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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
期 日 令和４年９月３日（土）
主 催 上伊那陸上競技協会・伊那市・伊那市スポーツ協会陸上部

総 務 桐山 勝次
審 判 長 遠山 正洋
記録情報主任 桜井 健一

後 援 伊那市教育委員会・上伊那広域連合
主 管 上伊那陸上競技協会
会 場 伊那市陸上競技場（競技場コード：172030）

■ グラウンドコンディション
時刻 天候 風向 風速

(m/s)
気温
(℃)

湿度
(％)

8:40 雨 北西 0.6 22.6 84.0
9:00 雨 北西 0.4 23.3
10:00 曇り 北 0.6 25.2 75.0

80.0

■ この大会で樹立された記録

11:00 雨 北東 0.1 26.0 74.0

所属 従来の記録 備考
チーム名 ﾒﾝﾊﾞｰ(学年)

9月3日 男子 4×800mR 決勝 8:33.11

月日 クラス 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 記録 氏名(学年)

堀金中 猿田 創汰(3) 8:39.26 県中学新

木下 陽真人(3)
福田 晃大(3)
百瀬 柾宏(3)



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
女  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 女子 川上 南海(2) 2:25.22 真柴 愛里(3) 2:27.76 米澤 碧海(2) 2:33.97 橋本 心乃(1) 2:46.08
800m 赤穂中 春富中 南箕輪中 南箕輪中

 9/ 3 米村 衣咲(1) 5:30.63 大原 いろ花(1) 5:42.56 伊藤 優里(2) 6:23.51
1500m 駒ヶ根東中 駒ヶ根東中 中川中

 9/ 3 駒ヶ根東中    10:41.01 春富中    10:54.97
4×800m 羽生 凪(2) 真柴 愛里(3)

片桐 小春(3) 中原 芽久(3)
米村 衣咲(1) 北原 怜(3)
大原 いろ花(1) 小幡 ひまり(3)

 9/ 3 中学女子 北原 風花(1) 6:56.49 羽生 凪(2) 6:57.45 片桐 小春(3) 6:58.91 小川 美紗(2) 7:02.62 宮澤 和(2) 7:05.08 荻原 真柚(2) 7:19.74 千村 桜子(3) 7:23.41 中原 芽久(3) 7:23.98
2000m 箕輪中 駒ヶ根東中 駒ヶ根東中 赤穂中 赤穂中 箕輪中 宮田中 春富中

 9/ 3 小学女子 小川 紗凪(6) 3:24.61 下島 穂風(2) 4:04.25 小林 葵衣(5) 4:04.49 奧原 はな(5) 4:12.52
1000m 駒ヶ根中沢RC 駒ヶ根中沢RC 駒ヶ根中沢RC INAFRS



決勝 9月3日 10:25

長野県記録(NR)                2:05.78 山本 瑞                      小諸高           2011/10/29  
長野県高校記録(KR)            2:05.78 山本 瑞                      小諸             2011/10/29  
長野県中学記録(CR)            2:13.56 和田 有菜                    川中島           2014/7/19   

 1 川上 南海(2)   2:25.22 
ｶﾜｶﾐ ﾅﾐ 赤穂中

 2 真柴 愛里(3)   2:27.76 
ﾏｼﾊﾞ ｱｲﾘ 春富中

 3 米澤 碧海(2)   2:33.97 
ﾖﾈｻﾞﾜ ｱｵﾐ 南箕輪中

 4 橋本 心乃(1)   2:46.08 
ﾊｼﾓﾄ ｺｺﾉ 南箕輪中

  新井 柚香(2)      
ｱﾗｲ ﾕｽﾞｶ 中川中

4  8182

女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  8236

5  8328
DNS

2  8060

6  8043



決勝 9月3日  9:55

長野県記録(NR)                4:16.76 和田 有菜                    名城大           2018/5/5    
長野県高校記録(KR)            4:17.77 和田 有菜                    長野東           2017/6/24   
長野県中学記録(CR)            4:28.36 和田 有菜                    川中島           2013/8/22   

