
第６２回飯伊陸上競技選手権大会

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】202050  飯田陸上競技場

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
08/19 小学　男子 宮内 斗輝(6) 3,07.16 石井 慎也(6) 3,08.49 大峡 和(6) 3,10.04 小林 大亮(6) 3,23.90 牧野 駆(5) 3,27.26 松下 純也(5) 3,29.68 仲田 源(4) 3,37.70 古林 拓哉(5) 3,41.14

１０００ｍ 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ
08/19 熊谷 尚紀(6) 4.40(0.0) 土屋賢志郎(6)3.79(+2.0) 片桐 碧尉(6) 3.53(+1.2) 三嶋 蒼生(5) 3.52(+0.9) 高見  海斗(5)3.12(+0.3) 松澤 嵐史(5) 3.05(+0.6)

走幅跳 小学生･いがら陸上 小学生･山本小 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭ 小学生･いがら陸上 小学生･清内路小 小学生･いがら陸上
08/19 宮井 大介(6) 56.38 堤 慎一郎(6) 50.26 伊藤 龍之介(6) 40.90 亀井光樹(6) 39.73 後藤 信之介(4) 33.44

ボール投 小学生･竜丘小 小学生･竜丘小 小学生･丸山小 小学生･山本小 小学生･天龍小
08/19 ｲｲﾀﾞｯｼｭ(A)       57.72 ISｼﾞｭﾆｱ     1,00.58 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)    1,01.89 山本小(A)     1,01.92 ｲｲﾀﾞｯｼｭ(B)     1,02.96 山本小(B)     1,03.14 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)    1,03.19 阿智村RC     1,05.94

４×１００ｍＲ 山川 滉生(5) 石井 慎也(6) 寺澤 勇紀(5) 土屋賢志郎(6) 高山 慎ノ介(4) 小田航士朗(6) 松崎 文哉(5) 山口 直央(5)
三石 隼斗(6) 松下 純也(5) 小林 大亮(6) 北澤大斗(6) 塩澤 昂(4) 濱島大地(6) 竹村 龍哉(5) 樋口 湊(6)
伊藤 和也(5) 牧野 駆(5) 宮内 斗輝(6) 宮崎真悟(6) 横前 耕太郎(5) 佐々木尚翔(6) 古林 拓哉(5) 原 佑希(6)
米山 諒(6) 大峡 和(6) 近藤 恵哉(6) 佐々木慎一(6) 片桐 碧尉(6) 内山康太(6) 林 力輝(5) 門野 義樹(5)

08/19 小４　男子  +2.0中原 晶(4) 14.83 塩澤 昂(4) 15.27 山上 蒼矢(4) 15.30 山口 慧(4) 15.87 宮島 拓斗(4) 16.32 木下 耀仁(4) 16.50 横田 善(4) 16.52 高山 慎ノ介(4) 16.62
１００ｍ 小学生･豊丘南小学校 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭ 小学生･喬木第一小学校 小学生･鼎小学校 小学生･喬木第一小学校 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭ

08/19 小５　男子  +1.7山川 滉生(5) 14.12 伊藤 和也(5) 14.27 寺澤 勇紀(5) 14.35 林 力輝(5) 14.79 松崎 文哉(5) 15.25 横前 耕太郎(5) 15.26 松下 純也(5) 15.32 古林 拓哉(5) 15.35
１００ｍ 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭ 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭ 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ

08/19 小６　男子  +2.8熊谷 尚紀(6) 13.32 米山 諒(6) 13.70 大峡 和(6) 13.86 三石 隼斗(6) 14.12 佐々木慎一(6) 14.36 近藤 恵哉(6) 14.53 齋藤 優哉(6) 14.86 近藤 柊斗(6) 15.00
１００ｍ 小学生･いがら陸上 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭ 小学生･山本小 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･丸山小 小学生･丸山小

08/18 中学　男子 松下 優太(3) 22.63 近藤 裕哉(2) 23.25 松島 竜平(3) 23.61 牧内 豪(3) 24.48 園原 昇汰(1) 25.08 近藤 雅哉(1) 25.25 鎌倉 渉(2) 25.29
２００ｍ 中学生･高森中 中学生･松川JAC 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中 中学生･阿智村RC 中学生･松川JAC 中学生･飯田高陵中

08/19 近藤 裕哉(2) 56.30 大内 健瑠(2) 58.86 塩沢 大樹(3) 59.93 久保敷 昇悟(2) 1,00.63 松﨑 健悟(1) 1,00.92 加藤 勝斗(2) 1,02.04 近藤 雅哉(1) 1,03.93
４００ｍ 中学生･松川JAC 中学生･飯田高陵中 中学生･高森中 中学生･旭ヶ丘中学校 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中 中学生･松川JAC

08/18 松澤 拓弥(3) 4,17.04 吉川 健成(3) 4,17.39 田畑 高明(2) 4,21.77 塩澤 耕大(3) 4,38.14 松下 湧登(3) 4,44.76 平栗 広大(3) 4,46.88 松下 哲也(1) 4,47.50 松﨑 健悟(1) 4,48.79
１５００ｍ 中学生･松川JAC 中学生･飯田高陵中 中学生･松川JAC 中学生･緑ヶ丘中 中学生･松川JAC 中学生･飯田高陵中 中学生･松川JAC 中学生･高森中

08/19 吉川 健成(3) 9,30.55 田畑 高明(2) 10,00.67 平栗 広大(3) 10,24.81 松下 哲也(1) 10,32.40 松下 湧登(3) 10,34.24 北原 和喜(2) 10,39.25 矢島 佳樹(2) 10,51.67 田畑 篤偲(2) 11,00.86
３０００ｍ 中学生･飯田高陵中 中学生･松川JAC 中学生･飯田高陵中 中学生･松川JAC 中学生･松川JAC 中学生･松川JAC 中学生･飯田高陵中 中学生･旭ヶ丘中学校

08/18  +0.3大内 健瑠(2) 19.00 熊谷 駿(3) 19.01 棚田 駿太(2) 19.82 下平 竜太(2) 20.75
１１０ｍＨ 中学生･飯田高陵中 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中 中学生･緑ヶ丘中

08/18 山岸 流唯(3) 1.55 篠田 治輝(2) 1.50 大内 健瑠(2) 1.50 加藤 勝斗(2) 1.45 岩﨑 一徹(2) 1.40 花井 有輝(2) 中学生･高森中 1.35
走高跳 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中 中学生･高森中 菅沼 翔紀(3) 中学生･高森中

08/18 吉川 勇太郎(2) 2.00
棒高跳 中学生･緑ヶ丘中

08/18 牧内 豪(3) 5.89(-1.2) 後藤 航平(3) 5.31(+0.4) 堀越 匡(2) 4.90(+1.4) 松本 光平(2) 4.77(-0.2) 手塚 貴郁(2) 4.70(-0.2) 小松 良樹(1) 4.55(-0.5) 市岡 朋弥(2) 4.07(+0.7) 池田 佳希(2) 4.06(-1.3)
走幅跳 中学生･飯田高陵中 中学生･高森中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･飯田高陵中 中学生･高森中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中

08/19 齋藤 進次郎(3) 11.25 牧内 豪(3) 11.00 宮島 雅貴(2) 9.23 菅沼 翔紀(3) 7.33 切石 拓也(2) 6.61 齋藤 天(2) 5.81 平岩 圭介(2) 5.72 渡辺 大晴(2) 5.60
砲丸投 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中 中学生･高森中 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中 中学生･高森中

08/18 齋藤 進次郎(3) 24.86 熊谷 駿(3) 23.56 北條 耕太(3) 20.63 切石 拓也(2) 16.26 飛澤 航太(1) 15.22 宮島 泰雅(2) 14.03 本島 右登(1) 13.94 平岩 圭介(2) 13.47
円盤投 中学生･飯田高陵中 中学生･高森中 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中 中学生･高森中 中学生･高森中 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中

08/19 熊谷 駿(3) 45.99 松島 竜平(3) 39.17 宮島 雅貴(2) 38.29 牛山 一成(2) 37.27 高田 雅也(1) 34.14 北條 耕太(3) 30.78 宮島 泰雅(2) 27.88 市岡 朋弥(2) 26.75
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学生･高森中 中学生･高森中 中学生･高森中 中学生･阿智村RC 中学生･高森中 中学生･高森中 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中

08/19 旭ヶ丘中学校      48.50 緑ヶ丘中       48.69 阿智村RC(A)       49.86 松川JAC 阿智村RC(B)       49.89 飯田高陵中(A)      50.38 高森中(C)       51.02 高森中(B)       53.56
４×１００ｍＲ 柴田 健人(1) 木下 博貴(1) 原 和輝(3) 小池 貫太(1) 園原 悠平(1) 切石 拓也(2) 塩沢 大樹(3) 光沢 佑人(2)

松村 慶大(3) 下平 和輝(2) 原 知也(3) 近藤 雅哉(1) 園原 昇汰(1) 大内 健瑠(2) 後藤 航平(3) 宮島 泰雅(2)
久保敷 昇悟(2) 米澤 和真(1) 宮崎 恭昭(3) 西永 佳樹(1) 牛山 一成(2) 鎌倉 渉(2) 山岸 流唯(3) 飛澤 航太(1)
熊谷 諒平(3) 下平 竜太(2) 熊谷 翔(3) 近藤 裕哉(2) 上田 裕介(2) 松本 光平(2) 菅沼 翔紀(3) 筒井 健斗(1)

08/19 中１　男子  +2.5園原 昇汰(1) 12.06 木下 博貴(1) 12.18 園原 悠平(1) 12.23 近藤 雅哉(1) 12.57 米澤 和真(1) 12.57 北原 昂希(1) 13.38 小池 貫太(1) 13.40 三石 智也(1) 13.49
１００ｍ 中学生･阿智村RC 中学生･緑ヶ丘中 中学生･阿智村RC 中学生･松川JAC 中学生･緑ヶ丘中 中学生･飯田高陵中 中学生･松川JAC 中学生･緑ヶ丘中

08/19 中学共通　男  +2.0松島 竜平(3) 11.64 近藤 裕哉(2) 11.64 松村 慶大(3) 11.79 熊谷 諒平(3) 11.81 牧内 豪(3) 11.91 下平 和輝(2) 12.20 椚谷 和久(2) 12.23 知沢 和輝(2) 12.49
１００ｍ 中学生･高森中 中学生･松川JAC 中学生･旭ヶ丘中学校 中学生･旭ヶ丘中学校 中学生･飯田高陵中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･高森中 中学生･高森中

08/19 一般　男子  +2.4岡田 英希(2) 11.13 金田 龍太朗(3) 11.58 久保田 真矢 11.61 三石 竜哉(1) 11.62 平田 友和(2) 11.63 吉川 涼平(1) 11.72 住吉 隼斗(1) 11.80 塩沢 直樹(2) 11.87
１００ｍ 高校生･松川高 高校生･飯田風越高 一般･Dream.A.C 高校生･飯田風越高 高校生･阿南高 高校生･松川高 高校生･松川高 高校生･松川高

08/19 塩沢 直樹(2) 52.46 池田 圭吾 53.77 横田 祥一(2) 54.54 宮下 晃輔(2) 54.61 丸山 玲央(1) 55.69 中平 満知留(1) 56.92 吉川 涼平(1) 57.51 溝呂木 一毅(2) 58.17
４００ｍ 高校生･松川高 一般･信大AC 高校生･飯田高 高校生･飯田風越高 高校生･松川高 高校生･飯田工業高 高校生･松川高 高校生･飯田風越高



第６２回飯伊陸上競技選手権大会

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】202050  飯田陸上競技場

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
08/18 溝呂木 一毅(2) 2,04.36 中嶋 康晴 2,08.64 宮下 大河(1) 2,14.04 平田 友和(2) 2,18.89 松下 京介(1) 2,19.49 近藤 織部(1) 2,22.39 福與 翼(1) 2,33.35

