07 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ 駒ｹ根工高 ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂｼﾞ 上伊那郡陸協

 4 小濱 律(2) 中学     12.63  4 篠田 知樹(1) 高校     12.27 
ｺﾊﾏ ﾘﾂ 高遠中 ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓｷ 飯田高

 5 飯島 悠斗(1) 中学     12.75  5 三嶋 蒼生(2) 中学     12.34 
ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 赤穂中 ﾐｼﾏ ｱｵｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 6 上柳 豪 一般     13.07  6 中村 妥偉也(1) 高校     12.73 
ｳｴﾔﾅｷﾞ  ﾀｹｼ 伊那市陸協 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾔ 長野工業髙

 7 富井 慶太 一般     13.41 中嶋 憲一 一般
ﾄﾐｲ ｹｲﾀ 松本陸協 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 駒ヶ根市陸協
林 力輝(2) 中学
ﾊﾔｼ ﾘｷ 高森中

[ 5組] 風速 +0.2

 1 椚谷 和久(2) 高校     11.46 
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ 飯田高

 2 丸岡 精二 一般     11.60 
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC

 3 西村 武登(1) 高校     11.69 
ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ 飯田高

 4 米澤 和真(1) 高校     11.96 
ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 飯田高

 5 本多 俊平 一般     12.28 
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 6 葉桐 文哉(2) 高校     12.29 
ﾊｷﾞﾘ ﾌﾐﾔ 伊那弥生ヶ丘高
宮澤 崇(2) 高校
ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳ 上伊那農高
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   1 椚谷 和久(2) 高校 飯田高     11.46 (+0.2)   5   1
   2 丸岡 精二 一般 駒ヶ根AC     11.60 (+0.2)   5   2
   3 西村 武登(1) 高校 飯田高     11.69 (+0.2)   5   3
   4 前田 貴滉(2) 高校 伊那北高     11.75 (+0.3)   4   1
   5 宮坂  秀星(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     11.85 (+0.3)   4   2
   6 米澤 和真(1) 高校 飯田高     11.96 (+0.2)   5   4
   7 松澤 勝治 一般 上伊那郡陸協     12.07 (+0.3)   4   3
   8 篠田 知樹(1) 高校 飯田高     12.27 (+0.3)   4   4
   9 本多 俊平 一般 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野     12.28 (+0.2)   5   5
  10 葉桐 文哉(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     12.29 (+0.2)   5   6
  11 酒井 和馬(3) 中学 赤穂中     12.32 (0.0)   3   1
  12 三嶋 蒼生(2) 中学 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     12.34 (+0.3)   4   5
  13 寺澤 勇紀(2) 中学 喬木中     12.55 (0.0)   3   2
  14 松崎 勇起(1) 高校 駒ｹ根工高     12.57 (0.0)   3   3
  15 小濱 律(2) 中学 高遠中     12.63 (0.0)   3   4
  16 中村 妥偉也(1) 高校 長野工業髙     12.73 (+0.3)   4   6
  17 飯島 悠斗(1) 中学 赤穂中     12.75 (0.0)   3   5
  18 新谷 佳汰(1) 中学 赤穂中     12.86 (+0.3)   2   1
  19 市川 隼人(1) 高校 長野工業髙     13.05 (+0.3)   2   2
  20 上柳 豪 一般 伊那市陸協     13.07 (0.0)   3   6
  21 大澤 昂祈(2) 中学 伊那中     13.29 (+0.3)   2   3
  22 松井 秀真(1) 中学 赤穂中     13.36 (+0.3)   2   4
  23 富井 慶太 一般 松本陸協     13.41 (0.0)   3   7
  24 市瀬 嵩唯(1) 中学 高森中     13.48 (+0.3)   2   5
  25 逸見 崚輔(1) 中学 伊那中     13.59 (+0.1)   1   1
  26 吉沢 雄人(1) 中学 高森中     13.70 (+0.3)   2   6
  27 久保田 光太郎(1) 中学 伊那中     13.86 (+0.1)   1   2
  28 多田井 宅馬(1) 中学 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     13.88 (+0.1)   1   3
  29 佐野 修一郎(1) 中学 赤穂中     14.01 (+0.1)   1   4
  30 塩澤 昂(1) 中学 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     14.04 (+0.3)   2   7
  31 三沢 和輝(1) 中学 伊那中     14.06 (+0.1)   1   5
  32 澤口 乃惟(1) 中学 赤穂中     15.14 (+0.1)   1   6
  33 吉川 晴元(1) 中学 赤穂中     15.35 (+0.1)   1   7

男子
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決勝 8月29日 11:50

県新(NR)            46.54
県高校新(HR)        46.98
県中学新(JR)        50.35

[ 1組] [ 2組]

 1 杉本 隆太(2) 中学   1,03.11  1 関 雄飛(2) 中学     57.97 
ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 高森中 ｾｷ ﾕｳﾋ 赤穂中

 2 岩﨑 なつ希(2) 中学   1,04.56  2 青山 諒成(2) 中学     58.28 
ｲﾜｻｷ ﾅﾂｷ 高森中 ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ 高森中

 3 北條 拓郎(2) 中学   1,07.98  3 山田 海斗(1) 中学   1,02.26 
ﾎｳｼﾞｮｳ ﾀｸﾛｳ 高森中 ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 赤穂中

 4 原田 侑(1) 中学   1,11.12  4 伊藤 大志(1) 中学   1,02.63 
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｽｸ 高森中 ｲﾄｳ ﾀｲｼ 赤穂中

 5 竹内 大輔(1) 中学   1,11.15  5 鎌倉 柚大(1) 中学   1,12.88 
ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 高森中 ｶﾏｸﾗ ﾕｳﾀ 赤穂中

 6 佐藤 友行(1) 中学   1,17.45 佐藤 開都(2) 高校
ｻﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 高森中 ｻﾄｳ ｶｲﾄ 箕輪進修高
新谷 佳汰(1) 中学 北原 恵哉(1) 高校
ｼﾝﾔ ｹｲﾀ 赤穂中 ｷﾀﾊﾗ ｹｲﾔ 箕輪進修高

[ 3組] [ 4組]

 1 曽根原  賢(1) 高校     54.69  1 登内 健太(1) 高校     51.93 
ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ 伊那弥生ヶ丘高 ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ 上伊那農高

 2 竹村 大地(2) 高校     55.33  2 北原 崇志 一般     52.15 
ﾀｹﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 飯田風越高 ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ EASTERS

 3 市瀬 芳明 一般     55.40  3 西村 武登(1) 高校     52.91 
ｲﾁﾉｾ ﾖｼｱｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ 飯田高

 4 小池  直樹(1) 高校     55.66  4 葉桐 文哉(2) 高校     53.83 
ｺｲｹ ﾅｵｷ 伊那弥生ヶ丘高 ﾊｷﾞﾘ ﾌﾐﾔ 伊那弥生ヶ丘高

 5 篠田 知樹(1) 高校     55.97  5 齋藤 春希(2) 高校     54.09 
ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓｷ 飯田高 ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ 伊那弥生ヶ丘高

 6 山下 畔乃(1) 高校     56.38  6 宮坂  秀星(1) 高校     55.08 
ﾔﾏｼﾀ ﾊﾝﾀﾞｲ 長野工業髙 ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ 伊那弥生ヶ丘高