 1 米村 衣咲(1)   5:30.63 
ﾖﾈﾑﾗ ｲｻｷ 駒ヶ根東中

 2 大原 いろ花(1)   5:42.56 
ｵｵﾊﾗ ｲﾛﾊ 駒ヶ根東中

 3 伊藤 優里(2)   6:23.51 
ｲﾄｳ ﾕｳﾘ 中川中

女子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  8329

1  8279

3  8282



決勝 9月3日 11:25

長野県記録(NR)                9:37.84                              長野吉田高       2012/2/25   
                                      （木田 真美子・村上 りさ子・池田 文美・内山 成実）
長野県高校記録(KR)            9:37.84                              長野吉田高       2012/2/25   
                                      （木田 真美子・村上 りさ子・池田 文美・内山 成実）
長野県中学記録(CR)            9:48.98                              山辺中           2006/2/25   
                                      （鳥羽 詩織・上條 志織・上原 明日香・牛越 あかね）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   1 駒ヶ根東中  8264 羽生 凪(2)  10:41.01 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾊﾆｭｳ ﾅｷﾞ
 8259 片桐 小春(3)

ｶﾀｷﾞﾘ ｺﾊﾙ
 8279 米村 衣咲(1)

ﾖﾈﾑﾗ ｲｻｷ
 8282 大原 いろ花(1)

ｵｵﾊﾗ ｲﾛﾊ
 2   2 春富中  8182 真柴 愛里(3)  10:54.97 

ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ﾏｼﾊﾞ ｱｲﾘ
 8184 中原 芽久(3)

ﾅｶﾊﾗ ﾒｸﾞ
 8188 北原 怜(3)

ｷﾀﾊﾗ ﾚｲ
 8183 小幡 ひまり(3)

ｵﾊﾞﾀ ﾋﾏﾘ

女子

4×800m

決勝



決勝 9月3日 10:20

長野県中学記録(CR)            6:13.04 和田 有菜                    川中島           2014/10/4   

 1 北原 風花(1)   6:56.49 
ｷﾀﾊﾗ ﾌｳｶ 箕輪中

 2 羽生 凪(2)   6:57.45 
ﾊﾆｭｳ ﾅｷﾞ 駒ヶ根東中

 3 片桐 小春(3)   6:58.91 
ｶﾀｷﾞﾘ ｺﾊﾙ 駒ヶ根東中

 4 小川 美紗(2)   7:02.62 
ｵｶﾞﾜ ﾐｻ 赤穂中

 5 宮澤 和(2)   7:05.08 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉﾄﾞｶ 赤穂中

 6 荻原 真柚(2)   7:19.74 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾏﾕ 箕輪中

 7 千村 桜子(3)   7:23.41 
ﾁﾑﾗ ｻｸﾗｺ 宮田中

 8 中原 芽久(3)   7:23.98 
ﾅｶﾊﾗ ﾒｸﾞ 春富中

 9 小幡 ひまり(3)   7:27.00 
ｵﾊﾞﾀ ﾋﾏﾘ 春富中

10 北原 怜(3)   7:37.71 
ｷﾀﾊﾗ ﾚｲ 春富中

11 髙島 ことの(2)   7:38.99 
ﾀｶｼﾏ ｺﾄﾉ 赤穂中

12 三澤 佳奈(3)   8:01.13 
ﾐｻﾜ ｶﾅ 春富中

13 平澤 謡(1)   8:31.38 
ﾋﾗｻﾜｳﾀ 宮田中

14 羽柴 りえ(3)   8:34.36 
ﾊｼﾊﾞ ﾘｴ 駒ヶ根東中

  田畑 陽菜(3)      
ﾀﾊﾞﾀ ﾊﾙﾅ 春富中

  濱野 しおり(2)      
ﾊﾏﾉ ｼｵﾘ 宮田中

5  8264

中学女子

2000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
12  8020

13  8259

4  8235

2  8223

6  8016

16  8206

15  8184

3  8183

11  8188

8  8222

1  8189

10  8211

7  8263

DNS

9  8187
DNF

14  8190



決勝 9月3日  9:40

長野県小学生記録(ER)          3:03.46 牛越 あかね                  並柳             2004/5/1    

 1 小川 紗凪(6)   3:24.61 
ｵｶﾞﾜ ｻﾅ 駒ヶ根中沢RC

 2 下島 穂風(2)   4:04.25 
ｼﾓｼﾞﾏ ﾎﾉｶ 駒ヶ根中沢RC

 3 小林 葵衣(5)   4:04.49 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 駒ヶ根中沢RC

 4 奧原 はな(5)   4:12.52 
ｵｸﾊﾗ ﾊﾅ INAFRS

2  9104

小学女子

1000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  9102

1  9103

3  9101
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