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第３２回 上伊那小学生陸上競技大会 
第４８回 上伊那春季陸上競技記録会 

記録集 
 

 
 
期 日： 平成２７年 ５月２４日（日） 
主 催： 上伊那陸上競技協会・伊那市体育協会陸上部 
共 催： 信濃毎日新聞社 
後 援： 伊那市・伊那市教育委員会 
会 場： 伊那市陸上競技場（202030） 
審判長： 有賀 保義(ﾄﾗｯｸ)  遠山 正洋(ﾌｨｰﾙﾄﾞ)  
記録主任：竹内 秀樹 

 
■ この大会で樹立された記録 

月日 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 記録 氏名 男女 所属 従来の記録 備考 

5/24 女子 走幅跳 決勝 4m23(+0.8) 北原 小遥 女 東春近小(6) 4m21 大会新 

5/24 
男子 ８０ｍH
（0.700m） 

決勝 14 秒 04(+1.7) 下平 皓太 男 中川東小(6) 14 秒 09 大会新 

         

 
■グラウンドコンディション 
 

月  日 時  刻 天  候 風  向 風速 m/s 気温 ℃ 湿度 ％ 計測場所 

２０15／５／24 ９：００ 曇り 北東 0.8 24.5 23.0   

  １０：００ 曇り 東北東 2.3 25.0 22.0  

  １１：００ 曇り 北北東 2.1 26.5 20.0  

  １２：００ 曇り 北 2.1 27.0 19.0  

  １３：００ 曇り 北東 2.4 27.0 19.0  

  １４：００ 曇り 北北東 2.1 26.5 19.0  

  １５：００ 曇り 北東 1.3 26.5 19.0  

  １６：００ 晴れ 北 1.2 26.0 19.0  

 



第32回上伊那小学生陸上競技大会                          
　主催：上伊那陸上競技協会／伊那市教育委員会                                    
　共催：信濃毎日新聞社　　後援：伊那市／伊那市教育委員会                        

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】202030  伊那市総合運動場陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
05/24 男子 出澤 周大(6) 3,19.43 宮下 裕二朗(6) 3,20.31 大場 晴仁(6) 3,22.50 小松 大起(6) 3,26.05 大髙 慧士(6) 3,26.13 矢澤 蓮太郎(5) 3,27.71 上島 瑞生(5) 3,30.77 高井 仁(6) 3,30.86

1000m 小学校･赤穂東小 小学校･伊那北小 小学校･箕輪北小 小学校･伊那北小 小学校･高遠北小 小学校･赤穂南小 小学校･伊那北小 小学校･伊那小
05/24  +1.7下平 皓太(6) 14.04 米山   匠(6) 15.02 大森 光稀(5) 15.52 米山 開都(6) 15.53 濱﨑 友也(6) 15.59 工藤 光陽(6) 16.12 浅川 友来(6) 19.43 大槻 泰雅(6) 22.05

80mH(0.700m) 小学校･中川東小 GR 小学校･中川東小 小学校･伊那北小 小学校･中川東小 小学校･中川東小 小学校･飯島小 小学校･箕輪南小 小学校･辰野西小
05/24 田畑 翔汰朗(6) 1.30 北澤 爽汰(6) 1.05 唐澤 貫太(5) 0.90

走高跳 小学校･富県小 小学校･富県小 小学校･箕輪西小
05/24 北澤凛太朗(5)4.10(+2.8) 福澤洸士(6) 3.86(+1.6) 唐澤 慧(6) 3.79(+2.3) 白澤 直(6) 3.74(+1.6) 武田 悠生(6) 3.63(+1.1) 小牧 大晟(6) 3.59(+1.8) 小田切民朗(6)3.58(+0.4) 丸山 輝(6) 3.51(+0.6)

走幅跳 小学校･伊那東 小学校･美篶小 小学校･伊那北小 小学校･伊那小 小学校･辰野東小 小学校･富県小 小学校･赤穂南小 小学校･辰野東小
05/24 小出 凱也(6) 49.97 伊東 拓未(6) 47.79 小川 隼弥(5) 47.50 小林 剛琉(6) 45.73 翁 凜希(6) 45.32 井原 良介(6) 44.45 馬場 真門(6) 43.51 城倉 皇大(6) 43.45

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号) 小学校･赤穂東小 小学校･西春近南小 小学校･西春近南小 小学校･赤穂東小 小学校･箕輪中部小 小学校･伊那小 小学校･東伊那小 小学校･手良小
05/24 赤穂東小       57.20 箕輪中部小       57.58 赤穂南小(A)       57.64 南箕輪小学校(A)      57.72 宮田小(A)     1,00.14 赤穂SRC     1,00.35 中川西小     1,01.08 高遠小     1,02.92

4×100mR 中原 滉貴(6) 山岡 楓生(5) 田中 敦也(6) 井上 颯(6) 間瀬 優斗(6) 西野 瑛修(6) 森上 結人(6) 伊澤 頼寿(6)
中村 晴輝(6) 松田 拓巳(6) 羽生 凜斗(6) 武井 拓弥(6) 増田 真也(6) 小倉 快心(6) 水野 永登(6) 伊藤 律(6)
坂間 蒼(6) 長谷 敬太(6) 金指 涼夏(6) 髙橋 雅示(6) 生駒 州耶(6) 平澤 志穏(6) 後藤 隆司(6) 市ノ羽 寛大(6)
阿部 大空(6) 滝沢 直希(6) 青島 隼平(6) 有賀 玄太(6) 瀧澤 健斗(6) 竹内 陽哉(6) 水原 洸大(6) 中村 璃空(6)

05/24 5年男子  +2.1林 優真(5) 14.34 山﨑 奏太(5) 14.54 酒井 洸一(5) 14.75 丸山 琉吾(5) 14.81 ドリチュラー城(6) 14.85 小澤 悠希(5) 14.91 井澤 夏惟(5) 15.34 一ノ瀬 裕也(5) 15.44
100m 小学校･西箕輪AC 小学校･箕輪北小 小学校･西春近南小 小学校･南箕輪小学校 小学校･飯島小 小学校･辰野西小 小学校･富県小 小学校･辰野東小

05/24 6年男子  +3.2今井 頼人(6) 13.20 中山 翔晴(6) 14.01 埋橋 航大(6) 14.03 宮澤 健太(6) 14.05 坂井 広大(6) 14.24 松尾 哲汰(6) 14.65 西澤 歩夢(6) 14.73 伊藤 蒼一郎(6) 14.78
100m 小学校･辰野東小 小学校･伊那北小 小学校･富県小 小学校･伊那東 小学校･東伊那小 小学校･宮田小 小学校･高遠小 小学校･西春近北小



予選 5月24日  9:40
決勝 5月24日 14:00

県小学新            12.27
大会新(GR)          13.95

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 +3.9

 1 林 優真(5) 小学校     14.50 q  1 小澤 悠希(5) 小学校     14.98 q
ﾊﾔｼ ﾕｳﾏ 西箕輪AC ｵｻﾞﾜ ﾊﾙｷ 辰野西小

 2 酒井 洸一(5) 小学校     15.01 q  2 井澤 夏惟(5) 小学校     15.13 q
ｻｶｲ ｺｳｲﾁ 西春近南小 ｲｻﾜ  ｶｲ 富県小

 3 赤坂 伸之助(5) 小学校     16.11  3 一ノ瀬 裕也(5) 小学校     15.16 q
ｱｶｻｶ ｼﾝﾉｽｹ 辰野西小 ｲﾁﾉｾ ﾕｳﾔ 辰野東小

 4 唐澤 悠斗(5) 小学校     16.21  4 松崎 大成(5) 小学校     16.56 
ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ 箕輪中部小 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｲｾｲ 伊那北小

