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第54回上伊那陸上競技記録会(秋季)
第24回上伊那スポーツフェスティバル'19

記録集

期 日 ２０１９年(令和元年) ８月３１日（土）

主 催 上伊那郡陸上競技協会　伊那市ｽﾎﾟｰﾂ協会陸上部　上伊那ｽﾎﾟｰﾂ振興協議会

主 管 上伊那陸上競技協会　伊那市ｽﾎﾟｰﾂ協会陸上部　上伊那ｽﾎﾟｰﾂ振興協議会

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　　上伊那公民館連絡協議会

上伊那校長会　　上伊那教育会　　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（競技場コード：172030）

総 務 田中 聡

審 判 長 有賀 保義（トラック）　　遠山 正洋（フィールド）

記録情報主任 桜井 健一

■ この大会で樹立された記録

■ グラウンドコンディション

月日 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(m/s)

8月31日(土)

8:40 晴れ 28.0 70.0 東 0.7

9:00 晴れ 28.5 70.0 北 2.0

10:00 晴れ 28.0 55.0 南南西 1.4

11:00 晴れ 28.8 49.0 南 2.7

12:00 晴れ 28.5 49.0 南 4.1

13:00 晴れ 28.8 50.0 南 3.9

14:00 曇り 27.4 51.0 南 1.5

15:00 晴れ 27.9 50.0 南 2.3
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決勝記録一覧表
男  子 【競技場】172030  伊那市陸上競技場

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
08/31 男子 有賀 匠吾(2) 11.81 太田 敦 11.84 三沢 和輝(2) 11.89 丸岡 精二 12.02 伊澤 拓人(2) 12.05 山田 海斗(2) 12.19 西澤 歩夢(1) 12.25 新谷 佳汰(2) 12.28

１００ｍ 高校･上伊那農高 一般･飯田市陸協 高校･伊那弥生ヶ丘高 一般･駒ヶ根AC 高校･伊那北高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･赤穂高 高校･上伊那農高
08/31 伊澤 拓人(2) 51.72 久保田 光太郎(2) 52.71 中塚 渓滋 53.85 浦野 晃平(2) 53.86 本島 琉輝斗(2) 55.14 田中 敦也(1) 55.30 扇田 大雅(1) 56.15 浦野 優至(1) 56.20

４００ｍ 高校･伊那北高 高校･上伊那農高 一般･DreamAC 高校･赤穂高 高校･松川高 高校･赤穂高 高校･上伊那農高 高校･伊那弥生ヶ丘高
08/31 河西 希隆(2) 2,05.97 椎名 一郎(2) 2,08.81 中島 温(2) 2,11.07 日達 匠海(3) 2,11.54 金野 隼男(2) 2,11.71 田中 稜馬(1) 2,12.80 福田 駿希(2) 2,12.83 小澤 優翔(2) 2,13.75

８００ｍ 高校･赤穂高 高校･伊那北高 中学･宮田中 中学･南箕輪中 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･伊那北高 高校･伊那弥生ヶ丘高 中学･辰野中
08/31 山川 拓馬(1) 4,05.36 久保田 祐梨(3) 4,13.02 大場 崇義(2) 4,15.96 武田 寧登(3) 4,16.21 鈴木 駿平(2) 4,19.99 大場 晴仁(1) 4,22.12 永井 蒼己(1) 4,22.56 保科 大樹(1) 4,27.44

１５００ｍ 高校･上伊那農高 高校･上伊那農高 中学･箕輪中 中学･白馬中 高校･上伊那農高 高校･上伊那農高 高校･丸子修学館高 高校･伊那北高
08/31 上原 雄大 15,11.92 原 広野 15,54.74 橋爪 颯生 16,20.17 奥原 謙一 16,27.23 松村 博文 16,28.31 鈴木 昌幸 16,33.04 北原 裕一 16,43.59 上島 通成 16,45.82

５０００ｍ 一般･ｻﾝ工業 一般･上伊那郡陸協 一般･上伊那郡陸協 一般･上伊那郡陸協 一般･上伊那郡陸協 一般･上伊那陸協 一般･上伊那郡陸協 一般･上伊那郡陸協
08/31  竹内 陽哉(1) 58.81 浦野 亜武(2) 59.90 小林 奎斗(1) 1,04.87

400mH(0.914m) 高校･赤穂高 高校･赤穂高 高校･丸子修学館高
08/31 竹内 陽哉(1) 1.70 下村 考輝(2) 1.65 赤羽 快(2) 1.65 土屋 颯太(2) 1.60 伊藤 嶺(2) 1.55 坪木 涼佑(2) 1.50 宮入 大輝(2) 1.45 唐澤 伊織(1) 1.40

走高跳 高校･赤穂高 中学･宮田中 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中 中学･南箕輪中 中学･伊那東部中 中学･開成中 中学･箕輪中
08/31 伊藤 拓也 3.95 石原 一輝(2) 2.40

棒高跳 一般･ｻﾝ工業 中学･南箕輪中
08/31 松田 拓巳(1) 5.83(+0.3) 上柳 凌平 5.81(-0.2) 五味 慎太郎(2)5.48(-0.8) 西野 瑛修(1) 5.32(+0.9) 武井 海斗(2) 5.30(+0.9) 小田切 民朗(1)5.10(+2.8) 前田 真孝 4.92(-0.1) 那須 凜太郎(1)4.71(+1.1)

走幅跳 高校･赤穂高 一般･上伊那郡陸協 中学･南箕輪中 高校･駒ヶ根工高 中学･南箕輪中 高校･駒ヶ根工高 一般･長野ﾏｽﾀｰｽﾞ 中学･箕輪中
08/31 上原 隆伸 11.98 中島 公徳 8.78

砲丸投 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
08/31 中山 友陽(1) 8.42

砲丸投 高校･赤穂高
08/31 小林 正夫 25.15 小林 和夫 24.76 中島 公徳 20.94

円盤投 一般･西箕輪AC 一般･上伊那郡陸協 一般･ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
08/31 中村 仁(1) 24.95 中山 友陽(1) 18.00 相川 隆太郎(2) 17.52 安田 真拓(1) 12.87

円盤投 高校･上伊那農高 高校･赤穂高 高校･上伊那農高 高校･赤穂高
08/31 上原 隆伸 46.68 小林 和夫 30.23 福島 健一 25.56

ﾊﾝﾏｰ投(7.260 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･上伊那郡陸協 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
08/31 中村 仁(1) 30.42 安田 真拓(1) 11.90

ﾊﾝﾏｰ投(6.000 高校･上伊那農高 高校･赤穂高
08/31 上伊那農高       44.72 伊那弥生ヶ丘高      44.92 赤穂高       45.56 伊那東部中       50.09 南箕輪中(B)       50.12 辰野中(A)       50.99 開成中       51.30 宮田中(A)       52.23

４×１００ｍＲ 久保田 光太郎(2) 竹越 勇斗(2) 西澤 歩夢(1) 藤村 太士(1) 武井 海斗(2) ロペス田中ガブリエル 高橋 伸英(2) 野溝 兼佑(2)
新谷 佳汰(2) 瀧澤 直希(1) 浦野 晃平(2) 赤羽 快(2) 伊藤 嶺(2) 池田 隆峨(2) 宮入 大輝(2) 保科 陽斗(1)
小牧 大晟(1) 山田 海斗(2) 田中 敦也(1) 土屋 颯太(2) 田坂 龍駕(2) 松田 竜介(2) 有江 禅(2) 大前 侑也(1)
有賀 匠吾(2) 三沢 和輝(2) 松田 拓巳(1) 坪木 涼佑(2) 五味 慎太郎(2) 宮澤 駿也(2) 山田 啓介(2) 中島 温(2)

08/31 中学男子 小林 隼人(3) 9,25.20 杉原 立樹(3) 9,32.21 小林 亮太(2) 9,40.19 野溝 兼佑(2) 9,53.28 大槻 心(1) 9,54.45 岡添 智史(3) 10,05.01 竹内 柊哉(3) 10,05.06 小池 莉希(2) 10,07.57
３０００ｍ 中学･箕輪中 中学･開成中 中学･梓川中 中学･宮田中 中学･箕輪中 中学･箕輪中 中学･宮田中 中学･飯田高陵中

08/31 田近 資武(3) 28.00
円盤投 中学･王滝中

08/31 手塚 嵐太(3) 52.83 田坂 龍駕(2) 40.04 倉田 晃輔(1) 36.50 松澤 尚弥(3) 30.18 中谷 太希(2) 13.10
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･小諸東中 中学･南箕輪中 中学･南箕輪中 中学･白馬中 中学･辰野中

08/31 小学123年男 中島 泰助(2) 10.40 鈴木 晋(2) 10.56 小山 謙太(3) 10.57 加古 竜誠(3) 10.60 原 瞭佑(3) 10.66 安坂 友稀(3) 10.68 鈴木 琳汰(3) 10.73 上野 颯佑(2) 10.78
６０ｍ 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ 小学･西箕輪小 小学･箕輪中部小 小学･箕輪中部小 小学･西箕輪小 小学･飯島小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ 

08/31 小学4年男子 木本 敦士(4) 16.08 北原 蓮月(4) 16.29 麦島 凌太(4) 16.44 田野井 奏仁(4) 16.46 唐澤 陽大(4) 17.07 埋橋 皇志(4) 17.40 塩澤 拓士(4) 17.72 本道 晴貴(4) 18.03
１００ｍ 小学･箕輪中部小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ 小学･飯島小 小学･西春近北小 小学･西箕輪小 小学･伊那AC 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ 小学･箕輪中部小

08/31 小学5年男子 松澤 結翔(5) 14.68 野村 陽斗(5) 15.07 太田 慶聖(5) 15.12 砂場 未蘭(5) 15.47 中村 翔輝(5) 15.79 安嶋 匠(5) 16.00 本島 遥馬(5) 16.07 福井 遼太(5) 16.11
１００ｍ 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ 小学･伊那AC 小学･箕輪中部小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ 小学･西箕輪小 小学･西箕輪小 小学･箕輪中部小 小学･西箕輪小

08/31 小学6年男子 新山 森哉(6) 14.50 中澤 達也(6) 15.01 有賀 悠太(6) 15.18 湯澤 幸大(6) 15.26 駒井 裕紀(6) 15.32 久保口 聖空(6) 15.65 樋郡 凌雅(6) 16.53 宮下 徳久(6) 16.72
１００ｍ 小学･西春近北小 小学･箕輪中部小 小学･西箕輪小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ 小学･箕輪中部小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ 小学･中川陸上ｸﾗﾌﾞ

08/31 小学共通男子 中澤 一也(6) 3,13.04 矢澤 颯介(5) 3,15.64 玉木 輝(6) 3,17.70 小松 竹千代(5) 3,28.73 清水 應佑(6) 3,31.05 渋谷 悠斗(6) 3,40.07 小林 泰雅(5) 3,44.49 新井 結士(4) 3,47.26
１０００ｍ 小学･箕輪中部小 小学･駒ヶ根中沢RC 小学･駒ヶ根中沢RC 小学･駒ヶ根中沢RC 小学･駒ヶ根中沢RC 小学･駒ヶ根中沢RC 小学･箕輪中部小 小学･赤穂東小

08/31  +2.3 吉田 壮志(6) 16.63 有賀 隼人(5) 19.80
80mH(0.700m) 小学･西箕輪小 小学･西箕輪小
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決勝記録一覧表
男  子 【競技場】172030  伊那市陸上競技場

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
08/31 新山 森哉(6) 1.20 有賀 隼人(5) 1.10 長谷部 陽(5) 1.10 中村 翔輝(5) 小学･西箕輪小 1.05 伊藤 脩成(5) 小学･西箕輪小 0.95

