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記録

8:33.11
チーム名

氏名(学年) 従来の記録

8:39.26
木下 陽真人(3)

百瀬 柾宏(3)
福田 晃大(3)

4×800mR 決勝

月日 クラス 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ
ﾒﾝﾊﾞｰ(学年)

猿田 創汰(3)9月3日 男子

■ グラウンドコンディション

令和４年９月３日（土）

伊那市教育委員会・上伊那広域連合
上伊那陸上競技協会・伊那市・伊那市スポーツ協会陸上部

伊那市陸上競技場（競技場コード：172030）
上伊那陸上競技協会主 管

期 日

記録情報主任
審 判 長

雨

第4回上伊那ディスタンストライアル
第69回伊那市民体育祭

記　録　集

会 場
総 務

桜井 健一
遠山 正洋
桐山 勝次

後 援
主 催

11:00

雨
雨

曇り

北西

■ この大会で樹立された記録

時刻 天候 気温
(℃)

湿度
(％)

風向 風速
(m/s)

8:40
9:00
10:00

堀金中

備考

県中学新

所属

25.2

22.6
23.3

26.0
75.0

84.0
80.0

74.0

北西
北

北東
0.6

0.6
0.4

0.1



ﾄﾗｯｸ審判長 遠山 正洋

ｽﾀｰﾄ審判長 小出 洋平
記録主任 桜井 健一

【開催日】 令和4年9月3日（土） 招集所審判長 小原 康雄

【主催団体】 上伊那陸上競技協会 決勝記録一覧表
(CR:県中学新) 男  子 【競技場】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

 9/ 3 男子 下島 凌空(3) 4:18.08 井沼 佑樹(1) 4:43.59 片桐 和真(1) 4:59.46 春日 大和(1) 5:16.36 板山 航大(1) 5:20.18 鈴木 名人(1) 5:24.62 三澤 祐仁(1) 5:27.54 木下 朝仁(1) 5:33.75
1500m 赤穂中 赤穂中 駒ヶ根東中 駒ヶ根東中 春富中 中川中 西箕輪中 駒ヶ根東中

 9/ 3 吉川 一平 10:24.26
3000m EASTERS

 9/ 3 上原 雄大 15:54.47 中村 優希 15:59.66 出澤 周大 16:06.08 奧原 謙一 16:10.29 北原 裕一 16:19.97 鈴木 昌幸 16:26.01 藤原 優介 16:30.95 日野 志朗 16:33.45
5000m RUNJOY INAFRS 上伊那陸協 INAFRS 上伊那陸協 INAFRS INAFRS RUNJOY

 9/ 3 堀金中     8:33.11 箕輪中     9:30.38 駒ヶ根東中    10:02.75
4×800m 猿田 創汰(3) CR 小林 泰雅(2) 上村 和音(2)

木下 陽真人(3) 武村 翔月(1) 坂井 千紘(2)
福田 晃大(3) 荻原 悠大(2) 片桐 和真(1)
百瀬 柾宏(3) 浦野 竜一(2) 竹村 基誉成(3)

 9/ 3 中学男子 滝澤 秀斗(2) 9:40.08 坂井 斗己彌(2) 9:51.53 浦野 竜一(2) 9:56.76 清水 應佑(3) 10:11.32 渋谷 悠斗(3) 10:18.97 武村 翔月(1) 10:30.41 上村 和音(2) 10:38.76 竹村 基誉成(3) 10:51.65
3000m 赤穂中 駒ヶ根東中 箕輪中 赤穂中 赤穂中 箕輪中 駒ヶ根東中 駒ヶ根東中

 9/ 3 小学男子 中城 大登(6) 3:11.23 荻原 翔真(4) 3:32.02 宮澤 智穏(5) 3:32.80 大島 力闘(5) 3:38.72 坂井 希弥向(3) 3:43.18 木下 蒼大(3) 3:48.74 奧原 岳(4) 3:54.64 坂井 莉功(3) 4:16.11
1000m 駒ヶ根中沢RC 箕輪TFC ﾘｭｼｵA.C 駒ヶ根中沢RC 駒ヶ根中沢RC 駒ヶ根中沢RC INAFRS 駒ヶ根中沢RC



決勝 9月3日 10:05

長野県記録(NR)                3:38.49 佐藤 清治                    佐久長聖高       1999/5/22   
長野県高校記録(KR)            3:38.49 佐藤 清治                    佐久長聖         1999/5/22   
長野県中学記録(CR)            3:56.20 和田 仁志                    赤穂             1983/9/18   

 1 下島 凌空(3)   4:18.08 
ｼﾓｼﾞﾏ ﾘｸ 赤穂中

 2 井沼 佑樹(1)   4:43.59 
ｲﾇﾏ ﾕｳｷ 赤穂中

 3 片桐 和真(1)   4:59.46 
ｶﾀｷﾞﾘ ｶｽﾞﾏ 駒ヶ根東中

 4 春日 大和(1)   5:16.36 
ｶｽｶﾞ ﾔﾏﾄ 駒ヶ根東中

 5 板山 航大(1)   5:20.18 
ｲﾀﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 春富中