 5 大澤 浩太(5) 小学校     17.13  5 吉川 元輝(5) 小学校     16.87 
ｵｵｻﾜ ｺｳﾀ 赤穂東小 ﾖｼｶﾜ ﾓﾄｷ 赤穂東小

 6 大森 遥斗(5) 小学校     17.97  6 水野 隼介(5) 小学校     16.95 
ｵｵﾓﾘ ﾊﾙﾄ 辰野南小 ﾐｽﾞﾉ ｼｭﾝｽｹ 箕輪北小

 7 土田 蓮(5) 小学校     18.01  7 土佐屋太一(5) 小学校     17.10 
ﾂﾁﾀﾞ ﾚﾝ 川島小 ﾄｻﾔ ﾀｲﾁ 辰野南小

 8 那須 基哉(5) 小学校     18.58  8 西澤 知(5) 小学校     17.53 
ﾅｽ ﾓﾄﾔ 箕輪南小 ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾄｼ 箕輪中部小

[ 3組] 風速 +3.4 [ 4組] 風速 +4.2

 1 宮澤     健(5) 小学校     15.23  1 古賀 涼輔(5) 小学校     15.47 
ﾐﾔｻﾞﾜ  ｹﾝ 中川東小 ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 箕輪中部小

 2 吉岡 空音(5) 小学校     15.95  2 柴 悠翔(5) 小学校     16.05 
ﾖｼｵｶ ｸｵﾝ 箕輪北小 ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ 箕輪北小

 3 村上 竣祐(5) 小学校     16.76  3 松﨑 琢磨(5) 小学校     16.21 
ﾑﾗｶﾐ ｼｭﾝｽｹ 辰野西小 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｸﾏ 赤穂東小

 4 清水 航成(5) 小学校     16.78  4 久保口 優空(5) 小学校     16.23 
ｼﾐｽﾞ ｺｳｾｲ 南部小 ｸﾎﾞｸﾞﾁ  ﾕｳｱ 赤穂南小

 5 井出 恭裕(6) 小学校     16.98  5 池上 将矢(5) 小学校     16.52 
ｲﾃﾞ ｷｮｳｽｹ 辰野西小 ｲｹｶﾞﾐ ﾏｻﾔ 伊那東

 6 小池誠志郎(5) 小学校     17.21  6 田中 要(5) 小学校     17.00 
ｺｲｹ ｾｲｼﾛｳ 美篶小 ﾀﾅｶ ｶﾅﾒ 辰野西小

 7 荻原 倫世(5) 小学校     17.31 木下 一稀(5) 小学校
ｵｷﾞﾜﾗ ﾄﾓｾ 箕輪中部小 ｷﾉｼﾀ ｲﾂｷ 伊那北小
米山 樹(5) 小学校
ﾖﾈﾔﾏ ｲﾂｷ 伊那北小

[ 5組] 風速 +1.7 [ 6組] 風速 +1.4

 1 ドリチュラー 城(小学校     14.80 q  1 山﨑 奏太(5) 小学校     14.63 q
ﾄﾞﾘﾁｭﾗｰ ｼﾞｮｳ 飯島小 ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ 箕輪北小

 2 加藤 哲也(5) 小学校     15.54  2 丸山 琉吾(5) 小学校     15.08 q
ｶﾄｳ ﾃﾂﾔ 伊那北小 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳｺﾞ 南箕輪小学校

 3 矢島 拓光(5) 小学校     15.79  3 田中 諒(5) 小学校     15.68 
ﾔｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 箕輪北小 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 赤穂SRC

 4 河野 翔平(5) 小学校     16.30  4 北原 秀喜(5) 小学校     16.03 
ｺｳﾉ ｼｮｳﾍｲ 箕輪中部小 ｷﾀﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 西春近南小

 5 木下滉也(5) 小学校     16.71  5 宮原 大翔(5) 小学校     16.30 
ｷﾉｼﾀ ｺｳﾔ 美篶小 ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾛﾄ 辰野東小

 6 春日 陽翔(5) 小学校     16.88  6 小澤 翔(5) 小学校     16.43 
ｶｽｶﾞ ﾊﾙﾄ 伊那東 ｵｻﾞﾜ ｼｮｳ 辰野西小

 7 飯島 叶翔(5) 小学校     17.46 清水 慧太(5) 小学校
ｲｲｼﾞﾏ ｶﾅﾄ 川島小 ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ 伊那東

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
7   149

8   127

5年男子

100m

予選 通過基準  6組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

記録／備考

  223

3   206

5   379

6   197

2   389

4   174

1

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
4   202

6   349

7   212

1    48

8   166

3   395

2   226

5   376

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
2   241

8   392

7   207

5   286

1   199

6   335

3   369

4    58
欠場

氏  名 所属名 記録／備考
4   371

6   394

3   173

2   180

8    35

5   210

7    59
失格

8    42

順 ﾚｰﾝ No.

6

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2    31

4   399

5   370

  290

7   347

6   310
氏  名 所属名 記録／備考

8   393

7   161

2   132

4   214

3   203

5    32
欠場

3   198



風速 +2.1

 1 林 優真(5) 小学校     14.34 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾏ 西箕輪AC

 2 山﨑 奏太(5) 小学校     14.54 
ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ 箕輪北小

 3 酒井 洸一(5) 小学校     14.75 
ｻｶｲ ｺｳｲﾁ 西春近南小

 4 丸山 琉吾(5) 小学校     14.81 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳｺﾞ 南箕輪小学校

 5 ドリチュラー城(6小学校     14.85 
ﾄﾞﾘﾁｭﾗｰ ｼﾞｮｳ 飯島小

 6 小澤 悠希(5) 小学校     14.91 
ｵｻﾞﾜ ﾊﾙｷ 辰野西小

 7 井澤 夏惟(5) 小学校     15.34 
ｲｻﾜ  ｶｲ 富県小

 8 一ノ瀬 裕也(5) 小学校     15.44 
ｲﾁﾉｾ ﾕｳﾔ 辰野東小

5年男子

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   149

4   393

7   127

8   290

6   310

5   202

2   349

1   212



予選 5月24日 10:00
決勝 5月24日 14:05

県小学新            12.27
大会新(GR)          12.77

[ 1組] 風速 +1.7 [ 2組] 風速 +2.3

 1 中山 翔晴(6) 小学校     14.21 q  1 坂井 広大(6) 小学校     14.33 q
ﾅｶﾔﾏ ﾄﾊﾞﾙ 伊那北小 ｻｶｲ ﾋﾛﾄ 東伊那小

 2 酒井 悠聖(6) 小学校     14.86  2 松尾 哲汰(6) 小学校     14.54 q
ｻｶｲ ﾕｳｾｲ 西春近北小 ﾏﾂｵ ﾃｯﾀ 宮田小

 3 新井 有羽人(6) 小学校     14.92  3 小松 駿斗(6) 小学校     14.95 
ｱﾗｲ  ﾕｳｼﾞﾝ 東春近小 ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 長谷小

 4 小澤 渉(6) 小学校     15.81  4 矢島 采樹(6) 小学校     15.02 
ｵｻﾞﾜ ﾜﾀﾙ 両小野小 ﾔｼﾞﾏ ｱﾔｷ 両小野小

 5 荒井 駿伸(6) 小学校     15.85  5 片桐 友基(6) 小学校     15.88 
ｱﾗｲ ﾄｼﾉﾌﾞ 辰野西小 ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳｷ 七久保小

 6 倉田 隼誠(6) 小学校     15.97  6 西尾 丈丸(6) 小学校     16.02 
ｸﾗﾀ ｼﾞｭﾝｾｲ 伊那小 ﾆｼｵ ﾀｹﾏﾙ 西春近北小

