
平成25年度　第30回飯伊小学生陸上競技大会兼第14回飯伊中学生陸上競技記録会        

決勝記録一覧表
(GR:大会新,GT:大会タイ) 男  子 【競技場】202050  飯田市陸上競技場

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
05/18 小3以下男子 近藤 皓哉(3) 9.73(4.1) 澤口 琉斗(3) 9.81(2.0) 筒井 晴太郎(3) 9.87(4.0) 中川 大和(3) 9.90(2.0) 菅沼 心太(3) 9.93(3.8) 安藤 静(3) 9.97(1.8) 下平 侑輝(3) 10.04(4.5) 田中 隆斗(3) 10.09(4.1)

60m 小学生･追手町小 GR 小学生･喬木第一小学校 小学生･大鹿小 GT 小学生･豊丘南小 小学生･松尾小 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･阿智第二小
05/18 小学4年男子  +5.3 ﾄﾞｱﾙﾃｲｽﾃﾌｧﾉﾏﾙﾊﾞ 14.52 市川 凌大(4) 14.67 山上 暁(4) 15.15 山田 ロミオ(4) 15.39 肥後 琉之介(4) 15.61 土屋 拓哉(4) 15.64 木村 柊太(4) 15.70 宮嶋 孟司(4) 16.07

100m 小学生･丸山小 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･伊賀良小 小学生･下條小 小学生･喬木第一小学校 小学生･下條小
05/18 小学5年男子  +5.1塩澤 昂(5) 14.36 岡田 颯太(5) 14.98 多田井 琢馬(5) 15.02 横田 善(5) 15.16 藤本 啓吾(5) 15.21 信末 幸輝(5) 15.24 北原 明人(5) 15.55 大倉 伊織(5) 15.59

100m 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭ 小学生･上郷小 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭ 小学生･伊賀良小 小学生･上郷小 小学生･伊賀良小 小学生･座光寺小 小学生･追手町小
05/18 小学6年男子  +3.8山川 滉生(6) 13.58 伊藤 和也(6) 14.07 酒井 一(6) 14.32 宮下 怜也(6) 14.94 ﾄﾞｱﾙﾃｨｽﾄﾜｯﾏﾙﾊﾞｲ 14.99 中山 佳樹(6) 15.33 杉本 悠紀(6) 15.89

100m 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭ 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭ 小学生･豊丘南小 小学生･大下条小 小学生･丸山小 小学生･座光寺小 小学生･山本小
05/18 小学5,6年男  +3.4松下 純也(6) 3,11.06 牧野 駆(6) 3,15.94 中嶋 紀彰(6) 3,20.98 仲田 源(5) 3,31.66 酒井 大和(6) 3,32.64 松下 航喜(6) 3,33.98 津金 翔(6) 3,35.78 蓑島 直樹(6) 3,40.23

1000m 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･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･松尾小 小学生･竜丘小 小学生･山本小 小学生･山本小
05/18  +1.9駒瀬 万也(6) 15.56 松澤 嵐史(6) 17.42 坂下 文哉(5) 19.35

80mH 小学生･大鹿小 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭ 小学生･追手町小
05/18 佐藤 友行(5) 1.15 高見  海斗(6) 1.10 門野  義樹(6) 1.05 田中 空(5) 1.05

走高跳 小学生･高森北小 小学生･清内路小 小学生･清内路小 小学生･阿智第二小
05/18 酒井 稜太(6) 3.73(+1.8) 鈴木 篤史(5) 2.80(+1.1)

走幅跳 小学生･丸山小 小学生･阿智第二小
05/18 佐藤 赳流(6) 44.52 後藤 信之介(5) 43.56 松下 翔(6) 35.49 原 貴之(5) 31.90 熊谷 達哉(5) 24.01 園原 優宇人(5) 22.02

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 小学生･富草小 小学生･天龍小 小学生･山本小 小学生･阿智第二小 小学生･阿智第二小 小学生･阿智第二小
05/18 松川陸上ｸﾗﾌ  ゙     55.93 ｲｲﾀﾞｯｼｭ     1,00.65 富草小     1,04.73

4×100mR 松﨑 文哉(6) 高山 慎ノ介(5) 村松 慎之介(5)
寺澤 勇紀(6) 三嶋 蒼生(6) 秦 圭佑(5)
古林 拓哉 清信 成(5) 木村 悟(6)
林 力輝 横前 耕太郎(6) 小池 俊雄(6)

05/18 中学男子    近藤 裕哉(3) 11.52(2.1) 木下 博貴(2) 11.54(3.6) 下平 和輝(3) 11.90(1.4) 近藤 雅哉(2) 12.00(2.1) 米澤 和真(2) 12.07(2.0) 園原 悠平(2) 12.13(1.3) 鎌倉 渉(3) 12.15(1.6) 西村 武登(2) 12.23(3.2)
100m 中学生･松川中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･松川中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･阿智中学校 中学生･飯田高陵中 中学生･高森中

05/18 近藤 裕哉(3) 23.77(4.5) 下平 和輝(3) 23.90(4.4) 木下 博貴(2) 23.98(3.7) 園原 悠平(2) 24.82(3.7) 光沢 佑人(3) 25.02(4.4) 近藤 雅哉(2) 25.13(4.5) 松本 光平(3) 25.18(3.7) 米澤 和真(2) 25.64(4.4)
200m 中学生･松川中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･阿智中学校 中学生･高森中 中学生･松川中 中学生･飯田高陵中 中学生･緑ヶ丘中

05/18 田畑 嵩明(3) 51.98 鎌倉 渉(3) 55.65 大内 健瑠(3) 56.84 西村 武登(2) 57.58 北原 昂希(2) 59.34 井原 彪(2) 1,00.22 金原 諒(3) 1,01.92 矢島 佳樹(3) 1,03.84
400m 中学生･松川JAC GR 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･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中

05/18 松﨑 健悟(2) 9,45.04 北原 和喜(3) 9,48.93 河合 蓮(3) 9,51.61 村山 和勇(3) 9,56.68 松下 哲也(2) 9,57.50 矢島 佳樹(3) 10,07.38 大峡 和(1) 10,22.27 石井 慎也(1) 10,22.32
3000m 中学生･高森中 中学生･松川中 中学生･高森中 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ 中学生･松川中 中学生･飯田高陵中 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ

05/18 加藤 勝斗(3) 1.60 花井 有輝(3) 1.60 篠田 治輝(3) 1.55 井原 彪(2) 1.50 棚田 駿太(3) 1.45 土屋 洸太(2) 1.40 奈川 祐也(2) 中学生･緑ヶ丘中 1.35
走高跳 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･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中 小松 良樹(2) 中学生･緑ヶ丘中

05/18 椚谷 和久(3) 6.19(+3.1) 堀越 匡(3) 5.37(+1.6) 小松 良樹(2) 5.30(+2.7) 手塚 貴郁(3) 5.19(+4.4) 小瀬水 渉(3) 4.85(+3.9) 山口 凌平(2) 4.75(+3.2) 渡久山 円(2) 4.62(+3.7) 池田 佳希(3) 4.61(+3.2)
走幅跳 中学生･高森中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･高森中 中学生･天龍中 中学生･飯田高陵中 中学生･天龍中 中学生･飯田高陵中

05/18 宮島 雅貴(3) 9.27 横井 岳人(3) 7.95 林 敏紀(3) 7.63 切石 拓也(3) 7.56 加藤 勝斗(3) 7.54 平岩 圭介(3) 7.01 齋藤 天(3) 6.98 渡辺 大晴(3) 6.68
砲丸投 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中 中学生･松川中 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･飯田高陵中 中学生･高森中