走高跳 小学･西春近北小 小学･西箕輪小 小学･伊那AC 安嶋 匠(5) 小学･西箕輪小 原田 琉永(6) 小学･伊那AC
08/31 堀内 來夢(6) 4.84(+4.6) 吉田 壮志(6) 4.18(+2.9) 有賀 悠太(6) 4.07(+3.0) 白鳥 遥大(6) 3.97(+4.1) 中島 幸太(6) 3.77(+4.4) 中澤 一也(6) 3.72(+3.1) 古屋 大地(5) 3.63(+2.8) 北澤 凛大(5) 3.19(+1.3)

走幅跳 小学･両小野小 小学･西箕輪小 小学･西箕輪小 小学･箕輪西小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ 小学･箕輪中部小 小学･飯島小 小学･飯島小
08/31 本部 航汰(5) 43.50 白鳥 翔也(4) 41.17 中澤 一也(6) 40.02 田中 宏太朗(6) 34.60 清水 瞭太(6) 34.16 岡 丈翔(4) 33.95 福井 遼太(5) 31.59 小城 碧斗(5) 29.14

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･飯島小 小学･箕輪西小 小学･箕輪中部小 小学･西箕輪小 小学･西箕輪小 小学･箕輪中部小 小学･西箕輪小 小学･箕輪中部小
08/31  西箕輪小     1,03.62 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(A)    1,04.35

４×１００ｍＲ 三澤 瑛太(5) 砂場 未蘭(5)
福井 遼太(5) 原田 和磨(5)
安嶋 匠(5) 滝澤 秀斗(5)
中村 翔輝(5) 松澤 結翔(5)

08/31 ｵｰﾌﾟﾝ小123男 林 旺史朗(2) 10.39 宮下 礼誠(3) 10.56 加藤 蓮音(1) 11.84 嶽野 晟士(2) 12.26
６０ｍ 小学･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･坂井小 小学･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･松川陸上ｸﾗﾌﾞ

08/31 ｵｰﾌﾟﾝ小6男子  遠藤 晄(6) 14.10 新井 大誠(6) 14.22
１００ｍ 小学･諏訪FA 小学･たかぎｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

08/31 ｵｰﾌﾟﾝ小学男 熊谷 駿汰(6) 3,10.43 栗原 賢(5) 3,20.81 鳥海 倖正(4) 3,56.72
１０００ｍ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･諏訪FA 小学･松川陸上ｸﾗﾌﾞ

08/31 新井 大誠(6) 4.28(+2.0)
走幅跳 小学･たかぎｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ



決勝 8月31日 12:10

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

[ 1組] 風速 -2.9 [ 2組] 風速 -2.6

 1 有賀 匠吾(2) 高校     11.81  1 伊澤 拓人(2) 高校     12.05 
ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 上伊那農高 ｲｻﾜ ﾀｸﾄ 伊那北高

 2 太田 敦 一般     11.84  2 山田 海斗(2) 高校     12.19 
ｵｵﾀ ｱﾂｼ 飯田市陸協 ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 伊那弥生ヶ丘高

 3 三沢 和輝(2) 高校     11.89  3 新谷 佳汰(2) 高校     12.28 
ﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ 伊那弥生ヶ丘高 ｼﾝﾔ ｹｲﾀ 上伊那農高

 4 丸岡 精二 一般     12.02  4 瀧澤 直希(1) 高校     12.40 
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ 伊那弥生ヶ丘高

 5 中山 悠(1) 高校     12.46  5 深谷 朝海(2) 高校     12.44 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳ 丸子修学館高 ﾌｶﾔ ｻﾐ 伊那北高
荻原 凌我(3) 高校  6 椎名 啓太 一般     12.49 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ 赤穂高 ｼｲﾅ ｹｲﾀ 松本市陸協
山際 康太郎(2) 高校  7 松下 秀喜 一般     12.61 
ﾔﾏｷﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 上伊那農高 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｷ EASTERS
征矢 超(2) 中学 田畑 青透(2) 高校
ｿﾔ ｺﾕﾙ 伊那中 ﾀﾊﾞﾀ  ｱｵﾄ 上伊那農高

[ 3組] 風速 -2.0 [ 4組] 風速 -2.1

 1 西澤 歩夢(1) 高校     12.25  1 扇田 大雅(1) 高校     12.46 
ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 赤穂高 ｵｵｷﾞﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 上伊那農高

 2 田中 敦也(1) 高校     12.35  2 中嶋 憲一 一般     12.50 
ﾀﾅｶ ｱﾂﾔ 赤穂高 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 上伊那郡陸協

 3 松田 拓巳(1) 高校     12.40  3 小田切 民朗(1) 高校     12.91 
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ 赤穂高 ｺﾀｷﾞﾘ ﾀﾐｵ 駒ヶ根工高

 4 古瀬 尚暉(1) 高校     12.41  4 伊藤 拓也 一般     12.98 
ﾌﾙｾ ﾅｵｷ 飯田風越高 ｲﾄｳ ﾀｸﾔ ｻﾝ工業

 5 小牧 大晟(1) 高校     12.42  5 有江 禅(2) 中学     13.23 
ｺﾏｷ ﾀｲｾｲ 上伊那農高 ｱﾘｴ ｾﾞﾝ 開成中

 6 竹越 勇斗(2) 高校     12.58  6 池上 雅哉(2) 中学     13.24 
ﾀｹｺﾞｼ ﾕｳﾄ 伊那弥生ヶ丘高 ｲｹｶﾞﾐ ﾏｻﾔ 箕輪中

 7 上柳 凌平 一般     12.58  7 池田 隆峨(2) 中学     13.45 
ｳｴﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 上伊那郡陸協 ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｶﾞ 辰野中

 8 春原 賢(2) 中学     12.87 北原 晋也 一般
ｽﾉﾊﾗ ｹﾝ 飯田高陵中 ｷﾀﾊﾗ ｼﾝﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

[ 5組] 風速 -2.7 [ 6組] 風速 -3.2

 1 前田 真孝 一般     13.32  1 三澤 優太(2) 中学     13.70 
ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ ﾐｻﾜ ﾕｳﾀ 伊那中

 2 西野 瑛修(1) 高校     13.37  2 唐澤 伊織(1) 中学     13.73 
ﾆｼﾉ ｱｷｻﾈ 駒ヶ根工高 ｶﾗｻﾜ ｲｵﾘ 箕輪中

 3 氣賀澤 和人 一般     13.42  3 ﾛﾍﾟｽ田中ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ(2)中学     13.74 
ｹｶﾞｻﾜ ｶｽﾞﾄ 上伊那郡陸協 ﾛﾍﾟｽ ﾀﾅｶ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 辰野中

 4 上柳 豪 一般     13.44  4 青木 健太(1) 高校     13.75 
ｳｴﾔﾅｷﾞ ﾀｹｼ 上伊那郡陸協 ｱｵｷ ｹﾝﾀ 伊那弥生ヶ丘高

 5 宮澤 駿也(2) 中学     13.59  5 那須 凜太郎(1) 中学     13.98 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 辰野中 ﾅｽ ﾘﾝﾀﾛｳ 箕輪中

 6 竹村 昌之(1) 中学     13.77  6 山口 智也(1) 中学     14.24 
ﾀｹﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 駒ヶ根東中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 箕輪中

 6 松田 竜介(2) 中学     13.77  7 田中 優一(1) 中学     14.64 
ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 辰野中 ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁ 箕輪中
山﨑 雄太(2) 中学  8 竹内 蒼太朗(1) 中学     14.77 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳﾀ 箕輪中 ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾛｳ 箕輪中

[ 7組] 風速 -1.8 [ 8組] 風速 -1.9

 1 青木 羽琉(1) 中学     13.85  1 小澤 力六(1) 中学     13.89 
ｱｵｷ ﾊﾙ 箕輪中 ｵｻﾞﾜ ﾘｷﾑ 伊那東部中

 2 登内 建喜 一般     13.99  2 藤村 太士(1) 中学     14.14 
ﾄﾉｳﾁ ｹﾝｷ 上伊那郡陸協 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｲｼ 伊那東部中

 3 椎谷 芳貴(1) 中学     14.41  3 五十嵐 亜聖(1) 中学     14.33 
ｼｲﾔ ﾖｼｷ 飯田高陵中 ｲｶﾞﾗｼ ｱｾｲ 宮田中

 4 浦野 芳希(2) 中学     14.59  4 齋藤 晃希(1) 中学     14.57 
ｳﾗﾉ ﾖｼｷ 宮田中 ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 伊那中

 5 田方 隼人(2) 中学     14.67  5 大澤 奎太(2) 中学     14.70 
ﾀｶﾞﾀ ﾊﾔﾄ 辰野中 ｵｵｻﾜ ｹｲﾀ 伊那中

 6 山中 章多(2) 中学     14.76  6 中谷 太希(2) 中学     15.22 
ﾔﾏﾅｶ ｼｮｳﾀ 宮田中 ﾅｶﾔ ﾋﾛｷ 辰野中

 7 九貫 琉史(1) 中学     15.08  7 佐藤 陽太(1) 中学     15.76 
ｸﾇｷ ﾘｭｳｼﾞ 飯田高陵中 ｻﾄｳ ﾖｳﾀ 箕輪中
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[ 9組] 風速 -1.9

 1 上田 柊佑(1) 中学     15.07 
ｳｴﾀﾞ ｼｭｳ 箕輪中

 2 宮下 恵冴(2) 中学     15.31 
ﾐﾔｼﾀ ｹｲｺﾞ 宮田中

 3 河崎 充琉(1) 中学     15.51 
ｶﾜｻｷ ﾐﾘｭｳ 辰野中

 4 小木曽 快(1) 中学     15.72 
ｵｷﾞｿ ｶｲ 宮田中

 5 松下 浩武(2) 中学     15.84 
ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛﾑ 辰野中