 7 菅沼 蒼太(6) 小学校     17.22  7 唐澤 慧(6) 小学校     17.09 
ｽｶﾞﾇﾏ ｿｳﾀ 中沢小 ｶﾗｻﾜ   ｹｲ 箕輪西小

 8 倉家 奨(6) 小学校     18.21 
ｸﾗｹ ｼｮｳ 七久保小

[ 3組] 風速 +2.4 [ 4組] 風速 +2.4

 1 今井 頼人(6) 小学校     13.11 q  1 酒井 翔空(6) 小学校     14.81 
ｲﾏｲ ﾗｲﾄ 辰野東小 ｻｶｲ ﾄｱ 宮田小

 2 宮澤 健太(6) 小学校     14.01 q  2 伊藤 光之介(6) 小学校     15.41 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 伊那東 ｲﾄｳ ｺｳﾉｽｹ 中沢小

 3 伊藤 蒼一郎(6) 小学校     14.78 q  3 大森 翔太(6) 小学校     15.42 
ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 西春近北小 ｵｵﾓﾘ ｼｮｳﾀ 辰野南小

 4 長坂 勇紀(6) 小学校     14.86  4 大槻 輝(6) 小学校     15.93 
ﾅｶﾞｻｶ ﾕｳｷ 宮田小 ｵｵﾂｷ ﾋｶﾙ 箕輪北小

 5 山本 大翔(6) 小学校     14.90  5 中島 伊吹(6) 小学校     16.67 
ﾔﾏﾓﾄ  ﾋﾛﾄ 東春近小 ﾅｶｼﾞﾏ ｲﾌﾞｷ 西春近南小

 6 青木 健太(6) 小学校     16.19  6 唐澤 謙斗(6) 小学校     16.91 
ｱｵｷ ｹﾝﾀ 中沢小 ｶﾗｻﾜ  ｹﾝﾄ 箕輪西小

 7 金沢 貫汰(6) 小学校     16.68 井出 恭裕(6) 小学校
ｶﾅｻﾞﾜ ｶﾝﾀ 伊那小 ｲﾃﾞ ｷｮｳｽｹ 辰野西小

[ 5組] 風速 +2.0

 1 埋橋 航大(6) 小学校     14.08 q
ｳｽﾞﾊｼ  ｺｳﾀﾞｲ 富県小

 2 西澤 歩夢(6) 小学校     14.62 q
ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 高遠小

 3 河野 颯太(6) 小学校     14.84 
ｺｳﾉ  ｿｳﾀ 東春近小

 4 池田 智輝(6) 小学校     15.00 
ｲｹﾀﾞ ﾄﾓｷ 飯島小

 5 北原慶一(6) 小学校     15.18 
ｷﾀﾊﾗ ｹｲｲﾁ 美篶小

 6 織井 大和(6) 小学校     15.49 
ｵﾘｲ ﾔﾏﾄ 伊那小

 7 赤羽 祐哉(6) 小学校     15.54 
ｱｶﾊﾈ ﾕｳﾔ 西春近北小

風速 +3.2

 1 今井 頼人(6) 小学校     13.20 
ｲﾏｲ ﾗｲﾄ 辰野東小

 2 中山 翔晴(6) 小学校     14.01 
ﾅｶﾔﾏ ﾄﾊﾞﾙ 伊那北小

 3 埋橋 航大(6) 小学校     14.03 
ｳｽﾞﾊｼ  ｺｳﾀﾞｲ 富県小

 4 宮澤 健太(6) 小学校     14.05 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 伊那東

 5 坂井 広大(6) 小学校     14.24 
ｻｶｲ ﾋﾛﾄ 東伊那小

 6 松尾 哲汰(6) 小学校     14.65 
ﾏﾂｵ ﾃｯﾀ 宮田小

 7 西澤 歩夢(6) 小学校     14.73 
ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 高遠小

 8 伊藤 蒼一郎(6) 小学校     14.78 
ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 西春近北小

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
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予選 5月24日  8:55
決勝 5月24日 12:50

県小学新            11.72
大会新(GR)          14.09

[ 1組] 風速 +0.2 [ 2組] 風速 +0.9

 1 浅川 友来(6) 小学校     15.07 q  1 下平 皓太(6) 小学校     14.46 q
ｱｻｶﾜ ﾄﾓｷ 箕輪南小 ｼﾓﾀﾞｲﾗ  ｺｳﾀ 中川東小

 2 大森 光稀(5) 小学校     15.65 q  2 米山 開都(6) 小学校     16.09 q
ｵｵﾓﾘ ｺｳｷ 伊那北小 ﾖﾈﾔﾏ  ｶｲﾄ 中川東小

 3 髙坂 祐太(6) 小学校     17.79  3 工藤 光陽(6) 小学校     16.28 q
ｺｳｻｶ ﾕｳﾀ 中沢小 ｸﾄﾞｳ ｺｳﾖｳ 飯島小

 4 北澤 颯人(6) 小学校     17.98  4 岡庭 力(6) 小学校     16.90 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 伊那東 ｵｶﾆﾜ ﾁｶﾗ 中沢小

 5 大久保 敦貴(5) 小学校     18.02  5 小平 龍也(6) 小学校     17.61 
ｵｵｸﾎﾞ ｱﾂｷ 辰野西小 ｺﾀﾞｲﾗ  ﾘｭｳﾔ 富県小

 6 竹野 悟央(5) 小学校     19.36  6 伊藤 潤(6) 小学校     17.80 
ﾀｹﾉ    ｺﾞｳ 箕輪西小 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 箕輪中部小

 7 横澤 凜太(6) 小学校     23.23  7 橋爪滉平(6) 小学校     18.00 
ﾖｺｻﾜ  ﾘﾝﾀ 中川東小 ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾍｲ 美篶小

[ 3組] 風速 +0.8

 1 米山   匠(6) 小学校     15.03 q
ﾖﾈﾔﾏ  ﾀｸﾐ 中川東小

 2 大槻 泰雅(6) 小学校     16.14 q
ｵｵﾂｷ ﾀｲｶﾞ 辰野西小

 3 濱﨑 友也(6) 小学校     16.49 q
ﾊﾏｻﾞｷ  ﾄﾓﾔ 中川東小

 4 平澤 大和(5) 小学校     18.00 
ﾋﾗｻﾜ ﾔﾏﾄ 伊那北小

 5 菅沼 瑛太(5) 小学校     18.03 
ｽｶﾞﾇﾏ ｴｲﾀ 中沢小
北條 泰崇(6) 小学校
ﾎｳｼﾞｮｳ  ﾔｽﾀｶ 富県小

風速 +1.7

 1 下平 皓太(6) 小学校     14.04 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ  ｺｳﾀ 中川東小

 2 米山   匠(6) 小学校     15.02 
ﾖﾈﾔﾏ  ﾀｸﾐ 中川東小

 3 大森 光稀(5) 小学校     15.52 
ｵｵﾓﾘ ｺｳｷ 伊那北小

 4 米山 開都(6) 小学校     15.53 
ﾖﾈﾔﾏ  ｶｲﾄ 中川東小

 5 濱﨑 友也(6) 小学校     15.59 
ﾊﾏｻﾞｷ  ﾄﾓﾔ 中川東小

 6 工藤 光陽(6) 小学校     16.12 
ｸﾄﾞｳ ｺｳﾖｳ 飯島小

 7 浅川 友来(6) 小学校     19.43 
ｱｻｶﾜ ﾄﾓｷ 箕輪南小

 8 大槻 泰雅(6) 小学校     22.05 
ｵｵﾂｷ ﾀｲｶﾞ 辰野西小

男子
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決勝 5月24日 12:20

県小学新          2,52.94
大会新(GR)        3,03.53

[ 1組] [ 2組]