05/18 宮島 雅貴(3) 38.72 髙田 雅也(2) 37.96 山口 凌平(2) 31.60 平岩 圭介(3) 30.84 渡辺 大晴(3) 29.55 石井 隼平(2) 28.24 横井 岳人(3) 24.89 池田 佳希(3) 24.68
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･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中 中学生･高森中 中学生･天龍中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中

05/18 緑ヶ丘中(A)       46.42 高森中(A)       48.46 飯田高陵中(A)      48.97 高森中(B)       51.84 ｲｲﾀﾞｼｭAC       52.09 飯田高陵中(B)      52.94 飯田高陵中(C)      53.24
4×100mR 下平 竜太(3) 知沢 和輝(3) 大内 健瑠(3) 髙田 雅也(2) 柴田 健人(2) 藤井 隆聖(1) 篠田 治輝(3)

下平 和輝(3) 光沢 佑人(3) 鎌倉 渉(3) 西村 武登(2) 熊谷 尚紀(1) 土屋 洸太(2) 高田 尚樹(3)
米澤 和真(2) 椚谷 和久(3) 加藤 勝斗(3) 飛澤 航太(2) 三石 隼斗(1) 古瀬 友暉(1) 市岡 朋弥(3)
木下 博貴(2) 手塚 貴郁(3) 松本 光平(3) 竹村 太一(1) 大澤 優斗(1) 北原 昂希(2) 横井 岳人(3)

小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ



決勝 5月18日 12:15

大会新(GR)           9.90

[ 1組] 風速 +4.0 [ 2組] 風速 +2.0

 1 筒井 晴太郎(3) 小学生      9.87  1 澤口 琉斗(3) 小学生      9.81 
ﾂﾂｲ ﾊﾙﾀﾛｳ 喬木第一小学校 ｻﾜｸﾞﾁ ﾘｭｳﾄ 追手町小

 2 小池 正一郎(3) 小学生     10.15  2 中川 大和(3) 小学生      9.90 
ｺｲｹ ｾｲｲﾁﾛｳ 阿智第一小 ﾅｶｶﾞﾜ ﾔﾏﾄ 大鹿小

 3 伊藤 颯流星(3) 小学生     10.34  3 松下 温寛(2) 小学生     10.32 
ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 伊賀良小 ﾏﾂｼﾀ ｱﾂﾋﾛ 松尾小

 4 西部 裕(3) 小学生     10.78  4 新井 遙人(2) 小学生     10.67 
ﾆｼﾍﾞ ﾕｳ 追手町小 ｱﾗｲ ﾊﾙﾄ 伊賀良小

 5 鈴木 唯仁(2) 小学生     11.15  5 木村 耀太(2) 小学生     11.25 
ｽｽﾞｷ ﾕｲﾄ 上郷小 ｷﾑﾗ ﾖｳﾀ 喬木第一小学校

 6 原 世那(3) 小学生     11.31  6 端 新太(2) 小学生     11.29 
ﾊﾗ  ｾﾅ 丸山小 ﾊﾅ ｱﾗﾀ 高森南小

 7 坂井 誠人(2) 小学生     11.54  7 佐藤 世壱(2) 小学生     11.56 
ｻｶｲ ｾｲﾄ 竜丘小 ｻﾄｳ ﾖｲﾁ 泰阜小

 8 亀割 嵩惺(3) 小学生     12.39  8 白上 裕一(2) 小学生     11.60 
ｶﾒﾜﾘ ｼｭｳｾｲ 下條小 ｼﾗｶﾐ ﾕｳｲﾁ 下條小

[ 3組] 風速 +3.2 [ 4組] 風速 +2.7

 1 宮下 晃輝(2) 小学生     10.27  1 池田 峻将(3) 小学生     10.11 
ﾐﾔｼﾀ ｺｳｷ 高森南小 ｲｹﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 喬木第一小

 2 木下 春琉(3) 小学生     10.68  2 伊藤 優星(2) 小学生     10.57 
ｷﾉｼﾀ ﾊﾙ 高森北小 ｲﾄｳ ﾕｳｾｲ 鼎小学校

 3 宮嶋 太明(3) 小学生     10.73  3 久保田 優作(3) 小学生     11.02 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾓﾄｱｷ 阿智第一小 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｻｸ 追手町小

 4 仲田 初志(2) 小学生     11.07  4 中山 颯人(1) 小学生     11.25 
ﾅｶﾀ ﾊﾂｼ 伊賀良小 ﾅｶﾔﾏﾊﾔﾄ 山本小

 5 藤本 音緒(2) 小学生     11.16  5 伊原 蒼馬(2) 小学生     11.50 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾈｵ 下條小 ｲﾊﾗ ｿｳﾏ 竜丘小

 6 池田 敦哉(2) 小学生     11.17  6 上原 颯人(1) 小学生     11.95 
ｲｹﾀﾞ ｱﾂﾔ 泰阜小 ｳｴﾊﾗ ﾊﾔﾄ 伊賀良小

 7 池田 峻将(3) 小学生     11.29  7 松井 海渡(1) 小学生     12.19 
ｲｹﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 喬木第一小学校 ﾏﾂｲ ｶｲﾄ 下條小

 8 勝又 慎之助(2) 小学生     11.56  8 半崎 佑心(1) 小学生     12.95 
追手町小 ﾊﾝｻﾞｷ ﾕｳｼﾝ 泰阜小

[ 5組] 風速 +4.1 [ 6組] 風速 +2.7

 1 近藤 皓哉(3) 小学生      9.73  1 廣瀬 琉斗(2) 小学生     10.39 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾙﾔ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾋﾛｾ ﾘｭｳﾄ 豊丘南小

 2 田中 隆斗(3) 小学生     10.09  2 小林 謙斗(3) 小学生     10.42 
ﾀﾅｶ  ﾘｭｳﾄ 阿智第二小 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾄ 伊賀良小

 3 棚田 悟常(3) 小学生     10.38  3 松村 喜道(3) 小学生     10.83 
ﾀﾅﾀﾞ ｺﾞｼﾞｮｳ 下條小 ﾏﾂﾑﾗ ｷﾄﾞｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 4 内山 裕太(3) 小学生     10.77  4 鈴木 陽太(2) 小学生     11.27 
ｳﾁﾔﾏﾕｳﾀ 山本小 ｽｽﾞｷ ﾋﾅﾀ 鼎小学校

 5 吉川 晴哉(2) 小学生     11.50  5 熊谷 剛毅(3) 小学生     11.60 
追手町小 ｸﾏｶﾞｲ ｺﾞｳｷ 丸山小

 6 滝沢 巧(2) 小学生     11.90  6 内藤 陽葵(2) 小学生     11.66 
ﾀｷｻﾞﾜ ｺｳ 松尾小 ﾅｲﾄｳ ﾊﾙｷ 下條小

 7 太田 空澄(1) 小学生     14.27  7 木下 翔天(1) 小学生     11.90 
ｵｵﾀ ｿﾗ 千栄小 ｷﾉｼﾀｼｮｳﾏ 山本小
熊谷 順紀(1) 小学生  8 岡田 帆稀(1) 小学生     12.99 
ｸﾏｶﾞｲ ｼﾞｭﾝｷ 丸山小 ｵｶﾀﾞ ﾎﾏﾚ 追手町小

[ 7組] 風速 +1.8 [ 8組] 風速 +4.5

 1 安藤 静(3) 小学生      9.97  1 下平 侑輝(3) 小学生     10.04 
ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾞｮｳ 松尾小 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 池田 翼(3) 小学生     10.57  2 池田 晃樹(3) 小学生     10.10 
ｲｹﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 下久堅小 ｲｹﾀﾞ ｺｳｷ 泰阜小