８００ｍ 高校生･飯田風越高 一般･Dream.A.C 高校生･飯田高 高校生･阿南高 高校生･松川高 高校生･飯田風越高 高校生･阿南高
08/19 宮澤 留以(3) 4,16.51 米山 祐貴 4,17.72 松山 克敏 4,21.02 原 武司 4,24.56 田畑 圭夫(1) 4,30.90 原島 怜也(1) 4,55.93 福與 翼(1) 5,17.25 飯島 綾人(1) 5,39.90

１５００ｍ 高校生･飯田高 一般･信大 一般･下伊那郡陸協 一般･下伊那郡陸協 高校生･飯田風越高 高校生･飯田風越高 高校生･阿南高 高校生･下伊那農業高
08/19 仁科 利弥 15,31.21 早野 吉信 15,35.49 原 武司 15,36.32 吉川 昇吾(2) 15,41.34 米山 祐貴 15,44.99 原 謙二郎(2) 15,55.32 松村 健一 16,11.44 松山 克敏 16,13.22

５０００ｍ 一般･飯田市陸協 一般･下伊那郡陸協 一般･下伊那郡陸協 高校生･飯田高 一般･信大 高校生･松川高 一般･下伊那郡陸協 一般･下伊那郡陸協
08/18   0.0中島 瑞樹(2) 16.00 竹内 一弘 17.59 篠田 匡史(2) 18.12 大野 聡士(1) 18.72 竹折 優太(1) 19.26 川口 純(1) 19.32

１１０ｍＨ 高校生･飯田高 一般･Dream.A.C 高校生･松川高 高校生･松川高 高校生･飯田風越高 高校生･飯田高
08/18 中島 瑞樹(2) 56.30 熊谷 憲 57.64 橋爪 孔明(2) 58.78 板花　啓太 59.63 下平 翔也(2) 1,00.51 竹内 一弘 1,00.79 吉川 涼平(1) 1,02.21 宮下 晃輔(2) 1,06.92

４００ｍＨ 高校生･飯田高 一般･ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ 高校生･飯田高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 高校生･飯田風越高 一般･Dream.A.C 高校生･松川高 高校生･飯田風越高
08/18 吉川 昇吾(2) 10,05.51 安藤 有史(1) 10,56.25 林 雄一郎(2) 10,58.40 田畑 圭夫(1) 11,06.52 原島 怜也(1) 11,53.73 宮下 亮(2) 12,46.82

３０００ｍＳＣ 高校生･飯田高 高校生･飯田風越高 高校生･飯田風越高 高校生･飯田風越高 高校生･飯田風越高 高校生･飯田高
08/18 矢島 朋幸 23,49.93 古島 玄平(1) 35,15.77

５０００ｍＷ 一般･飯伊陸協 高校生･松川高
08/18 本多 俊平 1.75 尾畑 元佳(2) 1.75 吉川 涼平(1) 1.75 篠田 匡史(2) 1.70 川口 純(1) 1.65 加藤 翔馬(1) 1.45

走高跳 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 高校生･飯田工業高 高校生･松川高 高校生･松川高 高校生･飯田高 高校生･飯田工業高
08/18 竹折 優太(1) 3.60 池田 圭吾 3.40

棒高跳 高校生･飯田風越高 一般･信大AC
08/18 岡田 英希(2) 6.20(-0.8) 本多 俊平 5.92(-0.4) 池田 圭吾 5.88(-0.2) 山岸 琳汰(1) 5.69(-0.3) 三石 竜哉(1) 5.28(-1.5) 勝野 裕太 5.27(-0.5)

走幅跳 高校生･松川高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 一般･信大AC 高校生･飯田工業高 高校生･飯田風越高 一般･Dream.A.C
08/19 成田 正崇(3)13.98(+4.4) 尾畑 元佳(2)12.04(+2.3)

三段跳 一般･至学館大 高校生･飯田工業高
08/19 片桐 秀美 8.71

砲丸投 一般･Dream.A.C
08/18 本多 俊平 25.58 松尾 崇文 23.98

円盤投 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 一般･Dream.A.C
08/18 横田 祥一(2) 36.53 本多 俊平 35.40 勝野 裕太 35.07 所澤 慎(2) 33.81 住吉 隼斗(1) 33.38 松下 聖(2) 28.75 菅沼 遼平(1) 26.67 宮下 大河(1) 20.87

やり投 高校生･飯田高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 一般･Dream.A.C 高校生･飯田工業高 高校生･松川高 高校生･飯田工業高 高校生･飯田工業高 高校生･飯田高
08/18 松川高       44.37 飯田高       45.62 飯田風越高       45.72 飯田工業高       46.42 Dream.A.C       47.37 阿南高       50.10

４×１００ｍＲ 丸山 玲央(1) 川口 純(1) 宮下 晃輔(2) 吉川 雅人(2) 片桐 秀美 林 佳希(1)
住吉 隼斗(1) 中島 瑞樹(2) 三石 竜哉(1) 小木曽 晃介(2) 松尾 崇文 平田 友和(2)
塩沢 直樹(2) 橋爪 孔明(2) 松村 理久(1) 中平 満知留(1) 竹内 一弘 松下 凌大(1)
岡田 英希(2) 横田 祥一(2) 下平 翔也(2) 山岸 琳汰(1) 勝野 裕太 加藤 循也(1)

08/19 飯田風越高(A)    3,34.51 松川高     3,38.22 Dream.A.C     3,39.32 飯田工業高     3,45.33 飯田風越高(B)    3,47.68 飯田高     3,53.01
４×４００ｍＲ 原田 大輔(2) 吉川 涼平(1) 久保田 真矢 小木曽 晃介(2) 三石 竜哉(1) 伊藤 匡(3)

溝呂木 一毅(2) 塩沢 直樹(2) 中嶋 康晴 中平 満知留(1) 近藤 織部(1) 宮澤 留以(3)
宮下 晃輔(2) 丸山 玲央(1) 竹内 一弘 脇田 マサユキ(2) 竹折 優太(1) 上薗 優(3)
下平 翔也(2) 岡田 英希(2) 松尾 将文 吉川 雅人(2) 松村 理久(1) 清水 晃司(1)

08/19 高校　男子 小林 勇太(2) 9.99 岡田 稜太(1) 9.34 川口 純(1) 8.57 脇田 マサユキ(2 7.71
砲丸投 高校生･阿南高 高校生･松川高 高校生･飯田高 高校生･飯田工業高

08/18 小林 勇太(2) 26.40 岡田 稜太(1) 24.67 脇田 マサユキ(2 21.40
円盤投 高校生･阿南高 高校生･松川高 高校生･飯田工業高



予選 8月19日  9:50
決勝 8月19日 14:04

大会新              10.90

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 -0.6

 1 丸山 玲央(1) 高校生     11.91  1 大野 聡士(1) 高校生     12.03 
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 松川高 ｵｵﾉ ｻﾄｼ 松川高

 2 吉川 雅人(2) 高校生     12.44  2 下平 翔也(2) 高校生     12.03 
ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾄ 飯田工業高 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼｮｳﾔ 飯田風越高

 3 松村 理久(1) 高校生     12.66  3 中平 満知留(1) 高校生     12.06 
ﾏﾂﾑﾗ ﾘｸ 飯田風越高 ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾐﾁﾙ 飯田工業高

 4 宮澤 斉次 一般     12.69  4 田畑 侑希(1) 高校生     12.15 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｲｼﾞ Dream.A.C ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｷ 下伊那農業高

 5 竹内 一弘 一般     12.90  5 池田 圭吾 一般     12.18 
ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ Dream.A.C ｲｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ 信大AC

 6 勝野 裕太 一般     12.93  6 加藤 循也(1) 高校生     13.51 
ｶﾂﾉ ﾕｳﾀ Dream.A.C ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ 阿南高

 7 林 佳希(1) 高校生     13.26 山岸 琳汰(1) 高校生
ﾊﾔｼ ﾖｼｷ 阿南高 ﾔﾏｷﾞｼ ﾘﾝﾀ 飯田工業高

[ 3組] 風速 +0.1 [ 4組] 風速 +0.7

 1 住吉 隼斗(1) 高校生     11.70 q  1 岡田 英希(2) 高校生     11.19 q
ｽﾐﾖｼ ﾊﾔﾄ 松川高 ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 松川高

 2 久保田 真矢 一般     11.74 q  2 金田 龍太朗(3) 高校生     11.54 q
ｸﾎﾞﾀ ｼﾝﾔ Dream.A.C ｶﾈﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 飯田風越高

 3 吉川 涼平(1) 高校生     11.82 q  3 平田 友和(2) 高校生     11.89 q
ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 松川高 ﾋﾗﾀ ﾄﾓｶｽﾞ 阿南高

 4 三石 竜哉(1) 高校生     11.83 q  4 横田 祥一(2) 高校生     11.98 
ﾐﾂｲｼ ﾘｭｳﾔ 飯田風越高 ﾖｺﾀ ｼｮｳｲﾁ 飯田高

 5 塩沢 直樹(2) 高校生     11.85 q  5 熊谷 昌伸 一般     12.23 
ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 松川高 ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻﾉﾌﾞ 飯田市陸協

 6 小木曽 晃介(2) 高校生     11.94 伊藤 惇気(3) 高校生
ｵｷﾞｿ ｺｳｽｹ 飯田工業高 ｲﾄｳ ｱﾂｷ 飯田風越高

 7 篠田 匡史(2) 高校生     12.37 
ｼﾉﾀﾞ ﾏｻｼﾞ 松川高

風速 +2.4

 1 岡田 英希(2) 高校生     11.13 
ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 松川高

 2 金田 龍太朗(3) 高校生     11.58 
ｶﾈﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 飯田風越高

 3 久保田 真矢 一般     11.61 
ｸﾎﾞﾀ ｼﾝﾔ Dream.A.C

 4 三石 竜哉(1) 高校生     11.62 
ﾐﾂｲｼ ﾘｭｳﾔ 飯田風越高

 5 平田 友和(2) 高校生     11.63 
ﾋﾗﾀ ﾄﾓｶｽﾞ 阿南高

 6 吉川 涼平(1) 高校生     11.72 
ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 松川高

 7 住吉 隼斗(1) 高校生     11.80 
ｽﾐﾖｼ ﾊﾔﾄ 松川高

 8 塩沢 直樹(2) 高校生     11.87 
ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 松川高
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予選 8月19日 10:20
決勝 8月19日 14:12

大会新              11.63

[ 1組] 風速 -1.5 [ 2組] 風速 -0.8

 1 下平 和輝(2) 中学生     12.46 q  1 近藤 裕哉(2) 中学生     11.87 q
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞｷ 緑ヶ丘中 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 松川JAC

 2 知沢 和輝(2) 中学生     12.69 q  2 熊谷 諒平(3) 中学生     11.98 q
ﾁｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 高森中 ｸﾏｶﾞｲ ﾘｮｳﾍｲ 旭ヶ丘中学校

 3 佐藤 翔太(3) 中学生     12.78  3 松村 慶大(3) 中学生     12.00 q
ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 高森中 ﾏﾂﾑﾗ ｹｲﾀﾞｲ 旭ヶ丘中学校

 4 鎌倉 渉(2) 中学生     13.05  4 松島 竜平(3) 中学生     12.04 q
ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ 飯田高陵中 ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ 高森中

 5 小池 光(3) 中学生     13.09  5 牧内 豪(3) 中学生     12.21 q
ｺｲｹ ﾋｶﾙ 松川JAC ﾏｷｳﾁ ｺﾞｳ 飯田高陵中

 6 松本 光平(2) 中学生     13.45  6 椚谷 和久(2) 中学生     12.44 q
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ 飯田高陵中 ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ 高森中

 7 手塚 貴郁(2) 中学生     13.59 久保田 稜(3) 中学生
ﾃﾂﾞｶ ﾀｶﾌﾐ 高森中 ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳ 高森中