 1 原   裕貴(6) 小学校   3,32.72  1 大場 晴仁(6) 小学校   3,22.50 
ﾊﾗ ﾕｳｷ 伊那東 ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾋﾄ 箕輪北小

 2 箕浦 大輝(6) 小学校   3,35.04  2 高井 仁(6) 小学校   3,30.86 
ﾐﾉｳﾗ ﾀﾞｲｷ 飯島小 ﾀｶｲ ｼﾞﾝ 伊那小

 3 箕浦 広輝(6) 小学校   3,39.22  3 木嶋 貴(6) 小学校   3,33.27 
ﾐﾉｳﾗ ｺｳｷ 飯島小 ｷｼﾞﾏ ﾀｶｼ 伊那小

 4 川手 那翼(6) 小学校   3,39.39  4 瀬戸 雅史(5) 小学校   3,34.11 
ｶﾜﾃ ﾅｽ 長谷小 ｾﾄ ﾏｻｼ 辰野東小

 5 岩波 颯真(6) 小学校   3,42.23  5 小牧 由季(6) 小学校   3,35.43 
ｲﾜﾅﾐ ｿｳﾏ 箕輪北小 ｺﾏｷ ﾖｼｷ 伊那小

 6 村田 翔太(6) 小学校   3,46.54  6 安田 真拓(6) 小学校   3,35.89 
ﾑﾗﾀ ｼｮｳﾀ 伊那東 ﾔｽﾀﾞ ﾏﾋﾛ 宮田小

 7 下平 真人(5) 小学校   3,48.52  7 田中 陸(6) 小学校   3,35.91 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ  ﾏｺﾄ 東春近小 ﾀﾅｶ ﾘｸ 両小野小

 8 小松 聖也(5) 小学校   3,53.25  8 清水 星志郎(6) 小学校   3,37.04 
ｺﾏﾂ ｾｲﾔ 両小野小 ｼﾐｽﾞ ｾｲｼﾛｳ 南箕輪小学校

 9 向山   諒(6) 小学校   3,54.08  9 柴田 晴夢(6) 小学校   3,40.96 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾘｮｳ 伊那東 ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙﾑ 飯島小

10 中谷 純(6) 小学校   3,57.50 10 横沢 蓮馬(5) 小学校   3,43.39 
ﾅｶﾔ ｼﾞｭﾝ 箕輪北小 ﾖｺｻﾞﾜ ﾚﾝﾏ 両小野小

11 中村 凌也(5) 小学校   4,02.69 11 小林 蒼生(6) 小学校   3,44.95 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾔ 辰野東小 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳ 手良小

12 小田切 幹太(5) 小学校   4,02.87 12 森本 空(6) 小学校   3,47.21 
ｺﾀｷﾞﾘ ｶﾝﾀ 宮田小 ﾓﾘﾓﾄ ｿﾗ 七久保小

13 浅石 晴成(6) 小学校   4,03.72 13 原田 優哉(6) 小学校   3,47.46 
ｱｻｲｼ ﾊﾙ 赤穂SRC ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ 伊那小

14 安西 大穂(6) 小学校   4,06.12 14 長谷部 直大(5) 小学校   3,47.79 
ｱﾝｻﾞｲ  ﾀﾞｲﾎ 高遠北小 ﾊｾﾍﾞ ﾅｵﾋﾛ 赤穂SRC

15 宮下 渓(5) 小学校   4,13.91 15 小林 隼人(5) 小学校   3,55.44 
ﾐﾔｼﾀ ｹｲ 長谷小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 箕輪中部小

16 春日 一成(5) 小学校   4,45.66 16 伊藤 晴太(6) 小学校   4,00.12 
ｶｽｶﾞ ｲｯｾｲ 箕輪中部小 ｲﾄｳ  ｾｲﾀ 富県小

17 宮澤 翔(6) 小学校   4,51.88 17 村澤 優羽(6) 小学校   4,06.17 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｮｳ 高遠小 ﾑﾗｻﾜ  ﾕｳﾊ 中川東小
宮脇 祐久(6) 小学校 18 樋口 晴斗(6) 小学校   4,09.23 
ﾐﾔﾜｷ ﾀｽｸ 飯島小 ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 高遠小

[ 3組]

 1 出澤 周大(6) 小学校   3,19.43 
ﾃﾞｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 赤穂東小

 2 宮下 裕二朗(6) 小学校   3,20.31 
ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｼﾞﾛｳ 伊那北小

 3 小松 大起(6) 小学校   3,26.05 
ｺﾏﾂ ﾀﾞｲｷ 伊那北小

 4 大髙 慧士(6) 小学校   3,26.13 
ｵｵﾀｶ  ｻﾄｼ 高遠北小

 5 矢澤 蓮太郎(5) 小学校   3,27.71 
ﾔｻﾞﾜ  ﾚﾝﾀﾛｳ 赤穂南小

 6 上島 瑞生(5) 小学校   3,30.77 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 伊那北小

 7 小松 航(6) 小学校   3,31.08 
ｺﾏﾂ ﾜﾀﾙ 高遠小

 8 古田笙一郎(6) 小学校   3,34.78 
ﾌﾙﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 美篶小

 9 廣瀬 礼人(6) 小学校   3,37.33 
ﾋﾛｾ ｱﾔﾄ 西春近北小

10 日達 匠海(5) 小学校   3,37.85 
ﾋﾀﾁ ﾀｸﾐ 南部小

11 平澤 玲歩(5) 小学校   3,40.78 
ﾋﾗｻﾜ ﾚｲ 伊那北小

12 塩澤 空(6) 小学校   3,41.98 
ｼｵｻﾞﾜ ｿﾗ 西春近南小

13 武藤 太郎(6) 小学校   3,43.38 
ﾑﾄｳ ﾀﾛｳ 西春近北小

14 竹下 実希弥(6) 小学校   3,46.91 
ﾀｹｼﾀ  ﾐｷﾔ 赤穂南小

15 藤澤 怜大(6) 小学校   3,49.12 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｮｳﾀ 辰野南小

16 柳原 孝成(6) 小学校   4,06.26 
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｺｳｾｲ 箕輪南小