 6 鈴木 名人(1)   5:24.62 
ｽｽﾞｷ ﾒｲﾄ 中川中

 7 三澤 祐仁(1)   5:27.54 
ﾐｻﾜ ﾕｳﾄ 西箕輪中

 8 木下 朝仁(1)   5:33.75 
ｷﾉｼﾀ ｱｻﾄ 駒ヶ根東中

 9 伊藤 光稀(1)   5:37.62 
ｲﾄｳ ﾐﾂｷ 南箕輪中

10 石見 蓮(2)   5:49.73 
ｲｼﾐ ﾚﾝ 中川中

11 飯島 誠大(1)   6:01.87 
ｲｲｼﾞﾏ ｾｲﾀ 春富中

12 酒井 勇輔(1)   6:18.16 
ｻｶｲ ﾕｳｽｹ 南箕輪中

13 伊藤 圭汰(1)   6:25.36 
ｲﾄｳ ｹｲﾀ 辰野中

  藤満 優樹(2)      
ﾌｼﾞﾐﾂ ﾕｳｷ 赤穂中

  吉原 宗志郞(2)      
ﾖｼﾊﾗ ｿｳｼﾛｳ 春富中

  鈴木 悠生(1)      
ｽｽﾞｷ ﾕｲ 中川中

  矢澤 颯介(2)      
ﾔｻﾞﾜ ｿｳｽｹ 赤穂中

  飯島 康成(2)      
ｲｲｼﾞﾏ ｺｳｾｲ 春富中

  横澤 奏生(2)      
ﾖｺｻﾜ ｶﾅｳ 中川中

11  8246

男子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  8226

6  8280

8  8282

4  8171

15  8313

1  8152

16  8275

2  8041

3  8321

14  8173

10  8043

7  7952

5  8240
DNS

12  8168
DNS

13  8327

DNS
19  8323

DNS

DNS
17  8234

DNS
18  8166



決勝 9月3日  9:10

長野県記録(NR)                7:54.68 大迫 傑                      早大             2012/9/9    
長野県高校記録(KR)            8:01.29 吉岡 大翔                    佐久長聖         2022/4/30   

 1 吉川 一平  10:24.26 
ﾖｼｶﾜ ｲｯﾍﾟｲ EASTERS

1  9000

男子

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月3日  8:40

長野県記録(NR)               13:20.80 大迫 傑                      早大             2013/11/17  
長野県高校記録(KR)           13:36.57 伊藤 大志                    佐久長聖         2020/11/15  

 1 上原 雄大  15:54.47 
ｳｴﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ RUNJOY

 2 中村 優希  15:59.66 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ INAFRS

 3 出澤 周大  16:06.08 
ﾃﾞｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 上伊那陸協

 4 奧原 謙一  16:10.29 
ｵｸﾊﾗ ｹﾝｲﾁ INAFRS

 5 北原 裕一  16:19.97 
ｷﾀﾊﾗ ﾕｳｲﾁ 上伊那陸協

 6 鈴木 昌幸  16:26.01 
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ INAFRS

 7 藤原 優介  16:30.95 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｽｹ INAFRS

 8 日野 志朗  16:33.45 
ﾋﾉ ｼﾛｳ RUNJOY

 9 宮下 晴貴  16:33.49 
ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙｷ RUNJOY

10 瀨戸 優孝(2)  16:34.62 
ｾﾄ ﾕﾀｶ 松本大

11 萩原 英雄  16:44.29 
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｵ RUNJOY

12 伊藤 康孝  16:54.17 
ｲﾄｳ ﾔｽﾀｶ INAFRS

13 田原 直貴  17:10.43 
ﾀﾊﾗ ﾅｵｷ INAFRS

14 松田 暁佳  17:38.98 
ﾏﾂﾀﾞ ｱｷﾖｼ RUNJOY

  渋谷 学      
ｼﾌﾞﾔ ﾏﾅﾌﾞ 下諏訪体協

  丸山 卓治      
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｼﾞ 上伊那陸協

1  9002

男子

5000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
12  9009

4  9015

7  9006

16  9016

3  9005

11  9004

2  9010

14  9007

13  9013

6  9011

9  9001

15  9003

10  9008

DNS

5  9012
DNS

8  9014



決勝 9月3日 11:10

長野県記録(NR)                8:01.37                              長野高専         2017/8/6    
                                      （高橋 一輝・廣瀬 洸・小池 勇飛・北原 廉）
長野県高校記録(KR)            8:08.34                              中野実高         1994/8/7    
                                      （目黒 聖典・佐藤 満喜・黒岩 新弥・田幸 将徳）
長野県中学記録(CR)            8:39.26                              塩尻広陵中       2014/3/15   
                                      （下村 勇喜・細野 拓歩・太田 裕真・折橋 翔太）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 堀金中  6683 猿田 創汰(3)   8:33.11 

ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ｻﾙﾀ ｿｳﾀ 県中学新
 6682 木下 陽真人(3)

ｷﾉｼﾀ ﾔﾏﾄ
 6685 福田 晃大(3)

ﾌｸﾀﾞ ｱｷﾋﾛ
 6681 百瀬 柾宏(3)

ﾓﾓｾ ﾏｻﾋﾛ
 2   2 箕輪中  8030 小林 泰雅(2)   9:30.38 

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｶﾞ
 8034 武村 翔月(1)

ﾀｹﾑﾗ ｶﾂﾞｷ
 8019 荻原 悠大(2)

ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ
 8029 浦野 竜一(2)

ｳﾗﾉ ﾘｭｳｲﾁ
 3   1 駒ヶ根東中  8271 上村 和音(2)  10:02.75 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｶﾐﾑﾗ ｶｽﾞﾄ
 8272 坂井 千紘(2)

ｻｶｲ ﾁﾋﾛ
 8280 片桐 和真(1)

ｶﾀｷﾞﾘ ｶｽﾞﾏ
 8265 竹村 基誉成(3)

ﾀｹﾑﾗ ｷﾖﾅﾘ

男子

4×800m

決勝



決勝 9月3日  9:10

長野県中学記録(CR)            8:30.96 吉岡 大翔                    川中島           2019/12/15  

 1 滝澤 秀斗(2)   9:40.08 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾄ 赤穂中

 2 坂井 斗己彌(2)   9:51.53 
ｻｶｲ ﾄｷﾔ 駒ヶ根東中

 3 浦野 竜一(2)   9:56.76 
ｳﾗﾉ ﾘｭｳｲﾁ 箕輪中

 4 清水 應佑(3)  10:11.32 
ｼﾐｽﾞ ｵｳｽｹ 赤穂中

 5 渋谷 悠斗(3)  10:18.97 
ｼﾌﾞﾔ ﾕｳﾄ 赤穂中

 6 武村 翔月(1)  10:30.41 
ﾀｹﾑﾗ ｶﾂﾞｷ 箕輪中

 7 上村 和音(2)  10:38.76 
ｶﾐﾑﾗ ｶｽﾞﾄ 駒ヶ根東中

 8 竹村 基誉成(3)  10:51.65 
ﾀｹﾑﾗ ｷﾖﾅﾘ 駒ヶ根東中

 9 平澤 澪(3)  10:53.99 
ﾋﾗｻﾜ ﾚｲ 宮田中

10 荻原 悠大(2)  11:09.89 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 箕輪中

11 保科 優太(2)  11:11.41 
ﾎｼﾅ ﾕｳﾀ 宮田中

12 坂井 千紘(2)  11:23.22 
ｻｶｲ ﾁﾋﾛ 駒ヶ根東中

13 新井 海吏(2)  11:23.26 
ｱﾗｲ ｶｲﾘ 宮田中

14 上田 玲音(1)  12:28.32 
ｳｴﾀﾞ ﾚｵﾝ 箕輪中

15 白鬚 璃苑(1)  13:26.46 
ｼﾗﾋｹﾞ ﾘｵﾝ 箕輪中

16 山田 歩夢(2)  14:00.97 
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾕﾑ 箕輪中

  中澤 一也(3)      
ﾅｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 箕輪中

  玉木 寛人(1)      
ﾀﾏｷ ﾋﾛﾄ 中川中

13  8273

中学男子

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
17  8238

14  8029

11  8227

9  8221

8  8034

5  8271

3  8265

4  8219

18  8019

6  8190

15  8272

19  8192

16  8037

12  8036

10  8025

DNS

2  8009
DNS

7  8325



決勝 9月3日  9:30

長野県小学生記録(ER)          2:46.86 永田 航大                    波田             2021/12/11  

 1 中城 大登(6)   3:11.23 
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾋﾛﾄ 駒ヶ根中沢RC

 2 荻原 翔真(4)   3:32.02 
ｵｷﾞﾊﾗ ｼｭｳﾏ 箕輪TFC

 3 宮澤 智穏(5)   3:32.80 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾁｵﾝ ﾘｭｼｵA.C

 4 大島 力闘(5)   3:38.72 
ｵｵｼﾏ ﾘｷﾄ 駒ヶ根中沢RC

 5 坂井 希弥向(3)   3:43.18 
ｻｶｲ ｷﾖﾑ 駒ヶ根中沢RC

 6 木下 蒼大(3)   3:48.74 
ｷﾉｼﾀ ｿｳﾀ 駒ヶ根中沢RC

 7 奧原 岳(4)   3:54.64 
ｵｸﾊﾗ ﾀｹﾙ INAFRS

 8 坂井 莉功(3)   4:16.11 
ｻｶｲ ﾘｸ 駒ヶ根中沢RC

 9 青木 悠人(2)   4:25.40 
ｱｵｷ ﾕｳﾄ 駒ヶ根中沢RC

8  9101

小学男子

1000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  9103

6  9109

9  9104

4  9105

1  9107

7  9108

2  9102

5  9106
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