 6 大木 尊仁(2) 中学     15.99 
ｵｵｷ ﾀｶﾄ 南箕輪中

 7 大平 伊吹(1) 中学     16.01 
ｵｵﾀﾞｲﾗ ｲﾌﾞｷ 宮田中
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   1 有賀 匠吾(2) 高校 上伊那農高     11.81 (-2.9)   1   1
   2 太田 敦 一般 飯田市陸協     11.84 (-2.9)   1   2
   3 三沢 和輝(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     11.89 (-2.9)   1   3
   4 丸岡 精二 一般 駒ヶ根AC     12.02 (-2.9)   1   4
   5 伊澤 拓人(2) 高校 伊那北高     12.05 (-2.6)   2   1
   6 山田 海斗(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     12.19 (-2.6)   2   2
   7 西澤 歩夢(1) 高校 赤穂高     12.25 (-2.0)   3   1
   8 新谷 佳汰(2) 高校 上伊那農高     12.28 (-2.6)   2   3
   9 田中 敦也(1) 高校 赤穂高     12.35 (-2.0)   3   2
  10 松田 拓巳(1) 高校 赤穂高     12.40 (-2.0)   3   3
  10 瀧澤 直希(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     12.40 (-2.6)   2   4
  12 古瀬 尚暉(1) 高校 飯田風越高     12.41 (-2.0)   3   4
  13 小牧 大晟(1) 高校 上伊那農高     12.42 (-2.0)   3   5
  14 深谷 朝海(2) 高校 伊那北高     12.44 (-2.6)   2   5
  15 扇田 大雅(1) 高校 上伊那農高     12.46 (-2.1)   4   1
  15 中山 悠(1) 高校 丸子修学館高     12.46 (-2.9)   1   5
  17 椎名 啓太 一般 松本市陸協     12.49 (-2.6)   2   6
  18 中嶋 憲一 一般 上伊那郡陸協     12.50 (-2.1)   4   2
  19 竹越 勇斗(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     12.58 (-2.0)   3   6
  19 上柳 凌平 一般 上伊那郡陸協     12.58 (-2.0)   3   7
  21 松下 秀喜 一般 EASTERS     12.61 (-2.6)   2   7
  22 春原 賢(2) 中学 飯田高陵中     12.87 (-2.0)   3   8
  23 小田切 民朗(1) 高校 駒ヶ根工高     12.91 (-2.1)   4   3
  24 伊藤 拓也 一般 ｻﾝ工業     12.98 (-2.1)   4   4
  25 有江 禅(2) 中学 開成中     13.23 (-2.1)   4   5
  26 池上 雅哉(2) 中学 箕輪中     13.24 (-2.1)   4   6
  27 前田 真孝 一般 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ     13.32 (-2.7)   5   1
  28 西野 瑛修(1) 高校 駒ヶ根工高     13.37 (-2.7)   5   2
  29 氣賀澤 和人 一般 上伊那郡陸協     13.42 (-2.7)   5   3
  30 上柳 豪 一般 上伊那郡陸協     13.44 (-2.7)   5   4
  31 池田 隆峨(2) 中学 辰野中     13.45 (-2.1)   4   7
  32 宮澤 駿也(2) 中学 辰野中     13.59 (-2.7)   5   5
  33 三澤 優太(2) 中学 伊那中     13.70 (-3.2)   6   1
  34 唐澤 伊織(1) 中学 箕輪中     13.73 (-3.2)   6   2
  35 ﾛﾍﾟｽ田中ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ(2) 中学 辰野中     13.74 (-3.2)   6   3
  36 青木 健太(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     13.75 (-3.2)   6   4
  37 竹村 昌之(1) 中学 駒ヶ根東中     13.77 (-2.7)   5   6
  37 松田 竜介(2) 中学 辰野中     13.77 (-2.7)   5   6
  39 青木 羽琉(1) 中学 箕輪中     13.85 (-1.8)   7   1
  40 小澤 力六(1) 中学 伊那東部中     13.89 (-1.9)   8   1
  41 那須 凜太郎(1) 中学 箕輪中     13.98 (-3.2)   6   5
  42 登内 建喜 一般 上伊那郡陸協     13.99 (-1.8)   7   2
  43 藤村 太士(1) 中学 伊那東部中     14.14 (-1.9)   8   2
  44 山口 智也(1) 中学 箕輪中     14.24 (-3.2)   6   6
  45 五十嵐 亜聖(1) 中学 宮田中     14.33 (-1.9)   8   3
  46 椎谷 芳貴(1) 中学 飯田高陵中     14.41 (-1.8)   7   3
  47 齋藤 晃希(1) 中学 伊那中     14.57 (-1.9)   8   4
  48 浦野 芳希(2) 中学 宮田中     14.59 (-1.8)   7   4
  49 田中 優一(1) 中学 箕輪中     14.64 (-3.2)   6   7
  50 田方 隼人(2) 中学 辰野中     14.67 (-1.8)   7   5
  51 大澤 奎太(2) 中学 伊那中     14.70 (-1.9)   8   5
  52 山中 章多(2) 中学 宮田中     14.76 (-1.8)   7   6
  53 竹内 蒼太朗(1) 中学 箕輪中     14.77 (-3.2)   6   8
  54 上田 柊佑(1) 中学 箕輪中     15.07 (-1.9)   9   1
  55 九貫 琉史(1) 中学 飯田高陵中     15.08 (-1.8)   7   7
  56 中谷 太希(2) 中学 辰野中     15.22 (-1.9)   8   6
  57 宮下 恵冴(2) 中学 宮田中     15.31 (-1.9)   9   2
  58 河崎 充琉(1) 中学 辰野中     15.51 (-1.9)   9   3
  59 小木曽 快(1) 中学 宮田中     15.72 (-1.9)   9   4
  60 佐藤 陽太(1) 中学 箕輪中     15.76 (-1.9)   8   7
  61 松下 浩武(2) 中学 辰野中     15.84 (-1.9)   9   5
  62 大木 尊仁(2) 中学 南箕輪中     15.99 (-1.9)   9   6
  63 大平 伊吹(1) 中学 宮田中     16.01 (-1.9)   9   7
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決勝 8月31日 14:10

県新(KR)            46.54
県高校新(HR)        46.98
県中学新(JR)        49.92

[ 1組] [ 2組]

 1 伊澤 拓人(2) 高校     51.72  1 浦野 優至(1) 高校     56.20 
ｲｻﾜ ﾀｸﾄ 伊那北高 ｳﾗﾉ ﾕｳｲ 伊那弥生ヶ丘高

 2 久保田 光太郎(2)高校     52.71  2 小倉 快心(1) 高校     58.24 
ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 上伊那農高 ｵｸﾞﾗ ｶｲｼﾝ 赤穂高

 3 中塚 渓滋 一般     53.85  3 北原 響(1) 中学   1,02.48 
ﾅｶﾂｶ ｹｲｼﾞ DreamAC ｷﾀﾊﾗ ﾋﾋﾞｷ 伊那中

 4 浦野 晃平(2) 高校     53.86  4 小野 雄希 一般   1,02.90 
ｳﾗﾉ ｺｳﾍｲ 赤穂高 ｵﾉ ﾕｳｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 5 本島 琉輝斗(2) 高校     55.14  5 唐澤 来希(2) 中学   1,04.00 
ﾓﾄｼﾞﾏ ﾙｷﾄ 松川高 ｶﾗｻﾜ ﾗｲｷ 辰野中

 6 田中 敦也(1) 高校     55.30  6 小松 真優(2) 中学   1,04.30 
ﾀﾅｶ ｱﾂﾔ 赤穂高 ｺﾏﾂ ﾏﾋﾛ 伊那AC

 7 扇田 大雅(1) 高校     56.15  7 大前 侑也(1) 中学   1,04.86 
ｵｵｷﾞﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 上伊那農高 ｵｵﾏｴ ﾕｳﾔ 宮田中

   1 伊澤 拓人(2) 高校 伊那北高       51.72   1   1
   2 久保田 光太郎(2) 高校 上伊那農高       52.71   1   2
   3 中塚 渓滋 一般 DreamAC       53.85   1   3
   4 浦野 晃平(2) 高校 赤穂高       53.86   1   4
   5 本島 琉輝斗(2) 高校 松川高       55.14   1   5
   6 田中 敦也(1) 高校 赤穂高       55.30   1   6
   7 扇田 大雅(1) 高校 上伊那農高       56.15   1   7
   8 浦野 優至(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高       56.20   2   1
   9 小倉 快心(1) 高校 赤穂高       58.24   2   2
  10 北原 響(1) 中学 伊那中     1,02.48   2   3
  11 小野 雄希 一般 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     1,02.90   2   4
  12 唐澤 来希(2) 中学 辰野中     1,04.00   2   5
  13 小松 真優(2) 中学 伊那AC     1,04.30   2   6
  14 大前 侑也(1) 中学 宮田中     1,04.86   2   7
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決勝 8月31日 13:15

県新(KR)          1,45.75
県高校新(HR)      1,48.46
県中学新(JR)      1,53.15

[ 1組] [ 2組]

 1 河西 希隆(2) 高校   2,05.97  1 吉江 健哉(2) 中学   2,27.58 
ｶｻｲ ｷﾘｭｳ 赤穂高 ﾖｼｴ ｹﾝﾔ 辰野中

 2 椎名 一郎(2) 高校   2,08.81  2 中林 優(1) 中学   2,32.93 
ｼｲﾅ ｲﾁﾛｳ 伊那北高 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 箕輪中

 3 中島 温(2) 中学   2,11.07  3 中山 和歩(3) 中学   2,36.62 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙ 宮田中 ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞﾎ 伊那東部中

 4 日達 匠海(3) 中学   2,11.54  4 根橋 諒介(1) 中学   2,38.35 
ﾋﾀﾁ ﾀｸﾐ 南箕輪中 ﾈﾊﾞｼ ﾘｮｳｽｹ 箕輪中

 5 金野 隼男(2) 高校   2,11.71  5 三島 颯斗(1) 中学   2,39.86 
ｺﾝﾉ ﾊﾔｵ 伊那弥生ヶ丘高 ﾐｼﾏ ﾊﾔﾄ 伊那東部中

 6 田中 稜馬(1) 高校   2,12.80  6 澤井 勇斗(1) 中学   2,40.16 
ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾏ 伊那北高 ｻﾜｲ ﾊﾔﾄ 辰野中

 7 福田 駿希(2) 高校   2,12.83  7 倉田 晃輔(1) 中学   2,53.07 
ﾌｸﾀ ｼｭﾝｷ 伊那弥生ヶ丘高 ｸﾗﾀ ｺｳｽｹ 南箕輪中

 8 小澤 優翔(2) 中学   2,13.75  8 春日 和樹(1) 中学   2,53.84 
ｵｻﾞﾜ ﾏﾅﾄ 辰野中 ｶｽｶﾞ ｶｽﾞｷ 宮田中

 9 佐藤 大介ﾏｰｸ(3) 中学   2,20.46 小松 佑生(3) 中学
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹﾏｰｸ 箕輪中 ｺﾏﾂ ﾕｳ 伊那東部中
小林 亮太(2) 中学 柴田 晴夢(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 梓川中 ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙﾑ 赤穂高
三澤 賢人(2) 高校
ﾐｻﾜ ｹﾝﾄ 伊那北高

   1 河西 希隆(2) 高校 赤穂高     2,05.97   1   1
   2 椎名 一郎(2) 高校 伊那北高     2,08.81   1   2
   3 中島 温(2) 中学 宮田中     2,11.07   1   3
   4 日達 匠海(3) 中学 南箕輪中     2,11.54   1   4
   5 金野 隼男(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     2,11.71   1   5
   6 田中 稜馬(1) 高校 伊那北高     2,12.80   1   6
   7 福田 駿希(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     2,12.83   1   7
   8 小澤 優翔(2) 中学 辰野中     2,13.75   1   8
   9 佐藤 大介ﾏｰｸ(3) 中学 箕輪中     2,20.46   1   9
  10 吉江 健哉(2) 中学 辰野中     2,27.58   2   1
  11 中林 優(1) 中学 箕輪中     2,32.93   2   2
  12 中山 和歩(3) 中学 伊那東部中     2,36.62   2   3
  13 根橋 諒介(1) 中学 箕輪中     2,38.35   2   4
  14 三島 颯斗(1) 中学 伊那東部中     2,39.86   2   5
  15 澤井 勇斗(1) 中学 辰野中     2,40.16   2   6
  16 倉田 晃輔(1) 中学 南箕輪中     2,53.07   2   7
  17 春日 和樹(1) 中学 宮田中     2,53.84   2   8
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決勝 8月31日 13:50

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

[ 1組] [ 2組]

 1 山川 拓馬(1) 高校   4,05.36  1 菅沼 蒼太(1) 高校   4,30.43 
ﾔﾏｶﾜ ﾀｸﾏ 上伊那農高 ｽｶﾞﾇﾏ ｿｳﾀ 上伊那農高

 2 久保田 祐梨(3) 高校   4,13.02  2 瀧澤　健人(1) 高校   4,31.25 
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾘ 上伊那農高 ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 上伊那農高

 3 大場 崇義(2) 中学   4,15.96  3 宮澤 夏樹(1) 高校   4,31.84 
ｵｵﾊﾞ ﾀｶﾖｼ 箕輪中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 上伊那農高