17 小澤 諒真(6) 小学校   4,17.08 
ｵｻﾞﾜ ﾘｮｳﾏ 川島小
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   1 出澤 周大(6) 小学校 赤穂東小     3,19.43   3   1
   2 宮下 裕二朗(6) 小学校 伊那北小     3,20.31   3   2
   3 大場 晴仁(6) 小学校 箕輪北小     3,22.50   2   1
   4 小松 大起(6) 小学校 伊那北小     3,26.05   3   3
   5 大髙 慧士(6) 小学校 高遠北小     3,26.13   3   4
   6 矢澤 蓮太郎(5) 小学校 赤穂南小     3,27.71   3   5
   7 上島 瑞生(5) 小学校 伊那北小     3,30.77   3   6
   8 高井 仁(6) 小学校 伊那小     3,30.86   2   2
   9 小松 航(6) 小学校 高遠小     3,31.08   3   7
  10 原   裕貴(6) 小学校 伊那東     3,32.72   1   1
  11 木嶋 貴(6) 小学校 伊那小     3,33.27   2   3
  12 瀬戸 雅史(5) 小学校 辰野東小     3,34.11   2   4
  13 古田笙一郎(6) 小学校 美篶小     3,34.78   3   8
  14 箕浦 大輝(6) 小学校 飯島小     3,35.04   1   2
  15 小牧 由季(6) 小学校 伊那小     3,35.43   2   5
  16 安田 真拓(6) 小学校 宮田小     3,35.89   2   6
  17 田中 陸(6) 小学校 両小野小     3,35.91   2   7
  18 清水 星志郎(6) 小学校 南箕輪小学校     3,37.04   2   8
  19 廣瀬 礼人(6) 小学校 西春近北小     3,37.33   3   9
  20 日達 匠海(5) 小学校 南部小     3,37.85   3  10
  21 箕浦 広輝(6) 小学校 飯島小     3,39.22   1   3
  22 川手 那翼(6) 小学校 長谷小     3,39.39   1   4
  23 平澤 玲歩(5) 小学校 伊那北小     3,40.78   3  11
  24 柴田 晴夢(6) 小学校 飯島小     3,40.96   2   9
  25 塩澤 空(6) 小学校 西春近南小     3,41.98   3  12
  26 岩波 颯真(6) 小学校 箕輪北小     3,42.23   1   5
  27 武藤 太郎(6) 小学校 西春近北小     3,43.38   3  13
  28 横沢 蓮馬(5) 小学校 両小野小     3,43.39   2  10
  29 小林 蒼生(6) 小学校 手良小     3,44.95   2  11
  30 村田 翔太(6) 小学校 伊那東     3,46.54   1   6
  31 竹下 実希弥(6) 小学校 赤穂南小     3,46.91   3  14
  32 森本 空(6) 小学校 七久保小     3,47.21   2  12
  33 原田 優哉(6) 小学校 伊那小     3,47.46   2  13
  34 長谷部 直大(5) 小学校 赤穂SRC     3,47.79   2  14
  35 下平 真人(5) 小学校 東春近小     3,48.52   1   7
  36 藤澤 怜大(6) 小学校 辰野南小     3,49.12   3  15
  37 小松 聖也(5) 小学校 両小野小     3,53.25   1   8
  38 向山   諒(6) 小学校 伊那東     3,54.08   1   9
  39 小林 隼人(5) 小学校 箕輪中部小     3,55.44   2  15
  40 中谷 純(6) 小学校 箕輪北小     3,57.50   1  10
  41 伊藤 晴太(6) 小学校 富県小     4,00.12   2  16
  42 中村 凌也(5) 小学校 辰野東小     4,02.69   1  11
  43 小田切 幹太(5) 小学校 宮田小     4,02.87   1  12
  44 浅石 晴成(6) 小学校 赤穂SRC     4,03.72   1  13
  45 安西 大穂(6) 小学校 高遠北小     4,06.12   1  14
  46 村澤 優羽(6) 小学校 中川東小     4,06.17   2  17
  47 柳原 孝成(6) 小学校 箕輪南小     4,06.26   3  16
  48 樋口 晴斗(6) 小学校 高遠小     4,09.23   2  18
  49 宮下 渓(5) 小学校 長谷小     4,13.91   1  15
  50 小澤 諒真(6) 小学校 川島小     4,17.08   3  17
  51 春日 一成(5) 小学校 箕輪中部小     4,45.66   1  16
  52 宮澤 翔(6) 小学校 高遠小     4,51.88   1  17

男子
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予選 5月24日 11:20
決勝 5月24日 14:20

県小学新            51.61
大会新(GR)          54.55

[ 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 赤穂SRC   156 西野 瑛修(6)     59.13 q  1   4 赤穂東小   175 中原 滉貴(6)     58.16 q

ｱｶﾎｴｽｱｰﾙｼｰ ﾆｼﾉ ｱｷｻﾈ ｱｶﾎﾋｶﾞｼｼｮｳ ﾅｶﾊﾗ ｺｳｷ
  154 小倉 快心(6)   176 中村 晴輝(6)

ｵｸﾞﾗ ｶｲｼﾝ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ
  162 平澤 志穏(6)   168 坂間 蒼(6)

ﾋﾗｻﾜ ｼｵﾝ ｻｶﾏ ｿｳ
  158 竹内 陽哉(6)   164 阿部 大空(6)

ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ ｱﾍﾞ ｿﾗ
 2   3 宮田小(A)    64 間瀬 優斗(6)   1,00.45 q  2   2 箕輪中部小   372 山岡 楓生(5)     58.71 q

ﾐﾔﾀﾞｼｮｳA ﾏｾ ﾕｳﾄ ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳ ﾔﾏｵｶ ﾌｳｷ
   73 増田 真也(6)   375 松田 拓巳(6)

ﾏｽﾀﾞ ｼﾝﾔ ﾏﾂﾀﾞ  ﾀｸﾐ
   72 生駒 州耶(6)   378 長谷 敬太(6)

ｲｺﾏ ｼｭｳﾔ ﾅｶﾞﾀﾆ ｹｲﾀ
   74 瀧澤 健斗(6)   377 滝沢 直希(6)

ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ
 3   4 中川西小   230 森上 結人(6)   1,00.71 q  3   5 西春近北小   138 久保村 泰尊(5)   1,02.23 

ﾅｶｶﾞﾜﾆｼｼｮｳ ﾓﾘｶﾐ ﾕｲﾄ ﾆｼﾊﾙﾁｶｷﾀｼｮｳ ｸﾎﾞﾑﾗ ﾀｲｿﾝ
  232 水野 永登(6)   140 酒井 柊太(5)

ﾐｽﾞﾉ ｴｲﾄ ｻｶｲ ｼｭｳﾀ
  229 後藤 隆司(6)   136 河村 大和(5)

ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ ｶﾜﾑﾗ ﾔﾏﾄ
  231 水原 洸大(6)   135 荻原 諒太(5)

ﾐｽﾞﾊﾗ ｺｳﾀ ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ
 4   2 高遠小    80 伊澤 頼寿(6)   1,01.59 q  4   3 七久保小   103 宮先 一佐(6)   1,04.05 

ﾀｶﾄｳｼｮｳ ｲｻﾜ ﾗｲｽﾞ ﾅﾅｸﾎﾞｼｮｳ ﾐﾔｻｷ ｶｽﾞｻ
   79 伊藤 律(6)   105 江藤 テツロ(6)

ｲﾄｳ ﾘﾂ ｴﾄｳ ﾃﾂﾛ
   81 市ノ羽 寛大(6)   102 宮下 竜輝(6)

ｲﾁﾉﾊ ｶﾝﾀﾞｲ ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳｷ
   90 中村 璃空(6)   110 竹澤 柊(6)

ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ ﾀｹｻﾞﾜ ｼｭｳ
 5   7 美篶小   328 下平愛哉(6)   1,03.80  5   6 赤穂南小(B)   195 氣賀澤 立樹(6)   1,05.23 

ﾐｽｽﾞｼｮｳ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏﾅﾔ ｱｶﾎﾐﾅﾐｼｮｳB ｹｶﾞｻﾜ  ﾀﾂｷ
  326 伊藤雄大(6)   179 浦野 悠人(6)

ｲﾄｳ ﾕｳﾀ ｳﾗﾉ  ﾕｳﾄ
  336 清水伶大(6)   192 米山 蒼哉(6)

ｼﾐｽﾞ ﾚｵ ﾖﾈﾔﾏ  ｿｳﾔ
  341 田中稜馬(6)   189 中澤 遼河(6)

ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾏ ﾅｶｻﾞﾜ  ﾘｮｳｶﾞ
 6   6 箕輪南小(A)   388 田中 惠介(5)   1,05.09 

ﾐﾉﾜﾐﾅﾐｼｮｳA ﾀﾅｶ ｹｲｽｹ
  384 小沢 大吉(5)

ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷﾁ
  380 井口 喜斗(5)

ｲｸﾞﾁ ﾖｼﾄ
  383 小沢 航輝(5)