 3 牧島 由輝(2) 小学生     10.60  3 髙橋 鎧(2) 小学生     10.45 
ﾏｷｼﾏ ﾕｷ 竜丘小 ﾀｶﾊｼ ｶｲ 丸山小

 4 北澤 一樹(2) 小学生     10.99  4 木下 航希(3) 小学生     10.57 
ｷﾀｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 高森南小 ｷﾉｼﾀ ｺｳｷ 松尾小

 5 大日方 優将(2) 小学生     11.10  5 金田琉那(2) 小学生     10.83 
追手町小 ｶﾅﾀﾞﾙﾅ 浜井場小

 6 佐久間 倖世(2) 小学生     11.19  6 藤本 憲伸(2) 小学生     10.93 
ｻｸﾏ ｺｳｾｲ 鼎小学校 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 千栄小

 7 半崎 一心(3) 小学生     11.49  7 倉本 玲央(1) 小学生     10.94 
ﾊﾝｻﾞｷ ｲｯｼﾝ 泰阜小 ｸﾗﾓﾄ ﾚｵ 追手町小

 8 鮫島 颯汰(1) 小学生     14.45  8 門野  翔太(1) 小学生     11.19 
ｻﾐｼﾞﾏ ｿｳﾀ 丸山小 ｶﾄﾞﾉ     ｼｮｳﾀ 清内路小
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[ 9組] 風速 +3.4 [ 10組] 風速 +2.8

 1 平沢 仁都(2) 小学生     10.82  1 井原 楓(2) 小学生     10.54 
ﾋﾗｻﾜ ｼﾞﾝﾄ 鼎小学校 ｲﾊﾗｶｴﾃﾞ 山本小

 2 松村 青悟(2) 小学生     11.13  2 吉澤 遼真(2) 小学生     10.90 
ﾏﾂﾑﾗ ｾｲｺﾞ 高森南小 ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳﾏ 伊賀良小

 3 代田 蒼(3) 小学生     11.18  3 石田 尊楽(3) 小学生     11.00 
ｼﾛﾀ ｱｵｲ 下條小 ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾗ 高森北小

 4 竹村 晃平(1) 小学生     11.34  4 高梨 陽色(2) 小学生     11.90 
ﾀｹﾑﾗｺｳﾍｲ 山本小 ﾀｶﾅｼ ﾋｲﾛ 喬木第一小学校

 5 古山 光(1) 小学生     12.87  5 代田 琉悟(1) 小学生     12.55 
ﾌﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ 追手町小 ｼﾛﾀ ﾘｭｳｺﾞ 下條小
田中 颯(3) 小学生  6 實原 孝太郎(1) 小学生     12.81 
ﾀﾅｶ ﾊﾔﾃ 下久堅小 ｼﾞﾂﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 追手町小
岩本 諒一(3) 小学生  7 山崎 大樹(1) 小学生     12.82 
ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳｲﾁ 喬木第一小学校 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 竜丘小

[ 11組] 風速 +3.8

 1 菅沼 心太(3) 小学生      9.93 
ｽｶﾞﾇﾏ ｼﾝﾀ 豊丘南小

 2 宮島 洸哉(2) 小学生     10.69 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾛﾔ 喬木第一小学校

 3 小川 玲邑(2) 小学生     10.83 
追手町小

 4 遠山 雄正(2) 小学生     11.30 
ﾄｵﾔﾏ ﾕｳｾｲ 丸山小

 5 山﨑 拓夢(3) 小学生     11.36 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾑ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 東  颯麻(1) 小学生     11.95 
ｱｽﾞﾏ ｿｳﾏ 泰阜小