 7 藤原 渓太(2) 高校     57.33  7 北原 鐘伍(1) 高校     57.12 
ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲﾀ 上伊那農高 ｷﾀﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 上伊那農高

氏  名
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   1 登内 健太(1) 高校 上伊那農高       51.93   4   1
   2 北原 崇志 一般 EASTERS       52.15   4   2
   3 西村 武登(1) 高校 飯田高       52.91   4   3
   4 葉桐 文哉(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高       53.83   4   4
   5 齋藤 春希(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高       54.09   4   5
   6 曽根原  賢(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高       54.69   3   1
   7 宮坂  秀星(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高       55.08   4   6
   8 竹村 大地(2) 高校 飯田風越高       55.33   3   2
   9 市瀬 芳明 一般 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC       55.40   3   3
  10 小池  直樹(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高       55.66   3   4
  11 篠田 知樹(1) 高校 飯田高       55.97   3   5
  12 山下 畔乃(1) 高校 長野工業髙       56.38   3   6
  13 北原 鐘伍(1) 高校 上伊那農高       57.12   4   7
  14 藤原 渓太(2) 高校 上伊那農高       57.33   3   7
  15 関 雄飛(2) 中学 赤穂中       57.97   2   1
  16 青山 諒成(2) 中学 高森中       58.28   2   2
  17 山田 海斗(1) 中学 赤穂中     1,02.26   2   3
  18 伊藤 大志(1) 中学 赤穂中     1,02.63   2   4
  19 杉本 隆太(2) 中学 高森中     1,03.11   1   1
  20 岩﨑 なつ希(2) 中学 高森中     1,04.56   1   2
  21 北條 拓郎(2) 中学 高森中     1,07.98   1   3
  22 原田 侑(1) 中学 高森中     1,11.12   1   4
  23 竹内 大輔(1) 中学 高森中     1,11.15   1   5
  24 鎌倉 柚大(1) 中学 赤穂中     1,12.88   2   5
  25 佐藤 友行(1) 中学 高森中     1,17.45   1   6
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決勝 8月29日 10:00

県新(NR)          1,45.75
県高校新(HR)      1,48.48
県中学新(JR)      1,53.15

 1 北原 崇志 一般   1,59.23 
ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ EASTERS

 2 近藤 惠哉(3) 中学   2,03.76 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ 下伊那松川中

 3 宮尾 淳矢 一般   2,07.78 
ﾐﾔｵ ｼﾞｭﾝﾔ 箕輪町陸協

 4 竹村 吉晃(2) 高校   2,07.82 
ﾀｹﾑﾗ ﾖｼｱｷ 伊那弥生ヶ丘高

 5 唐澤 直人(1) 高校   2,10.45 
ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ 上伊那農高

 6 関 陽丸(1) 高校   2,11.05 
ｾｷ ﾋﾏﾙ 長野工業髙

 7 宮下 和也(1) 高校   2,15.75 
ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾔ 伊那北高

 8 原 克彦(1) 高校   2,17.90 
ﾊﾗ ｶﾂﾋｺ 箕輪進修高

 9 上田 航希(1) 高校   2,19.33 
ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 伊那北高

10 宮下 翔伍(2) 中学   2,23.68 
ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳｺﾞ 高森中

11 岩﨑 なつ希(2) 中学   2,34.63 
ｲﾜｻｷ ﾅﾂｷ 高森中
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決勝 8月29日 12:25

県新(NR)          3,38.49
県高校新(HR)      3,38.49
県中学新(JR)      3,56.20

[ 1組] [ 2組]

 1 藤木 俊(2) 高校   4,34.78  1 川島 恵一(3) 高校   4,28.07 
ﾌｼﾞｷ ｽｸﾞﾙ 伊那弥生ヶ丘高 ｶﾜｼﾏ ｹｲｲﾁ 大町北高

 2 宮下 翔伍(2) 中学   4,55.27  2 垣内 岳(2) 高校   4,28.74 
ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳｺﾞ 高森中 ｶｷｳﾁ ｶﾞｸ 伊那弥生ヶ丘高

 3 米山 諒(3) 中学   5,05.57  3 熊谷 康成(3) 中学   4,30.22 
ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ 下伊那松川中 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｾｲ 赤穂中

 4 鈴木 駿平(1) 中学   5,08.77  4 石井 慎也(3) 中学   4,37.12 
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 赤穂中 ｲｼｲ ｼﾝﾔ ISｼﾞｭﾆｱ

 5 森本 隆暉(2) 中学   5,10.41  5 北原 和喜(2) 高校   4,37.53 
ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶｱｷ 下伊那松川中 ｷﾀﾊﾗ ｶｽﾞｷ 飯田高

 6 田畑 綾太(2) 中学   5,17.58  6 甲田 基也(1) 高校   4,37.86 
ﾀﾊﾞﾀ ﾘｮｳﾀ 伊那中 ｺｳﾀﾞ ﾓﾄﾔ 長野工業髙

 7 松崎 勇起(1) 高校   5,21.79  7 上原 海里(2) 中学   4,39.81 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ 駒ｹ根工高 ｳｴﾊﾗ ﾜﾀﾘ 戸隠中

 8 有賀 大輝(2) 中学   5,23.02  8 清水 理久(1) 高校   4,48.22 
ｱﾙｶﾞ ﾀｲｷ 伊那AC ｼﾐｽﾞ ﾘｸ 飯田高

 9 石田 滉樹(1) 中学   5,30.40  9 松下 純也(2) 中学   4,50.21 
ｲｼﾀﾞ ｺｳｼﾞｭ 伊那中 ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ ISｼﾞｭﾆｱ

10 牧田 げんき(1) 中学   5,53.09 10 中原 俊和 一般   5,14.14 
ﾏｷﾀ ｹﾞﾝｷ 伊那中 ﾅｶﾊﾗ ﾄｼｶｽﾞ 伊那AC
松村 光志(2) 中学 鎮西 翔(1) 中学
ﾏﾂﾑﾗ ｺｳｼ 伊那中 ﾁﾝｾﾞｲ ｶｹﾙ 赤穂中
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   1 川島 恵一(3) 高校 大町北高     4,28.07   2   1
   2 垣内 岳(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     4,28.74   2   2
   3 熊谷 康成(3) 中学 赤穂中     4,30.22   2   3
   4 藤木 俊(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     4,34.78   1   1
   5 石井 慎也(3) 中学 ISｼﾞｭﾆｱ     4,37.12   2   4
   6 北原 和喜(2) 高校 飯田高     4,37.53   2   5
   7 甲田 基也(1) 高校 長野工業髙     4,37.86   2   6
   8 上原 海里(2) 中学 戸隠中     4,39.81   2   7
   9 清水 理久(1) 高校 飯田高     4,48.22   2   8
  10 松下 純也(2) 中学 ISｼﾞｭﾆｱ     4,50.21   2   9
  11 宮下 翔伍(2) 中学 高森中     4,55.27   1   2
  12 米山 諒(3) 中学 下伊那松川中     5,05.57   1   3
  13 鈴木 駿平(1) 中学 赤穂中     5,08.77   1   4
  14 森本 隆暉(2) 中学 下伊那松川中     5,10.41   1   5
  15 中原 俊和 一般 伊那AC     5,14.14   2  10
  16 田畑 綾太(2) 中学 伊那中     5,17.58   1   6
  17 松崎 勇起(1) 高校 駒ｹ根工高     5,21.79   1   7
  18 有賀 大輝(2) 中学 伊那AC     5,23.02   1   8
  19 石田 滉樹(1) 中学 伊那中     5,30.40   1   9
  20 牧田 げんき(1) 中学 伊那中     5,53.09   1  10