ｵｻﾞﾜ ｺｳｷ

男子

4×100mR

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



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 南箕輪小学校(A)  289 井上 颯(6)     57.75 q

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳA ｲﾉｳｴ ﾊﾔﾃ
  306 武井 拓弥(6)

ﾀｹｲ ﾀｸﾐ
  309 髙橋 雅示(6)

ﾀｶﾊｼ ﾓﾄｼﾞ
  308 有賀 玄太(6)

ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ
 2   4 赤穂南小(A)   190 田中 敦也(6)     57.77 q

ｱｶﾎﾐﾅﾐｼｮｳA ﾀﾅｶ  ｱﾂﾔ
  178 羽生 凜斗(6)

ﾊﾆｭｳ  ﾘﾝﾄ
  181 金指 涼夏(6)

ｶﾅｻｼ  ﾘｮｳｶﾞ
  186 青島 隼平(6)

ｱｵｼﾏ  ｼｭﾝﾍﾟｲ
 3   6 宮田小(B)    76 田中 秀昇(5)   1,09.31 

ﾐﾔﾀﾞｼｮｳB ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾉﾘ
   62 阿部 大駕(5)

ｱﾍﾞ ﾀｲｶﾞ
   78 鈴木 陽輝(5)

ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ
   69 小林 和志(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｼ
  2 伊那小     7 柴 莉玖(5)

ｲﾅｼｮｳ ｼﾊﾞ ﾘｸ 失格
    5 古畑 聖也(5)

ﾌﾙﾊﾀ ｾｲﾔ
   18 藤野 雅久(5)

ﾌｼﾞﾉ ｶﾞｸ
   12 青木 彪太郎(5)

ｱｵｷ ｺﾀﾛｳ
  3 両小野小   406 大久保 智哉(6)

ﾘｮｳｵﾉｼｮｳ ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾓﾔ 失格
  409 野竹 海来(6)

ﾉﾀｹ ﾐﾗｲ
  405 神戸 陽斗(6)

ｺﾞｳﾄﾞ ﾊﾙﾄ
  408 野竹 海晴(6)

ﾉﾀｹ ｶｲｾｲ

男子

4×100mR



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 赤穂東小   175 中原 滉貴(6)     57.20 

ｱｶﾎﾋｶﾞｼｼｮｳ ﾅｶﾊﾗ ｺｳｷ
  176 中村 晴輝(6)

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ
  168 坂間 蒼(6)

ｻｶﾏ ｿｳ
  164 阿部 大空(6)

ｱﾍﾞ ｿﾗ
 2   5 箕輪中部小   372 山岡 楓生(5)     57.58 

ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳ ﾔﾏｵｶ ﾌｳｷ
  375 松田 拓巳(6)

ﾏﾂﾀﾞ  ﾀｸﾐ
  378 長谷 敬太(6)

ﾅｶﾞﾀﾆ ｹｲﾀ
  377 滝沢 直希(6)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ
 3   4 赤穂南小(A)   190 田中 敦也(6)     57.64 

ｱｶﾎﾐﾅﾐｼｮｳA ﾀﾅｶ  ｱﾂﾔ
  178 羽生 凜斗(6)

ﾊﾆｭｳ  ﾘﾝﾄ
  181 金指 涼夏(6)

ｶﾅｻｼ  ﾘｮｳｶﾞ
  186 青島 隼平(6)

ｱｵｼﾏ  ｼｭﾝﾍﾟｲ
 4   6 南箕輪小学校(A)  289 井上 颯(6)     57.72 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳA ｲﾉｳｴ ﾊﾔﾃ
  306 武井 拓弥(6)

ﾀｹｲ ﾀｸﾐ
  309 髙橋 雅示(6)

ﾀｶﾊｼ ﾓﾄｼﾞ
  308 有賀 玄太(6)

ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ
 5   8 宮田小(A)    64 間瀬 優斗(6)   1,00.14 

ﾐﾔﾀﾞｼｮｳA ﾏｾ ﾕｳﾄ
   73 増田 真也(6)

ﾏｽﾀﾞ ｼﾝﾔ
   72 生駒 州耶(6)

ｲｺﾏ ｼｭｳﾔ
   74 瀧澤 健斗(6)

ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ
 6   7 赤穂SRC   156 西野 瑛修(6)   1,00.35 

ｱｶﾎｴｽｱｰﾙｼｰ ﾆｼﾉ ｱｷｻﾈ
  154 小倉 快心(6)

ｵｸﾞﾗ ｶｲｼﾝ
  162 平澤 志穏(6)

ﾋﾗｻﾜ ｼｵﾝ
  158 竹内 陽哉(6)

ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ
 7   2 中川西小   230 森上 結人(6)   1,01.08 

ﾅｶｶﾞﾜﾆｼｼｮｳ ﾓﾘｶﾐ ﾕｲﾄ
  232 水野 永登(6)

ﾐｽﾞﾉ ｴｲﾄ
  229 後藤 隆司(6)

ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ
  231 水原 洸大(6)

ﾐｽﾞﾊﾗ ｺｳﾀ
 8   1 高遠小    80 伊澤 頼寿(6)   1,02.92 

ﾀｶﾄｳｼｮｳ ｲｻﾜ ﾗｲｽﾞ
   79 伊藤 律(6)

ｲﾄｳ ﾘﾂ
   81 市ノ羽 寛大(6)

ｲﾁﾉﾊ ｶﾝﾀﾞｲ
   90 中村 璃空(6)

ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ

4×100mR
決勝

男子



決勝 5月24日  9:00

県小学新             1.46
大会新(GR)           1.32

田畑 翔汰朗(6) 小学校
ﾀﾊﾞﾀ  ｼｮｳﾀﾛｳ 富県小
北澤 爽汰(6) 小学校
ｷﾀｻﾞﾜ  ｿｳﾀ 富県小
唐澤 貫太(5) 小学校
ｶﾗｻﾜ  ｶﾝﾀ 箕輪西小
小澤 祐太(6) 小学校 欠場
ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 両小野小
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男子
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決勝 5月24日 11:30