 4 武田 寧登(3) 中学   4,16.21  4 岩波 響介(2) 高校   4,32.57 
ﾀｹﾀﾞ ﾈｲﾄ 白馬中 ｲﾜﾅﾐ ｷｮｳｽｹ 伊那弥生ヶ丘高

 5 鈴木 駿平(2) 高校   4,19.99  5 富永 陸(2) 高校   4,46.80 
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 上伊那農高 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｸ 飯田風越高

 6 大場 晴仁(1) 高校   4,22.12  6 保科 陽斗(1) 中学   4,47.10 
ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾋﾄ 上伊那農高 ﾎｼﾅ ﾊﾙﾄ 宮田中

 7 永井 蒼己(1) 高校   4,22.56  7 飯島 和紀(2) 中学   4,54.37 
ﾅｶﾞｲ ｿｳｷ 丸子修学館高 ｲｲｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 宮田中

 8 保科 大樹(1) 高校   4,27.44  8 牧田 げんき(2) 高校   4,57.90 
ﾎｼﾅ ﾀﾞｲｷ 伊那北高 ﾏｷﾀ ｹﾞﾝｷ 伊那北高

 9 芦部 冬馬(2) 高校   4,29.04  9 廣島 壮(1) 中学   4,59.16 
ｱｼﾍﾞ ﾄｳﾏ 上伊那農高 ﾋﾛｼﾏ ｿｳ 辰野中

10 出澤 周大(1) 高校   4,29.60 10 大森 瑛稀(1) 中学   5,00.13 
ﾃﾞｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 伊那北高 ｵｵﾓﾘ ｴｲｷ 伊那東部中

11 宮下 泰智(2) 高校   4,30.77 11 安坂 充瑠(1) 中学   5,01.24 
ﾐﾔｼﾀ ﾔｽﾄﾓ 伊那北高 ｱｻﾞｶ ﾐﾂﾙ 開成中

12 清水 想介(2) 高校   4,31.49 12 伊藤 達也(2) 中学   5,01.56 
ｼﾐｽﾞ ｿｳｽｹ 伊那弥生ヶ丘高 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 箕輪中

13 牧島 涼也(2) 中学   4,32.30 13 南郷 友輝(3) 中学   5,07.00 
ﾏｷｼﾏ ﾘｮｳﾔ 伊那東部中 ﾅﾝｺﾞｳ ﾕｳｷ 箕輪中

14 田中 惠介(3) 中学   4,40.80 14 高木 大地(1) 中学   5,10.51 
ﾀﾅｶ ｹｲｽｹ 箕輪中 ﾀｶｷ ﾀﾞｲﾁ 開成中

15 赤座 祐介(1) 高校   4,46.27 15 西澤 岳大(1) 中学   5,16.62 
ｱｶｻﾞ ﾕｳｽｹ 伊那北高 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ 宮田中

16 伊藤 博志 一般   5,25.58 16 井内 悠人(1) 中学   5,19.07 
ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ｲｳﾁ ﾕｳﾄ 辰野中

17 佐藤 大介ﾏｰｸ(3) 中学   5,27.26 17 柴 将斗(3) 中学   5,24.25 
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹﾏｰｸ 箕輪中 ｼﾊﾞ ﾏｻﾄ 箕輪中

18 原 城治 一般   5,34.49 18 山口 陽也(1) 中学   5,24.50 
ﾊﾗ ｼﾞｮｳｼﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾔ 箕輪中
森村 徳一(3) 中学 19 岡田 魂(1) 中学   5,28.34 
ﾓﾘﾑﾗ ﾉﾘｶｽﾞ 駒ヶ根東中 ｵｶﾀﾞ ｿｳﾙ 南箕輪中
羽場 圭汰(3) 高校 20 赤羽 倖輔(1) 中学   5,28.86 
ﾊﾊﾞ ｹｲﾀ 上伊那農高 ｱｶﾊﾈ ｺｳｽｹ 箕輪中
鬼頭 陽太(1) 高校 21 中野 瑛太(2) 中学   5,55.02 
ｷﾄｳ ﾖｳﾀ 飯田風越高 ﾅｶﾉ ｴｲﾀ 箕輪中
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   1 山川 拓馬(1) 高校 上伊那農高     4,05.36   1   1
   2 久保田 祐梨(3) 高校 上伊那農高     4,13.02   1   2
   3 大場 崇義(2) 中学 箕輪中     4,15.96   1   3
   4 武田 寧登(3) 中学 白馬中     4,16.21   1   4
   5 鈴木 駿平(2) 高校 上伊那農高     4,19.99   1   5
   6 大場 晴仁(1) 高校 上伊那農高     4,22.12   1   6
   7 永井 蒼己(1) 高校 丸子修学館高     4,22.56   1   7
   8 保科 大樹(1) 高校 伊那北高     4,27.44   1   8
   9 芦部 冬馬(2) 高校 上伊那農高     4,29.04   1   9
  10 出澤 周大(1) 高校 伊那北高     4,29.60   1  10
  11 菅沼 蒼太(1) 高校 上伊那農高     4,30.43   2   1
  12 宮下 泰智(2) 高校 伊那北高     4,30.77   1  11
  13 瀧澤 健人(1) 高校 上伊那農高     4,31.25   2   2
  14 清水 想介(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     4,31.49   1  12
  15 宮澤 夏樹(1) 高校 上伊那農高     4,31.84   2   3
  16 牧島 涼也(2) 中学 伊那東部中     4,32.30   1  13
  17 岩波 響介(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     4,32.57   2   4
  18 田中 惠介(3) 中学 箕輪中     4,40.80   1  14
  19 赤座 祐介(1) 高校 伊那北高     4,46.27   1  15
  20 富永 陸(2) 高校 飯田風越高     4,46.80   2   5
  21 保科 陽斗(1) 中学 宮田中     4,47.10   2   6
  22 飯島 和紀(2) 中学 宮田中     4,54.37   2   7
  23 牧田 げんき(2) 高校 伊那北高     4,57.90   2   8
  24 廣島 壮(1) 中学 辰野中     4,59.16   2   9
  25 大森 瑛稀(1) 中学 伊那東部中     5,00.13   2  10
  26 安坂 充瑠(1) 中学 開成中     5,01.24   2  11
  27 伊藤 達也(2) 中学 箕輪中     5,01.56   2  12
  28 南郷 友輝(3) 中学 箕輪中     5,07.00   2  13
  29 高木 大地(1) 中学 開成中     5,10.51   2  14
  30 西澤 岳大(1) 中学 宮田中     5,16.62   2  15
  31 井内 悠人(1) 中学 辰野中     5,19.07   2  16
  32 柴 将斗(3) 中学 箕輪中     5,24.25   2  17
  33 山口 陽也(1) 中学 箕輪中     5,24.50   2  18
  34 伊藤 博志 一般 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     5,25.58   1  16
  35 佐藤 大介ﾏｰｸ(3) 中学 箕輪中     5,27.26   1  17
  36 岡田 魂(1) 中学 南箕輪中     5,28.34   2  19
  37 赤羽 倖輔(1) 中学 箕輪中     5,28.86   2  20
  38 原 城治 一般 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     5,34.49   1  18
  39 中野 瑛太(2) 中学 箕輪中     5,55.02   2  21
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決勝 8月31日  8:55

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

 1 上原 雄大 一般  15,11.92 
ｳｴﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ ｻﾝ工業

 2 原 広野 一般  15,54.74 
ﾊﾗ ｺｳﾔ 上伊那郡陸協

 3 橋爪 颯生 一般  16,20.17 
ﾊｼｽﾞﾒ ｻﾂｷ 上伊那郡陸協

 4 奥原 謙一 一般  16,27.23 
ｵｸﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 上伊那郡陸協

 5 松村 博文 一般  16,28.31 
ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ 上伊那郡陸協

 6 鈴木 昌幸 一般  16,33.04 
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ 上伊那郡陸協

 7 北原 裕一 一般  16,43.59 
ｷﾀﾊﾗ ﾕｳｲﾁ 上伊那郡陸協

 8 上島 通成 一般  16,45.82 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐﾁﾅﾘ 上伊那郡陸協

 9 宮嶋 宇明(3) 高校  17,05.51 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ 松川高

10 中川 敬介 一般  17,12.86 
ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 上伊那郡陸協

11 岩﨑 貴平(1) 高校  18,36.36 
ｲﾜｻｷ ﾀｶﾗ 松川高
大蔵 孝典 一般
ｵｵｸﾗ ﾀｶﾉﾘ 上伊那郡陸協
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決勝 8月31日  8:40

県新(KR)            49.51
県高校新(HR)        51.36

 1 竹内 陽哉(1) 高校     58.81 
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ 赤穂高

 2 浦野 亜武(2) 高校     59.90 
ｳﾗﾉ ｱﾑ 赤穂高

 3 小林 奎斗(1) 高校   1,04.87 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ 丸子修学館高
太田 一希(2) 高校
ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ 伊那弥生ヶ丘高

3   442
欠場
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決勝 8月31日 14:40

県中学新(JR)      8,31.86

 1 小林 隼人(3) 中学   9,25.20 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 箕輪中

 2 杉原 立樹(3) 中学   9,32.21 
ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｷ 開成中

 3 小林 亮太(2) 中学   9,40.19 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 梓川中

 4 野溝 兼佑(2) 中学   9,53.28 
ﾉﾐｿﾞ ｹﾝｽｹ 宮田中

 5 大槻 心(1) 中学   9,54.45 
ｵｵﾂｷ ｼﾝ 箕輪中

 6 岡添 智史(3) 中学  10,05.01 
ｵｶｿﾞｴ ｻﾄｼ 箕輪中

 7 竹内 柊哉(3) 中学  10,05.06 
ﾀｹｳﾁ ｼｭｳﾔ 宮田中

 8 小池 莉希(2) 中学  10,07.57 
ｺｲｹ ﾘｷ 飯田高陵中

 9 羽生 大起(2) 中学  10,31.22 
ﾊﾆｭｳ ﾀﾞｲｷ 飯田高陵中

10 岩田 直也(3) 中学  10,46.08 
ｲﾜﾀ ﾅｵﾔ 箕輪中

11 小松 真優(2) 中学  11,06.00 
ｺﾏﾂ ﾏﾋﾛ 伊那AC
牧島 涼也(2) 中学
ﾏｷｼﾏ ﾘｮｳﾔ 伊那東部中

12  8144
欠場

8  9015

10  8030

9  8455

5  8411

11  8217

4  8016

2  7990

1  8196

7  7358

3  7139

6  8015

中学男子

３０００ｍ

氏  名 所属名 記録／備考順 No.