   17

 8078
 8080

 8075
  508
   20

  571
 8624
 8395
 8358
 8243
 8361

 8227
  452
 8580
  564
 1155
 6100

記録 備考 組 順位
 2038
  450

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

男子

１５００ｍ



決勝 8月29日 14:00

県中学新(JR)      8,31.86

 1 久保田 隼仁(3) 中学  10,00.56 
ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ 下伊那松川中

 2 関 剛洸(3) 中学  10,02.15 
ｾｷ ﾀｹﾋﾛ 高森中

 3 馬場 敦(3) 中学  10,04.14 
ﾊﾞﾊﾞ ｱﾂｼ 下伊那松川中

 4 松﨑 文哉(2) 中学  10,10.40 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 高森中

 5 中嶋 紀彰(2) 中学  10,18.34 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾘｱｷ ISｼﾞｭﾆｱ

 6 古田 楓(3) 中学  10,22.72 
ﾌﾙﾀ ｶｴﾃﾞ 下伊那松川中

 7 大野 龍斗(3) 中学  10,30.33 
ｵｵﾉ ﾘｭｳﾄ 高森中

 8 古林 拓哉(2) 中学  10,30.87 
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 下伊那松川中

 9 橋場 和樹(3) 中学  10,31.31 
ﾊｼﾊﾞ ｶｽﾞｷ 下伊那松川中

10 上沼 颯太(3) 中学  10,42.90 
ｶﾐﾇﾏ ｿｳﾀ 高森中

11 石井 慎也(3) 中学  10,44.95 
ｲｼｲ ｼﾝﾔ ISｼﾞｭﾆｱ

12 金田 隼輔(2) 中学  11,16.65 
ｶﾅﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 赤穂中

13 中島 快都(1) 中学  11,39.89 
ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲﾄ 下伊那松川中
安藤 悠希(2) 中学
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 高森中

中学男子

３０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
12  8357

3  8405

2  8365

9  8392

1  8481

8  8351

7  8407

4  8360

6  8350

11  8406

13  8580

10  8233

14  8364

5  8396
途中棄権



決勝 8月29日  9:10

県新(NR)         13,20.80
県高校新(HR)     13,45.23

 1 小平 俊介(1) 高校  17,07.58 
ｺﾀﾞｲﾗ ｼｭﾝｽｹ 飯田高

 2 植田 剛 一般  21,39.62 
ｳｴﾀﾞ ﾂﾖｼ 上伊那郡陸協

22    63   63

11   568  568
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 No.No.

男子

５０００ｍ５０００ｍ

決勝決勝決勝



決勝 8月29日 14:40

県新(NR)            40.82
県高校新(HR)        41.06
県中学新(JR)        43.99

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 上伊那農高   350 藤原 渓太(2)     46.26 

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲﾀ
  351 登内 健太(1)

ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ
  357 北原 鐘伍(1)

ｷﾀﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ
  352 唐澤 直人(1)

ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ
 2   6 飯田風越高   107 竹村 大地(2)     46.93 

ｲｲﾀﾞﾌｳﾂｺｳ ﾀｹﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ
  104 花井 有輝(2)

ﾊﾅｲ ﾕｳｷ
  105 鎌倉 渉(2)

ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ
  106 手塚 貴郁(2)

ﾃﾂﾞｶ ﾀｶﾌﾐ
 3   4 赤穂中(A)  8241 山田 海斗(1)     50.66 

ｱｶﾎﾁｭｳA ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ
 8237 新谷 佳汰(1)

ｼﾝﾔ ｹｲﾀ
 8232 関 雄飛(2)

ｾｷ ﾕｳﾋ
 8235 飯島 悠斗(1)

ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾄ
 4   7 高森中  8400 市瀬 嵩唯(1)     51.60 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ｲﾁﾉｾ ｺｳｲ
 8399 吉沢 雄人(1)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
 8397 杉本 隆太(2)

ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｭｳﾀ
 8393 青山 諒成(2)

ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ
 5   5 伊那中(A)  8079 久保田 光太郎(1)     52.32 

ｲﾅﾁｭｳA ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ
 8074 大澤 昂祈(2)

ｵｵｻﾜ ｺｳｷ
 8077 三沢 和輝(1)

ﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ
 8081 逸見 崚輔(1)

ﾍﾝﾐ ﾘｮｳｽｹ
 6   8 伊那弥生ヶ丘高   433 小池  直樹(1)     56.47 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｺｲｹ ﾅｵｷ
  431 曽根原  賢(1)

ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ
  432 宮坂  秀星(1)

ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ
  447 葉桐 文哉(2)

ﾊｷﾞﾘ ﾌﾐﾔ
 7   2 赤穂中(B)  8244 吉川 晴元(1)     56.69 

ｱｶﾎﾁｭｳB ｷｯｶﾜ ﾊﾙﾓﾄ
 8238 松井 秀真(1)

ﾏﾂｲ ｼｭｳﾏ
 8239 澤口 乃惟(1)

ｻﾜｸﾞﾁ ﾉｲ
 8245 佐野 修一郎(1)

ｻﾉ ｼｭｳｲﾁﾛｳ
  1 長野工業髙  1154 東條 晃太(1)

ﾅｶﾞﾉｺｳｷﾞｮｳｺｳ ﾄｳｼﾞｮｳ ｺｳﾀ 失格
 1151 中村 妥偉也(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾔ
 1158 市川 隼人(1)

ｲﾁｶﾜ ﾊﾔﾄ
 1156 山下 畔乃(1)

ﾔﾏｼﾀ ﾊﾝﾀﾞｲ

男子

４×１００ｍＲ

決勝



決勝 8月29日 11:30

県中学新(JR)        72.60

北條 拓郎(2) 中学
ﾎｳｼﾞｮｳ ﾀｸﾛｳ 高森中

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

 39.71 
1 1  8390

  O 39.71   O



決勝 8月29日  9:00

県中学新(JR)        13.45

金子 周平(3) 中学
ｶﾈｺ ｼｭｳﾍｲ 信明中
大澤 昂祈(2) 中学
ｵｵｻﾜ ｺｳｷ 伊那中
杉本 隆太(2) 中学
ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 高森中
竹内 大輔(1) 中学
ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 高森中
原田 侑(1) 中学
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｽｸ 高森中

  5.14 

  6.24 

5 1  8403
 4.42  4.60  5.14

  7.22 

4 2  8401
 6.22  6.03  6.24

  7.75 

3 4  8397
 7.22  7.06   X

 11.19 

2 3  8074
 7.26  7.26  7.75

1 5  7006
11.19 11.00 11.16

-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 8月29日  9:00

県高校新(HR)        14.61

米倉 朋輝(3) 高校
ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓｷ 長野工業髙
大内 健瑠(2) 高校
ｵｵｳﾁ ﾀｹﾙ 飯田高
東條 晃太(1) 高校
ﾄｳｼﾞｮｳ ｺｳﾀ 長野工業髙