県小学新             5.47
大会新(GR)           4.74

北澤 凛太朗(5) 小学校   3.79   4.10   4.10    4.10 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 伊那東   +0.7   +2.8   +1.8    +2.8
福澤洸士(6) 小学校    X   3.86   3.20    3.86 
ﾌｸｻﾜ ｺｳｼ 美篶小   +1.6   +2.3    +1.6
唐澤 慧(6) 小学校   3.79   3.69   3.52    3.79 
ｶﾗｻﾜ ｹｲ 伊那北小   +2.3   +1.6   +1.5    +2.3
白澤 直(6) 小学校   3.55   3.61   3.74    3.74 
ｼﾗｻﾜ ﾅｵ 伊那小   +2.5   +2.1   +1.6    +1.6
武田 悠生(6) 小学校   3.57   3.63   3.33    3.63 
ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｷ 辰野東小   +1.4   +1.1   +1.7    +1.1
小牧 大晟(6) 小学校   3.59   3.50   3.39    3.59 
ｺﾏｷ  ﾀｲｾｲ 富県小   +1.8   +0.1   +0.7    +1.8
小田切 民朗(6) 小学校   3.58    X   3.54    3.58 
ｺﾀｷﾞﾘ  ﾀﾐｵ 赤穂南小   +0.4   +2.0    +0.4
丸山 輝(6) 小学校    X   3.51   3.13    3.51 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ 辰野東小   +0.6   +2.6    +0.6
後藤 優斗(6) 小学校   3.47   3.43   3.44    3.47 
ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾄ 長谷小   +2.6   +1.1   +1.8    +2.6
唐澤 洸晴(5) 小学校   3.33   3.04   3.43    3.43 
ｶﾗｻﾜ ｺｳｾｲ 西春近南小   +0.7   +1.1   +2.1    +2.1
萩原 光冴(6) 小学校    X   3.22   3.42    3.42 
ﾊｷﾞﾊﾗ ｺｳｶﾞ 東伊那小   +2.1   +0.8    +0.8
田中 翔真(6) 小学校   3.41   3.24   3.39    3.41 
ﾀﾅｶ ｼｮｳﾏ 伊那小   +2.2   +1.5   +1.4    +2.2
福沢 晃弘(6) 小学校   3.40   3.28    X    3.40 
ﾌｸｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 伊那小   +0.1   +0.6    +0.1
酒井 敦也(6) 小学校   3.36   2.99   3.34    3.36 
ｻｶｲ ｱﾂﾔ 宮田小   +0.8   +1.0   +1.3    +0.8
新村 修也(5) 小学校   3.32   3.17   3.36    3.36 
ﾆｲﾑﾗ ｼｭｳﾔ 辰野東小   +2.6   +1.1   +1.8    +1.8
吉田 澪(6) 小学校   3.11   3.33   3.16    3.33 
ﾖｼﾀﾞ ﾚｲ 伊那小   +0.9   +1.4   +2.0    +1.4
飯島 颯士(5) 小学校   2.64   3.32    X    3.32 
ｲｲｼﾞﾏ  ｿｳｼ 東春近小   +2.8   +0.7    +0.7
尾崎 裕人(5) 小学校    X    X   3.32    3.32 
ｵｻﾞｷ ﾕｳﾄ 手良小   +1.4    +1.4
高橋 直央(5) 小学校   3.26   3.15   3.19    3.26 
ﾀｶﾊｼ ﾅｵ 手良小   +1.2   +1.3   +1.2    +1.2
宮原 侑生(5) 小学校    X   3.26   3.14    3.26 
ﾐﾔﾊﾗ ﾕｳ 手良小   +0.9   +0.6    +0.9
堀 龍斗(6) 小学校   3.10   3.25   3.10    3.25 
ﾎﾘ ﾘｭｳﾄ 南箕輪小学校   +0.7   +1.1   +2.1    +1.1
登内 唯翔(6) 小学校   3.25    X   3.03    3.25 
ﾄﾉｳﾁ ﾕｲﾄ 高遠北小   +1.4   +1.7    +1.4
橋爪 悠真(5) 小学校   3.24   3.10   3.14    3.24 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｳﾏ 西春近北小   +2.1   +1.6   +2.3    +2.1
小林 格之進(6) 小学校   2.15   3.21   2.90    3.21 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｸﾉｼﾝ 南箕輪小学校   +1.0   +2.0   +1.1    +2.0
木ノ嶋 圭(5) 小学校   2.83   2.94   3.19    3.19 
ｷﾉｼﾏ ｹｲ 美篶小   +3.3   +1.3   +1.8    +1.8
北原 啓斗(6) 小学校   2.95   3.18   2.99    3.18 
ｷﾀﾊﾗ  ｹｲﾄ 富県小   +1.0   +2.0   +1.1    +2.0
埋橋 敬悟(6) 小学校   3.09   2.94   3.15    3.15 
ｳｽﾞﾊｼ  ｹｲｺﾞ 富県小   +1.8   +0.1   +0.7    +0.7
池田 琢磨(5) 小学校    X   2.86   3.15    3.15 
ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾏ 南箕輪小学校   +1.3   +1.2    +1.2
畠山 大洋(5) 小学校   3.14   2.94    X    3.14 
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｲﾖｳ 南箕輪小学校   +2.2   +0.2    +2.2
熊谷 春平(6) 小学校   3.05   3.13    X    3.13 
ｸﾏｶﾞｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ 伊那東   +0.4   +0.6    +0.6
高橋 大輔(5) 小学校   2.97   3.11   3.02    3.11 
ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ 手良小   +1.7   +1.0   +2.7    +1.0
湯澤 幸太郎(6) 小学校   2.89   2.86   3.11    3.11 
ﾕｻﾞﾜ  ｺｳﾀﾛｳ 中川東小   +2.8   +0.7   +3.1    +3.1
加藤 倭斗(6) 小学校   3.07   2.83   2.84    3.07 
ｶﾄｳ  ﾔﾏﾄ 中川東小   +0.9   +1.4   +2.0    +0.9
小林 光樹(6) 小学校   3.07    X   2.51    3.07 
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾐﾂｷ 赤穂南小   +0.6   +1.2    +0.6
馬場 一寛(6) 小学校   3.06   3.06   2.95    3.06 
ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 南箕輪小学校   +1.7   +1.0   +2.7    +1.7
菊池 那旺(5) 小学校    X   3.01   3.01    3.01 
ｷｸﾁ ﾅｵ 辰野西小   +1.3   +1.2    +1.3

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 7    38

-5-

2 44   342

3 36    55

4 39    19

5 51   219

6 49   351

7 47   184

8 43   213

9 16   262

10 10   131

11 31   272

12 28    16

13 18    20

14 50    65

15 41   216

16 33     2

17 38   284

18 27   123

19 15   117

20 9   115

21 35   307

22 26    97

23 20   139

24 4   295

25 48   346

26 29   354

27 24   357

28 21   298

29 42   304

30 22    27

31 12   116

32 13   246

33 8   239

34 45   185

35 37   303

36 40   200



大脇蒔人(5) 小学校   3.01   2.75   2.81    3.01 
ｵｵﾜｷ ﾏｷﾄ 美篶小   +0.8   +1.0   +1.3    +0.8
羽田光希(5) 小学校   2.80   3.00   3.00    3.00 
ﾊﾀ ｺｳｷ 美篶小   +0.7   +2.8   +1.8    +2.8
下平 悠斗(6) 小学校   2.95   2.83   2.99    2.99 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ  ﾕｳﾄ 中川東小   +2.5   +1.6   +1.5    +1.5
林 敦之(5) 小学校   2.97   2.79   2.67    2.97 
ﾊﾔｼ ｱﾂﾕｷ 辰野西小   +0.8   +2.7   +1.1    +0.8
宮下 潤一(6) 小学校   2.58   2.64   2.97    2.97 
ﾐﾔｼﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 伊那東   +2.5   +2.1   +1.6    +1.6
深谷 礎(5) 小学校   2.93   2.75   2.55    2.93 
ﾌｶﾔ ﾓﾄ 東伊那小   +2.2   +1.5   +1.4    +2.2
伊藤 世成(5) 小学校    X    X   2.92    2.92 
ｲﾄｳ ｾﾅ 美篶小   +0.6    +0.6
林 聖空(6) 小学校   2.82   2.90    X    2.90 
ﾊﾔｼ ｿﾗ 伊那北小   +0.8   +2.7    +2.7
蟹澤 翔太(5) 小学校   2.80    X   2.75    2.80 
ｶﾆｻﾜ ｼｮｳﾀ 手良小   +2.2   +1.4    +2.2
ワタナベ ビトル(6)小学校   2.61   2.72   2.70    2.72 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾞﾄﾙ 伊那北小   +2.1   +2.2   +2.0    +2.2
千島 卓巳(5) 小学校   2.47   2.59   2.35    2.59 
ﾁｼﾏ ﾀｸﾐ 西春近南小   +0.7   +2.1   +0.8    +2.1
宮島 勇斗(6) 小学校   2.27   2.42   2.59    2.59 
ﾐﾔｼﾞﾏ  ﾕｳﾄ 中川東小   +3.3   +1.3   +1.8    +1.8
半澤 祈抱(5) 小学校 欠場
ﾊﾝｻﾞﾜ  ｲﾀﾞｷ 高遠北小
唐木 颯太(5) 小学校 欠場
ｶﾗｷ ｿｳﾀ 伊那北小
上島 泰陽(6) 小学校 欠場
ﾀﾐｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 辰野西小