 7 澤口 諒飛(2) 小学生     11.98 
ｻﾜｸﾞﾁ ｱｻﾋ 下條小
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   1 近藤 皓哉(3) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ      9.73 (+4.1)   5   1
   2 澤口 琉斗(3) 小学生 追手町小      9.81 (+2.0) 大会新   2   1
   3 筒井 晴太郎(3) 小学生 喬木第一小学校      9.87 (+4.0)   1   1
   4 中川 大和(3) 小学生 大鹿小      9.90 (+2.0) 大会タイ   2   2
   5 菅沼 心太(3) 小学生 豊丘南小      9.93 (+3.8)  11   1
   6 安藤 静(3) 小学生 松尾小      9.97 (+1.8)   7   1
   7 下平 侑輝(3) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     10.04 (+4.5)   8   1
   8 田中 隆斗(3) 小学生 阿智第二小     10.09 (+4.1)   5   2
   9 池田 晃樹(3) 小学生 泰阜小     10.10 (+4.5)   8   2
  10 池田 峻将(3) 小学生 喬木第一小     10.11 (+2.7)   4   1
  11 小池 正一郎(3) 小学生 阿智第一小     10.15 (+4.0)   1   2
  12 宮下 晃輝(2) 小学生 高森南小     10.27 (+3.2)   3   1
  13 松下 温寛(2) 小学生 松尾小     10.32 (+2.0)   2   3
  14 伊藤 颯流星(3) 小学生 伊賀良小     10.34 (+4.0)   1   3
  15 棚田 悟常(3) 小学生 下條小     10.38 (+4.1)   5   3
  16 廣瀬 琉斗(2) 小学生 豊丘南小     10.39 (+2.7)   6   1
  17 小林 謙斗(3) 小学生 伊賀良小     10.42 (+2.7)   6   2
  18 髙橋 鎧(2) 小学生 丸山小     10.45 (+4.5)   8   3
  19 井原 楓(2) 小学生 山本小     10.54 (+2.8)  10   1
  20 伊藤 優星(2) 小学生 鼎小学校     10.57 (+2.7)   4   2
  20 池田 翼(3) 小学生 下久堅小     10.57 (+1.8)   7   2
  20 木下 航希(3) 小学生 松尾小     10.57 (+4.5)   8   4
  23 牧島 由輝(2) 小学生 竜丘小     10.60 (+1.8)   7   3
  24 新井 遙人(2) 小学生 伊賀良小     10.67 (+2.0)   2   4
  25 木下 春琉(3) 小学生 高森北小     10.68 (+3.2)   3   2
  26 宮島 洸哉(2) 小学生 喬木第一小学校     10.69 (+3.8)  11   2
  27 宮嶋 太明(3) 小学生 阿智第一小     10.73 (+3.2)   3   3
  28 内山 裕太(3) 小学生 山本小     10.77 (+4.1)   5   4
  29 西部 裕(3) 小学生 追手町小     10.78 (+4.0)   1   4
  30 平沢 仁都(2) 小学生 鼎小学校     10.82 (+3.4)   9   1
  31 松村 喜道(3) 小学生 ｲｲﾀﾞｯｼｭ     10.83 (+2.7)   6   3
  31 小川 玲邑(2) 小学生 追手町小     10.83 (+3.8)  11   3
  31 金田琉那(2) 小学生 浜井場小     10.83 (+4.5)   8   5
  34 吉澤 遼真(2) 小学生 伊賀良小     10.90 (+2.8)  10   2
  35 藤本 憲伸(2) 小学生 千栄小     10.93 (+4.5)   8   6
  36 倉本 玲央(1) 小学生 追手町小     10.94 (+4.5)   8   7
  37 北澤 一樹(2) 小学生 高森南小     10.99 (+1.8)   7   4
  38 石田 尊楽(3) 小学生 高森北小     11.00 (+2.8)  10   3
  39 久保田 優作(3) 小学生 追手町小     11.02 (+2.7)   4   3
  40 仲田 初志(2) 小学生 伊賀良小     11.07 (+3.2)   3   4
  41 大日方 優将(2) 小学生 追手町小     11.10 (+1.8)   7   5
  42 松村 青悟(2) 小学生 高森南小     11.13 (+3.4)   9   2
  43 鈴木 唯仁(2) 小学生 上郷小     11.15 (+4.0)   1   5
  44 藤本 音緒(2) 小学生 下條小     11.16 (+3.2)   3   5
  45 池田 敦哉(2) 小学生 泰阜小     11.17 (+3.2)   3   6
  46 代田 蒼(3) 小学生 下條小     11.18 (+3.4)   9   3
  47 佐久間 倖世(2) 小学生 鼎小学校     11.19 (+1.8)   7   6
  47 門野  翔太(1) 小学生 清内路小     11.19 (+4.5)   8   8
  49 中山 颯人(1) 小学生 山本小     11.25 (+2.7)   4   4
  49 木村 耀太(2) 小学生 喬木第一小学校     11.25 (+2.0)   2   5
  51 鈴木 陽太(2) 小学生 鼎小学校     11.27 (+2.7)   6   4
  52 端 新太(2) 小学生 高森南小     11.29 (+2.0)   2   6
  52 池田 峻将(3) 小学生 喬木第一小学校     11.29 (+3.2)   3   7
  54 遠山 雄正(2) 小学生 丸山小     11.30 (+3.8)  11   4
  55 原 世那(3) 小学生 丸山小     11.31 (+4.0)   1   6
  56 竹村 晃平(1) 小学生 山本小     11.34 (+3.4)   9   4
  57 山﨑 拓夢(3) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     11.36 (+3.8)  11   5
  58 半崎 一心(3) 小学生 泰阜小     11.49 (+1.8)   7   7
  59 伊原 蒼馬(2) 小学生 竜丘小     11.50 (+2.7)   4   5
  59 吉川 晴哉(2) 小学生 追手町小     11.50 (+4.1)   5   5
  61 坂井 誠人(2) 小学生 竜丘小     11.54 (+4.0)   1   7
  62 佐藤 世壱(2) 小学生 泰阜小     11.56 (+2.0)   2   7
  62 勝又 慎之助(2) 小学生 追手町小     11.56 (+3.2)   3   8
  64 熊谷 剛毅(3) 小学生 丸山小     11.60 (+2.7)   6   5
  64 白上 裕一(2) 小学生 下條小     11.60 (+2.0)   2   8
  66 内藤 陽葵(2) 小学生 下條小     11.66 (+2.7)   6   6
  67 高梨 陽色(2) 小学生 喬木第一小学校     11.90 (+2.8)  10   4
  67 滝沢 巧(2) 小学生 松尾小     11.90 (+4.1)   5   6
  67 木下 翔天(1) 小学生 山本小     11.90 (+2.7)   6   7
  70 上原 颯人(1) 小学生 伊賀良小     11.95 (+2.7)   4   6
  70 東  颯麻(1) 小学生 泰阜小     11.95 (+3.8)  11   6
  72 澤口 諒飛(2) 小学生 下條小     11.98 (+3.8)  11   7
  73 松井 海渡(1) 小学生 下條小     12.19 (+2.7)   4   7
  74 亀割 嵩惺(3) 小学生 下條小     12.39 (+4.0)   1   8
  75 代田 琉悟(1) 小学生 下條小     12.55 (+2.8)  10   5
  76 實原 孝太郎(1) 小学生 追手町小     12.81 (+2.8)  10   6
  77 山崎 大樹(1) 小学生 竜丘小     12.82 (+2.8)  10   7
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  78 古山 光(1) 小学生 追手町小     12.87 (+3.4)   9   5
  79 半崎 佑心(1) 小学生 泰阜小     12.95 (+2.7)   4   8
  80 岡田 帆稀(1) 小学生 追手町小     12.99 (+2.7)   6   8
  81 太田 空澄(1) 小学生 千栄小     14.27 (+4.1)   5   7
  82 鮫島 颯汰(1) 小学生 丸山小     14.45 (+1.8)   7   8
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予選 5月18日  9:50
決勝 5月18日 14:30

大会新(GR)          14.87
県記録(KR)          12.27

[ 1組] 風速 +2.4 [ 2組] 風速 +1.6

 1 市川 凌大(4) 小学生     14.77 q  1 山田 ロミオ(4) 小学生     15.76 q
ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ﾔﾏﾀﾞ  ﾛﾐｵ 鼎小学校

 2 肥後 琉之介(4) 小学生     15.58 q  2 木村 柊太(4) 小学生     15.79 q
ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 伊賀良小 ｷﾑﾗ ｼｭｳﾀ 喬木第一小学校

 3 土屋 拓哉(4) 小学生     15.64 q  3 長瀬 成雅(4) 小学生     16.15 
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾔ 下條小 ﾅｶﾞｾ ｾｲｶﾞ 上郷小

 4 古瀬 尚暉(4) 小学生     16.05  4 小池 将史(4) 小学生     17.81 
ﾌﾙｾ ﾅｵｷ 上郷小 ｺｲｹ ﾏｻﾄ 阿智第一小

 5 下澤 優也(4) 小学生     16.91  5 恵美 文貴(4) 小学生     17.91 
ｼﾓｻﾜ ﾕｳﾔ 追手町小 ｴﾐ ﾌﾐﾀｶ 浪合小

 6 中田 海里(4) 小学生     17.12  6 今村 孝太郎(4) 小学生     18.08 
ﾅｶﾀﾞｶｲﾘ 山本小 ｲﾏﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 7 板倉 駿弥(4) 小学生     17.42  7 代田 樹(4) 小学生     18.33 
ｲﾀｸﾗ ｼｭﾝﾔ 大下条小 ｼﾛﾀ ｲﾂｷ 下條小

 8 川島 悠星(4) 小学生     18.93  8 中島 隼(4) 小学生     18.39 
ｶﾜｼﾏ ﾕｳｾｲ 千栄小 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 竜丘小

[ 3組] 風速 +1.5 [ 4組] 風速 +1.5

 1 山上 暁(4) 小学生     15.64 q  1 森下 優大(4) 小学生     16.18 
ﾔﾏｶﾞﾐ ｱｶﾂｷ 喬木第一小学校 ﾓﾘｼﾀ ﾕｳﾀ 松尾小

 2 秦 優真(4) 小学生     16.65  2 北沢 綜太(4) 小学生     16.48 
ﾊﾀ ﾕｳﾏ 松尾小 ｷﾀｻﾞﾜ ｿｳﾀ 上郷小

 3 加藤 輝(4) 小学生     17.03  3 本田 周平(4) 小学生     16.93 
ｶﾄｳ ﾋｶﾙ 下條小 ﾎﾝﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 伊賀良小

 4 今村 広太(4) 小学生     17.15  4 大峡 謙(4) 小学生     17.11 
ｲﾏﾑﾗ ｺｳﾀ 丸山小 ｵｵﾊﾞ ﾕｽﾞﾙ 鼎小学校

 5 伊藤 僚汰郎(4) 小学生     17.81  5 酒井 達樹(4) 小学生     17.84 
ｲﾄｳ  ﾘｮｳﾀﾛｳ 伊賀良小 ｻｶｲ ﾀﾂｷ 丸山小

 6 丸田 純正(4) 小学生     17.82  6 大黒 真砂生(4) 小学生     17.90 
ﾏﾙﾀ ｼﾞｭﾝｾｲ 浪合小 ﾀﾞｲｺｸ ﾏｻﾐ 浪合小

 7 久保田 翔也(4) 小学生     17.98  7 細田 真仁(4) 小学生     18.46 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾔ 竜丘小 ﾎｿﾀﾞ ﾏﾅﾄ 下條小