  6.91 

  7.97 

3 1  1154
  X  6.91   X

 14.35 

2 2   561
 7.97  7.25  7.46

1 3  1160
  X 13.59 14.35

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

砲丸投(6.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 8月29日  9:00

上原 隆伸 一般
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 11.00 
1 1     8

11.00   X   X

-3- -4- -5- -6- 記録 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 -1- -2-



決勝 8月29日 13:00

県高校新(HR)        45.21

米倉 朋輝(3) 高校
ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓｷ 長野工業髙
吉池 真緋呂(1) 高校
ﾖｼｲｹ ﾏﾋﾛ 長野工業髙

 28.09 

 39.93 

2 1  1153
  O 28.09   X

1 2  1160
  X   O 39.93

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

円盤投(1.750kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 8月29日 13:00

上原 隆伸 一般
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
本多 俊平 一般
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
市瀬 芳明 一般
ｲﾁﾉｾ ﾖｼｱｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
上條 健 一般 欠場
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
中嶋 友也 一般 欠場
ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

3    10

 20.68 

1     9

 27.28 

3 2     5
20.68   X   O

 30.85 

2 4    11
  O   X 27.28

1 5     8
  O   O 30.85

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



決勝 8月29日 12:30

県新(NR)             2.18
県高校新(HR)         2.17
県中学新(JR)         1.97

1m75 1m80 1m85
井原 彪(1) 高校 - - - - - - - - - O
ｲﾊﾗ ﾋｮｳ 飯田高 XXO O XXX
花井 有輝(2) 高校 - - - - - - O XXO XXX
ﾊﾅｲ ﾕｳｷ 飯田風越高
大内 健瑠(2) 高校 - - - - O O XO XXX
ｵｵｳﾁ ﾀｹﾙ 飯田高
佐藤 友行(1) 中学 - - O O O XXX
ｻﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 高森中
久保田 光太郎(1) 中学 - XO O XXO XXX
ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 伊那中
関 雄飛(2) 中学 - O XXO XXX
ｾｷ ﾕｳﾋ 赤穂中
吉川 晴元(1) 中学 XXX 記録なし
ｷｯｶﾜ ﾊﾙﾓﾄ 赤穂中
林 力輝(2) 中学 欠場
ﾊﾔｼ ﾘｷ 高森中

5  8391

6 3  8232
 1.35

1  8244

4 4  8402
 1.45

5 2  8079
 1.40

2 6   604
 1.60

3 7   561
 1.55

1 8   572
 1.80

記録
1m35 1m40

備考
1m15 1m30 1m45 1m50 1m55 1m60 1m65 1m70

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 8月29日 13:00

県新(NR)             7.94
県高校新(HT)         7.61
県中学新(JR)         7.04

椚谷 和久(2) 高校    X   6.94   6.77    6.94 
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ 飯田高   +1.2   -0.5    +1.2
手塚 貴郁(2) 高校   5.93   5.88   5.89    5.93 
ﾃﾂﾞｶ ﾀｶﾌﾐ 飯田風越高   -0.2   +1.4    0.0    -0.2
吉池 真緋呂(1) 高校   5.35   5.55   5.44    5.55 
ﾖｼｲｹ ﾏﾋﾛ 長野工業髙   -0.6   +0.5   +0.7    +0.5
中村 妥偉也(1) 高校   5.19   5.26   5.23    5.26 
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾔ 長野工業髙   -0.1   +0.7   -0.4    +0.7
富井 慶太 一般   4.76    -    -    4.76 
ﾄﾐｲ ｹｲﾀ 松本陸協    0.0     0.0
鎌倉 渉(2) 高校   4.66   4.39   4.72    4.72 
ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ 飯田風越高   -0.4   +1.3   +0.9    +0.9
市瀬 嵩唯(1) 中学   4.31   4.37   4.55    4.55 
ｲﾁﾉｾ ｺｳｲ 高森中   -0.3   +0.8   +1.0    +1.0
逸見 崚輔(1) 中学   3.90   4.08   4.39    4.39 
ﾍﾝﾐ ﾘｮｳｽｹ 伊那中   +1.5   +0.5   -0.3    -0.3
多田井 宅馬(1) 中学   4.20   4.32   4.24    4.32 
ﾀﾀﾞｲ ﾀｸﾏ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   +0.1   +1.1   +0.1    +1.1
三沢 和輝(1) 中学   4.25   4.19   3.78    4.25 
ﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ 伊那中   +1.2   +0.1    0.0    +1.2
塩澤 昂(1) 中学   4.20    X    X    4.20 
ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC    0.0     0.0
青山 諒成(2) 中学    X    X   4.15    4.15 
ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ 高森中   +1.5    +1.5
松井 秀真(1) 中学    X   4.10   3.80    4.10 
ﾏﾂｲ ｼｭｳﾏ 赤穂中   +1.0   +1.3    +1.0
佐野 修一郎(1) 中学   3.97   4.04    X    4.04 
ｻﾉ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 赤穂中   +0.4   +1.2    +1.2
澤口 乃惟(1) 中学    X   3.78    X    3.78 
ｻﾜｸﾞﾁ ﾉｲ 赤穂中   +1.5    +1.5
上條 健 一般 欠場
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

15 1  8239

10     9

13 9  8238

14 4  8245

11 6  8631

12 8  8393

9 5  8561

10 3  8077

7 7  8400

8 2  8081

5 14    61

6 12   605

3 11  1153

4 15  1151

1 16   565
-5-

2 13   607

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 8月29日  9:00

県小学新(ER)        11.72

風速 +0.8

 1 大森 光稀(5) 小学     15.77 
ｵｵﾓﾘ ｺｳｷ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 2 工藤 航介(5) 小学     16.53 
ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 伊那AC
三角 楓(4) 小学
ﾐｽﾐ ｶｴﾃﾞ 王滝小

33    24   24

11    13   13

22    37   37
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

小学共通男子

８０ｍＨ(0.700m)８０ｍＨ(0.700m)

決勝決勝決勝



予選 8月29日  9:00

県小学新(ER )       11.72

[ 1組] 風速 +0.8

 1 三角 楓(4) 小学     17.35 
ﾐｽﾐ ｶｴﾃﾞ 王滝小

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    24

オープン小学男

８０ｍＨ(0.700m)    

予選 通過基準  1組  0着 + 0 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



予選 8月29日 10:10
決勝 8月29日 12:45

県小学新(ER)        12.27

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 +0.2

 1 宮澤 駿也(4) 小学     16.11 q  1 神谷 春喜(4) 小学     16.25 q
ﾐﾔｻﾞﾜｼｭﾝﾔ 辰野南小 ｶﾐﾔ ﾊﾙｷ 伊那AC

 2 有賀 謙(4) 小学     16.58  2 笹平 日々喜(4) 小学     16.27 q
ｱﾙｶﾞ ｹﾝ 西箕輪小 ｻｻﾋﾗ ﾋﾋﾞｷ 南箕輪小

 3 唐木 智徳(4) 小学     16.81  3 赤羽 爽(4) 小学     16.43 
ｶﾗｷ ﾄﾓﾉﾘ 南箕輪小 ｱｶﾊﾈｱｷﾗ 辰野南小

 4 山下 竣太郎(4) 小学     17.22  4 鈴木 健太(4) 小学     17.99 
ﾔﾏｼﾀ ｼｭﾝﾀﾛｳ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 箕輪中部小