男子

走幅跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
37 25   339

-5-

38 32   327

39 11   237

40 30   211

41 14    25

42 2   268

43 34   325

44 5    60

45 17   114

46 1    41

47 6   129

48 23   240

46   205

3    98

19    54



決勝 5月24日 10:30

県小学新            80.09
大会新(GR)          71.50

小出 凱也(6) 小学校
ｺｲﾃﾞ ﾄｷﾔ 赤穂東小
伊東 拓未(6) 小学校
ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 西春近南小
小川 隼弥(5) 小学校
ｵｶﾞﾜ ﾄｼﾔ 西春近南小
小林 剛琉(6) 小学校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 赤穂東小
翁 凜希(6) 小学校
ｵｷﾅ ﾘﾝｷ 箕輪中部小
井原 良介(6) 小学校
ｲﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 伊那小
馬場 真門(6) 小学校
ﾊﾞﾊﾞ ﾏﾅﾄ 東伊那小
城倉 皇大(6) 小学校
ｼﾞｮｳｸﾗ ｺｳﾀﾞｲ 手良小
西村 樹(5) 小学校
ﾆｼﾑﾗ ｲﾂｷ 高遠小
寺澤 一希(5) 小学校
ﾃﾗｻﾜ ｶｽﾞｷ 手良小
保科 凌(6) 小学校
ﾎｼﾅ ﾘｮｳ 高遠小
伊藤 遼平(6) 小学校
ｲﾄｳ    ﾘｮｳﾍｲ 箕輪西小
仲田 陽斗(6) 小学校
ﾅｶﾀ ﾊﾙﾄ 中川西小
池上 航我(6) 小学校
ｲｹｶﾞﾐ ｺｳｶﾞ 伊那小
宮下 浩輔(6) 小学校
ﾐﾔｼﾀ ｺｳｽｹ 七久保小
百瀬 歩尚(5) 小学校
ﾓﾓｾ ﾎﾀｶ 宮田小
大久保 唯人(6) 小学校
ｵｵｸﾎﾞ  ﾕｲﾄ 東春近小
清水 大雅(5) 小学校
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｶﾞ 伊那小
稲村 碧(6) 小学校
ｲﾅﾑﾗ   ｱｵｲ 東春近小
福沢 陽成(6) 小学校
ﾌｸｻﾞﾜ ﾖｳｾｲ 伊那小
原田 康聖(6) 小学校
ﾊﾗﾀﾞ  ｺｳｾｲ 中川東小
滝澤 礼央凪(5) 小学校
ﾀｷｻﾞﾜ ﾚｵﾅ 中沢小
片桐 嵐汰(6) 小学校
ｶﾀｷﾞﾘ  ｱﾗﾀ 中川東小
池田 瑠(6) 小学校
ｲｹﾀﾞ  ﾙｲ 富県小
伊藤 康希(5) 小学校
ｲﾄｳ ｺｳｷ 長谷小
小林 太陽(6) 小学校
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀｲﾖｳ 中川東小
大口 裕詩(6) 小学校
ｵｵｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 長谷小
藪 大翔(5) 小学校
ﾔﾌﾞ ﾀﾞｲﾄ 高遠小
竹内 陸隼(6) 小学校
ﾀｹｳﾁ ﾘｸﾄ 高遠小
吉瀬 歩睦(5) 小学校
ｷｾ ｱﾕﾑ 西春近北小
我孫子 龍飛(5) 小学校
ｱﾋﾞｺ ﾘｭｳﾄ 伊那北小
後藤玲央(6) 小学校
ｺﾞﾄｳ ﾚｵ 美篶小
田口 勝斗(5) 小学校
ﾀｸﾞﾁ ﾏｻﾄ 西春近北小
髙橋 諒馬(5) 小学校
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾏ 箕輪北小
唐澤 優大(6) 小学校
ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ 南箕輪小学校
原 優斗(6) 小学校
ﾊﾗ ﾕｳﾄ 南箕輪小学校

男子

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号)

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 3   170

  O   O 49.97  49.97 

2 42   124
47.79   O   O  47.79 

3 45   128
  O   X 47.50  47.50 

4 5   171
  O 45.73   X  45.73 

5 46   368
  O   O 45.32  45.32 

6 25     1
  O   O 44.45  44.45 

7 34   271
  O 43.51   O  43.51 

8 44   122
  O 43.45   X  43.45 

9 47    85
43.04   O   O  43.04 

10 37   119
42.71   O   O  42.71 

11 35    92
42.59   O   O  42.59 

12 21   360
42.29   O   O  42.29 

13 41   233
42.21   O   O  42.21 

14 22    14
  O   O 42.11  42.11 

15 14   100
  O 42.08   O  42.08 

16 31    77
  O 41.60   O  41.60 

17 48   283
40.97   X   O  40.97 

18 33    11
  O   O 40.95  40.95 

19 36   274
  O 39.22   O  39.22 

20 19    21
  O   O 38.99  38.99 

21 16   242
  X 38.98   O  38.98 

22 11   256
38.63   X   O  38.63 

23 2   249
38.39   O   O  38.39 

24 32   352
  O 37.80   O  37.80 

25 4   258
  O   O 37.19  37.19 

26 13   243
36.92   O   O  36.92 

27 15   266
36.65   O   O  36.65 

28 40    94
  O   O 36.14  36.14 

29 43    88
  O 35.77   O  35.77 

30 26   137
  O 34.86   O  34.86 

31 23    43
  O 34.75   O  34.75 

32 20   331
  O   O 33.81  33.81 

33 24   144
  O 33.13   O  33.13 

34 10   400
32.96   O   O  32.96 

35 1   302
32.95   O   O  32.95 

36 6   291
  X   O 32.80  32.80 



酒井 優弥(5) 小学校
ｻｶｲ ﾕｳﾔ 西春近南小
鈴木 翔(6) 小学校
ｽｽﾞｷ ｼｮｳ 七久保小
井上 櫂(5) 小学校
ｲﾉｳｴ ｶｲ 西箕輪AC
小松 広椰(5) 小学校
ｺﾏﾂ ｺｳﾔ 伊那小
桃澤     翼(5) 小学校
ﾓﾓｻﾞﾜ  ﾂﾊﾞｻ 中川東小
原 唯斗(5) 小学校
ﾊﾗ ﾕｲﾄ 長谷小
向山 凌功(6) 小学校
ﾑｶｲﾔﾏ  ﾘｸ 箕輪西小
下平 大稀(5) 小学校
ｼﾓﾀﾞｲﾗ  ﾀｲｷ 中川東小
春日 一輝(6) 小学校 欠場
ｶｽｶﾞ ｶｽﾞｷ 高遠小
伊藤 巧翔(5) 小学校 欠場
ｲﾄｳ ﾀｸﾄ 西春近北小
白澤 次登(6) 小学校 欠場
ｼﾗｻﾜ ﾂｸﾞﾄ 西箕輪AC
上島 永太(6) 小学校 欠場
ｶﾐｼﾞﾏ  ｴｲﾀ 辰野西小

男子

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号)
記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 備考

37 30   126
  O   O 32.23  32.23 

38 12   113
31.68   O   O  31.68 

39 17   147
31.61   X   O  31.61 

40 29     8
28.78   O   O  28.78 

41 8   245
28.64   O   O  28.64 

42 9   261
  O   O 27.38  27.38 

43 7   361
26.30   O   O  26.30 

44 18   236
25.59   O   O  25.59 

27    83

28   133

38   148

39   204
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