
主　　催

会    場

クラス 性別 距離

小学生 男子・女子 ２km

中学生 男子・女子 ２km

中学生 男子・女子 ３km

一般・高校 男子・女子 ３km

一般・高校 女子 ５km

一般・高校 男子 ８km

種　目 順　位 氏　名 所属名（学校） 記　録 氏　名 所属名（学校） 記　録

１位 三澤 岳士 安曇野かけっこ 6.51 原 梨珠 駒ヶ根中沢RC 7.22

２位 中城 大登 駒ヶ根中沢RC 7.00 熊谷 心陽 安曇野かけっこ 7.37

３位 村松 樹 ISｼﾞｭﾆｱ 7.26 小川 紗凪 駒ヶ根中沢RC 7.43

１位 上田 暖幸 赤穂中 7.58 宮澤 希 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 8.25

２位 髙野 徳之 赤穂中 7.59 御子柴 直美 諏訪市陸協 8.29

３位 後藤 大河 高森中 8.00 宮澤 咲歩 堀金中 8.32

１位 西澤 惟定 茅野東部中 9.40 川上 南海 赤穂中 10.40

２位 野島 将夫 三郷中 9.41 田畑 陽菜 春富中 10.53

３位 熊谷 駿汰 ISｼﾞｭﾆｱ 9.54 小川 美紗 赤穂中 10.58

１位 山下 千颯 上田千曲高 10.39

２位 矢澤 真秀 上伊那陸協 10.40

３位 熊谷 憲 安曇野AC 10.46

１位 伊藤 洸介 飯伊陸協 26.32 矢澤 美紀 上伊那陸協 20.00

２位 伊東 和也 飯伊陸協 27.03 大村 和 都市大塩尻高 21.36

３位 大村 一 癒しの森AC 27.06 竹花 明姫 上田千曲高 22.17

時刻 天候 気温℃ 風向 風速m/sec 湿度％ 備考

9:00 晴れ 1.2 南南西 1.0 54.0

10:00 晴れ 2.7 0.0 54.0

11:00 晴れ 3.4 南 1.0 54.0

気象状況
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競 技 結 果 男　　　子

第８９回　飯伊クロスカントリー大会

大坪　章男

原　宏旭

（公財）飯田市スポーツ協会

清水　美彦

2023年1月22日(日)

飯田市総合運動場陸上競技場特設コース

短距離･跳躍・投擲

中･長距離

中･長距離

男子１０名・女子１０名

２１名

男子８名・女子０名

３名

男子３６名・女子１６名

短距離･跳躍・投擲

期 日

記 録 ・ 情 報 主 任

審 判 長

総 務

中･長距離

飯田下伊那陸上競技協会

後　　援

４年～６年

参加区分

下伊那郡体育協会

飯田市教育委員会

参加人数

男子３２名・女子２７名

競技種目



順 位 No ｶ ｰ ﾄ ﾞ 氏 名 所 属 記 録

1 52 原 梨珠 駒ヶ根中沢RC 7.22

2 45 熊谷 心陽 安曇野かけっこ 7.37

3 55 小川 紗凪 駒ヶ根中沢RC 7.43

4 57 熊谷 莉子 ISｼﾞｭﾆｱ 7.46

5 44 坂本 由莉花 安曇野かけっこ 8.00

6 63 河野 花音 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 8.08

7 50 杉本 日咲 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 8.24

8 65 橋本 愛理奈 阿智村RC 8.30

9 53 下島 瑚雪 駒ヶ根中沢RC 8.32

10 47 熊井 栞渚 安曇野かけっこ 8.35

11 41 進藤 優花 諏訪FA 8.38

12 42 上原 聖愛 諏訪FA 8.39

13 56 本島 蓉子 ISｼﾞｭﾆｱ 8.48

14 51 中平 虹来 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 8.54

15 64 岡崎 恋華 阿智村RC 8.57

16 54 小林 葵衣 駒ヶ根中沢RC 9.02

17 49 水間 心花 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 9.07

18 48 曽根原 朱莉 安曇野かけっこ 9.13

19 46 三澤 侑奈 安曇野かけっこ 9.13

20 62 杉山 心春 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 9.21

21 67 園原 佳奈 阿智村RC 9.21

22 58 伊藤 深花 ISｼﾞｭﾆｱ 9.47

23 59 野村 安寿 ISｼﾞｭﾆｱ 9.52

24 66 水上 あかり 阿智村RC 9.56

25 61 金田 澪奈 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 10.08

26 43 杉本 泉 岡田小 10.14

27 60 村松 芽久 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 10.21

第89回飯伊ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ大会　小学生女子２kmの結果



順 位 No ｶ ｰ ﾄ ﾞ 氏 名 記 録

1 125 宮澤 希 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 8.25

2 121 御子柴 直美 諏訪市陸協 8.29

3 124 宮澤 咲歩 堀金中 8.32

4 122 小平 百葉 堀金中 8.40

5 123 杉本 結理 堀金中 8.42

6 127 柳 美結 高森中 9.13

7 129 宮嶋 咲穂 高森中 9.44

8 126 宮下 心花 高森中 10.04

9 128 林 亜樹 高森中 10.15

10 130 阿久澤 来夢 高森中 10.16

第89回飯伊ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ大会　中学生女子２kmの結果



順 位 No ｶ ｰ ﾄ ﾞ 氏 名 所 属 記 録

1 143 川上 南海 赤穂中 10.40

2 142 田畑 陽菜 春富中 10.53

3 144 小川 美紗 赤穂中 10.58

4 145 宮澤 和 赤穂中 11.22

5 136 荻原 真柚 箕輪TFC 11.22

6 131 杉本 由乃香 女鳥羽中 11.27

7 134 米澤 碧海 南箕輪中 11.31

8 146 菊地 遥奈 東御東部中 11.38

9 140 古林 なな花 高森中 11.39

10 138 後藤 朱里 ISｼﾞｭﾆｱ 11.43

11 132 日下部 小春 堀金中 11.56

12 139 飯澤 花歩 ISｼﾞｭﾆｱ 12.12

13 141 宮脇 悠莉 高森中 12.17

14 137 水野 眞子 ISｼﾞｭﾆｱ 12.24

15 135 橋本 心乃 南箕輪中 12.33

16 133 上條 あかり 茅野東部中 15.12

第89回飯伊ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ大会　中学生女子３kmの結果



順 位 No ｶ ｰ ﾄ ﾞ 氏 名 所 属 記 録

1 193 矢澤 美紀 上伊那陸協 20.00

2 192 大村 和 都市大塩尻高 21.36

3 191 竹花 明姫 上田千曲高 22.17

第89回飯伊ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ大会　一般・高校女子５kmの結果