 5 小池 大飛(4) 小学     17.69  5 渋谷 大和(4) 小学     18.42 
ｺｲｹ ﾀﾞｲﾄ 飯島小 ｼﾌﾞﾔ ﾔﾏﾄ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 6 中林 諒介(4) 小学     18.21  6 市川 颯人(4) 小学     19.78 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 箕輪中部小 ｲﾁｶﾜ ﾊﾔﾄ 南箕輪小

 7 小澤 大翔(4) 小学     19.16 
ｵｻﾞﾜﾀﾞｲﾄ 辰野南小

[ 3組] 風速 +0.1 [ 4組] 風速 +0.1

 1 清水 駿介(4) 小学     15.84 q  1 中山 未比呂(4) 小学     16.01 q
ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝｽｹ 西箕輪小 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾋﾛ 高遠小

 2 飯島 颯斗(4) 小学     16.13 q  2 有賀 束佐(4) 小学     17.16 
ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ｱﾙｶﾞ ﾂｶｻ 西箕輪小

 3 伊藤 嶺(4) 小学     16.14 q  3 田近 歩武(4) 小学     17.65 
ｲﾄｳ ﾚｲ 南箕輪小 ﾀﾁﾞｶ ｱﾕﾑ 王滝小

 4 新井 慧(4) 小学     16.39  4 立野 秀介(4) 小学     17.77 
ｱﾗｲ ｻﾄﾙ 飯島小 ﾀﾂﾉ ｼｭｳｽｹ 南箕輪小

 5 大野田 慧人(4) 小学     16.39  5 宮澤 太地(4) 小学     18.09 
ｵｵﾉﾀﾞｴｲﾄ 辰野南小 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｲﾁ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 6 伊藤 玲自(4) 小学     18.65  6 有賀 隼士(4) 小学     18.39 
ｲﾄｳ ﾚｲｼﾞ 箕輪中部小 ｱﾙｶﾞﾊﾔﾄ 辰野南小

風速 -0.6

 1 笹平 日々喜(4) 小学     15.66 
ｻｻﾋﾗ ﾋﾋﾞｷ 南箕輪小

 2 清水 駿介(4) 小学     15.91 
ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝｽｹ 西箕輪小

 3 飯島 颯斗(4) 小学     16.03 
ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 3 伊藤 嶺(4) 小学     16.03 
ｲﾄｳ ﾚｲ 南箕輪小

 5 宮澤 駿也(4) 小学     16.03 
ﾐﾔｻﾞﾜｼｭﾝﾔ 辰野南小

 6 神谷 春喜(4) 小学     16.33 
ｶﾐﾔ ﾊﾙｷ 伊那AC

 7 中山 未比呂(4) 小学     16.56 
ﾅｶﾔﾏ ﾐﾋﾛ 高遠小

 8 新井 慧(4) 小学     16.75 
ｱﾗｲ ｻﾄﾙ 飯島小

小学4年男子

１００ｍ

予選 通過基準  4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    75

8    71

7   139

5    99

4    30

2    77

順 ﾚｰﾝ

3   116

No. 氏  名 所属名 記録／備考
7    15

8    93

5    78

3   143

6    31

4    94

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    68

8    39

3    91

5   117

6    80

7   127

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    54

3    72

8    26

7   103

6    28

4    82

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2    93

3    68

5    39

8    91

4    75

7    15

6    54

1   117



予選 8月29日 10:35
決勝 8月29日 12:55

県小学新(ER)        12.27

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 +1.5

 1 林 優真(5) 小学     14.46 q  1 久保田 凱士(5) 小学     14.93 q
ﾊﾔｼ ﾕｳﾏ 西箕輪小 ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ 飯島小

 2 古賀 涼輔(5) 小学     15.50 q  2 山岡 楓生(5) 小学     15.02 q
ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 箕輪中部小 ﾔﾏｵｶ ﾌｳｷ 箕輪中部小

 3 熊谷 知樹(5) 小学     15.62 q  3 宮澤 健(5) 小学     15.16 q
ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｷ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 堀越 隆徳(5) 小学     15.91  4 ドリチュラー 城(小学     15.54 q
ﾎﾘｺｼ ﾀｶﾉﾘ 飯島小 ﾄﾞﾘﾁｭﾗｰ ｼﾞｮｳ 飯島小

 5 唐澤 悠斗(5) 小学     16.07  5 小倉 心和(5) 小学     15.73 q
ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ 箕輪中部小 ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾜ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 6 吉岡 空音(5) 小学     16.25  6 小林 隼人(5) 小学     16.33 
ﾖｼｵｶ ｸｵﾝ 伊那AC ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 箕輪中部小

 7 桑澤 孝太(5) 小学     16.69  7 河野 翔平(5) 小学     16.40 
ｸﾜｻﾞﾜｺｳﾀ 辰野南小 ｺｳﾉ ｼｮｳﾍｲ 箕輪中部小

 8 荻原 倫世(5) 小学     17.56  8 唐澤 皐太(5) 小学     16.40 
ｵｷﾞﾜﾗ ﾄﾓｾ 箕輪中部小 ｶﾗｻﾜ ｺｳﾀ 箕輪中部小

[ 3組] 風速 +0.8

百瀬 景哉(5) 小学
ﾓﾓｾ ｹｲﾔ 宗賀小
田近 資武(5) 小学
ﾀﾁﾞｶ ﾓﾄﾑ 王滝小
下出 鉄平(5) 小学
ｼﾀﾃﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 王滝小

風速  0.0

 1 林 優真(5) 小学     14.58 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾏ 西箕輪小

 2 久保田 凱士(5) 小学     15.34 
ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ 飯島小

 3 山岡 楓生(5) 小学     15.46 
ﾔﾏｵｶ ﾌｳｷ 箕輪中部小

 4 宮澤 健(5) 小学     15.62 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 古賀 涼輔(5) 小学     15.75 
ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 箕輪中部小

 6 ドリチュラー 城(小学     15.94 
ﾄﾞﾘﾁｭﾗｰ ｼﾞｮｳ 飯島小

 7 熊谷 知樹(5) 小学     16.03 
ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｷ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 8 小倉 心和(5) 小学     16.10 
ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾜ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
2    73

1   131

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

   12

8    29

6   123

3    76

5   128

7   142

4

No. 氏  名 所属名記録／備考 記録／備考
7   112

4   132

5    83

3   108

1    33

8   135

2   129

6   141

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    60

4    25

6    22
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    73

6   112

4   132

5    83

8   131

7   108

2    29

1    33



予選 8月29日 10:55
決勝 8月29日 13:05

県小学新(ER)        12.27

[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速 +1.0

 1 松田 拓巳(6) 小学     13.81 q  1 瀬戸 由葵(6) 小学     13.54 q
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ 箕輪中部小 ｾﾄ ﾖｼｷ 南箕輪小

 2 有賀 玄太(6) 小学     14.36 q  2 滝澤 直希(6) 小学     13.80 q
ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ 南箕輪小 ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ 箕輪中部小