 8 北原 大輝(4) 小学生     18.48  8 勝又 優希(4) 小学生     18.76 
ｷﾀﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 高森南小 ｶﾂﾏﾀ ﾕｳｷ 大下条小

[ 5組] 風速 +3.5 [ 6組] 風速 +2.8

 1 宮嶋 孟司(4) 小学生     15.98 q  1 ﾄﾞｱﾙﾃｲｽﾃﾌｧﾉﾏﾙﾊﾞｲ小学生     14.58 q
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｹｼ 下條小 丸山小

 2 北村 隆之介(4) 小学生     16.08  2 高田 光希(4) 小学生     16.41 
ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾀｶﾀﾞﾐﾂｷ 上久堅小

 3 小林 慶輝(4) 小学生     16.18  3 丸山 哲平(4) 小学生     16.89 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｷ 下久堅小 ﾏﾙﾔﾏ ﾃｯﾍﾟｲ 伊賀良小

 4 森本 大翔(4) 小学生     16.57  4 林 央暉(4) 小学生     17.14 
ﾓﾘﾓﾄﾋﾛﾄ 山本小 ﾊﾔｼ ｵｳｷ 追手町小

 5 樋口 創太(4) 小学生     16.65  5 松下 暖大(4) 小学生     17.76 
ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾀ 伊賀良小 ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙﾄ 下條小

 6 平林 世凪(4) 小学生     16.88  6 川手 健太(4) 小学生     18.04 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｾﾅ 鼎小学校 ｶﾜﾃ ｹﾝﾀ 千栄小

 7 小國 陽大(4) 小学生     17.68  7 赤木 将士(4) 小学生     18.36 
ｵｸﾆ ﾖｳﾀ 上郷小 ｱｶｷﾞﾏｻﾄ 山本小

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
4    21

  148

6

7    63

小学4年男子

100m

予選 通過基準  6組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

記録／備考

1    80

2   175

  197

8   186

3   201

5

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
7   219

5   105

3   177

6    31

1   313

4    18

2    76

8   289

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
3   102

1   169

5   312

7    70

2    93

8   284

4   133

6    52

氏  名 所属名 記録／備考
1   168

3   179

6   315

2    73

4    65

8   220

順 ﾚｰﾝ No.

7    95

記録／備考 氏  名

8   222

2    72

6   163

5   196

5    64

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3    66

4   143

所属名 記録／備考
5    86

7   172

6    55

4   214

8    75

3   185

2   1457   176



風速 +5.3

 1 小学生     14.52 
丸山小

 2 市川 凌大(4) 小学生     14.67 
ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 3 山上 暁(4) 小学生     15.15 
ﾔﾏｶﾞﾐ ｱｶﾂｷ 喬木第一小学校

 4 山田 ロミオ(4) 小学生     15.39 
ﾔﾏﾀﾞ  ﾛﾐｵ 鼎小学校

 5 肥後 琉之介(4) 小学生     15.61 
ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 伊賀良小

 6 土屋 拓哉(4) 小学生     15.64 
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾔ 下條小

 7 木村 柊太(4) 小学生     15.70 
ｷﾑﾗ ｼｭｳﾀ 喬木第一小学校

 8 宮嶋 孟司(4) 小学生     16.07 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｹｼ 下條小

ﾄﾞｱﾙﾃｲｽﾃﾌｧﾉﾏﾙﾊﾞｲ(4)

小学4年男子

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    86

4    21

5   102

7   219

3    63

8    80

1   105

2    72



予選 5月18日  9:25
決勝 5月18日 14:20

大会新(GR)          13.70
県記録(KR)          12.27

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 +0.6

 1 塩澤 昂(5) 小学生     14.57 q  1 岡田 颯太(5) 小学生     15.05 q
ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ｵｶﾀﾞ ｿｳﾀ 上郷小

 2 大倉 伊織(5) 小学生     15.76 q  2 横田 善(5) 小学生     15.42 q
ｵｵｸﾗ ｲｵﾘ 追手町小 ﾖｺﾀ ｾﾞﾝ 伊賀良小

 3 奥村 洸平(5) 小学生     16.30  3 北原 明人(5) 小学生     15.83 q
ｵｸﾑﾗ ｺｳﾍｲ 上郷小 ｷﾀﾊﾗ ｱｷﾄ 座光寺小

 4 千葉 恭大(5) 小学生     17.61  4 木下 耀仁(5) 小学生     15.96 
ﾁﾊﾞ  ﾔｽﾋﾛ 阿智第二小 ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 5 久保田 晋平(5) 小学生     17.70  5 井原 雄希(5) 小学生     17.77 
ｸﾎﾞﾀ ｼﾝﾍﾟｲ 伊賀良小 ｲﾊﾗ  ﾕｳｷ 阿智第二小

 6 橋爪 渉(5) 小学生     17.75  6 片桐 慧翔(5) 小学生     19.10 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾜﾀﾙ 下久堅小 ｶﾀｷﾞﾘ ｹｲｼｮｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭ
中原 晶(5) 小学生 清水 康生(5) 小学生
ﾅｶﾊﾗ ｼｮｳ 豊丘南小 ｼﾐｽﾞ ｺｳｾｲ 追手町小

[ 3組] 風速 +2.0

 1 信末 幸輝(5) 小学生     15.33 q
ﾉﾌﾞｽｴ ｺｳｷ 伊賀良小

 2 藤本 啓吾(5) 小学生     15.35 q
ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｺﾞ 上郷小

 3 多田井 琢馬(5) 小学生     15.39 q
ﾀﾀﾞｲ ﾀｸﾏ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 4 上田 悠人(5) 小学生     15.85 
ｳｴﾀﾞ  ﾕｳﾄ 阿智第二小

 5 佐々木 舜也(5) 小学生     16.16 
ｻｻｷ ｼｭﾝﾔ 追手町小

 6 櫻井  佑也(5) 小学生     17.03 
ｻｸﾗｲ   ﾕｳﾔ 清内路小

風速 +5.1

 1 塩澤 昂(5) 小学生     14.36 
ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 2 岡田 颯太(5) 小学生     14.98 
ｵｶﾀﾞ ｿｳﾀ 上郷小

 3 多田井 琢馬(5) 小学生     15.02 
ﾀﾀﾞｲ ﾀｸﾏ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 4 横田 善(5) 小学生     15.16 
ﾖｺﾀ ｾﾞﾝ 伊賀良小

 5 藤本 啓吾(5) 小学生     15.21 
ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｺﾞ 上郷小

 6 信末 幸輝(5) 小学生     15.24 
ﾉﾌﾞｽｴ ｺｳｷ 伊賀良小

 7 北原 明人(5) 小学生     15.55 
ｷﾀﾊﾗ ｱｷﾄ 座光寺小

 8 大倉 伊織(5) 小学生     15.59 
ｵｵｸﾗ ｲｵﾘ 追手町小

小学5年男子

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 記録／備考
6    15

4   212

8    69

5   173

7    39

2   281
欠場

順 ﾚｰﾝ

3    57

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   174

2    54

7   139

4    27

8    33

6    26

5   209
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    60

7   178

6    25

3    38

5   205

2   184

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    15

6   174

8    25

7    54

4   178

3    60

2   139

1   212



決勝 5月18日 14:10

大会新  (GR )       13.23
県記録  (KR )       12.27

風速 +3.8

 1 山川 滉生(6) 小学生     13.58 
ﾔﾏｶﾜ ﾋﾛｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 2 伊藤 和也(6) 小学生     14.07 
ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 3 酒井 一(6) 小学生     14.32 
ｻｶｲ ﾊｼﾞﾒ 豊丘南小