決勝 8月31日 15:10

県新(KR)            40.62
県高校新(HR)        40.95
県中学新(JR)        43.57

[ 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 南箕輪中(B)  8042 武井 海斗(2)     50.12  1   4 上伊那農高   341 久保田 光太郎(2)     44.72 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳB ﾀｹｲ ｶｲﾄ ｶﾐｲﾅﾉｳｺｳ ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ
 8049 伊藤 嶺(2)   344 新谷 佳汰(2)

ｲﾄｳ ﾚｲ ｼﾝﾔ ｹｲﾀ
 8044 田坂 龍駕(2)   354 小牧 大晟(1)

ﾀｻｶ ﾘｮｳｶﾞ ｺﾏｷ ﾀｲｾｲ
 8041 五味 慎太郎(2)   337 有賀 匠吾(2)

ｺﾞﾐ ｼﾝﾀﾛｳ ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ
 2   4 宮田中(A)  8196 野溝 兼佑(2)     52.23  2   5 伊那弥生ヶ丘高  443 竹越 勇斗(2)     44.92 

ﾐﾔﾀﾞﾁｭｳA ﾉﾐｿﾞ ｹﾝｽｹ ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ﾀｹｺﾞｼ ﾕｳﾄ
 8201 保科 陽斗(1)   454 瀧澤 直希(1)

ﾎｼﾅ ﾊﾙﾄ ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ
 8207 大前 侑也(1)   445 山田 海斗(2)

ｵｵﾏｴ ﾕｳﾔ ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ
 8198 中島 温(2)   449 三沢 和輝(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙ ﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ
 3   6 飯田高陵中  8444 塩澤 慎(1)     53.52  3   3 赤穂高   484 西澤 歩夢(1)     45.56 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｼｵｻﾞﾜ ｼﾝ ｱｶﾎｺｳ ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾕﾑ
 8442 椎谷 芳貴(1)   476 浦野 晃平(2)

ｼｲﾔ ﾖｼｷ ｳﾗﾉ ｺｳﾍｲ
 8443 九貫 琉史(1)   486 田中 敦也(1)

ｸﾇｷ ﾘｭｳｼﾞ ﾀﾅｶ ｱﾂﾔ
 8454 春原 賢(2)   489 松田 拓巳(1)

ｽﾉﾊﾗ ｹﾝ ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ
 4   7 南箕輪中(A)  8050 大木 尊仁(2)     56.27  4   6 伊那東部中  8103 藤村 太士(1)     50.09 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳA ｵｵｷ ﾀｶﾄ ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｲｼ
 8051 石原 一輝(2)  8142 赤羽 快(2)

ｲｼﾊﾗ ｲﾂｷ ｱｶﾊﾈ ｶｲ
 8053 唐澤 将貴(1)  8131 土屋 颯太(2)

ｶﾗｻﾜ ｼｮｳｷ ﾂﾁﾔ ｿｳﾀ
 8054 倉田 晃輔(1)  8143 坪木 涼佑(2)

ｸﾗﾀ ｺｳｽｹ ﾂﾎﾞｷ ﾘｮｳｽｹ
 5   8 宮田中(B)  8205 五十嵐 亜聖(1)     56.33  5   7 辰野中(A)  7964 ﾛﾍﾟｽ田中ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ     50.99 

ﾐﾔﾀﾞﾁｭｳB ｲｶﾞﾗｼ ｱｾｲ ﾀﾂﾉﾁｭｳA ﾛﾍﾟｽ ﾀﾅｶ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ
 8194 浦野 芳希(2)  7961 池田 隆峨(2)

ｳﾗﾉ ﾖｼｷ ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｶﾞ
 8197 山中 章多(2)  7959 松田 竜介(2)

ﾔﾏﾅｶ ｼｮｳﾀ ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ
 8202 西澤 岳大(1)  7963 宮澤 駿也(2)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ
 6   2 辰野中(B)  7954 河崎 充琉(1)     58.81  6   2 開成中  7113 高橋 伸英(2)     51.30 

ﾀﾂﾉﾁｭｳB ｶﾜｻｷ ﾐﾘｭｳ ｶｲｾｲﾁｭｳ ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ
 7952 廣島 壮(1)  7110 宮入 大輝(2)

ﾋﾛｼﾏ ｿｳ ﾐﾔｲﾘ ﾊﾙｷ
 7951 澤井 勇斗(1)  7111 有江 禅(2)

ｻﾜｲ ﾊﾔﾄ ｱﾘｴ ｾﾞﾝ
 7950 井内 悠人(1)  7112 山田 啓介(2)

ｲｳﾁ ﾕｳﾄ ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ
 7   5 箕輪中(C)  7991 佐藤 陽太(1)     59.13  7   8 箕輪中(A)  7998 青木 羽琉(1)     52.38 

ﾐﾉﾜﾁｭｳC ｻﾄｳ ﾖｳﾀ ﾐﾉﾜﾁｭｳA ｱｵｷ ﾊﾙ
 7997 根橋 諒介(1)  8005 唐澤 伊織(1)

ﾈﾊﾞｼ ﾘｮｳｽｹ ｶﾗｻﾜ ｲｵﾘ
 8000 上田 柊佑(1)  8002 山口 智也(1)

ｳｴﾀﾞ ｼｭｳ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ
 7994 山口 陽也(1)  8034 池上 雅哉(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾔ ｲｹｶﾞﾐ ﾏｻﾔ
  1 箕輪中(B)  7992 那須 凜太郎(1)  8   1 伊那中(A)  8091 北原 響(1)     53.71 

ﾐﾉﾜﾁｭｳB ﾅｽ ﾘﾝﾀﾛｳ 失格 ｲﾅﾁｭｳA ｷﾀﾊﾗ ﾋﾋﾞｷ
 8001 田中 優一(1) R1(1-2)  8090 征矢 超(2)

ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁ ｿﾔ ｺﾕﾙ
 7990 大槻 心(1)  8092 齋藤 晃希(1)

ｵｵﾂｷ ｼﾝ ｻｲﾄｳ ｺｳｷ
 7999 竹内 蒼太朗(1)  8088 三澤 優太(2)

ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾛｳ ﾐｻﾜ ﾕｳﾀ

男子

４×１００ｍ



   1 上伊那農高     44.72 久保田 光太郎(新谷 佳汰(2) 小牧 大晟(1) 有賀 匠吾(2)   2   1
   2 伊那弥生ヶ丘高     44.92 竹越 勇斗(2) 瀧澤 直希(1) 山田 海斗(2) 三沢 和輝(2)   2   2
   3 赤穂高     45.56 西澤 歩夢(1) 浦野 晃平(2) 田中 敦也(1) 松田 拓巳(1)   2   3
   4 伊那東部中     50.09 藤村 太士(1) 赤羽 快(2) 土屋 颯太(2) 坪木 涼佑(2)   2   4
   5 南箕輪中(B)     50.12 武井 海斗(2) 伊藤 嶺(2) 田坂 龍駕(2) 五味 慎太郎(2)  1   1
   6 辰野中(A)     50.99 ﾛﾍﾟｽ田中ｶﾞﾌﾞﾘｴ池田 隆峨(2) 松田 竜介(2) 宮澤 駿也(2)   2   5
   7 開成中     51.30 高橋 伸英(2) 宮入 大輝(2) 有江 禅(2) 山田 啓介(2)   2   6
   8 宮田中(A)     52.23 野溝 兼佑(2) 保科 陽斗(1) 大前 侑也(1) 中島 温(2)   1   2
   9 箕輪中(A)     52.38 青木 羽琉(1) 唐澤 伊織(1) 山口 智也(1) 池上 雅哉(2)   2   7
  10 飯田高陵中     53.52 塩澤 慎(1) 椎谷 芳貴(1) 九貫 琉史(1) 春原 賢(2)   1   3
  11 伊那中(A)     53.71 北原 響(1) 征矢 超(2) 齋藤 晃希(1) 三澤 優太(2)   2   8
  12 南箕輪中(A)     56.27 大木 尊仁(2) 石原 一輝(2) 唐澤 将貴(1) 倉田 晃輔(1)   1   4
  13 宮田中(B)     56.33 五十嵐 亜聖(1)浦野 芳希(2) 山中 章多(2) 西澤 岳大(1)   1   5
  14 辰野中(B)     58.81 河崎 充琉(1) 廣島 壮(1) 澤井 勇斗(1) 井内 悠人(1)   1   6
  15 箕輪中(C)     59.13 佐藤 陽太(1) 根橋 諒介(1) 上田 柊佑(1) 山口 陽也(1)   1   7

男子

４×１００ｍＲ
タイムレース

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4順位 所属名 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1



決勝 8月31日 13:30

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

1m60 1m65 1m70 1m75
竹内 陽哉(1) 高校 - - - - - - - O O XO
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ 赤穂高 XO XXO XO XXX
下村 考輝(2) 中学 - - - - - - - - O O
ｼﾓﾑﾗ ｺｳｷ 宮田中 O XXO XXX
赤羽 快(2) 中学 - - - - - - - - O XO
ｱｶﾊﾈ ｶｲ 伊那東部中 XO XXO XXX
土屋 颯太(2) 中学 - - - - - - - - O O
ﾂﾁﾔ ｿｳﾀ 伊那東部中 XXO XXX
伊藤 嶺(2) 中学 - - - - - - - O O XXO
ｲﾄｳ ﾚｲ 南箕輪中 XXX
坪木 涼佑(2) 中学 - - - - - - - - XO XXX
ﾂﾎﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 伊那東部中
宮入 大輝(2) 中学 - - O O O O O O XXX
ﾐﾔｲﾘ ﾊﾙｷ 開成中
唐澤 伊織(1) 中学 - - - O O O O XXX
ｶﾗｻﾜ ｲｵﾘ 箕輪中
有賀 柾宗(1) 中学 O XO O XXO XXX
ｱﾙｶﾞ ﾏｻﾑﾈ 箕輪中
竹内 蒼太朗(1) 中学 O O XXX
ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾛｳ 箕輪中
松下 琉生(1) 中学 欠場
ﾏﾂｼﾀ ﾙｲ 宮田中

2  8209

 1.25

10 3  7999  1.15

9 1  7995

 1.45

8 6  8005  1.40

7 4  7110

 1.55

6 5  8143  1.50

5 8  8049

 1.65

4 10  8131  1.60

3 7  8142

1m35

 1.70

2 9  8199  1.65

1 11   485

ﾅﾝﾊﾞｰ 備考
1m10 1m15 1m20

所属名 記録
1m50 1m551m40 1m45

氏  名順位 試技

男子

走高跳

1m25 1m30



決勝 8月31日  9:00

県新(KR)             5.40
県高校新(HR)         5.11
県中学新(JR)         4.75

4m05
伊藤 拓也 一般 - - - - - - XO XO O O
ｲﾄｳ ﾀｸﾔ ｻﾝ工業 XXX
石原 一輝(2) 中学 XO O O XO XO XXX
ｲｼﾊﾗ ｲﾂｷ 南箕輪中

氏  名順位 試技

男子

棒高跳

2m30 2m40
備考

2m00 2m10 2m20
所属名 記録

3m80 3m953m40 3m602m50

 3.95

2 1  8051  2.40

1 2  9166

ﾅﾝﾊﾞｰ



決勝 8月31日  9:00

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

松田 拓巳(1) 高校    X   5.83    X    5.83 
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ 赤穂高   +0.3    +0.3
上柳 凌平 一般   5.81   5.41   5.62    5.81 
ｳｴﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 上伊那郡陸協   -0.2   -0.6   +0.2    -0.2
五味 慎太郎(2) 中学    X   5.48    X    5.48 
ｺﾞﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 南箕輪中   -0.8    -0.8
西野 瑛修(1) 高校   5.32    X   4.97    5.32 
ﾆｼﾉ ｱｷｻﾈ 駒ヶ根工高   +0.9   +1.2    +0.9
武井 海斗(2) 中学   5.23   5.27   5.30    5.30 
ﾀｹｲ ｶｲﾄ 南箕輪中   +0.3   -0.1   +0.9    +0.9
小田切 民朗(1) 高校   4.24   5.10   4.56    5.10 
ｺﾀｷﾞﾘ ﾀﾐｵ 駒ヶ根工高   +0.5   +2.8   +1.0    +2.8
前田 真孝 一般   4.72   4.50   4.92    4.92 
ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ   +1.6   -1.5   -0.1    -0.1
那須 凜太郎(1) 中学    X   4.71   3.71    4.71 
ﾅｽ ﾘﾝﾀﾛｳ 箕輪中   +1.1   +0.9    +1.1
井口 陽稀(1) 中学   4.18   3.27    -    4.18 
ｲｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 箕輪中   +0.3   +1.2    +0.3
高橋 伸英(2) 中学   3.57   3.99   4.08    4.08 
ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 開成中   +0.8   +0.8   +0.4    +0.4
城倉 伸紀(1) 中学    X   4.03   4.06    4.06 
ｼﾞｮｳｸﾗ ﾉﾌﾞｷ 宮田中   +0.1   +0.4    +0.4
三石 諒(1) 中学   3.90   3.76   3.83    3.90 
ﾐﾂｲｼ ﾘｮｳ 飯田高陵中   +2.0   +1.2   +0.8    +2.0
大澤 翔成(1) 中学   3.87   3.67   3.77    3.87 
ｵｵｻﾜ ｶｲｾｲ 宮田中   +1.7   +0.4   +0.8    +1.7
加藤 大起(2) 高校    X    X   3.78    3.78 
ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 伊那弥生ヶ丘高   +0.1    +0.1
小林 巧夢(1) 中学   3.51    X    X    3.51 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾑ 宮田中   +2.0    +2.0
小山 大河(1) 中学    X   2.26    X    2.26 
ｺﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 宮田中   +0.1    +0.1