 3 長谷 敬太(6) 小学     14.47 q  3 小池 大珠(6) 小学     14.53 q
ﾅｶﾞﾀﾆ ｹｲﾀ 箕輪中部小 ｺｲｹ ﾀﾞｲｼﾞｭ 箕輪中部小

 4 西澤 歩夢(6) 小学     14.51 q  4 竹内 陽哉(6) 小学     15.05 q
ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 高遠小 ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 5 小倉 快心(6) 小学     15.10  5 大森 翔太(6) 小学     15.45 
ｵｸﾞﾗ ｶｲｼﾝ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ｵｵﾓﾘｼｮｳﾀ 辰野南小

 6 井上 颯(6) 小学     15.92  6 氣賀沢 立樹(6) 小学     15.71 
ｲﾉｳｴ ﾊﾔﾃ 南箕輪小 ｷｶﾞｻﾜ ﾀﾂｷ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 7 大谷 聖斗(6) 小学     15.97  7 伊藤 潤(6) 小学     15.82 
ｵｵﾀﾆ ﾏｻﾄ 南箕輪小 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 箕輪中部小

[ 3組] 風速  0.0

市川 凌大(6) 小学
ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ
小林 慶輝(6) 小学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ
胡桃澤 寛竜(6) 小学
ｸﾙﾐｻﾜ ﾋﾛﾀﾂ 王滝小

風速  0.0

 1 瀬戸 由葵(6) 小学     13.69 
ｾﾄ ﾖｼｷ 南箕輪小

 2 松田 拓巳(6) 小学     13.78 
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ 箕輪中部小

 3 滝澤 直希(6) 小学     14.26 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ 箕輪中部小

 4 有賀 玄太(6) 小学     14.32 
ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ 南箕輪小

 5 長谷 敬太(6) 小学     14.71 
ﾅｶﾞﾀﾆ ｹｲﾀ 箕輪中部小

 6 西澤 歩夢(6) 小学     14.81 
ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 高遠小

 7 小池 大珠(6) 小学     14.83 
ｺｲｹ ﾀﾞｲｼﾞｭ 箕輪中部小

 8 竹内 陽哉(6) 小学     15.39 
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

小学6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
7   136

6   102

2    92

3   140

4    50

8    96

順 ﾚｰﾝ

5    32

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    95

2   138

8   134

4    38

3    79

7    40

6   126

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4     6

6     7

5    23

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    95

3   136

6   138

5   102

7   140

8    50

1   134

2    38



予選 8月29日 10:10

県小学新(ER )       12.27

[ 1組] 風速  0.0

 1 市川 凌大(6) 小学     12.93 
ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 2 百瀬 景哉(5) 小学     14.88 
ﾓﾓｾ ｹｲﾔ 宗賀小

 3 小林 慶輝(6) 小学     15.08 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 4 田近 資武(5) 小学     17.07 
ﾀﾁﾞｶ ﾓﾄﾑ 王滝小

 5 田近 歩武(4) 小学     17.65 
ﾀﾁﾞｶ ｱﾕﾑ 王滝小

 6 胡桃澤 寛竜(6) 小学     17.97 
ｸﾙﾐｻﾜ ﾋﾛﾀﾂ 王滝小
下出 鉄平(5) 小学
ｼﾀﾃﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 王滝小

オープン小学男

１００ｍ            

予選 通過基準  1組  0着 + 0 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     6

3    60

7     7

2    25

4    22
欠場

1    26

6    23



決勝 8月29日 13:15

県小学新(ER)      2,49.83

[ 1組] [ 2組]

 1 出澤 周大(6) 小学   3,21.39  1 帯川 伊吹(6) 小学   3,21.74 
ﾃﾞｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 中沢RC ｵﾋﾞｶﾜ ｲﾌﾞｷ ISｼﾞｭﾆｱ

 2 田中 稜馬(6) 小学   3,32.12  2 日達 匠海(5) 小学   3,22.69 
ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾏ 伊那AC ﾋﾀﾁ ﾀｸﾐ 中沢RC

 3 扇田 大雅(6) 小学   3,41.60  3 工藤 光陽(6) 小学   3,26.48 
ｵｵｷﾞﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ｸﾄﾞｳ ｺｳﾖｳ 飯島小

 4 富永 琉平(4) 小学   3,44.00  4 矢澤 蓮太郎(5) 小学   3,28.32 
ﾄﾐﾅｶﾞ  ﾘｭｳﾍｲ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾔｻﾞﾜ ﾚﾝﾀﾛｳ 中沢RC

 5 鈴木 陽斗(5) 小学   3,46.39  5 箕浦 大輝(6) 小学   3,31.31 
ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ 西箕輪小 ﾐﾉｳﾗ ﾀﾞｲｷ 飯島小

 6 矢澤 秀成(3) 小学   3,46.73  6 小松 航(6) 小学   3,32.46 
ﾔｻﾞﾜ ｼｭｳｾｲ 中沢RC ｺﾏﾂ ﾜﾀﾙ 高遠小

 7 宮坂 源紀(5) 小学   3,47.54  7 箕浦 広輝(6) 小学   3,33.00 
ﾐﾔｻｶ ｹﾞﾝｷ 箕輪中部小 ﾐﾉｳﾗ ｺｳｷ 飯島小

 8 辻本 怜功斗(4) 小学   3,47.55  8 保科 大樹(6) 小学   3,36.17 
ﾂｼﾞﾓﾄ ﾚｸﾄ 西箕輪小 ﾎｼﾅ ﾀﾞｲｷ 中沢RC

 9 松島 渉輝(5) 小学   3,55.27  9 大峡 謙(6) 小学   3,36.84 
ﾏﾂｼﾏ ｼｮｳｷ 中沢RC ｵｵﾊﾞ ﾕｽﾞﾙ ISｼﾞｭﾆｱ

10 北條 陽太(4) 小学   3,57.63 10 柴田 晴夢(6) 小学   3,43.44 
ﾎｳｼﾞｮｳ ﾊﾙﾀ 西箕輪小 ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙﾑ 飯島小

11 西澤 知(5) 小学   4,21.05 11 伊藤 陸翔(4) 小学   3,45.67 
ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾄｼ 箕輪中部小 ｲﾄｳ ﾘｸﾄ 飯島小

12 春日 一成(5) 小学   5,14.87 12 小松 真優(4) 小学   3,49.38 
ｶｽｶﾞ ｲｯｾｲ 箕輪中部小 ｺﾏﾂ ﾏﾋﾛ 高遠小
大槻 誉(4) 小学 瀧澤 健人(6) 小学
ｵｵﾂｷ ﾎﾏﾚ 伊那AC ｵｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ ISｼﾞｭﾆｱ
土佐屋太一(5) 小学
ﾄｻﾔﾀｲﾁ 辰野南小

小学共通男子

１０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
5    85

8    18

4    35

1    84
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9    70
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6    16
欠場

7    81
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No. 氏  名 所属名 記録／備考
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1   114