 4 宮下 怜也(6) 小学生     14.94 
ﾐﾔｼﾀ ﾄｷﾔ 大下条小

 5 小学生     14.99 
丸山小

 6 中山 佳樹(6) 小学生     15.33 
ﾅｶﾔﾏ ﾖｼｷ 座光寺小

 7 杉本 悠紀(6) 小学生     15.89 
ｽｷﾞﾓﾄﾊﾙｷ 山本小

2   144

ﾄﾞｱﾙﾃｨｽﾄﾜｯﾏﾙﾊﾞｲ(6)5    87

8   138

3   279

7   195

6    20

4    14

小学6年男子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月18日 13:50

大会新(GR)        3,06.03
県記録(KR)        2,52.94

 1 松下 純也(6) 小学生   3,11.06 
ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ ISｼﾞｭﾆｱ

 2 牧野 駆(6) 小学生   3,15.94 
ﾏｷﾉ ｶｹﾙ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 中嶋 紀彰(6) 小学生   3,20.98 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾘｱｷ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 仲田 源(5) 小学生   3,31.66 
ﾅｶﾀ ﾐﾅﾓﾄ ISｼﾞｭﾆｱ

 5 酒井 大和(6) 小学生   3,32.64 
ｻｶｲ ﾔﾏﾄ 松尾小

 6 松下 航喜(6) 小学生   3,33.98 
ﾏﾂｼﾀ ｺｳｷ 竜丘小

 7 津金 翔(6) 小学生   3,35.78 
ﾂｶﾞﾈｼｮｳ 山本小

 8 蓑島 直樹(6) 小学生   3,40.23 
ﾐﾉｼﾏﾅｵｷ 山本小

 9 中島 快都(5) 小学生   3,41.74 
ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲﾄ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

10 塚田 幸太郎(5) 小学生   3,43.23 
ﾂｶﾀﾞ  ｺｳﾀﾛｳ 阿智第二小

11 室尾 彪太(6) 小学生   3,43.27 
ﾑﾛｵ ﾋｮｳﾀ 浪合小

12 伊藤 大生(6) 小学生   3,44.30 
ｲﾄｳﾀｲｾｲ 山本小

13 山口 直央(6) 小学生   3,45.61 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵ 阿智村RC

14 森本 隆暉(6) 小学生   3,48.23 
ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶｱｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

15 原 伊吹(5) 小学生   4,01.44 
ﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 阿智村RC

16 羽場崎 雄太(5) 小学生   4,05.68 
ﾊﾊﾞｻﾞｷ  ﾕｳﾀ 阿智第二小

17 坂井 勇(5) 小学生   4,09.65 
ｻｶｲ ｲｻﾑ 竜丘小

18 布施 岳滉(5) 小学生   4,26.74 
ﾌｾ  ﾀｶﾋﾛ 阿智第二小
竹村 龍哉(6) 小学生
ﾀｹﾑﾗ ﾘｭｳﾔ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

10   161
欠場

9   286

19    43

14    28

17    34

12    29

6   160

2   314

18   140

8   162

3    40

4   149

16   151

1   166

5   288

13     5

15     6

11     4

7     7

小学5,6年男子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月18日 12:00

大会新(GR)          14.26
県記録(KR)          11.72

風速 +1.9

 1 駒瀬 万也(6) 小学生     15.56 
ｺﾏｾ ﾏﾔ 大鹿小

 2 松澤 嵐史(6) 小学生     17.42 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾗｼ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 3 坂下 文哉(5) 小学生     19.35 
ｻｶｼﾀ ﾌﾐﾔ 追手町小

8   206

7   198

6    23

小学5,6年男子

80mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月18日 14:50

大会新(GR)          53.46
県記録(KR)          51.04

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 松川陸上ｸﾗﾌﾞ   159 松﨑 文哉(6)     55.93 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ
  158 寺澤 勇紀(6)

ﾃﾗｻﾜ ﾕｳｷ
  156 古林 拓哉

ﾌﾙﾊﾞﾔｼﾀｸﾔ
  164 林 力輝

ﾊﾔｼ ﾘｷ
 2   2 ｲｲﾀﾞｯｼｭ    17 高山 慎ノ介(5)   1,00.65 

ｲｲﾀﾞｯｼｭ ﾀｶﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ
   19 三嶋 蒼生(6)

ﾐｼﾏ ｱｵｲ
   24 清信 成(5)

ｷﾖﾉﾌﾞ ﾅﾙ
   16 横前 耕太郎(6)

ﾖｺﾏｴ ｺｳﾀﾛｳ
 3   3 富草小   277 村松 慎之介(5)   1,04.73 

ﾄﾐｸｻｼｮｳ ﾑﾗﾏﾂ ｼﾝﾉｽｹ
  276 秦 圭佑(5)

ﾊﾀ ｹｲｽｹ
  278 木村 悟(6)

ｷﾑﾗ ｻﾄﾙ
  275 小池 俊雄(6)

ｺｲｹ ｼｭﾝﾕｳ

小学5,6年男子

4×100mR

決勝



決勝 5月18日 14:45

大会新(GR)          57.91
県記録(KR)          55.50

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 丸山小    80 小林 日和(4)   1,07.20 

ﾏﾙﾔﾏｼｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ  ﾋﾖﾘ
   79 金田 愛美(4)

ｶﾅﾀﾞ  ﾏﾅﾐ
   77 塩沢 望(4)

ｼｵｻﾞﾜ  ﾉｿﾞﾐ
   85 濱島  潤(4)

ﾊﾏｼﾏ  ｼﾞｭﾝ
 2   5 竜丘小（A）   230 矢澤 らら(4)   1,08.93 

ﾀﾂｵｶｼｮｳA ﾔｻﾞﾜ ﾗﾗ
  221 加藤 優奈(4)

ｶﾄｳ ﾕｳﾅ
  226 上松 友英(4)

ｳｴﾏﾂ ﾄﾓﾋﾃﾞ
  228 田中 大稀(4)

ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ
 3   2 下條小    65 幾島 明(4)   1,09.71 

ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳ ｲｸｼﾏ ﾒｲ
   71 倉田 芽依(4)

ｸﾗﾀ ﾒｲ
   72 村松 空清(4)

ﾑﾗﾏﾂ ｿﾗ
   69 赤羽 空人(4)

ｱｶﾊﾈ ｿﾗﾄ
 4   3 竜丘小（B）   223 金子 陽南(4)   1,09.79 

ﾀﾂｵｶｼｮｳB ｶﾈｺ ﾊﾙﾅ
  224 坂井 聡希子(4)

ｻｶｲ ﾄｷｺ
  229 飯島 祐太(4)

ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾀ
  225 小島 冴樹(4)

ｺｼﾞﾏ ｻｴｷ

小学4,5年混合

4×100mR

決勝



決勝 5月18日 10:00

大会新(GR)           1.30
県記録(KR)           1.46

佐藤 友行(5) 小学生
ｻﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 高森北小
高見  海斗(6) 小学生
ﾀｶﾐ   ｶｲﾄ 清内路小
門野  義樹(6) 小学生
ｶﾄﾞﾉ    ﾖｼｷ 清内路小
田中 空(5) 小学生
ﾀﾅｶ  ｿﾗ 阿智第二小

決勝 5月18日  9:20

大会新(GR)           4.71
県記録(KR)           5.47

酒井 稜太(6) 小学生   3.73    X   3.59   3.72   3.56   3.64    3.73 
ｻｶｲ  ﾘｮｳﾀ 丸山小   +1.8    0.0   +1.2   +2.1   +2.2    +1.8
鈴木 篤史(5) 小学生   2.80   2.77   2.66   2.56   2.51   2.51    2.80 
ｽｽﾞｷ  ｱﾂｼ 阿智第二小   +1.1   +0.7   +0.7   +1.6   +0.6   +1.6    +1.1