試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録-1-

男子

走幅跳

-2- -3-氏  名 所属名

  504

3 13  8041

 9060

備考
1 16   489

順位

2 15

6 10   505

5 11  8042

4 14

8 9  7992

7 12  9119

10 6  7113

9 4  7993

12 7  8445

11 5  8206

14 8   448

13 3  8203

16 1  8204

15 2  8211



決勝 8月31日 11:30

県新(KR)            16.11

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
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 8月31日 11:30

県高校新(HR)        14.76

中山 友陽(1) 高校
ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾊﾙ 赤穂高

男子

砲丸投(6.000kg)

-4-氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 備考
1 1   491  6.76

-5- -6- 記録-2- -3-

  8.42  8.42  8.06

 8.59  8.78  7.812 1  9004

 11.98 11.72 11.98

  8.78 

備考
1 2  9005   X

-5- -6- 記録-2- -3-

男子

砲丸投(7.260kg)

-4-氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ



決勝 8月31日 14:00

県新(KR)            50.52

小林 正夫 一般
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｵ 西箕輪AC
小林 和夫 一般
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 上伊那郡陸協
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 8月31日 14:00

県高校新(HR)        45.21

中村 仁(1) 高校
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝ 上伊那農高
中山 友陽(1) 高校
ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾊﾙ 赤穂高
相川 隆太郎(2) 高校
ｱｲｶﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ 上伊那農高
安田 真拓(1) 高校
ﾔｽﾀﾞ ﾏﾋﾛ 赤穂高

決勝 8月31日 14:00

県中学新(JR)        39.00

田近 資武(3) 中学
ﾀﾁﾞｶ ﾓﾄﾑ 王滝中

中学男子

円盤投(1.500kg)

-4-氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 備考
1 1  6332   O

-5- -6- 記録-2- -3-

 28.00 28.00   O

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

男子

円盤投(1.750kg)

-6- 記録-2- -3- -4-氏  名 所属名 -1-

 24.95 24.95   X

備考
1 4   352   O

-5-

  O2 3   491  18.00 

3 2   342 17.52

  X 18.00

4 1   488

 17.52   O   O

 12.87 12.87   O   O

 20.94   O   X

 24.76 

3 2  9004 20.94

  X 24.76   O2 3  9065

 25.15   O 25.15

備考
1 1  9079   X

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

男子

円盤投(2.000kg)

-6-



決勝 8月31日 10:30

県新(KR)            62.50

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
小林 和夫 一般
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 上伊那郡陸協
福島 健一 一般
ﾌｸｼﾏ ｹﾝｲﾁ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

決勝 8月31日 10:30

県高校新(HR)        57.29

中村 仁(1) 高校
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝ 上伊那農高
安田 真拓(1) 高校
ﾔｽﾀﾞ ﾏﾋﾛ 赤穂高

-1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

男子

ハンマー投(7.260㎏)

備考
1 3  9005   O

記録-2- -3-氏  名 所属名

  O2 2  9065

 46.68   O 46.68

 25.56 25.56   X

 30.23 

3 1  9006   X

30.23   O

男子

ハンマー投(6.000㎏)

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- 記録 備考
1 2   352   O   O

  X  11.90 

30.42  30.42 

2 1   488 11.90   O



決勝 8月31日  9:00

県中学新(JR)        72.60

手塚 嵐太(3) 中学
ﾃﾂﾞｶ ﾗﾝﾀ 小諸東中
田坂 龍駕(2) 中学
ﾀｻｶ ﾘｮｳｶﾞ 南箕輪中
倉田 晃輔(1) 中学
ｸﾗﾀ ｺｳｽｹ 南箕輪中
松澤 尚弥(3) 中学
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ 白馬中
中谷 太希(2) 中学
ﾅｶﾔ ﾋﾛｷ 辰野中

-2- -3-

中学男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

 8044

 52.83   O   O

備考
1 5  4293 52.83

記録

 40.04 

3 3  8054 36.50

  X 40.04   X2 4

  O4 2  6825

 36.50   X   O

 13.10   X   X

 30.18 

5 1  7962 13.10

30.18   O



決勝 8月31日 11:00

[ 1組] 風速 -2.9 [ 2組] 風速 -2.8

 1 安坂 友稀(3) 小学     10.68  1 加古 竜誠(3) 小学     10.60 
ﾔｽｻｶ ﾕｳｷ 飯島小 ｶｺ ﾘｭｳｾｲ 箕輪中部小

 2 片桐 蓮斗(2) 小学     11.06  2 永井 八紘(2) 小学     11.24 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾚﾝﾄ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ﾅｶﾞｲ ﾔﾋﾛ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 3 伊藤 岳都(3) 小学     11.53  3 鈴木 湊叶(1) 小学     11.25 
ｲﾄｳ ｶﾞｸﾄ 西箕輪小 ｽｽﾞｷ ﾐﾅﾄ 七久保小

 4 長谷部 岳(2) 小学     11.64  4 有賀 煌輝(3) 小学     11.39 
ﾊｾﾍﾞ ｶﾞｸ 伊那AC ｱﾙｶﾞ ｺｳｷ 西箕輪小

 5 向山 正信(3) 小学     11.74  5 三澤 悠斗(3) 小学     12.38 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾏｻﾉﾌﾞ 箕輪西小 ﾐｻﾜ ﾕｳﾄ 西箕輪小

 6 中城 大登(3) 小学     11.86 中村 優杜(3) 小学
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾋﾛﾄ 西箕輪小 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 飯島小

 7 宮澤 我維(1) 小学     13.29 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾞｲ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

 8 飯沼 大翔(2) 小学     13.30 
ｲｲﾇﾏ ﾋﾛﾄ 西箕輪小

[ 3組] 風速 -3.6 [ 4組] 風速 -1.6

 1 日野 羽琉(3) 小学     10.85  1 中島 泰助(2) 小学     10.40 
ﾋﾉ ﾊﾙ 箕輪中部小 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲｽｹ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 2 鎌倉 颯大(3) 小学     10.98  2 唐澤 智己(3) 小学     11.28 
ｶﾏｸﾗ ｿｳﾀ 西箕輪小 ｶﾗｻﾜ ﾄﾓｷ 箕輪西小

 3 井出 敢大(3) 小学     11.11  3 有賀 柚希(3) 小学     11.40 
ｲﾃﾞ ｶﾝﾀ 飯島小 ｱﾙｶﾞ ﾕｽﾞｷ 西箕輪小

 4 伊藤 大和(3) 小学     11.19  4 三澤 宥也(2) 小学     12.00 
ｲﾄｳ ﾔﾏﾄ 七久保小 ﾐｻﾜ ﾋﾛﾔ 西箕輪小

 5 佐々木 悠河(2) 小学     12.13  5 奥原 岳(1) 小学     12.89 
ｻｻｷ ﾕｳｶﾞ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ｵｸﾊﾗ ﾀｹﾙ 西箕輪小

 6 三澤 晴人(3) 小学     12.17 橋場 皓雅(3) 小学
ﾐｻﾜ ﾊﾙﾄ 西箕輪小 ﾊｼﾊﾞ ｺｳｶﾞ 飯島小

 7 原 颯醍(3) 小学     12.23 
ﾊﾗ ｿｳﾀﾞｲ 西箕輪小

[ 5組] 風速 -2.9 [ 6組] 風速 -2.1

 1 鈴木 晋(2) 小学     10.56  1 小山 謙太(3) 小学     10.57 
ｽｽﾞｷ ｼﾝ 西箕輪小 ｺﾔﾏ ｹﾝﾀ 箕輪中部小

 2 原 瞭佑(3) 小学     10.66  2 鈴木 琳汰(3) 小学     10.73 
ﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 西箕輪小 ｽｽﾞｷ ﾘﾝﾀ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 3 上野 颯佑(2) 小学     10.78  3 高林 樹(3) 小学     11.30 
ｳｴﾉ ｿｳｽｹ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｲﾂｷ 西箕輪小

 4 米澤 宗佑(3) 小学     10.94  4 清水 心(3) 小学     11.37 
ﾖﾈｻﾞﾜ ｿｳｽｹ 七久保小 ｼﾐｽﾞ ｼﾝ 西箕輪小

 5 井上 昴星(2) 小学     11.66  5 唐澤 巧(3) 小学     11.95 
ｲﾉｳｴ ｺｳｾｲ 西春近北小 ｶﾗｻﾜ ｺｳ 箕輪西小

 6 伊藤 敬人(3) 小学     12.53  6 北原 宗弦(2) 小学     11.99 
ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾄ 西箕輪小 ｷﾀﾊﾗ ｼｭｳｹﾞﾝ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 7 栁 淳也(3) 小学     14.00 
ﾔﾅｷﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 西箕輪小

[ 7組] 風速 -4.1

 1 山口 慧眞(3) 小学     11.27 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｼﾝ 西箕輪小

 2 熊谷 怜央(3) 小学     11.31 
ｸﾏｶﾞｲ ﾚｵ 箕輪中部小

 3 気賀澤 麗音(3) 小学     11.38 
ｹｶﾞｻﾜ ﾚｵﾝ 西箕輪小

 4 水町 心(3) 小学     11.75 
ﾐｽﾞﾏﾁ ｼﾝ 七久保小

 5 伊澤 陽奏(2) 小学     11.80 
ｲｻﾜ ﾋﾅﾀ 西箕輪小

 6 滝澤 耀斗(2) 小学     13.38 
ﾀｷｻﾞﾜ ｱｷﾄ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

4  9032

6  9084

3  9050

8  9086

5  9146

2  9095
氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

6  9110

7  9038

8  9138

4  9096

2  9090

3  9040

5  9148
氏  名 所属名 記録／備考

3  9082

8  9076

 9051

7  9030

6  9088

5

4  9109
氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

6  9125
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

8

5  9111

8  9093

2  9107

7  9139

4  9034
氏  名 所属名 記録／備考

 9089

2  9092

 90275

3  9049

7  9122

順 ﾚｰﾝ No.