 8 熊谷 奎亮(2) 中学生     13.61 
ｸﾏｶﾞｲ ｹｲｽｹ 緑ヶ丘中

風速 +2.0

 1 松島 竜平(3) 中学生     11.64 
ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ 高森中

 2 近藤 裕哉(2) 中学生     11.64 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 松川JAC

 3 松村 慶大(3) 中学生     11.79 
ﾏﾂﾑﾗ ｹｲﾀﾞｲ 旭ヶ丘中学校

 4 熊谷 諒平(3) 中学生     11.81 
ｸﾏｶﾞｲ ﾘｮｳﾍｲ 旭ヶ丘中学校

 5 牧内 豪(3) 中学生     11.91 
ﾏｷｳﾁ ｺﾞｳ 飯田高陵中

 6 下平 和輝(2) 中学生     12.20 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞｷ 緑ヶ丘中

 7 椚谷 和久(2) 中学生     12.23 
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ 高森中

 8 知沢 和輝(2) 中学生     12.49 
ﾁｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 高森中
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予選 8月19日 10:40
決勝 8月19日 14:20

大会新              11.90

[ 1組] 風速 -1.7 [ 2組] 風速 -1.5

 1 岩崎 元太(1) 中学生     14.43  1 小池 貫太(1) 中学生     13.63 q
ｲﾜｻｷ ｹﾞﾝﾀ 飯田高陵中 ｺｲｹ ｶﾝﾀ 松川JAC

 2 井原 彪(1) 中学生     14.46  2 北原 昂希(1) 中学生     13.69 q
ｲﾊﾗ ﾋｮｳ 飯田高陵中 ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ 飯田高陵中

 3 小平 宗弥(1) 中学生     14.56  3 西永 佳樹(1) 中学生     13.93 
ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾔ 高森中 ﾆｼﾅｶﾞ ﾖｼｷ 松川JAC

 4 家苗 薫(1) 中学生     14.66  4 柴田 健人(1) 中学生     14.07 
ｶﾅｴ ｶｵﾙ 松川JAC ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾄ 旭ヶ丘中学校

 5 清水 俊弥(1) 中学生     14.69  5 秦 翔(1) 中学生     14.29 
ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾔ 飯田高陵中 ﾊﾀ ｼｮｳ 緑ヶ丘中

 6 山口 凌平(1) 中学生     14.71  6 土屋 洸太(1) 中学生     14.43 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 飯田高陵中 ﾂﾁﾔ ｺｳﾀ 飯田高陵中

 7 木下 峻(1) 中学生     15.79  7 平沢 知大(1) 中学生     15.75 
ｷﾉｼﾀ ｼｭﾝ 高森中 ﾋﾗｻﾜ ﾄﾓﾋﾛ 緑ヶ丘中

 8 澤柳 拓海(1) 中学生     17.54 西村 武登(1) 中学生
ｻﾜﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾐ 飯田高陵中 ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ 高森中

[ 3組] 風速 -0.5 風速 +2.5

 1 園原 昇汰(1) 中学生     12.32 q  1 園原 昇汰(1) 中学生     12.06 
ｿﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ 阿智村RC ｿﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ 阿智村RC

 2 木下 博貴(1) 中学生     12.41 q  2 木下 博貴(1) 中学生     12.18 
ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ 緑ヶ丘中 ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ 緑ヶ丘中

 3 園原 悠平(1) 中学生     12.50 q  3 園原 悠平(1) 中学生     12.23 
ｿﾉﾊﾗ ﾕｳﾍｲ 阿智村RC ｿﾉﾊﾗ ﾕｳﾍｲ 阿智村RC

 4 近藤 雅哉(1) 中学生     12.77 q  4 近藤 雅哉(1) 中学生     12.57 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 松川JAC ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 松川JAC

 5 米澤 和真(1) 中学生     12.83 q  5 米澤 和真(1) 中学生     12.57 
ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 緑ヶ丘中 ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 緑ヶ丘中

 6 三石 智也(1) 中学生     13.69 q  6 北原 昂希(1) 中学生     13.38 
ﾐﾂｲｼ ﾄﾓﾔ 緑ヶ丘中 ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ 飯田高陵中

 7 筒井 健斗(1) 中学生     13.72  7 小池 貫太(1) 中学生     13.40 
ﾂﾂｲ ｹﾝﾄ 高森中 ｺｲｹ ｶﾝﾀ 松川JAC

 8 三石 智也(1) 中学生     13.49 
ﾐﾂｲｼ ﾄﾓﾔ 緑ヶ丘中

予選 8月19日 11:50
決勝 8月19日 14:44

大会新              14.97

[ 1組] 風速 +1.8 [ 2組] 風速 +2.0

 1 山口 慧(4) 小学生     15.79 q  1 中原 晶(4) 小学生     14.97 q
ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲ 鼎小学校 ﾅｶﾊﾗ ｼｮｳ 豊丘南小学校

 2 木下 耀仁(4) 小学生     16.28 q  2 山上 蒼矢(4) 小学生     15.33 q
ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ﾔﾏｶﾞﾐ ｿｳﾔ 喬木第一小学校

 3 高山 慎ノ介(4) 小学生     16.62 q  3 塩澤 昂(4) 小学生     15.35 q
ﾀｶﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 4 櫻井  佑也(4) 小学生     17.26  4 宮島 拓斗(4) 小学生     16.06 q
ｻｸﾗｲ   ﾕｳﾔ 清内路小 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｸﾄ 喬木第一小学校

 5 中島 快都(4) 小学生     17.42  5 横田 善(4) 小学生     16.58 q
ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲﾄ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾖｺﾀ  ｾﾞﾝ ISｼﾞｭﾆｱ

風速 +2.0

 1 中原 晶(4) 小学生     14.83 
ﾅｶﾊﾗ ｼｮｳ 豊丘南小学校

 2 塩澤 昂(4) 小学生     15.27 
ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 3 山上 蒼矢(4) 小学生     15.30 
ﾔﾏｶﾞﾐ ｿｳﾔ 喬木第一小学校

 4 山口 慧(4) 小学生     15.87 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲ 鼎小学校

 5 宮島 拓斗(4) 小学生     16.32 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｸﾄ 喬木第一小学校

 6 木下 耀仁(4) 小学生     16.50 
ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 7 横田 善(4) 小学生     16.52 
ﾖｺﾀ  ｾﾞﾝ ISｼﾞｭﾆｱ

 8 高山 慎ノ介(4) 小学生     16.62 
ﾀｶﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

1    10

2    20

7    46

8    26

4    47

3    76

5   103
大会新

6    18

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4    46

2    10

大会タイ
6    47

3    18

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   103

5    68

順 ﾚｰﾝ

2    20

6    75

記録／備考
3    76

4    26

小４　男子

１００ｍ

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

7  1992

1  2555

2  6354

8  2520

4  2113

6  2554

6  2022

決勝
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

5  2116

4  2520

2  2555

3  1990

5  2116

3  1990
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8  2554

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 所属名 記録／備考

3  2516

4  2020

7  2517

2  6661

1  1997

6  2567

記録／備考
5  1992

8  6354

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考

3  2034

1  6663

4  6355

6  6658

5  2029

7  1991

2  6657

8  6656

中１　男子

１００ｍ            
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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 8月19日 11:30
決勝 8月19日 14:36

大会新              13.68

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 +1.6

 1 松崎 文哉(5) 小学生     15.48 q  1 山川 滉生(5) 小学生     14.31 q
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾔﾏｶﾜ ﾋﾛｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 2 松下 純也(5) 小学生     15.76 q  2 伊藤 和也(5) 小学生     14.35 q
ﾏﾂｼﾀ  ｼﾞｭﾝﾔ ISｼﾞｭﾆｱ ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 3 古林 拓哉(5) 小学生     15.82 q  3 寺澤 勇紀(5) 小学生     14.47 q
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾃﾗｻﾜ ﾕｳｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 三嶋 蒼生(5) 小学生     16.34  4 林 力輝(5) 小学生     14.94 q
ﾐｼﾏ ｱｵｲ いがら陸上 ﾊﾔｼ ﾘｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 松澤 嵐史(5) 小学生     16.47  5 横前 耕太郎(5) 小学生     15.04 q
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾗｼ いがら陸上 ﾖｺﾏｴ ｺｳﾀﾛｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

風速 +1.7

 1 山川 滉生(5) 小学生     14.12 
ﾔﾏｶﾜ ﾋﾛｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 2 伊藤 和也(5) 小学生     14.27 
ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 3 寺澤 勇紀(5) 小学生     14.35 
ﾃﾗｻﾜ ﾕｳｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 林 力輝(5) 小学生     14.79 
ﾊﾔｼ ﾘｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 松崎 文哉(5) 小学生     15.25 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 横前 耕太郎(5) 小学生     15.26 
ﾖｺﾏｴ ｺｳﾀﾛｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 7 松下 純也(5) 小学生     15.32 
ﾏﾂｼﾀ  ｼﾞｭﾝﾔ ISｼﾞｭﾆｱ

 8 古林 拓哉(5) 小学生     15.35 
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

予選 8月19日 11:10
決勝 8月19日 14:28

大会新              12.27

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 -2.3

 1 近藤 恵哉(6) 小学生     14.79 q  1 熊谷 尚紀(6) 小学生     13.70 q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｷ いがら陸上

 2 近藤 柊斗(6) 小学生     15.05 q  2 大峡 和(6) 小学生     14.27 q
ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾄ 丸山小 ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 小林聖音(6) 小学生     15.48  3 米山 諒(6) 小学生     14.28 q
ｺﾊﾞﾔｼｼｵﾝ 山本小 ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 4 小田航士朗(6) 小学生     15.65  4 三石 隼斗(6) 小学生     14.53 q
ｵﾀﾞｺｳｼﾛｳ 山本小 ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 5 内山康太(6) 小学生     15.66  5 佐々木慎一(6) 小学生     14.83 q
ｳﾁﾔﾏｺｳﾀ 山本小 ｻｻｷｼﾝｲﾁ 山本小

 6 北澤大斗(6) 小学生     16.11  6 齋藤 優哉(6) 小学生     15.35 q
ｷﾀｻﾞﾜﾋﾛﾄ 山本小 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾔ 丸山小

 7 宮崎真悟(6) 小学生     17.08  7 片桐 碧尉(6) 小学生     15.56 
ﾐﾔｻﾞｷｼﾝｺﾞ 山本小 ｶﾀｷﾞﾘ ｱｵｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭ
北澤 智也(6) 小学生  8 樋口 湊(6) 小学生     15.88 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾋｸﾞﾁ ﾐﾅﾄ 阿智村RC

風速 +2.8

 1 熊谷 尚紀(6) 小学生     13.32 
ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｷ いがら陸上

 2 米山 諒(6) 小学生     13.70 
ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 3 大峡 和(6) 小学生     13.86 
ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 三石 隼斗(6) 小学生     14.12 
ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 5 佐々木慎一(6) 小学生     14.36 
ｻｻｷｼﾝｲﾁ 山本小

 6 近藤 恵哉(6) 小学生     14.53 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 齋藤 優哉(6) 小学生     14.86 
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾔ 丸山小

 8 近藤 柊斗(6) 小学生     15.00 
ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾄ 丸山小

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

小５　男子

１００ｍ            

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

所属名

4    11
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6    22
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5    63

3    70

4    17
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2    19

3    17
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小６　男子
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所属名

4    44

所属名 記録／備考
6    61

1    56

7    54

2    53

3    69
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5    57

8    50
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3    27

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
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1    13

8    45
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7    52
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5    33
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6    13

4    21

2    44

8    61

1    45



予選 8月18日 11:25
決勝 8月18日 13:15

大会新              24.00

[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速 +0.4

 1 小池 貫太(1) 中学生     27.63  1 近藤 雅哉(1) 中学生     25.40 q
ｺｲｹ ｶﾝﾀ 松川JAC ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 松川JAC