決勝 5月18日  9:20

大会新(GR)          62.06
県記録(KR)          80.09

佐藤 赳流(6) 小学生
ｻﾄｳ ﾀｹﾙ 富草小
後藤 信之介(5) 小学生
ｺﾞﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 天龍小
松下 翔(6) 小学生
ﾏﾂｼﾀｼｮｳ 山本小
原 貴之(5) 小学生
ﾊﾗ  ﾀｶﾕｷ 阿智第二小
熊谷 達哉(5) 小学生
ｸﾏｶﾞｲ  ﾀﾂﾔ 阿智第二小
園原 優宇人(5) 小学生
ｿﾉﾊﾗ  ﾕｳﾄ 阿智第二小

小学5,6年男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 2    96

-5-

2 1    44

  O 22.02   X  22.02 

24.01   O   O  24.01 

6 2    35
  X 21.15   O

  O 31.90   O  31.90 

5 1    36
  O 21.44   O

  O   O   O  35.49 

4 4    37
  O   O 30.33

  O   O   O  43.56 

3 5   142
35.49   O   O

  O 44.52   O  44.52 

2 3   224
  O   O 43.56

1 7   274
  O 43.72   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

小学5,6年男子

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

小学5,6年男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録m90 m95 備考m80 m85 1m00 1m05 1m10 1m15 1m18
1 1   135

O O O O O O O O XXX  1.15

2 4   181
O O O O O O O XXX  1.10

3 2   182
O O O O O O XXX  1.05
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決勝 5月18日 10:50

大会新  (GR )       11.33
県記録              10.85

[ 1組] 風速 +1.3 [ 2組] 風速 +3.2

 1 園原 悠平(2) 中学生     12.13  1 西村 武登(2) 中学生     12.23 
ｿﾉﾊﾗ ﾕｳﾍｲ 阿智中学校 ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ 高森中

 2 光沢 佑人(3) 中学生     12.38  2 下平 竜太(3) 中学生     12.37 
ｺｳｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 高森中 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｭｳﾀ 緑ヶ丘中

 3 熊谷 奎亮(3) 中学生     12.63  3 本島 右登(2) 中学生     13.12 
ｸﾏｶﾞｲ ｹｲｽｹ 緑ヶ丘中 ﾓﾄｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 高森中

 4 柴田 健人(2) 中学生     12.99  4 米山 諒(1) 中学生     13.51 
ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾄ ｲｲﾀﾞｼｭAC ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ ｲｲﾀﾞｼｭAC

 5 佐々木 直人(2) 中学生     13.71  5 高橋 健太(1) 中学生     13.59 
ｻｻｷ ﾅｵﾄ 高森中 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 飯田高陵中

 6 小林 龍矢(1) 中学生     13.96  6 松延 拓海(1) 中学生     14.48 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾔ 飯田高陵中 ﾏﾂﾉﾌﾞ ﾀｸﾐ 緑ヶ丘中

 7 長瀬 和真(1) 中学生     14.41  7 井原 晟斗(1) 中学生     14.84 
ﾅｶﾞｾ ｶｽﾞﾏ 飯田高陵中 ｲﾊﾗ ｾｲﾄ 飯田高陵中

 8 植竹 孝明(2) 中学生     16.17 
ｳｴﾀｹ ﾀｶｱｷ 天龍中

[ 3組] 風速 +2.0 [ 4組] 風速 +1.4

 1 米澤 和真(2) 中学生     12.07  1 下平 和輝(3) 中学生     11.90 
ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 緑ヶ丘中 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞｷ 緑ヶ丘中

 2 知沢 和輝(3) 中学生     12.63  2 熊谷 尚紀(1) 中学生     13.27 
ﾁｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 高森中 ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｷ ｲｲﾀﾞｼｭAC

 3 大澤 優斗(1) 中学生     12.68  3 篠田 京介(1) 中学生     13.38 
ｵｵｻﾜ ﾕｳﾄ ｲｲﾀﾞｼｭAC ｼﾉﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 緑ヶ丘中

 4 小平 宗弥(2) 中学生     13.66  4 北條 周平(2) 中学生     13.64 
ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾔ 高森中 ﾎｳｼﾞｮｳ ｼｭｳﾍｲ 高森中

 5 藤井 隆聖(1) 中学生     13.72  5 朝倉 世蘭(1) 中学生     14.02 
ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 飯田高陵中 ｱｻｸﾗ ｾﾗﾝ 飯田高陵中

 6 古瀬 友暉(1) 中学生     14.05  6 木下 利輝(2) 中学生     16.29 
ﾌﾙｾ ﾕｳｷ 飯田高陵中 ｷﾉｼﾀ ﾘｷ 阿智中学校

 7 村澤 拓斗(2) 中学生     14.41 
ﾑﾗｻﾜ ﾀｸﾄ 天龍中

[ 5組] 風速 +3.6 [ 6組] 風速 +1.6

 1 木下 博貴(2) 中学生     11.54  1 鎌倉 渉(3) 中学生     12.15 
ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ 緑ヶ丘中 ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ 飯田高陵中

 2 北原 昂希(2) 中学生     12.52  2 板倉 竜史(2) 中学生     12.58 
ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ 飯田高陵中 ｲﾀｸﾗ ﾘｭｳｼﾞ 緑ヶ丘中

 3 三石 智也(2) 中学生     12.82  3 飛澤 航太(2) 中学生     13.14 
ﾐﾂｲｼ ﾄﾓﾔ 緑ヶ丘中 ﾄﾋﾞｻﾜ ｺｳﾀ 高森中

 4 竹村 太一(1) 中学生     13.10  4 三石 隼斗(1) 中学生     13.31 
ﾀｹﾑﾗ ﾀｲﾁ 高森中 ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ ｲｲﾀﾞｼｭAC

 5 大峡 和(1) 中学生     13.35  5 木下 峻(2) 中学生     13.74 
ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ ISｼﾞｭﾆｱ ｷﾉｼﾀ ｼｭﾝ 高森中

 6 片桐 碧尉(1) 中学生     14.00  6 田口 時生(1) 中学生     15.56 
ｶﾀｷﾞﾘ ｱｵｲ ｲｲﾀﾞｼｭAC ﾀｸﾞﾁ ﾄｷｵ 飯田高陵中

 7 末元 昂成(1) 中学生     14.46 
ｽｴﾓﾄ ｺｳｾｲ 飯田高陵中

[ 7組] 風速 +2.1

 1 近藤 裕哉(3) 中学生     11.52 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 松川中

 2 近藤 雅哉(2) 中学生     12.00 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 松川中

 3 小池 貫太(2) 中学生     12.47 
ｺｲｹ ｶﾝﾀ 松川中

 4 西永 佳樹(2) 中学生     13.03 
ﾆｼﾅｶﾞ ﾖｼｷ 松川中

 5 近藤 惠哉(1) 中学生     13.60 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ 松川中