6  9085

4  9157

欠場

4  9094

氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

7  9052

3  9128

6  9144

8  9108

所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

5  9023

7  9103

6  9115

3  9099

2  9135

5  9017

1  9081

4  9037

8  9121

小学123年男子

６０ｍ

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名



   1 中島 泰助(2) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     10.40 (-1.6)   4   1
   2 鈴木 晋(2) 小学 西箕輪小     10.56 (-2.9)   5   1
   3 小山 謙太(3) 小学 箕輪中部小     10.57 (-2.1)   6   1
   4 加古 竜誠(3) 小学 箕輪中部小     10.60 (-2.8)   2   1
   5 原 瞭佑(3) 小学 西箕輪小     10.66 (-2.9)   5   2
   6 安坂 友稀(3) 小学 飯島小     10.68 (-2.9)   1   1
   7 鈴木 琳汰(3) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     10.73 (-2.1)   6   2
   8 上野 颯佑(2) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     10.78 (-2.9)   5   3
   9 日野 羽琉(3) 小学 箕輪中部小     10.85 (-3.6)   3   1
  10 米澤 宗佑(3) 小学 七久保小     10.94 (-2.9)   5   4
  11 鎌倉 颯大(3) 小学 西箕輪小     10.98 (-3.6)   3   2
  12 片桐 蓮斗(2) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     11.06 (-2.9)   1   2
  13 井出 敢大(3) 小学 飯島小     11.11 (-3.6)   3   3
  14 伊藤 大和(3) 小学 七久保小     11.19 (-3.6)   3   4
  15 永井 八紘(2) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     11.24 (-2.8)   2   2
  16 鈴木 湊叶(1) 小学 七久保小     11.25 (-2.8)   2   3
  17 山口 慧眞(3) 小学 西箕輪小     11.27 (-4.1)   7   1
  18 唐澤 智己(3) 小学 箕輪西小     11.28 (-1.6)   4   2
  19 高林 樹(3) 小学 西箕輪小     11.30 (-2.1)   6   3
  20 熊谷 怜央(3) 小学 箕輪中部小     11.31 (-4.1)   7   2
  21 清水 心(3) 小学 西箕輪小     11.37 (-2.1)   6   4
  22 気賀澤 麗音(3) 小学 西箕輪小     11.38 (-4.1)   7   3
  23 有賀 煌輝(3) 小学 西箕輪小     11.39 (-2.8)   2   4
  24 有賀 柚希(3) 小学 西箕輪小     11.40 (-1.6)   4   3
  25 伊藤 岳都(3) 小学 西箕輪小     11.53 (-2.9)   1   3
  26 長谷部 岳(2) 小学 伊那AC     11.64 (-2.9)   1   4
  27 井上 昴星(2) 小学 西春近北小     11.66 (-2.9)   5   5
  28 向山 正信(3) 小学 箕輪西小     11.74 (-2.9)   1   5
  29 水町 心(3) 小学 七久保小     11.75 (-4.1)   7   4
  30 伊澤 陽奏(2) 小学 西箕輪小     11.80 (-4.1)   7   5
  31 中城 大登(3) 小学 西箕輪小     11.86 (-2.9)   1   6
  32 唐澤 巧(3) 小学 箕輪西小     11.95 (-2.1)   6   5
  33 北原 宗弦(2) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     11.99 (-2.1)   6   6
  34 三澤 宥也(2) 小学 西箕輪小     12.00 (-1.6)   4   4
  35 佐々木 悠河(2) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     12.13 (-3.6)   3   5
  36 三澤 晴人(3) 小学 西箕輪小     12.17 (-3.6)   3   6
  37 原 颯醍(3) 小学 西箕輪小     12.23 (-3.6)   3   7
  38 三澤 悠斗(3) 小学 西箕輪小     12.38 (-2.8)   2   5
  39 伊藤 敬人(3) 小学 西箕輪小     12.53 (-2.9)   5   6
  40 奥原 岳(1) 小学 西箕輪小     12.89 (-1.6)   4   5
  41 宮澤 我維(1) 小学 中川陸上ｸﾗﾌﾞ     13.29 (-2.9)   1   7
  42 飯沼 大翔(2) 小学 西箕輪小     13.30 (-2.9)   1   8
  43 滝澤 耀斗(2) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     13.38 (-4.1)   7   6
  44 栁 淳也(3) 小学 西箕輪小     14.00 (-2.1)   6   7 9110
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順位 No. 氏  名

小学123年男子

６０ｍ
タイムレース

備考



決勝 8月31日  9:35

県小学新(ER)        12.27

[ 1組] 風速 -1.5 [ 2組] 風速 -0.9

 1 木本 敦士(4) 小学     16.08  1 麦島 凌太(4) 小学     16.44 
ｷﾓﾄ ｱﾂﾄ 箕輪中部小 ﾑｷﾞｼﾏ ﾘｮｳﾀ 飯島小

 2 北原 蓮月(4) 小学     16.29  2 埋橋 皇志(4) 小学     17.40 
ｷﾀﾊﾗ ﾊﾂﾞｷ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ｳｽﾞﾊｼ ｺｳｼ 伊那AC

 3 田野井 奏仁(4) 小学     16.46  3 塩澤 拓士(4) 小学     17.72 
ﾀﾉｲ ｶﾅﾄ 西春近北小 ｼｵｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 4 唐澤 陽大(4) 小学     17.07  4 本道 晴貴(4) 小学     18.03 
ｶﾗｻﾜ ﾖｳﾀ 西箕輪小 ﾎﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｷ 箕輪中部小

 5 伊藤 海成(4) 小学     18.05  5 土岐 晋太郎(4) 小学     18.33 
ｲﾄｳ ｶｲｾｲ 箕輪西小 ﾄｷ ｼﾝﾀﾛｳ 箕輪西小
伊藤 大悟(4) 小学
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

   1 木本 敦士(4) 小学 箕輪中部小     16.08 (-1.5)   1   1
   2 北原 蓮月(4) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     16.29 (-1.5)   1   2
   3 麦島 凌太(4) 小学 飯島小     16.44 (-0.9)   2   1
   4 田野井 奏仁(4) 小学 西春近北小     16.46 (-1.5)   1   3
   5 唐澤 陽大(4) 小学 西箕輪小     17.07 (-1.5)   1   4
   6 埋橋 皇志(4) 小学 伊那AC     17.40 (-0.9)   2   2
   7 塩澤 拓士(4) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     17.72 (-0.9)   2   3
   8 本道 晴貴(4) 小学 箕輪中部小     18.03 (-0.9)   2   4
   9 伊藤 海成(4) 小学 箕輪西小     18.05 (-1.5)   1   5
  10 土岐 晋太郎(4) 小学 箕輪西小     18.33 (-0.9)   2   5 9136

 9024
 9159
 9133

 9078
 9102
 9019

 9129

備考 組 順位上位所属 所属名 記録（風）順位 No. 氏  名

タイムレース
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氏  名 所属名 記録／備考
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決勝 8月31日  9:55

県小学新(ER)        12.27

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -0.3

 1 松澤 結翔(5) 小学     14.68  1 太田 慶聖(5) 小学     15.12 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｲﾄ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ｵｵﾀ ｹｲｾｲ 箕輪中部小

 2 野村 陽斗(5) 小学     15.07  2 砂場 未蘭(5) 小学     15.47 
ﾉﾑﾗ ﾊﾙﾄ 伊那AC ｽﾅﾊﾞ ﾐﾗﾝ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 3 中村 翔輝(5) 小学     15.79  3 本島 遥馬(5) 小学     16.07 
ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｷ 西箕輪小 ﾓﾄｼﾞﾏ ﾊﾙﾏ 箕輪中部小

 4 安嶋 匠(5) 小学     16.00  4 伊藤 脩成(5) 小学     17.35 
ﾔｽｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 西箕輪小 ｲﾄｳ ｼｭｳｾｲ 西箕輪小

 5 福井 遼太(5) 小学     16.11 米山 閏悠(5) 小学
ﾌｸｲ ﾘｮｳﾀ 西箕輪小 ﾖﾈﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾕｳ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 岩下 陽向(5) 小学     18.35 西村 駿也(5) 小学
ｲﾜｼﾀ ﾋﾅﾀ 両小野小 ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 西箕輪小

[ 3組] 風速 -0.7

 1 唐澤 輝己(5) 小学     16.27 
ｶﾗｻﾜ ﾃﾙｷ 箕輪西小

 2 蟹澤 流衣(5) 小学     17.00 
ｶﾆｻﾜ ﾙｲ 伊那AC

 3 滝澤 秀斗(5) 小学     17.41 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾄ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 4 中川 蒼汰(5) 小学     17.54 
ﾅｶｶﾞﾜ ｿｳﾀ 伊那AC

 4 唐澤 拓実(5) 小学     17.54 
ｶﾗｻﾜ ﾀｸﾐ 箕輪中部小

 6 原田 和磨(5) 小学     18.12 
ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

   1 松澤 結翔(5) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     14.68 (0.0)   1   1
   2 野村 陽斗(5) 小学 伊那AC     15.07 (0.0)   1   2
   3 太田 慶聖(5) 小学 箕輪中部小     15.12 (-0.3)   2   1
   4 砂場 未蘭(5) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     15.47 (-0.3)   2   2
   5 中村 翔輝(5) 小学 西箕輪小     15.79 (0.0)   1   3
   6 安嶋 匠(5) 小学 西箕輪小     16.00 (0.0)   1   4
   7 本島 遥馬(5) 小学 箕輪中部小     16.07 (-0.3)   2   3
   8 福井 遼太(5) 小学 西箕輪小     16.11 (0.0)   1   5
   9 唐澤 輝己(5) 小学 箕輪西小     16.27 (-0.7)   3   1
  10 蟹澤 流衣(5) 小学 伊那AC     17.00 (-0.7)   3   2
  11 伊藤 脩成(5) 小学 西箕輪小     17.35 (-0.3)   2   4
  12 滝澤 秀斗(5) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     17.41 (-0.7)   3   3
  13 中川 蒼汰(5) 小学 伊那AC     17.54 (-0.7)   3   4
  13 唐澤 拓実(5) 小学 箕輪中部小     17.54 (-0.7)   3   4
  15 原田 和磨(5) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     18.12 (-0.7)   3   6
  16 岩下 陽向(5) 小学 両小野小     18.35 (0.0)   1   6 9161

 9016
 9156
 9026

 9012
 9083
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決勝 8月31日 10:15

県小学新(ER)        12.27

[ 1組] 風速 -1.9 [ 2組] 風速 -1.5

 1 新山 森哉(6) 小学     14.50  1 有賀 悠太(6) 小学     15.18 
ｱﾗﾔﾏ ｼﾝﾔ 西春近北小 ｱﾙｶﾞ ﾕｳﾀ 西箕輪小

 2 中澤 達也(6) 小学     15.01  2 湯澤 幸大(6) 小学     15.26 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 箕輪中部小 ﾕｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 3 駒井 裕紀(6) 小学     15.32  3 久保口 聖空(6) 小学     15.65 
ｺﾏｲ ﾋﾛｷ 箕輪中部小 ｸﾎﾞｸﾞﾁ ｾｲｱ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少
荒井 康汰(6) 小学  4 樋郡 凌雅(6) 小学     16.53 
ｱﾗｲ ｺｳﾀ 辰野西小 ﾋｺﾞｵﾘ ﾘｮｳｶﾞ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 5 宮下 徳久(6) 小学     16.72 
ﾐﾔｼﾀ ﾉﾘﾋｻ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

   1 新山 森哉(6) 小学 西春近北小     14.50 (-1.9)   1   1
   2 中澤 達也(6) 小学 箕輪中部小     15.01 (-1.9)   1   2
   3 有賀 悠太(6) 小学 西箕輪小     15.18 (-1.5)   2   1
   4 湯澤 幸大(6) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     15.26 (-1.5)   2   2
   5 駒井 裕紀(6) 小学 箕輪中部小     15.32 (-1.9)   1   3
   6 久保口 聖空(6) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     15.65 (-1.5)   2   3
   7 樋郡 凌雅(6) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     16.53 (-1.5)   2   4
   8 宮下 徳久(6) 小学 中川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.72 (-1.5)   2   5
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タイムレース

備考上位所属 所属名 記録（風） 組

4  9114

3  9036

順位

1  9025

5  9035

2  9106
氏  名 所属名 記録／備考

6  9113
欠場

3  9145

 9155

5  9077
氏  名 所属名 記録／備考

4

順 ﾚｰﾝ No.