 2 北原 昂希(1) 中学生     28.43  2 木下 博貴(1) 中学生     25.64 
ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ 飯田高陵中 ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ 緑ヶ丘中

 3 家苗 薫(1) 中学生     29.81  3 光沢 佑人(2) 中学生     26.36 
ｶﾅｴ ｶｵﾙ 松川JAC ｺｳｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 高森中

 4 井原 彪(1) 中学生     30.15  4 米澤 和真(1) 中学生     26.46 
ｲﾊﾗ ﾋｮｳ 飯田高陵中 ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 緑ヶ丘中

 5 山口 凌平(1) 中学生     30.34  5 棚田 駿太(2) 中学生     29.29 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 飯田高陵中 ﾀﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 飯田高陵中

 6 木下 峻(1) 中学生     32.47 西村 武登(1) 中学生
ｷﾉｼﾀ ｼｭﾝ 高森中 ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ 高森中
西永 佳樹(1) 中学生
ﾆｼﾅｶﾞ ﾖｼｷ 松川JAC

[ 3組] 風速 -0.5 [ 4組] 風速 +0.1

 1 松村 慶大(3) 中学生     24.89 q  1 近藤 裕哉(2) 中学生     23.82 q
ﾏﾂﾑﾗ ｹｲﾀﾞｲ 旭ヶ丘中学校 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 松川JAC

 2 園原 昇汰(1) 中学生     25.08 q  2 松下 優太(3) 中学生     24.00 q
ｿﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ 阿智村RC ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀ 高森中

 3 園原 悠平(1) 中学生     26.13  3 松島 竜平(3) 中学生     24.31 q
ｿﾉﾊﾗ ﾕｳﾍｲ 阿智村RC ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ 高森中

 4 知沢 和輝(2) 中学生     26.37  4 牧内 豪(3) 中学生     24.47 q
ﾁｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 高森中 ﾏｷｳﾁ ｺﾞｳ 飯田高陵中

 5 小池 光(3) 中学生     26.55  5 鎌倉 渉(2) 中学生     25.63 q
ｺｲｹ ﾋｶﾙ 松川JAC ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ 飯田高陵中

 6 柴田 健人(1) 中学生     29.55 椚谷 和久(2) 中学生
ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾄ 旭ヶ丘中学校 ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ 高森中

風速

 1 松下 優太(3) 中学生     22.63 
ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀ 高森中

 2 近藤 裕哉(2) 中学生     23.25 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 松川JAC

 3 松島 竜平(3) 中学生     23.61 
ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ 高森中

 4 牧内 豪(3) 中学生     24.48 
ﾏｷｳﾁ ｺﾞｳ 飯田高陵中

 5 園原 昇汰(1) 中学生     25.08 
ｿﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ 阿智村RC

 6 近藤 雅哉(1) 中学生     25.25 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 松川JAC

 7 鎌倉 渉(2) 中学生     25.29 
ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ 飯田高陵中
松村 慶大(3) 中学生
ﾏﾂﾑﾗ ｹｲﾀﾞｲ 旭ヶ丘中学校 欠場

2  6347

7  2570

8  2113

1  1990

5  2026
大会新

6  2050

3  2032
大会新

4  2001
大会新

2  2006
欠場
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氏  名 所属名順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 順所属名 記録／備考



予選 8月19日 12:40
決勝 8月19日 14:55

大会新              50.03

[ 1組] [ 2組]

 1 田畑 侑希(1) 高校生     55.39  1 溝呂木 一毅(2) 高校生     53.60 q
ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｷ 下伊那農業高 ﾐｿﾞﾛｷﾞ ｶｽﾞｷ 飯田風越高

 2 松村 理久(1) 高校生     57.57  2 宮下 晃輔(2) 高校生     54.13 q
ﾏﾂﾑﾗ ﾘｸ 飯田風越高 ﾐﾔｼﾀ ｺｳｽｹ 飯田風越高

 3 竹折 優太(1) 高校生     58.09  3 中平 満知留(1) 高校生     54.62 q
ﾀｹｵﾘ ﾕｳﾀ 飯田風越高 ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾐﾁﾙ 飯田工業高

 4 松下 凌大(1) 高校生     58.43  4 丸山 玲央(1) 高校生     55.07 q
ﾏﾂｼﾀ ﾘｮｳﾀ 阿南高 ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 松川高

 5 近藤 織部(1) 高校生     58.62  5 椚谷 健(1) 高校生     55.90 
ｺﾝﾄﾞｳ ｵﾘﾍﾞ 飯田風越高 ｸﾇｷﾞﾀﾆ ｹﾝ 飯田高

 6 加藤 循也(1) 高校生   1,02.93  6 吉川 雅人(2) 高校生     57.53 
ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ 阿南高 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾄ 飯田工業高

 7 林 佳希(1) 高校生   1,03.27  7 住吉 隼斗(1) 高校生   1,00.00 
ﾊﾔｼ ﾖｼｷ 阿南高 ｽﾐﾖｼ ﾊﾔﾄ 松川高

[ 3組]

 1 塩沢 直樹(2) 高校生     52.12 q
ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 松川高

 2 横田 祥一(2) 高校生     53.63 q
ﾖｺﾀ ｼｮｳｲﾁ 飯田高

 3 吉川 涼平(1) 高校生     53.78 q
ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 松川高

 4 池田 圭吾 一般     53.86 q
ｲｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ 信大AC

 5 大野 聡士(1) 高校生     56.65 
ｵｵﾉ ｻﾄｼ 松川高
橋爪 孔明(2) 高校生
ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ 飯田高

 1 塩沢 直樹(2) 高校生     52.46 
ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 松川高

 2 池田 圭吾 一般     53.77 
ｲｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ 信大AC

 3 横田 祥一(2) 高校生     54.54 
ﾖｺﾀ ｼｮｳｲﾁ 飯田高

 4 宮下 晃輔(2) 高校生     54.61 
ﾐﾔｼﾀ ｺｳｽｹ 飯田風越高

 5 丸山 玲央(1) 高校生     55.69 
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 松川高

 6 中平 満知留(1) 高校生     56.92 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾐﾁﾙ 飯田工業高

 7 吉川 涼平(1) 高校生     57.51 
ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 松川高

 8 溝呂木 一毅(2) 高校生     58.17 
ﾐｿﾞﾛｷﾞ ｶｽﾞｷ 飯田風越高
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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

順



予選 8月19日 12:20
決勝 8月19日 15:05

大会新              53.55

[ 1組] [ 2組]

 1 久保敷 昇悟(2) 中学生   1,00.31 q  1 近藤 裕哉(2) 中学生     55.43 q
ｸﾎﾞｼｷ ｼｮｳｺﾞ 旭ヶ丘中学校 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 松川JAC

 2 加藤 勝斗(2) 中学生   1,01.57 q  2 大内 健瑠(2) 中学生     56.69 q
ｶﾄｳ ﾏｽﾄ 飯田高陵中 ｵｵｳﾁ ﾀｹﾙ 飯田高陵中

 3 家苗 薫(1) 中学生   1,08.44  3 塩沢 大樹(3) 中学生     59.86 q
ｶﾅｴ ｶｵﾙ 松川JAC ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 高森中

 4 土屋 洸太(1) 中学生   1,08.54  4 松﨑 健悟(1) 中学生   1,00.78 q
ﾂﾁﾔ ｺｳﾀ 飯田高陵中 ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ 高森中

 5 佐々木 勇人(1) 中学生   1,11.51  5 近藤 雅哉(1) 中学生   1,01.71 q
ｻｻｷ ﾊﾔﾄ 飯田高陵中 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 松川JAC

 6 加藤 駿己(1) 中学生   1,14.01  6 小池 貫太(1) 中学生   1,02.30 q
ｶﾄｳ ｼｭﾝｷ 飯田高陵中 ｺｲｹ ｶﾝﾀ 松川JAC

 7 平栗 広夢(1) 中学生   1,23.26  7 松本 光平(2) 中学生   1,02.53 
ﾋﾗｸﾞﾘ ﾋﾛﾑ 飯田高陵中 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ 飯田高陵中
西永 佳樹(1) 中学生  8 篠田 治輝(2) 中学生   1,02.63 
ﾆｼﾅｶﾞ ﾖｼｷ 松川JAC ｼﾉﾀﾞ ﾖｼｷ 飯田高陵中

 1 近藤 裕哉(2) 中学生     56.30 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 松川JAC

 2 大内 健瑠(2) 中学生     58.86 
ｵｵｳﾁ ﾀｹﾙ 飯田高陵中

 3 塩沢 大樹(3) 中学生     59.93 
ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 高森中

 4 久保敷 昇悟(2) 中学生   1,00.63 
ｸﾎﾞｼｷ ｼｮｳｺﾞ 旭ヶ丘中学校

 5 松﨑 健悟(1) 中学生   1,00.92 
ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ 高森中

 6 加藤 勝斗(2) 中学生   1,02.04 
ｶﾄｳ ﾏｽﾄ 飯田高陵中

 7 近藤 雅哉(1) 中学生   1,03.93 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 松川JAC
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予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名



決勝 8月19日 13:50

大会新            3,09.26

 1 宮内 斗輝(6) 小学生   3,07.16 
ﾐﾔｳﾁ ﾄｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 石井 慎也(6) 小学生   3,08.49 
ｲｼｲ ｼﾝﾔ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 大峡 和(6) 小学生   3,10.04 
ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 小林 大亮(6) 小学生   3,23.90 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 牧野 駆(5) 小学生   3,27.26 
ﾏｷﾉ  ｶｹﾙ ISｼﾞｭﾆｱ

 6 松下 純也(5) 小学生   3,29.68 
ﾏﾂｼﾀ  ｼﾞｭﾝﾔ ISｼﾞｭﾆｱ

 7 仲田 源(4) 小学生   3,37.70 
ﾅｶﾀ  ﾐﾅﾓﾄ ISｼﾞｭﾆｱ

 8 古林 拓哉(5) 小学生   3,41.14 
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 9 三石 隼斗(6) 小学生   3,41.44 
ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

10 小林聖音(6) 小学生   3,41.53 
ｺﾊﾞﾔｼｼｵﾝ 山本小

11 中原 崚(6) 小学生   3,44.35 
ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳ 豊丘南小学校

12 伊藤 和也(5) 小学生   3,45.17 
ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

13 中嶋 紀彰(5) 小学生   3,45.25 
ﾅｶｼﾞﾏ  ﾉﾘｱｷ ISｼﾞｭﾆｱ

14 門野  義樹(5) 小学生   3,45.29 
ｶﾄﾞﾉ   ﾖｼｷ 清内路小

15 山口 直央(5) 小学生   3,50.09 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵ 阿智村RC

16 酒井 一(5) 小学生   3,51.17 
ｻｶｲ ﾊｼﾞﾒ 豊丘南小学校

17 久保田 隼仁(6) 小学生   3,55.00 
ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

18 中島 快都(4) 小学生   3,57.26 
ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲﾄ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

19 森本 隆暉(5) 小学生   4,08.62 
ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶｱｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

14    74

11    68

21    66

16    32

1   102

3    59

9    17

10    14

8    54

17   104

19    62

7    21

4    11

12    15

5    64

2    16

氏  名

大会新
18    12

大会新
6    13

所属名 記録／備考

小学　男子
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１０００ｍ          

決勝

順 No.