3    90

9   125
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5    88

12     3

4   115

2   111

8    49

11     4
欠場



   1 出澤 周大(6) 小学 中沢RC     3,21.39   1   1
   2 帯川 伊吹(6) 小学 ISｼﾞｭﾆｱ     3,21.74   2   1
   3 日達 匠海(5) 小学 中沢RC     3,22.69   2   2
   4 工藤 光陽(6) 小学 飯島小     3,26.48   2   3
   5 矢澤 蓮太郎(5) 小学 中沢RC     3,28.32   2   4
   6 箕浦 大輝(6) 小学 飯島小     3,31.31   2   5
   7 田中 稜馬(6) 小学 伊那AC     3,32.12   1   2
   8 小松 航(6) 小学 高遠小     3,32.46   2   6
   9 箕浦 広輝(6) 小学 飯島小     3,33.00   2   7
  10 保科 大樹(6) 小学 中沢RC     3,36.17   2   8
  11 大峡 謙(6) 小学 ISｼﾞｭﾆｱ     3,36.84   2   9
  12 扇田 大雅(6) 小学 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     3,41.60   1   3
  13 柴田 晴夢(6) 小学 飯島小     3,43.44   2  10
  14 富永 琉平(4) 小学 中川陸上ｸﾗﾌﾞ     3,44.00   1   4
  15 伊藤 陸翔(4) 小学 飯島小     3,45.67   2  11
  16 鈴木 陽斗(5) 小学 西箕輪小     3,46.39   1   5
  17 矢澤 秀成(3) 小学 中沢RC     3,46.73   1   6
  18 宮坂 源紀(5) 小学 箕輪中部小     3,47.54   1   7
  19 辻本 怜功斗(4) 小学 西箕輪小     3,47.55   1   8
  20 小松 真優(4) 小学 高遠小     3,49.38   2  12
  21 松島 渉輝(5) 小学 中沢RC     3,55.27   1   9
  22 北條 陽太(4) 小学 西箕輪小     3,57.63   1  10
  23 西澤 知(5) 小学 箕輪中部小     4,21.05   1  11
  24 春日 一成(5) 小学 箕輪中部小     5,14.87   1  12

小学共通男子

１０００ｍ
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予選 8月29日  9:35
決勝 8月29日 14:25

県小学新(ER)        51.04

[ 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   6 南箕輪小(A)    92 井上 颯(6)     57.31 q  1   7 箕輪中部小(A)   134 小池 大珠(6)     55.90 q

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳA ｲﾉｳｴ ﾊﾔﾃ ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳA ｺｲｹ ﾀﾞｲｼﾞｭ
  101 武井 拓弥(6)   136 松田 拓巳(6)

ﾀｹｲ ﾀｸﾐ ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ
  102 有賀 玄太(6)   140 長谷 敬太(6)

ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ ﾅｶﾞﾀﾆ ｹｲﾀ
   95 瀬戸 由葵(6)   138 滝澤 直希(6)

ｾﾄ ﾖｼｷ ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ
 2   5 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少(A)   34 西野 瑛修(6)     59.01 q  2   6 飯島小(A)   124 箕浦 広輝(6)   1,00.56 q

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳA ﾆｼﾉ ｱｷｻﾈ ｲｲｼﾞﾏｼｮｳA ﾐﾉｳﾗ ｺｳｷ
   32 小倉 快心(6)   110 安田 陸(5)

ｵｸﾞﾗ ｶｲｼﾝ ﾔｽﾀﾞ ﾘｸ
   35 扇田 大雅(6)   125 箕浦 大輝(6)

ｵｵｷﾞﾀﾞ ﾀｲｶﾞ ﾐﾉｳﾗ ﾀﾞｲｷ
   38 竹内 陽哉(6)   114 工藤 光陽(6)

ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ ｸﾄﾞｳ ｺｳﾖｳ
 3   7 箕輪中部小(B)   132 山岡 楓生(5)   1,02.57 q  3   8 飯島小(B)   112 久保田 凱士(5)   1,01.02 q

ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳB ﾔﾏｵｶ ﾌｳｷ ｲｲｼﾞﾏｼｮｳB ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ
  131 古賀 涼輔(5)   123 堀越 隆徳(5)

ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ ﾎﾘｺｼ ﾀｶﾉﾘ
  141 唐澤 皐太(5)   120 池田 智輝(6)

ｶﾗｻﾜ ｺｳﾀ ｲｹﾀﾞ ﾄﾓｷ
  142 唐澤 悠斗(5)   108 ドリチュラー 城(5)

ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ ﾄﾞﾘﾁｭﾗｰ ｼﾞｮｳ
 4   2 辰野南小    75 宮澤 駿也(4)   1,03.69 q  4   5 高遠小    42 伊沢 頼寿(6)   1,02.04 q

ﾀﾂﾉﾐﾅﾐｼｮｳ ﾐﾔｻﾞﾜｼｭﾝﾔ ﾀｶﾄｳｼｮｳ ｲｻﾞﾜ ﾗｲｽﾞ
   78 赤羽 爽(4)    43 伊藤 律(6)

ｱｶﾊﾈｱｷﾗ ｲﾄｳ ﾘﾂ
   80 大野田 慧人(4)    55 中村 璃空(6)

ｵｵﾉﾀﾞｴｲﾄ ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ
   79 大森 翔太(6)    48 小松 航(6)

ｵｵﾓﾘｼｮｳﾀ ｺﾏﾂ ﾜﾀﾙ
 5   8 飯島小(D)   116 小池 大飛(4)   1,06.78  5   2 南箕輪小(B)   103 立野 秀介(4)   1,05.23 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳD ｺｲｹ ﾀﾞｲﾄ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳB ﾀﾂﾉ ｼｭｳｽｹ
  109 芦部 琥伯(4)   100 武井 海斗(4)

ｱｼﾍﾞ ｺﾊｸ ﾀｹｲ ｶｲﾄ
  111 伊藤 陸翔(4)    98 長谷部 遥希(5)

ｲﾄｳ ﾘｸﾄ ﾊｾﾍﾞ ﾊﾙｷ
  117 新井 慧(4)    91 伊藤 嶺(4)

ｱﾗｲ ｻﾄﾙ ｲﾄｳ ﾚｲ
 6   3 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少(C)   31 渋谷 大和(4)   1,07.72  6   3 西箕輪小    71 有賀 謙(4)   1,06.17 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳC ｼﾌﾞﾔ ﾔﾏﾄ ﾆｼﾐﾉﾜｼｮｳ ｱﾙｶﾞ ｹﾝ
   39 飯島 颯斗(4)    69 辻本 怜功斗(4)

ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ ﾂｼﾞﾓﾄ ﾚｸﾄ
   28 宮澤 太地(4)    67 小林 暖(4)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｲﾁ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞﾝ
   30 山下 竣太郎(4)    68 清水 駿介(4)

ﾔﾏｼﾀ ｼｭﾝﾀﾛｳ ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝｽｹ
 7   4 飯島小(C)   118 森本 鉱生(4)   1,11.68   4 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少(B)   37 大森 光稀(5)

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳC ﾓﾘﾓﾄ ｺｳｾｲ ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳB ｵｵﾓﾘ ｺｳｷ 失格
  121 唐澤 聖矢(4)    33 小倉 心和(5)

ｶﾗｻﾜ ｾｲﾔ ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾜ
  113 桂本 理功(4)    40 氣賀沢 立樹(6)