小学6年男子

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No.



決勝 8月31日 10:35

県小学新(ER)      2,49.83

 1 中澤 一也(6) 小学   3,13.04 
ﾅｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 箕輪中部小

 2 矢澤 颯介(5) 小学   3,15.64 
ﾔｻﾞﾜ ｿｳｽｹ 駒ヶ根中沢RC

 3 玉木 輝(6) 小学   3,17.70 
ﾀﾏｷ ﾋｶﾙ 駒ヶ根中沢RC

 4 小松 竹千代(5) 小学   3,28.73 
ｺﾏﾂ ﾀｹﾁﾖ 駒ヶ根中沢RC

 5 清水 應佑(6) 小学   3,31.05 
ｼﾐｽﾞ ｵｳｽｹ 駒ヶ根中沢RC

 6 渋谷 悠斗(6) 小学   3,40.07 
ｼﾌﾞﾔ ﾕｳﾄ 駒ヶ根中沢RC

 7 小林 泰雅(5) 小学   3,44.49 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｶﾞ 箕輪中部小

 8 新井 結士(4) 小学   3,47.26 
ｱﾗｲ ﾕｳｼ 赤穂東小

 9 藤満 優樹(5) 小学   3,49.87 
ﾌｼﾞﾐﾂ ﾕｳｷ 駒ヶ根中沢RC

10 三澤 瑛太(5) 小学   3,55.37 
ﾐｻﾜ ｴｲﾀ 西箕輪小

11 原田 琉永(6) 小学   3,57.55 
ﾊﾗﾀﾞ ﾙｲﾄ 伊那AC

12 荻原 悠大(5) 小学   3,58.20 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 箕輪中部小

13 唐澤 陽大(4) 小学   4,02.20 
ｶﾗｻﾜ ﾖｳﾀ 西箕輪小

14 坂井 斗己彌(5) 小学   4,02.58 
ｻｶｲ ﾄｷﾔ 駒ヶ根中沢RC

15 鈴木 悠生(4) 小学   4,03.28 
ｽｽﾞｷ ﾕｲ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

16 松本 大輝(5) 小学   4,04.20 
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｲｷ 箕輪中部小

17 原 凜乃介(5) 小学   4,15.90 
ﾊﾗ ﾘﾝﾉｽｹ 伊那AC

18 岩下 陽向(5) 小学   4,29.57 
ｲﾜｼﾀ ﾋﾅﾀ 両小野小

19 宮下 悠仁(4) 小学   4,42.09 
ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙﾋﾄ 飯島小

20 向山 晴信(5) 小学   5,03.98 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾊﾙﾉﾌﾞ 箕輪西小
荒井 康汰(6) 小学
ｱﾗｲ ｺｳﾀ 辰野西小
小松 大輝(4) 小学
ｺﾏﾂ ﾀﾞｲｷ 箕輪中部小

14  9149
欠場

4  9113
欠場
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決勝 8月31日  9:20

県小学新(ER)        11.72

風速 +2.3

 1 吉田 壮志(6) 小学     16.63 
ﾖｼﾀﾞ ｿｳｼ 西箕輪小

 2 有賀 隼人(5) 小学     19.80 
ｱﾙｶﾞ ﾊﾔﾄ 西箕輪小

6  9105

5  9087

小学共通男子

８０ｍＨ(0.700m)

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.



決勝 8月31日 11:50

県小学新(ER)        50.67

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 西箕輪小  9091 三澤 瑛太(5)   1,03.62 

ﾆｼﾐﾉﾜｼｮｳ ﾐｻﾜ ｴｲﾀ
 9104 福井 遼太(5)

ﾌｸｲ ﾘｮｳﾀ
 9080 安嶋 匠(5)

ﾔｽｼﾞﾏ ﾀｸﾐ
 9100 中村 翔輝(5)

ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｷ
 2   3 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(A) 9028 砂場 未蘭(5)   1,04.35 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳA ｽﾅﾊﾞ ﾐﾗﾝ
 9026 原田 和磨(5)

ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾏ
 9031 滝澤 秀斗(5)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾄ
 9029 松澤 結翔(5)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｲﾄ

小学共通男子

４×１００ｍ

決勝



決勝 8月31日 12:10

県小学新(ER)         1.46

新山 森哉(6) 小学
ｱﾗﾔﾏ ｼﾝﾔ 西春近北小
有賀 隼人(5) 小学
ｱﾙｶﾞ ﾊﾔﾄ 西箕輪小
長谷部 陽(5) 小学
ﾊｾﾍﾞ ﾊﾙ 伊那AC
中村 翔輝(5) 小学
ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｷ 西箕輪小
安嶋 匠(5) 小学
ﾔｽｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 西箕輪小
伊藤 脩成(5) 小学
ｲﾄｳ ｼｭｳｾｲ 西箕輪小
原田 琉永(6) 小学
ﾊﾗﾀﾞ ﾙｲﾄ 伊那AC
西村 駿也(5) 小学 欠場
ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 西箕輪小

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名順位 試技

小学共通男子
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決勝 8月31日 11:00

県小学新(ER)         5.47

堀内 來夢(6) 小学   4.83   4.79   4.84    4.84 
ﾎﾘｳﾁ ﾗｲﾑ 両小野小   +4.5   +2.4   +4.6    +4.6
吉田 壮志(6) 小学   4.10    X   4.18    4.18 
ﾖｼﾀﾞ ｿｳｼ 西箕輪小   +1.9   +2.9    +2.9
有賀 悠太(6) 小学   3.82   4.07    X    4.07 
ｱﾙｶﾞ ﾕｳﾀ 西箕輪小   +3.0   +3.0    +3.0
白鳥 遥大(6) 小学   3.97    X    X    3.97 
ｼﾛﾄﾘ ﾊﾙﾄ 箕輪西小   +4.1    +4.1
中島 幸太(6) 小学   3.77   3.72   3.72    3.77 
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾀ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少   +4.4   +4.6   +3.4    +4.4
中澤 達也(6) 小学   3.57   3.72   3.56    3.72 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 箕輪中部小   +5.2   +3.1   +3.8    +3.1
古屋 大地(5) 小学   3.55   3.63   3.29    3.63 
ﾌﾙﾔ ﾀﾞｲﾁ 飯島小   +3.4   +2.8   +1.5    +2.8
北澤 凛大(5) 小学    X   3.19   3.18    3.19 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾝﾀ 飯島小   +1.3   +2.6    +1.3
井出 雄大(5) 小学   3.12   2.98   3.17    3.17 
ｲﾃﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 飯島小   +3.5   +3.8   +2.6    +2.6
田中 希龍(4) 小学   2.90   2.87   2.89    2.90 
ﾀﾅｶ ｷﾘｭｳ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ   +3.5   +2.2   +2.6    +3.5
青木 聡良(6) 小学 欠場
ｱｵｷ ｿﾗ 両小野小

8  9162

10 3  9116

9 1  9123

8 7  9131

7 2  9126

6 11  9155

5 5  9033
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2 9  9087
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決勝 8月31日  9:00

県小学新(ER)        61.92

本部 航汰(5) 小学
ﾎﾝﾌﾞ ｺｳﾀ 飯島小
白鳥 翔也(4) 小学
ｼﾛﾄﾘ ｼｮｳﾔ 箕輪西小
中澤 一也(6) 小学
ﾅｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 箕輪中部小
田中 宏太朗(6) 小学
ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ 西箕輪小
清水 瞭太(6) 小学
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ 西箕輪小
岡 丈翔(4) 小学
ｵｶ ﾀｹﾙ 箕輪中部小
福井 遼太(5) 小学
ﾌｸｲ ﾘｮｳﾀ 西箕輪小
小城 碧斗(5) 小学
ｺｼﾛ ｱｵﾄ 箕輪中部小
佐藤 悠汰(6) 小学
ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 箕輪中部小
湯澤 幸大(6) 小学
ﾕｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少
樋郡 凌雅(6) 小学
ﾋｺﾞｵﾘ ﾘｮｳｶﾞ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少
濵 颯司(5) 小学
ﾊﾏ ｿｳｼ 両小野小
北澤 陽生(5) 小学
ｷﾀｻﾞﾜ ﾖｳｾｲ 飯島小
大澤 瑛翔(4) 小学
ｵｵｻﾜ ｴｲﾄ 飯島小
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  O   O 34.604 3  9101

 40.02 40.02   O3 13  9154   O

  O   O2 10

1 5  9132 43.50

記録

 41.17 41.17

試技

 9141

 43.50   O   O

備考ﾅﾝﾊﾞｰ -2- -3-

小学共通男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

決勝

氏  名 所属名 -1-順位



決勝 8月31日 11:00

[ 2組] 風速 -2.8 [ 4組] 風速 -1.6

 1 林 旺史朗(2) 小学     10.39  1 宮下 礼誠(3) 小学     10.56 
ﾊﾔｼ ｵｳｼﾛｳ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾐﾔｼﾀ ﾗｲｾｲ 坂井小

[ 5組] 風速 -2.9 [ 7組] 風速 -4.1

 1 加藤 蓮音(1) 小学     11.84  1 嶽野 晟士(2) 小学     12.26 
ｶﾄｳ ﾚﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾀｹﾉ ｼﾞｮｳｼﾞ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

決勝 8月31日  9:35

県小学新(ER)        12.27

[ 2組] 風速 -0.9

鳥海 倖正(4) 小学
ﾄﾘｳﾐ ｺｳｾｲ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

決勝 8月31日 10:15

県小学新(ER)        12.27

[ 1組] 風速 -1.9

 1 遠藤 晄(6) 小学     14.10 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾘ 諏訪FA

 2 新井 大誠(6) 小学     14.22 
ｱﾗｲ ﾀｲｾｲ たかぎｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ

決勝 8月31日 10:35

県小学新(ER)      2,49.83

 1 熊谷 駿汰(6) 小学   3,10.43 
ｸﾏｶﾞｲ ｼｭﾝﾀ ISｼﾞｭﾆｱ

 2 栗原 賢(5) 小学   3,20.81 
ｸﾘﾊﾗ ｹﾝ 諏訪FA

 3 鳥海 倖正(4) 小学   3,56.72 
ﾄﾘｳﾐ ｺｳｾｲ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

決勝 8月31日  9:20

県小学新(ER)        11.72

風速 +2.3

嶽野 瑛人(4) 小学
ﾀｹﾉ ｴｲﾄ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

25

4  9056
欠場

ｵｰﾌﾟﾝ小学男子

８０ｍＨ(0.700m)

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

 9054

ｵｰﾌﾟﾝ小学男子

１０００ｍ

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
1  9003

24  9075

記録／備考

記録／備考
2  9074

7  9008

2  9054
欠場

ｵｰﾌﾟﾝ小6男子

１００ｍ

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

順 ﾚｰﾝ No.

ｵｰﾌﾟﾝ小4男子

１００ｍ

氏  名 所属名 記録／備考

7  9057
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

記録／備考
3  9048

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

ｵｰﾌﾟﾝ小123男子

６０ｍ

順 ﾚｰﾝ No.氏  名 所属名
2  9055

2  9053
氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月31日 11:00

県小学新(ER)         5.47

新井 大誠(6) 小学   4.28   4.27   4.08    4.28 
ｱﾗｲ ﾀｲｾｲ たかぎｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ   +2.0   +2.5   +3.6    +2.0

-2- -3- 記録 備考
1 10  9008

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

ｵｰﾌﾟﾝ小学男子

走幅跳
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