決勝 8月18日 13:50 決勝 8月19日 13:30

大会新            1,56.03 大会新            4,07.66

 1 溝呂木 一毅(2) 高校生   2,04.36  1 宮澤 留以(3) 高校生   4,16.51 
ﾐｿﾞﾛｷﾞ ｶｽﾞｷ 飯田風越高 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙｲ 飯田高

 2 中嶋 康晴 一般   2,08.64  2 米山 祐貴 一般   4,17.72 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾊﾙ Dream.A.C ﾖﾈﾔﾏ ﾕｳｷ 信大

 3 宮下 大河(1) 高校生   2,14.04  3 松山 克敏 一般   4,21.02 
ﾐﾔｼﾀ ﾀｲｶﾞ 飯田高 ﾏﾂﾔﾏ ｶﾂﾄｼ 下伊那郡陸協

 4 平田 友和(2) 高校生   2,18.89  4 原 武司 一般   4,24.56 
ﾋﾗﾀ ﾄﾓｶｽﾞ 阿南高 ﾊﾗ ﾀｹｼ 下伊那郡陸協

 5 松下 京介(1) 高校生   2,19.49  5 田畑 圭夫(1) 高校生   4,30.90 
ﾏﾂｼﾀ ｷｮｳｽｹ 松川高 ﾀﾊﾞﾀ ﾖｼｵ 飯田風越高

 6 近藤 織部(1) 高校生   2,22.39  6 原島 怜也(1) 高校生   4,55.93 
ｺﾝﾄﾞｳ ｵﾘﾍﾞ 飯田風越高 ﾊﾗｼﾏ ﾚｲﾔ 飯田風越高

 7 福與 翼(1) 高校生   2,33.35  7 福與 翼(1) 高校生   5,17.25 
ﾌｸﾖ ﾂﾊﾞｻ 阿南高 ﾌｸﾖ ﾂﾊﾞｻ 阿南高

 8 飯島 綾人(1) 高校生   5,39.90 
ｲｲｼﾞﾏ ｱﾔﾄ 下伊那農業高

決勝 8月18日 13:00 決勝 8月19日 13:10

大会新            4,20.57 大会新            9,14.47

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 4 2306 松澤 拓弥(3) 中学生   4,17.04  1 吉川 健成(3) 中学生   9,30.55 

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 松川JAC ﾖｼｶﾜ ｹﾝｾｲ 飯田高陵中
 2 9 2041 吉川 健成(3) 中学生   4,17.39  2 田畑 高明(2) 中学生  10,00.67 

ﾖｼｶﾜ ｹﾝｾｲ 飯田高陵中 ﾀﾊﾞﾀ ﾀｶｱｷ 松川JAC
 312 2586 田畑 高明(2) 中学生   4,21.77  3 平栗 広大(3) 中学生  10,24.81 

ﾀﾊﾞﾀ ﾀｶｱｷ 松川JAC ﾋﾗｸﾞﾘ ｺｳﾀﾞｲ 飯田高陵中
 4 6 2538 塩澤 耕大(3) 中学生   4,38.14  4 松下 哲也(1) 中学生  10,32.40 

ｼｵｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 緑ヶ丘中 ﾏﾂｼﾀ ﾃﾂﾔ 松川JAC
 520 1995 松下 湧登(3) 中学生   4,44.76  5 松下 湧登(3) 中学生  10,34.24 

ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾄ 松川JAC ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾄ 松川JAC
 617 2046 平栗 広大(3) 中学生   4,46.88  6 北原 和喜(2) 中学生  10,39.25 

ﾋﾗｸﾞﾘ ｺｳﾀﾞｲ 飯田高陵中 ｷﾀﾊﾗ ｶｽﾞｷ 松川JAC
 7 8 1993 松下 哲也(1) 中学生   4,47.50  7 矢島 佳樹(2) 中学生  10,51.67 

ﾏﾂｼﾀ ﾃﾂﾔ 松川JAC ﾔｼﾞﾏ ﾖｼｷ 飯田高陵中
 813 2016 松﨑 健悟(1) 中学生   4,48.79  8 田畑 篤偲(2) 中学生  11,00.86 

ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ 高森中 ﾀﾊﾞﾀ ｱﾂｼ 旭ヶ丘中学校
 9 2 2004 北原 和喜(2) 中学生   4,57.45  9 中村 一貴(3) 中学生  11,07.77 

ｷﾀﾊﾗ ｶｽﾞｷ 松川JAC ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 飯田高陵中
1021 2556 田畑 篤偲(2) 中学生   4,59.84 10 伊東 拓輝(3) 中学生  11,40.40 

ﾀﾊﾞﾀ ｱﾂｼ 旭ヶ丘中学校 ｲﾄｳ ﾀｸｷ 松川JAC
11 3 6351 矢島 佳樹(2) 中学生   5,03.22 11 河合 蓮(2) 中学生  11,41.19 

ﾔｼﾞﾏ ﾖｼｷ 飯田高陵中 ｶﾜｲ ﾚﾝ 高森中
1214 2550 三沢 直柔(2) 中学生   5,06.25 12 山本 光汰(1) 中学生  11,41.29 

ﾐｻﾜ ﾅｵﾔ 緑ヶ丘中 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ 松川JAC
1311 2036 岩崎 宙正(3) 中学生   5,24.63 13 岩崎 宙正(3) 中学生  12,12.54 

ｲﾜｻｷ ﾋﾛﾏｻ 飯田高陵中 ｲﾜｻｷ ﾋﾛﾏｻ 飯田高陵中
1415 6660 後沢 大地(1) 中学生   5,24.85 14 山口 幸大(2) 中学生  12,15.88 

ｺﾞｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 飯田高陵中 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀ 高森中
1510 2157 山本 光汰(1) 中学生   5,25.08 15 加藤 駿己(1) 中学生  12,27.20 

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ 松川JAC ｶﾄｳ ｼｭﾝｷ 飯田高陵中
16 佐々木 勇人(1) 中学生   5,35.04 

ｻｻｷ ﾊﾔﾄ 飯田高陵中
17 小平 宗弥(1) 中学生   5,42.98 

ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾔ 高森中
18 木下 翼(2) 中学生   5,45.04 

ｷﾉｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 飯田高陵中
19 石川 颯(1) 中学生   5,59.57 

ｲｼｶﾜ ﾊﾔﾃ 緑ヶ丘中
20 平栗 広夢(1) 中学生   6,35.09 

ﾋﾗｸﾞﾘ ﾋﾛﾑ 飯田高陵中

一般　男子

８００ｍ
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決勝 8月19日  9:00

大会新           14,59.69

 1 仁科 利弥 一般  15,31.21 
ﾆｼﾅ ﾄｼﾔ 飯田市陸協

 2 早野 吉信 一般  15,35.49 
ﾊﾔﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 下伊那郡陸協

 3 原 武司 一般  15,36.32 
ﾊﾗ ﾀｹｼ 下伊那郡陸協

 4 吉川 昇吾(2) 高校生  15,41.34 
ﾖｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 飯田高

 5 米山 祐貴 一般  15,44.99 
ﾖﾈﾔﾏ ﾕｳｷ 信大

 6 原 謙二郎(2) 高校生  15,55.32 
ﾊﾗ ｹﾝｼﾞﾛｳ 松川高

 7 松村 健一 一般  16,11.44 
ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 下伊那郡陸協

 8 松山 克敏 一般  16,13.22 
ﾏﾂﾔﾏ ｶﾂﾄｼ 下伊那郡陸協

 9 松下 健 一般  16,39.56 
ﾏﾂｼﾀ ｹﾝ 下伊那郡陸協

10 西永 佳人 一般  16,42.45 
ﾆｼﾅｶﾞ ﾖｼﾄ 下伊那郡陸協

11 田畑 雅伸(3) 高校生  17,02.45 
ﾀﾏﾀ ﾏｻﾉﾌﾞ 松川高

12 近藤 大知(2) 高校生  17,09.45 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 飯田高

13 松下 悠 一般  17,30.77 
ﾏﾂｼﾀ ﾕｳ 松本大

14 大島 綾太(1) 高校生  17,33.62 
ｵｵｼﾏ ﾘｮｳﾀ 飯田高

15 宮下 直哉(2) 高校生  17,38.99 
ﾐﾔｼﾀ ﾅｵﾔ 飯田風越高

16 勾田 達也 一般  17,40.64 
ﾏｶﾞﾀ ﾀﾂﾔ 飯田市陸協

17 宮下 大河(1) 高校生  17,42.40 
ﾐﾔｼﾀ ﾀｲｶﾞ 飯田高

18 関島 将人(2) 高校生  17,47.30 
ｾｷｼﾞﾏ ﾏｻﾄ 飯田高

19 熊谷 健太郎 一般  17,59.57 
ｸﾏｶﾞｲ ｹﾝﾀﾛｳ 飯田市陸協

20 矢島 朋幸 一般  18,02.00 
ﾔｼﾞﾏ ﾄﾓﾕｷ 飯伊陸協

21 松下 京介(1) 高校生  18,27.32 
ﾏﾂｼﾀ ｷｮｳｽｹ 松川高

22 村澤 直毅(1) 高校生  18,33.97 
ﾑﾗｻﾜ ﾅｵｷ 飯田高

23 福澤 佑軌(1) 高校生  18,39.60 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾕｳｷ 飯田高

24 坂口 光祐(1) 高校生  19,03.52 
ｻｶｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 飯田工業高

25 古島 玄平(1) 高校生  19,26.98 
ﾌﾙｼﾏ ｹﾞﾝﾍﾟｲ 松川高
滝沢 昌樹 一般
ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｻｷ 飯田市陸協
宮澤 修 一般
ﾐﾔｻﾞﾜ ｵｻﾑ 下伊那郡陸協
秋田 雅彦 一般
ｱｷﾀ ﾏｻﾋｺ 飯田市陸協
矢澤 直(3) 高校生
ﾔｻﾞﾜ ｽﾅｵ 松川高
大沢 聖(3) 高校生
ｵｵｻﾜ ﾋｼﾞﾘ 飯田風越高
増山 正博 一般
ﾏｽﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 飯田市陸協
西尾 章広 一般
ﾆｼｵ ｱｷﾋﾛ 飯田市陸協
三沢 健 一般
ﾐｻﾜ ｹﾝ 飯田市陸協
平澤 宏幸 一般
ﾋﾗｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 下伊那郡陸協

所属名 記録／備考
32    98

17    41

一般　男子

５０００ｍ          

決勝

順 No. 氏  名

1   567

30    72

19    36

3    39

25    38

28   560

5    40

8   550

31    37

15    71

9   573

23   564

6    95

13   574

20   606

16    93

2    78

29   563

21   575

33   577

18   542

4   543

34   101

11   627

10    97
欠場

12   540

途中棄権
7    35

欠場

22   100
欠場

24    99

欠場
14   610

欠場

27    42
欠場

欠場
26    96

欠場



決勝 8月18日 10:55 決勝 8月18日 13:30

大会新              16.29 大会新              59.78

風速  0.0

 1 中島 瑞樹(2) 高校生     16.00  1 中島 瑞樹(2) 高校生     56.30 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 飯田高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 飯田高

 2 竹内 一弘 一般     17.59  2 熊谷 憲 一般     57.64 
ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ Dream.A.C ｸﾏｶﾞｲ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ

 3 篠田 匡史(2) 高校生     18.12  3 橋爪 孔明(2) 高校生     58.78 
ｼﾉﾀﾞ ﾏｻｼﾞ 松川高 ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ 飯田高

 4 大野 聡士(1) 高校生     18.72  4 板花　啓太 一般     59.63 
ｵｵﾉ ｻﾄｼ 松川高 ｲﾀﾊﾅ ｹｲﾀ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ

 5 竹折 優太(1) 高校生     19.26  5 下平 翔也(2) 高校生   1,00.51 
ﾀｹｵﾘ ﾕｳﾀ 飯田風越高 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼｮｳﾔ 飯田風越高

 6 川口 純(1) 高校生     19.32  6 竹内 一弘 一般   1,00.79 
ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 飯田高 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ Dream.A.C

 7 吉川 涼平(1) 高校生   1,02.21 
ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 松川高

 8 宮下 晃輔(2) 高校生   1,06.92 
ﾐﾔｼﾀ ｺｳｽｹ 飯田風越高

決勝 8月18日 10:50

大会新              15.72

風速 +0.3

 1 大内 健瑠(2) 中学生     19.00 
ｵｵｳﾁ ﾀｹﾙ 飯田高陵中

 2 熊谷 駿(3) 中学生     19.01 
ｸﾏｶﾞｲ ｼｭﾝ 高森中

 3 棚田 駿太(2) 中学生     19.82 
ﾀﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 飯田高陵中

 4 下平 竜太(2) 中学生     20.75 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｭｳﾀ 緑ヶ丘中

決勝 8月18日 14:00

大会新            9,39.01

 1 吉川 昇吾(2) 高校生  10,05.51 
ﾖｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 飯田高

 2 安藤 有史(1) 高校生  10,56.25 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼ 飯田風越高

 3 林 雄一郎(2) 高校生  10,58.40 
ﾊﾔｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ 飯田風越高

 4 田畑 圭夫(1) 高校生  11,06.52 
ﾀﾊﾞﾀ ﾖｼｵ 飯田風越高

 5 原島 怜也(1) 高校生  11,53.73 
ﾊﾗｼﾏ ﾚｲﾔ 飯田風越高

 6 宮下 亮(2) 高校生  12,46.82 
ﾐﾔｼﾀ ﾘｮｳ 飯田高

所属名 記録／備考

３０００ｍＳＣ

決勝

順 No. 氏  名

5   608

2   567

1   594

6   568

3   616

4   601

所属名 記録／備考

４００ｍＨ          

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

大会新
7   561

大会新

3   562
大会新

6  8729

4     6

1   107
大会新

2   599

4   570

5   554

8   593

7   537

8   597

大会新
3     6

5   556

氏  名 所属名 記録／備考

１１０ｍＨ

決勝

6   562

決勝

一般　男子

決勝

順 ﾚｰﾝ No.