ｶﾂﾗﾓﾄ ﾘｸ ｷｶﾞｻﾜ ﾀﾂｷ
  119 杉江 夏知(4)    29 熊谷 知樹(5)

ｽｷﾞｴ ﾅﾁ ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｷ

小学共通男子

４×１００ｍＲ

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 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 箕輪中部小(A)   134 小池 大珠(6)     56.07 

ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳA ｺｲｹ ﾀﾞｲｼﾞｭ
  136 松田 拓巳(6)

ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ
  140 長谷 敬太(6)

ﾅｶﾞﾀﾆ ｹｲﾀ
  138 滝澤 直希(6)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ
 2   6 南箕輪小(A)    92 井上 颯(6)     57.04 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳA ｲﾉｳｴ ﾊﾔﾃ
  101 武井 拓弥(6)

ﾀｹｲ ﾀｸﾐ
  102 有賀 玄太(6)

ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ
   95 瀬戸 由葵(6)

ｾﾄ ﾖｼｷ
 3   4 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少(A)   34 西野 瑛修(6)     58.99 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳA ﾆｼﾉ ｱｷｻﾈ
   32 小倉 快心(6)

ｵｸﾞﾗ ｶｲｼﾝ
   35 扇田 大雅(6)

ｵｵｷﾞﾀﾞ ﾀｲｶﾞ
   38 竹内 陽哉(6)

ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ
 4   3 飯島小(A)   124 箕浦 広輝(6)     59.83 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳA ﾐﾉｳﾗ ｺｳｷ
  110 安田 陸(5)

ﾔｽﾀﾞ ﾘｸ
  125 箕浦 大輝(6)

ﾐﾉｳﾗ ﾀﾞｲｷ
  114 工藤 光陽(6)

ｸﾄﾞｳ ｺｳﾖｳ
 5   8 高遠小    42 伊沢 頼寿(6)   1,01.01 

ﾀｶﾄｳｼｮｳ ｲｻﾞﾜ ﾗｲｽﾞ
   43 伊藤 律(6)

ｲﾄｳ ﾘﾂ
   55 中村 璃空(6)

ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ
   48 小松 航(6)

ｺﾏﾂ ﾜﾀﾙ
 6   7 飯島小(B)   112 久保田 凱士(5)   1,01.03 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳB ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ
  123 堀越 隆徳(5)

ﾎﾘｺｼ ﾀｶﾉﾘ
  120 池田 智輝(6)

ｲｹﾀﾞ ﾄﾓｷ
  108 ドリチュラー 城(5)

ﾄﾞﾘﾁｭﾗｰ ｼﾞｮｳ
 7   2 箕輪中部小(B)   132 山岡 楓生(5)   1,03.18 

ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳB ﾔﾏｵｶ ﾌｳｷ
  131 古賀 涼輔(5)

ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ
  141 唐澤 皐太(5)

ｶﾗｻﾜ ｺｳﾀ
  142 唐澤 悠斗(5)

ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ
 8   1 辰野南小    75 宮澤 駿也(4)   1,03.90 

ﾀﾂﾉﾐﾅﾐｼｮｳ ﾐﾔｻﾞﾜｼｭﾝﾔ
   78 赤羽 爽(4)

ｱｶﾊﾈｱｷﾗ
   80 大野田 慧人(4)

ｵｵﾉﾀﾞｴｲﾄ
   79 大森 翔太(6)

ｵｵﾓﾘｼｮｳﾀ

４×１００ｍＲ
決勝

小学共通男子



決勝 8月29日 10:30

浅石 晴成(6) 小学
ｱｻｲｼ ﾊﾙ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少
湯澤 尚哉(6) 小学
ﾕｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 飯島小
小牧 大晟(6) 小学
ｺﾏｷ ﾀｲｾｲ 伊那AC
藪 大翔(5) 小学
ﾔﾌﾞ ﾀﾞｲﾄ 高遠小
保科 凌(6) 小学
ﾎｼﾅ ﾘｮｳ 高遠小
春日 一輝(6) 小学
ｶｽｶﾞ ｶｽﾞｷ 高遠小
伊藤 優希(4) 小学
ｲﾄｳ ﾕｳｷ 西箕輪小
竹内 悠人(4) 小学
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾄ 高遠小
芦部 琥伯(4) 小学
ｱｼﾍﾞ ｺﾊｸ 飯島小
原 柊輝(4) 小学
ﾊﾗ ｼｭｳｷ 西箕輪小
杉江 夏知(4) 小学
ｽｷﾞｴ ﾅﾁ 飯島小
森本 鉱生(4) 小学
ﾓﾘﾓﾄ ｺｳｾｲ 飯島小
宮澤 翔(6) 小学
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｮｳ 高遠小
桂本 理功(4) 小学
ｶﾂﾗﾓﾄ ﾘｸ 飯島小
小林 暖(4) 小学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞﾝ 西箕輪小
春日 壱乃輔(6) 小学
ｶｽｶﾞ ｲﾁﾉｽｹ 高遠小
唐澤 聖矢(4) 小学
ｶﾗｻﾜ ｾｲﾔ 飯島小
竹内 陸隼(6) 小学 欠場
ﾀｹｳﾁ ﾘｸﾄ 高遠小
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小学共通男子

ｳﾞｫｰﾃｯｸｽﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ投   

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 8月29日  9:00

県小学新(ER)         5.47

福澤 洸士(6) 小学   3.84   4.05    X    4.05 
ﾌｸｻﾞﾜ ｺｳｼ 伊那AC   -1.0   -1.6    -1.6
西野 瑛修(6) 小学   3.62   3.75    -    3.75 
ﾆｼﾉ ｱｷｻﾈ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少   -0.6   -0.2    -0.2
安田 陸(5) 小学   3.35    -    -    3.35 
ﾔｽﾀﾞ ﾘｸ 飯島小   -0.9    -0.9
池田 智輝(6) 小学   3.31    -    -    3.31 
ｲｹﾀﾞ ﾄﾓｷ 飯島小   -0.8    -0.8
長谷部 遥希(5) 小学    X   3.13    -    3.13 
ﾊｾﾍﾞ ﾊﾙｷ 南箕輪小   -1.6    -1.6
池田 琢磨(5) 小学   2.67   3.12    X    3.12 
ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾏ 南箕輪小   -0.8   -1.2    -1.2
樋口 晴斗(6) 小学   3.11   3.10    X    3.11 
ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 高遠小   -1.1   -1.4    -1.1
石川 穏也(4) 小学   2.90   2.75   2.46    2.90 
ｲｼｶﾜ ﾄｼﾔ 高遠小    0.0   -0.8   -0.4     0.0
市原 颯介(4) 小学    X   2.84   2.75    2.84 
ｲﾁﾊﾗ ｿｳｽｹ 西箕輪小    0.0   -0.3     0.0
阪下 颯(4) 小学   2.72   2.65   2.57    2.72 
ｻｶｼﾀ ﾊﾔﾃ 高遠小   -0.6   -0.7   -0.2    -0.6
林 涼介(4) 小学   2.41   2.37   2.32    2.41 
ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 高遠小    0.0   -0.4    0.0     0.0

11 9    58

9 1    66

10 2    45

7 4    56

8 8    51

5 6    98

6 7    97

3 3   110

4 5   120

1 11    19
-5-

2 10    34

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

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-
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