所属名 記録／備考

中学　男子

8  2057
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

１１０ｍＨ          

6  2059

7  2031

5  2544



決勝 8月18日 12:00

大会新           21,45.00

 1 矢島 朋幸 一般  23,49.93 
ﾔｼﾞﾏ ﾄﾓﾕｷ 飯伊陸協

 2 古島 玄平(1) 高校生  35,15.77 
ﾌﾙｼﾏ ｹﾞﾝﾍﾟｲ 松川高

4    78

5   543

一般　男子

５０００ｍＷ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月19日 15:35 決勝 8月18日 14:20

大会新            3,31.3 大会新              44.26

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 飯田風越高(A)   592 原田 大輔(2)   3,34.51  1   3 松川高   553 丸山 玲央(1)     44.37 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳA ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ ﾏﾂｶﾜｺｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ
  603 溝呂木 一毅(2)   552 住吉 隼斗(1)

ﾐｿﾞﾛｷﾞ ｶｽﾞｷ ｽﾐﾖｼ ﾊﾔﾄ
  593 宮下 晃輔(2)   559 塩沢 直樹(2)

ﾐﾔｼﾀ ｺｳｽｹ ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ
  599 下平 翔也(2)   557 岡田 英希(2)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼｮｳﾔ ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ
 2   4 松川高   554 吉川 涼平(1)   3,38.22  2   5 飯田高   570 川口 純(1)     45.62 

ﾏﾂｶﾜｺｳ ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ ｲｲﾀﾞｺｳ ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ
  559 塩沢 直樹(2)   562 中島 瑞樹(2)

ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ
  553 丸山 玲央(1)   561 橋爪 孔明(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ
  557 岡田 英希(2)   566 横田 祥一(2)

ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ ﾖｺﾀ ｼｮｳｲﾁ
 3   7 Dream.A.C     1 久保田 真矢   3,39.32  3   4 飯田風越高   593 宮下 晃輔(2)     45.72 

ﾄﾞﾘｰﾑｴｰｼｰ ｸﾎﾞﾀ ｼﾝﾔ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾐﾔｼﾀ ｺｳｽｹ
    7 中嶋 康晴   617 三石 竜哉(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾊﾙ ﾐﾂｲｼ ﾘｭｳﾔ
    6 竹内 一弘   618 松村 理久(1)

ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ ﾏﾂﾑﾗ ﾘｸ
    4 松尾 将文   599 下平 翔也(2)

ﾏﾂｵ ﾏｻﾌﾐ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼｮｳﾔ
 4   8 飯田工業高   625 小木曽 晃介(2)   3,45.33  4   7 飯田工業高   622 吉川 雅人(2)     46.42 

ｲｲﾀﾞｺｳｷﾞｮｳｺｳ ｵｷﾞｿ ｺｳｽｹ ｲｲﾀﾞｺｳｷﾞｮｳｺｳ ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾄ
  628 中平 満知留(1)   625 小木曽 晃介(2)

ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾐﾁﾙ ｵｷﾞｿ ｺｳｽｹ
  626 脇田 マサユキ(2)   628 中平 満知留(1)

ﾜｷﾀﾞ ﾏｻﾕｷ ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾐﾁﾙ
  622 吉川 雅人(2)   629 山岸 琳汰(1)

ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾄ ﾔﾏｷﾞｼ ﾘﾝﾀ
 5   5 飯田風越高(B)   617 三石 竜哉(1)   3,47.68  5   6 Dream.A.C     9 片桐 秀美     47.37 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳB ﾐﾂｲｼ ﾘｭｳﾔ ﾄﾞﾘｰﾑｴｰｼｰ ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾃﾞﾐ
  598 近藤 織部(1)     5 松尾 崇文

ｺﾝﾄﾞｳ ｵﾘﾍﾞ ﾏﾂｵ ﾀｶﾌﾐ
  597 竹折 優太(1)     6 竹内 一弘

ﾀｹｵﾘ ﾕｳﾀ ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ
  618 松村 理久(1)     3 勝野 裕太

ﾏﾂﾑﾗ ﾘｸ ｶﾂﾉ ﾕｳﾀ
 6   6 飯田高   586 伊藤 匡(3)   3,53.01  6   8 阿南高   773 林 佳希(1)     50.10 

ｲｲﾀﾞｺｳ ｲﾄｳ ﾏｻｼ ｱﾅﾝｺｳ ﾊﾔｼ ﾖｼｷ
  589 宮澤 留以(3)   771 平田 友和(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙｲ ﾋﾗﾀ ﾄﾓｶｽﾞ
  590 上薗 優(3)   775 松下 凌大(1)

ｳｴｿﾞﾉ ﾕｳ ﾏﾂｼﾀ ﾘｮｳﾀ
  572 清水 晃司(1)   772 加藤 循也(1)

ｼﾐｽﾞ ｺｳｼﾞ ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ

決勝

一般　男子

４×４００ｍＲ

決勝

一般　男子

４×１００ｍＲ



予選 8月19日  9:25
決勝 8月19日 15:25

大会新              44.26

[ 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 旭ヶ丘中学校  2567 柴田 健人(1)     47.89 q  1   5 緑ヶ丘中  2554 木下 博貴(1)     48.41 q

ｱｻﾋｶﾞｵｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾄ ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ
 2570 松村 慶大(3)  2527 下平 和輝(2)

ﾏﾂﾑﾗ ｹｲﾀﾞｲ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞｷ
 2557 久保敷 昇悟(2)  2520 米澤 和真(1)

ｸﾎﾞｼｷ ｼｮｳｺﾞ ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ
 2572 熊谷 諒平(3)  2544 下平 竜太(2)

ｸﾏｶﾞｲ ﾘｮｳﾍｲ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｭｳﾀ
 2   2 阿智村RC(B)  2116 園原 悠平(1)     50.19 q  2   3 松川JAC  1992 小池 貫太(1)     49.97 q

ｱﾁﾑﾗｱｰﾙｼｰB ｿﾉﾊﾗ ﾕｳﾍｲ ﾏﾂｶﾜｼﾞｬｯｸ ｺｲｹ ｶﾝﾀ
 2113 園原 昇汰(1)  1990 近藤 雅哉(1)

ｿﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ
 2111 牛山 一成(2)  1991 家苗 薫(1)

ｳｼﾔﾏ ｶｽﾞﾅﾘ ｶﾅｴ ｶｵﾙ
 2100 上田 裕介(2)  2001 近藤 裕哉(2)

ｳｴﾀﾞ ﾕｳｽｹ ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ
 3   4 阿智村RC(A)  2117 原 和輝(3)     50.35 q  3   4 飯田高陵中(A)    87 切石 拓也(2)     50.16 q

ｱﾁﾑﾗｱｰﾙｼｰA ﾊﾗ ｶｽﾞｷ ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ｷﾘｲｼ ﾀｸﾔ
 2107 原 知也(3)    88 大内 健瑠(2)

ﾊﾗ ﾄﾓﾔ ｵｵｳﾁ ﾀｹﾙ
 2119 宮崎 恭昭(3)    82 鎌倉 渉(2)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶｱｷ ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ
 2103 熊谷 翔(3)    85 松本 光平(2)

ｸﾏｶﾞｲ ｼｮｳ ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ
 4   6 高森中(B)  2017 光沢 佑人(2)     52.10 q  4   2 高森中(C)  2035 塩沢 大樹(3)     50.97 q

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳB ｺｳｻﾞﾜ ﾕｳﾄ ﾀｶﾓﾘﾁｭｳC ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾛｷ
 2021 飛澤 航太(1)  2027 後藤 航平(3)

ﾄﾋﾞｻﾜ ｺｳﾀ ｺﾞﾄｳ ｺｳﾍｲ
 2007 手塚 貴郁(2)  2033 山岸 流唯(3)

ﾃﾂﾞｶ ﾀｶﾌﾐ ﾔﾏｷﾞｼ ﾙｲ
 2022 筒井 健斗(1)  2030 菅沼 翔紀(3)

ﾂﾂｲ ｹﾝﾄ ｽｶﾞﾇﾏ ｼｮｳｷ
 5   7 飯田高陵中(B)    92 北原 昂希(1)     54.29   6 高森中(A)  2006 椚谷 和久(2)

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳB ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ ﾀｶﾓﾘﾁｭｳA ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ 失格
   89 棚田 駿太(2)  2026 松島 竜平(3)

ﾀﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ
   81 加藤 勝斗(2)  2028 佐藤 翔太(3)

ｶﾄｳ ﾏｽﾄ ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ
 6355 清水 俊弥(1)  2024 知沢 和輝(2)

ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾔ ﾁｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ
 6   3 飯田高陵中(C)    84 市岡 朋弥(2)     57.07 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳC ｲﾁｵｶ ﾄﾓﾔ
   91 土屋 洸太(1)

ﾂﾁﾔ ｺｳﾀ
   90 池田 佳希(2)

ｲｹﾀﾞ ﾖｼｷ
   79 井原 彪(1)

ｲﾊﾗ ﾋｮｳ

中学　男子

４×１００ｍＲ      

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



決勝 8月19日 15:15

大会新              52.77

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 旭ヶ丘中学校  2567 柴田 健人(1)     48.50  1   6 ｲｲﾀﾞｯｼｭ(A)    22 山川 滉生(5)     57.72 

ｱｻﾋｶﾞｵｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭA ﾔﾏｶﾜ ﾋﾛｷ
 2570 松村 慶大(3)    21 三石 隼斗(6)

ﾏﾂﾑﾗ ｹｲﾀﾞｲ ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ
 2557 久保敷 昇悟(2)    17 伊藤 和也(5)

ｸﾎﾞｼｷ ｼｮｳｺﾞ ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ
 2572 熊谷 諒平(3)    23 米山 諒(6)

ｸﾏｶﾞｲ ﾘｮｳﾍｲ ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ
 2   5 緑ヶ丘中  2554 木下 博貴(1)     48.69  2   5 ISｼﾞｭﾆｱ    12 石井 慎也(6)   1,00.58 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ ISｼﾞｭﾆｱ ｲｼｲ ｼﾝﾔ
 2527 下平 和輝(2)    11 松下 純也(5)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞｷ ﾏﾂｼﾀ  ｼﾞｭﾝﾔ
 2520 米澤 和真(1)    16 牧野 駆(5)

ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ ﾏｷﾉ  ｶｹﾙ
 2544 下平 竜太(2)    13 大峡 和(6)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｭｳﾀ ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ
 3   7 阿智村RC(A)  2117 原 和輝(3)     49.86  3   7 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)   63 寺澤 勇紀(5)   1,01.89 

ｱﾁﾑﾗｱｰﾙｼｰA ﾊﾗ ｶｽﾞｷ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞA ﾃﾗｻﾜ ﾕｳｷ
 2107 原 知也(3)    64 小林 大亮(6)

ﾊﾗ ﾄﾓﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ
 2119 宮崎 恭昭(3)    60 宮内 斗輝(6)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶｱｷ ﾐﾔｳﾁ ﾄｷ
 2103 熊谷 翔(3)    61 近藤 恵哉(6)

ｸﾏｶﾞｲ ｼｮｳ ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ
 4   6 松川JAC  1992 小池 貫太(1)     49.89  4   8 山本小(A)    55 土屋賢志郎(6)   1,01.92 

ﾏﾂｶﾜｼﾞｬｯｸ ｺｲｹ ｶﾝﾀ ﾔﾏﾓﾄｼｮｳA ﾂﾁﾔｹﾝｼﾛｳ
 1990 近藤 雅哉(1)    57 北澤大斗(6)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ ｷﾀｻﾞﾜﾋﾛﾄ
 1997 西永 佳樹(1)    50 宮崎真悟(6)

ﾆｼﾅｶﾞ ﾖｼｷ ﾐﾔｻﾞｷｼﾝｺﾞ
 2001 近藤 裕哉(2)    52 佐々木慎一(6)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ ｻｻｷｼﾝｲﾁ
 4   8 阿智村RC(B)  2116 園原 悠平(1)     49.89  5   2 ｲｲﾀﾞｯｼｭ(B)    20 高山 慎ノ介(4)   1,02.96 

ｱﾁﾑﾗｱｰﾙｼｰB ｿﾉﾊﾗ ﾕｳﾍｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭB ﾀｶﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ
 2113 園原 昇汰(1)    18 塩澤 昂(4)

ｿﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ
 2111 牛山 一成(2)    19 横前 耕太郎(5)

ｳｼﾔﾏ ｶｽﾞﾅﾘ ﾖｺﾏｴ ｺｳﾀﾛｳ
 2100 上田 裕介(2)    25 片桐 碧尉(6)

ｳｴﾀﾞ ﾕｳｽｹ ｶﾀｷﾞﾘ ｱｵｲ
 6   4 飯田高陵中(A)    87 切石 拓也(2)     50.38  6   3 山本小(B)    53 小田航士朗(6)   1,03.14 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ｷﾘｲｼ ﾀｸﾔ ﾔﾏﾓﾄｼｮｳB ｵﾀﾞｺｳｼﾛｳ
   88 大内 健瑠(2)    58 濱島大地(6)

ｵｵｳﾁ ﾀｹﾙ ﾊﾏｼﾏﾀﾞｲﾁ
   82 鎌倉 渉(2)    51 佐々木尚翔(6)

ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ
   85 松本 光平(2)    56 内山康太(6)

ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ ｳﾁﾔﾏｺｳﾀ
 7   2 高森中(C)  2035 塩沢 大樹(3)     51.02  7   1 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)   65 松崎 文哉(5)   1,03.19 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳC ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾛｷ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞB ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ
 2027 後藤 航平(3)    67 竹村 龍哉(5)

ｺﾞﾄｳ ｺｳﾍｲ ﾀｹﾑﾗ ﾘｭｳﾔ
 2033 山岸 流唯(3)    62 古林 拓哉(5)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾙｲ ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ
 2030 菅沼 翔紀(3)    70 林 力輝(5)

ｽｶﾞﾇﾏ ｼｮｳｷ ﾊﾔｼ ﾘｷ
 8   1 高森中(B)  2017 光沢 佑人(2)     53.56  8   4 阿智村RC    32 山口 直央(5)   1,05.94 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳB ｺｳｻﾞﾜ ﾕｳﾄ ｱﾁﾑﾗｱｰﾙｼｰ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵ
 2008 宮島 泰雅(2)    33 樋口 湊(6)

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｲｶﾞ ﾋｸﾞﾁ ﾐﾅﾄ
 2021 飛澤 航太(1)    31 原 佑希(6)

ﾄﾋﾞｻﾜ ｺｳﾀ ﾊﾗ ﾕｳｷ
 2022 筒井 健斗(1)    34 門野 義樹(5)

ﾂﾂｲ ｹﾝﾄ ｶﾄﾞﾉ ﾖｼｷ

決勝 決勝

小学　男子

４×１００ｍＲ      中学　男子

４×１００ｍＲ      



決勝 8月18日 13:00

大会新               2.03

本多 俊平 一般
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
尾畑 元佳(2) 高校生
ｵﾊﾞﾀ ﾓﾄﾖｼ 飯田工業高
吉川 涼平(1) 高校生
ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 松川高
篠田 匡史(2) 高校生
ｼﾉﾀﾞ ﾏｻｼﾞ 松川高
川口 純(1) 高校生
ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 飯田高
加藤 翔馬(1) 高校生
ｶﾄｳ ｼｮｳﾏ 飯田工業高
松下 凌大(1) 高校生 記録なし
ﾏﾂｼﾀ ﾘｮｳﾀ 阿南高

決勝 8月18日 13:00

大会新               1.82

山岸 流唯(3) 中学生
ﾔﾏｷﾞｼ ﾙｲ 高森中
篠田 治輝(2) 中学生
ｼﾉﾀﾞ ﾖｼｷ 飯田高陵中
大内 健瑠(2) 中学生
ｵｵｳﾁ ﾀｹﾙ 飯田高陵中
加藤 勝斗(2) 中学生
ｶﾄｳ ﾏｽﾄ 飯田高陵中
岩﨑 一徹(2) 中学生
ｲﾜｻｷ ｲｯﾃﾂ 高森中
花井 有輝(2) 中学生
ﾊﾅｲ ﾕｳｷ 高森中
菅沼 翔紀(3) 中学生
ｽｶﾞﾇﾏ ｼｮｳｷ 高森中

決勝 8月18日 10:30

大会新               4.10

竹折 優太(1) 高校生
ﾀｹｵﾘ ﾕｳﾀ 飯田風越高
池田 圭吾 一般
ｲｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ 信大AC

決勝 8月18日 10:30

大会新               3.30

吉川 勇太郎(2) 中学生
ﾖｼｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 緑ヶ丘中

 1.35

 1.35

6 2  2030
O XXX

6 1  2013
O XXX
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XO XXX
2 6  6349
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XXX  1.55
1 7  2033

- - O XO O

記録 備考1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60

中学　男子

走高跳              

決勝
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

一般　男子

走高跳

決勝
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考1m45 1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75 1m80

1 6  9773
- - - - -

O O

XXO O XXX

XO XO XXX
2 7   624

- - -

 1.75

 1.75

3 5   554
- - -

O XXX

O XO

O XO

O XXO

4 3   556
- - -

 1.75

 1.70

XXX

5 2   570
- - - O XXO XXX

6 1   631
O XXX

 1.65

 1.45

4   775
- - - XXX

 3.40
2 2  9774

XO XXX

 3.60
1 1   597

O XXO XXX

記録 備考3m40 3m60 3m70

一般　男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

中学　男子

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考1m80 1m90 2m00 2m10
1 1  2547

O O O XXX  2.00



決勝 8月18日 10:30

大会新               6.88

岡田 英希(2) 高校生    X    X   5.51    X   4.94   6.20    6.20 
ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 松川高   +0.9   -0.9   -0.8    -0.8
本多 俊平 一般   5.67   5.92   5.41   5.77   5.68   5.51    5.92 
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ   +0.1   -0.4   +1.2   +0.2    0.0   -0.4    -0.4
池田 圭吾 一般   5.63   5.65   5.57    -   5.46   5.88    5.88 
ｲｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ 信大AC   -0.8   +0.3    0.0   -1.1   -0.2    -0.2
山岸 琳汰(1) 高校生   5.52   5.69   5.48   5.61   5.62    X    5.69 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾘﾝﾀ 飯田工業高   +0.9   -0.3   +0.7   +1.6   -1.4    -0.3
三石 竜哉(1) 高校生   5.21   5.06   5.10   5.25   5.16   5.28    5.28 
ﾐﾂｲｼ ﾘｭｳﾔ 飯田風越高   +0.1   -1.1   +0.8   +0.9   +0.1   -1.5    -1.5
勝野 裕太 一般   4.97   4.83   5.03   4.84   5.27   5.16    5.27 
ｶﾂﾉ ﾕｳﾀ Dream.A.C    0.0   -0.2   +0.1   +0.2   -0.5   -0.9    -0.5

決勝 8月18日 10:30

大会新               6.66

牧内 豪(3) 中学生   5.66    X    -   5.55   5.89    X    5.89 
ﾏｷｳﾁ ｺﾞｳ 飯田高陵中   -0.5   +1.0   -1.2    -1.2
後藤 航平(3) 中学生    X   5.01   5.31   4.93    X    X    5.31 
ｺﾞﾄｳ ｺｳﾍｲ 高森中   +0.6   +0.4   -0.3    +0.4
堀越 匡(2) 中学生   4.83   4.90   4.77   4.87   4.65    X    4.90 
ﾎﾘｺｼ ｷｮｳ 緑ヶ丘中    0.0   +1.4    0.0   -0.1   -0.2    +1.4
松本 光平(2) 中学生   4.65   4.57    X    X   4.77    X    4.77 
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ 飯田高陵中   -0.3    0.0   -0.2    -0.2
手塚 貴郁(2) 中学生   4.22   4.45   4.70   4.48   4.35   4.34    4.70 
ﾃﾂﾞｶ ﾀｶﾌﾐ 高森中   +0.2   +1.2   -0.2   +0.2   -0.6   +0.3    -0.2
小松 良樹(1) 中学生   4.55   4.20   4.34    X   4.51   4.30    4.55 
ｺﾏﾂ ﾖｼｷ 緑ヶ丘中   -0.5   -0.6    0.0   -0.6   -0.4    -0.5
市岡 朋弥(2) 中学生   4.06   3.91   3.98   4.07   3.88   3.85    4.07 
ｲﾁｵｶ ﾄﾓﾔ 飯田高陵中   -1.4   -0.2    0.0   +0.7   -1.7   -0.2    +0.7
池田 佳希(2) 中学生   4.06   3.70   3.84   4.02   3.99   3.89    4.06 
ｲｹﾀﾞ ﾖｼｷ 飯田高陵中   -1.3   -0.5   +1.3   +0.9   -0.5   -0.2    -1.3
清水 俊弥(1) 中学生   4.03   3.48   3.77    4.03 
ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾔ 飯田高陵中   -1.4   -0.4   -0.2    -1.4
岩崎 元太(1) 中学生   4.00   3.79   3.71    4.00 
ｲﾜｻｷ ｹﾞﾝﾀ 飯田高陵中   +0.4   -0.9   +0.8    +0.4
酒井 渉(2) 中学生    X    X   3.86    3.86 
ｻｶｲ ﾜﾀﾙ 緑ヶ丘中   -0.2    -0.2
奈川 祐也(1) 中学生   3.52   3.72   3.85    3.85 
ﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 緑ヶ丘中   -1.4   -0.1   -0.5    -0.5
木下 翔太(2) 中学生    X    X    X
ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾀ 緑ヶ丘中
椚谷 和久(2) 中学生    X    X    X
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ 高森中

決勝 8月19日  9:20

大会新               4.26

熊谷 尚紀(6) 小学生   3.99   4.35   4.37    X   4.40   4.40    4.40 大会新
ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｷ いがら陸上    0.0   +1.0   -0.6    0.0   -1.2     0.0
土屋賢志郎(6) 小学生   3.42   3.79   3.30   3.39   3.46   3.65    3.79 
ﾂﾁﾔｹﾝｼﾛｳ 山本小   -0.5   +2.0   -1.0   +0.3   -1.3   -1.0    +2.0
片桐 碧尉(6) 小学生   3.16   3.53    X    X   3.04    X    3.53 
ｶﾀｷﾞﾘ ｱｵｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭ   -0.3   +1.2   -0.6    +1.2
三嶋 蒼生(5) 小学生    X    X   3.35   3.52   3.21   3.36    3.52 
ﾐｼﾏ ｱｵｲ いがら陸上   -1.1   +0.9   -1.0   +0.2    +0.9
高見  海斗(5) 小学生   2.90   3.03   3.12   2.94   2.82   2.85    3.12 
ﾀｶﾐ   ｶｲﾄ 清内路小    0.0   +1.0   +0.3    0.0   -1.1   +0.5    +0.3
松澤 嵐史(5) 小学生   3.03   3.05   2.88   2.58   2.99   2.96    3.05 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾗｼ いがら陸上    0.0   +0.6   +0.7   +0.1   -1.6    0.0    +0.6
片桐 慧翔(4) 小学生    X    X    X    X    X    X
ｶﾀｷﾞﾘ ｹｲｼｮｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

15  2006

12 4  2552

11  2543

10 1  6657

11 6  2549

8 2  6346

9 3  6355

6 8  2551

7 7  2062

4 9  2060

5 12  2007

2 13  2027

3 10  2546

記録 備考
1 14  2050

-3- -4- -5- -6-

中学　男子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

6 3    29

1    24

4 5    28

5 2    73

2 4    55

3 6    25

記録 備考
1 7    27

-3- -4- -5- -6-

小学　男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

一般　男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考
1 6   557

-3- -4- -5- -6-

2 2  9773

3 4  9774

6 3     3

4 5   629

5 1   617



決勝 8月19日 13:30

大会新              14.27

成田 正崇(3) 一般    X    X  13.98    X    X    X   13.98 
ﾅﾘﾀ ﾏｻﾀｶ 至学館大   +4.4    +4.4
尾畑 元佳(2) 高校生  11.52  11.79  12.04    X  11.74  11.75   12.04 
ｵﾊﾞﾀ ﾓﾄﾖｼ 飯田工業高   +0.2   +0.4   +2.3   +3.4   +1.9    +2.3

2 1   624

-2- -3- -4-所属名 -1- 備考
1 3  8246

一般　男子

三段跳

決勝

-5- -6- 記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名



決勝 8月19日  9:20

大会新               8.88

片桐 秀美 一般
ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾃﾞﾐ Dream.A.C

決勝 8月19日  9:20

大会新              11.10

小林 勇太(2) 高校生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 阿南高
岡田 稜太(1) 高校生
ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 松川高
川口 純(1) 高校生
ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 飯田高
脇田 マサユキ(2) 高校生
ﾜｷﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 飯田工業高

決勝 8月19日  9:20

大会新               9.58

齋藤 進次郎(3) 中学生 大会新
ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞﾛｳ 飯田高陵中
牧内 豪(3) 中学生 大会新
ﾏｷｳﾁ ｺﾞｳ 飯田高陵中
宮島 雅貴(2) 中学生
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾏｻｷ 高森中
菅沼 翔紀(3) 中学生
ｽｶﾞﾇﾏ ｼｮｳｷ 高森中
切石 拓也(2) 中学生
ｷﾘｲｼ ﾀｸﾔ 飯田高陵中
齋藤 天(2) 中学生
ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 飯田高陵中
平岩 圭介(2) 中学生
ﾋﾗｲﾜ ｹｲｽｹ 飯田高陵中
渡辺 大晴(2) 中学生
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ 高森中
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 5.62   5.81 

7 1  2065
 5.08  5.72  5.56

 6.26   6.61 

6 3  6348
 5.53  5.45  5.54  5.81  5.65

 7.08   7.33 

5 4  6350
 6.04  6.18  6.61  6.14  6.29

 8.68   9.23 

4 6  2030
 7.07  6.04  7.33  7.30  6.90

10.97  11.00 

3 7  2023
 8.77  8.85  9.23  9.05  8.34

10.53  11.25 

2 8  2050
10.89 11.00   - 10.69 10.86

記録 備考
1 9  2037

11.08 11.24 11.25 10.54 11.13

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

決勝
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

一般　男子

砲丸投              

決勝
順位

中学　男子

砲丸投              

-6-

 8.71

記録 備考-1- -2- -3- -4-

  X
1 2     9

 8.51

決勝

-5-試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

  8.71 

高校　男子

砲丸投

 8.66  8.68  8.54

 9.93

-4- -5- -6- 記録所属名 -1- -2- -3-

  X

備考
1 4   770

 9.99  9.96  9.74  9.67  9.92

 8.11

  9.99 

2 2   539
 8.64  8.84  8.78  9.26  9.34

  -

  9.34 

3 3   570
 8.57  8.23  8.25  8.22  8.36

  7.71 

  8.57 

4 1   626
 7.71  7.35  7.29   -   -



決勝 8月18日 10:30

大会新              27.80

本多 俊平 一般
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
松尾 崇文 一般
ﾏﾂｵ ﾀｶﾌﾐ Dream.A.C

決勝 8月18日 10:30

大会新              34.05

小林 勇太(2) 高校生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 阿南高
岡田 稜太(1) 高校生
ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 松川高
脇田 マサユキ(2) 高校生
ﾜｷﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 飯田工業高

決勝 8月18日 10:30

大会新              21.47

齋藤 進次郎(3) 中学生
ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞﾛｳ 飯田高陵中
熊谷 駿(3) 中学生
ｸﾏｶﾞｲ ｼｭﾝ 高森中
北條 耕太(3) 中学生
ﾎｳｼﾞｮｳ ｺｳﾀ 高森中
切石 拓也(2) 中学生
ｷﾘｲｼ ﾀｸﾔ 飯田高陵中
飛澤 航太(1) 中学生
ﾄﾋﾞｻﾜ ｺｳﾀ 高森中
宮島 泰雅(2) 中学生
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｲｶﾞ 高森中
本島 右登(1) 中学生
ﾓﾄｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 高森中
平岩 圭介(2) 中学生
ﾋﾗｲﾜ ｹｲｽｹ 飯田高陵中
齋藤 天(2) 中学生
ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 飯田高陵中
佐々木 直人(1) 中学生
ｻｻｷ ﾅｵﾄ 高森中

24.67  24.67 

3 2   626
  O 21.40  21.40 

  X   O

  O   X   X   O

  O 26.40   O  26.40 

2 1   539
  X   X   O

1 3   770
  O   O   X

-3- -4-氏  名 所属名 -1- -2- -5- -6- 記録 備考

高校　男子

円盤投

決勝
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

一般　男子

円盤投              

決勝
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

  X   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 3  9773

25.58   O   O

 23.98 

  O  25.58 

2 2     5
23.98   X   O

中学　男子

円盤投              

決勝
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

24.86   X

-3- -4- -5- -6-

  O   O

記録 備考
1 11  2037

  O   O   O

  O   X

  O  24.86 

2 10  2031
  -   -   O

  O   O

23.56  23.56 

3 9  2018
  X 20.63   O

  X   O

  O  20.63 

4 7  6350
  O   O 16.26

14.03   O

  O  16.26 

5 5  2021
  O 15.22   X

  O   X

  O  15.22 

6 4  2008
  O   O   O

  O   O

  O  14.03 

7 6  2014
  X   O 12.95 13.94  13.94 

8 1  2065
  O   O   O 13.47  13.47 

9 3  6348
  X   O 12.05

 10.00 

 12.05 

10 2  2015
  X 10.00   O



決勝 8月18日 13:30

大会新              54.08

横田 祥一(2) 高校生
ﾖｺﾀ ｼｮｳｲﾁ 飯田高
本多 俊平 一般
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
勝野 裕太 一般
ｶﾂﾉ ﾕｳﾀ Dream.A.C
所澤 慎(2) 高校生
ｼｮｻﾞﾜ ｼﾝ 飯田工業高
住吉 隼斗(1) 高校生
ｽﾐﾖｼ ﾊﾔﾄ 松川高
松下 聖(2) 高校生
ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳ 飯田工業高
菅沼 遼平(1) 高校生
ｽｶﾞﾇﾏ ﾘｮｳﾍｲ 飯田工業高
宮下 大河(1) 高校生
ﾐﾔｼﾀ ﾀｲｶﾞ 飯田高

決勝 8月19日 14:00

大会新              52.18

熊谷 駿(3) 中学生
ｸﾏｶﾞｲ ｼｭﾝ 高森中
松島 竜平(3) 中学生
ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ 高森中
宮島 雅貴(2) 中学生
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾏｻｷ 高森中
牛山 一成(2) 中学生
ｳｼﾔﾏ ｶｽﾞﾅﾘ 阿智村RC
高田 雅也(1) 中学生
ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾔ 高森中
北條 耕太(3) 中学生
ﾎｳｼﾞｮｳ ｺｳﾀ 高森中
宮島 泰雅(2) 中学生
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｲｶﾞ 高森中
市岡 朋弥(2) 中学生
ｲﾁｵｶ ﾄﾓﾔ 飯田高陵中
木下 翼(2) 中学生
ｷﾉｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 飯田高陵中
渡辺 大晴(2) 中学生
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ 高森中
池田 佳希(2) 中学生
ｲｹﾀﾞ ﾖｼｷ 飯田高陵中
山口 幸大(2) 中学生
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀ 高森中
澤柳 拓海(1) 中学生
ｻﾜﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾐ 飯田高陵中

13 1  6663
  O  22.42   O 22.42

 24.31 

12 4  2010
  O   O 23.72  23.72 

 24.39 

11 2  6346
  O 24.31   O

 25.22 

10 6  2019
  O 24.39   O

  O   O   O  26.75 

9 7  2063
25.22   O   O

27.88   O   O  27.88 

8 5  2062
  O 26.75   O

30.78   O   O  30.78 

7 11  2008
  O   O   O

34.14   O   O  34.14 

6 8  2018
  X   O   O

  O   X   X  37.27 

5 10  2012
  O   O   O

  O   X   O  38.29 

4 13  2111
  O 37.27   O

  O 39.17   O  39.17 

3 12  2023
  O 38.29   O

  O 45.99   O  45.99 

2 14  2026
  O   -   -

1 15  2031
  O   O   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学　男子

ジャベリックスロー  

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

8 4   574
20.87   X  20.87   X   X   X   O

  O   X

  O 26.67

  X  28.75 

7 1   630
  X   O   O   O  26.67 

  X   X   O  33.38 

6 3   623
28.75   O   O

  O   O 33.81  33.81 

5 2   552
  X   X 33.38

  O   X   O  35.07 

4 6   621
  O   O   X

  -   -   -  35.40 

3 5     3
  O 35.07   O

  O   O   X  36.53 

2 8  9773
  X 35.40   X

1 9   566
  O 36.53   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

一般　男子

やり投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 8月19日 12:00

大会新              70.12

宮井 大介(6) 小学生
ﾐﾔｲ ﾀﾞｲｽｹ 竜丘小
堤 慎一郎(6) 小学生
ﾂﾂﾐ ｼﾝｲﾄﾛｳ 竜丘小
伊藤 龍之介(6) 小学生
ｲﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 丸山小
亀井光樹(6) 小学生
ｶﾒｲﾐﾂｷ 山本小
後藤 信之介(4) 小学生
ｺﾞﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 天龍小

小学　男子

ボール投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

  O 56.38

-3- -4- -5- -6-

  O   O

記録 備考
1 6   105

  O   O   O

  O   O

  O  56.38 

2 5   106
  O 50.26   O

  O   O

  O  50.26 

3 3    43
40.90   O   O

  O   O

  O  40.90 

4 4    49
  O   O   O

  O  33.44 

39.73  39.73 

5 1    77
  O   O 33.44
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