 6 家苗 薫(2) 中学生     13.96 
ｶﾅｴ ｶｵﾙ 松川中
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   1 近藤 裕哉(3) 中学生 松川中     11.52 (+2.1)   7   1
   2 木下 博貴(2) 中学生 緑ヶ丘中     11.54 (+3.6)   5   1
   3 下平 和輝(3) 中学生 緑ヶ丘中     11.90 (+1.4)   4   1
   4 近藤 雅哉(2) 中学生 松川中     12.00 (+2.1)   7   2
   5 米澤 和真(2) 中学生 緑ヶ丘中     12.07 (+2.0)   3   1
   6 園原 悠平(2) 中学生 阿智中学校     12.13 (+1.3)   1   1
   7 鎌倉 渉(3) 中学生 飯田高陵中     12.15 (+1.6)   6   1
   8 西村 武登(2) 中学生 高森中     12.23 (+3.2)   2   1
   9 下平 竜太(3) 中学生 緑ヶ丘中     12.37 (+3.2)   2   2
  10 光沢 佑人(3) 中学生 高森中     12.38 (+1.3)   1   2
  11 小池 貫太(2) 中学生 松川中     12.47 (+2.1)   7   3
  12 北原 昂希(2) 中学生 飯田高陵中     12.52 (+3.6)   5   2
  13 板倉 竜史(2) 中学生 緑ヶ丘中     12.58 (+1.6)   6   2
  14 知沢 和輝(3) 中学生 高森中     12.63 (+2.0)   3   2
  14 熊谷 奎亮(3) 中学生 緑ヶ丘中     12.63 (+1.3)   1   3
  16 大澤 優斗(1) 中学生 ｲｲﾀﾞｼｭAC     12.68 (+2.0)   3   3
  17 三石 智也(2) 中学生 緑ヶ丘中     12.82 (+3.6)   5   3
  18 柴田 健人(2) 中学生 ｲｲﾀﾞｼｭAC     12.99 (+1.3)   1   4
  19 西永 佳樹(2) 中学生 松川中     13.03 (+2.1)   7   4
  20 竹村 太一(1) 中学生 高森中     13.10 (+3.6)   5   4
  21 本島 右登(2) 中学生 高森中     13.12 (+3.2)   2   3
  22 飛澤 航太(2) 中学生 高森中     13.14 (+1.6)   6   3
  23 熊谷 尚紀(1) 中学生 ｲｲﾀﾞｼｭAC     13.27 (+1.4)   4   2
  24 三石 隼斗(1) 中学生 ｲｲﾀﾞｼｭAC     13.31 (+1.6)   6   4
  25 大峡 和(1) 中学生 ISｼﾞｭﾆｱ     13.35 (+3.6)   5   5
  26 篠田 京介(1) 中学生 緑ヶ丘中     13.38 (+1.4)   4   3
  27 米山 諒(1) 中学生 ｲｲﾀﾞｼｭAC     13.51 (+3.2)   2   4
  28 高橋 健太(1) 中学生 飯田高陵中     13.59 (+3.2)   2   5
  29 近藤 惠哉(1) 中学生 松川中     13.60 (+2.1)   7   5
  30 北條 周平(2) 中学生 高森中     13.64 (+1.4)   4   4
  31 小平 宗弥(2) 中学生 高森中     13.66 (+2.0)   3   4
  32 佐々木 直人(2) 中学生 高森中     13.71 (+1.3)   1   5
  33 藤井 隆聖(1) 中学生 飯田高陵中     13.72 (+2.0)   3   5
  34 木下 峻(2) 中学生 高森中     13.74 (+1.6)   6   5
  35 小林 龍矢(1) 中学生 飯田高陵中     13.96 (+1.3)   1   6
  35 家苗 薫(2) 中学生 松川中     13.96 (+2.1)   7   6
  37 片桐 碧尉(1) 中学生 ｲｲﾀﾞｼｭAC     14.00 (+3.6)   5   6
  38 朝倉 世蘭(1) 中学生 飯田高陵中     14.02 (+1.4)   4   5
  39 古瀬 友暉(1) 中学生 飯田高陵中     14.05 (+2.0)   3   6
  40 長瀬 和真(1) 中学生 飯田高陵中     14.41 (+1.3)   1   7
  40 村澤 拓斗(2) 中学生 天龍中     14.41 (+2.0)   3   7
  42 末元 昂成(1) 中学生 飯田高陵中     14.46 (+3.6)   5   7
  43 松延 拓海(1) 中学生 緑ヶ丘中     14.48 (+3.2)   2   6
  44 井原 晟斗(1) 中学生 飯田高陵中     14.84 (+3.2)   2   7
  45 田口 時生(1) 中学生 飯田高陵中     15.56 (+1.6)   6   6
  46 植竹 孝明(2) 中学生 天龍中     16.17 (+1.3)   1   8
  47 木下 利輝(2) 中学生 阿智中学校     16.29 (+1.4)   4   6
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順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考



決勝 5月18日 13:35

大会新  (GR )       23.83
県記録              21.92

[ 1組] 風速 +3.7 [ 2組] 風速 +4.4

 1 木下 博貴(2) 中学生     23.98  1 下平 和輝(3) 中学生     23.90 
ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ 緑ヶ丘中 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞｷ 緑ヶ丘中

 2 園原 悠平(2) 中学生     24.82  2 光沢 佑人(3) 中学生     25.02 
ｿﾉﾊﾗ ﾕｳﾍｲ 阿智中学校 ｺｳｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 高森中

 3 松本 光平(3) 中学生     25.18  3 米澤 和真(2) 中学生     25.64 
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ 飯田高陵中 ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 緑ヶ丘中

 4 下平 竜太(3) 中学生     25.70  4 友保 尚樹(1) 中学生     28.83 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｭｳﾀ 緑ヶ丘中 ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ 緑ヶ丘中

 5 熊谷 奎亮(3) 中学生     25.81 
ｸﾏｶﾞｲ ｹｲｽｹ 緑ヶ丘中

 6 三石 智也(2) 中学生     27.97 
ﾐﾂｲｼ ﾄﾓﾔ 緑ヶ丘中

 7 池沼 秋太(1) 中学生     31.38 
ｲｹﾇﾏ ｼｭｳﾀ 緑ヶ丘中

[ 3組] 風速 +4.5

 1 近藤 裕哉(3) 中学生     23.77 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 松川中

 2 近藤 雅哉(2) 中学生     25.13 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 松川中

 3 小池 貫太(2) 中学生     25.75 
ｺｲｹ ｶﾝﾀ 松川中

 4 西永 佳樹(2) 中学生     27.62 
ﾆｼﾅｶﾞ ﾖｼｷ 松川中

   1 近藤 裕哉(3) 中学生 松川中     23.77 (+4.5)   3   1
   2 下平 和輝(3) 中学生 緑ヶ丘中     23.90 (+4.4)   2   1
   3 木下 博貴(2) 中学生 緑ヶ丘中     23.98 (+3.7)   1   1
   4 園原 悠平(2) 中学生 阿智中学校     24.82 (+3.7)   1   2
   5 光沢 佑人(3) 中学生 高森中     25.02 (+4.4)   2   2
   6 近藤 雅哉(2) 中学生 松川中     25.13 (+4.5)   3   2
   7 松本 光平(3) 中学生 飯田高陵中     25.18 (+3.7)   1   3
   8 米澤 和真(2) 中学生 緑ヶ丘中     25.64 (+4.4)   2   3
   9 下平 竜太(3) 中学生 緑ヶ丘中     25.70 (+3.7)   1   4
  10 小池 貫太(2) 中学生 松川中     25.75 (+4.5)   3   3
  11 熊谷 奎亮(3) 中学生 緑ヶ丘中     25.81 (+3.7)   1   5
  12 西永 佳樹(2) 中学生 松川中     27.62 (+4.5)   3   4
  13 三石 智也(2) 中学生 緑ヶ丘中     27.97 (+3.7)   1   6
  14 友保 尚樹(1) 中学生 緑ヶ丘中     28.83 (+4.4)   2   4
  15 池沼 秋太(1) 中学生 緑ヶ丘中     31.38 (+3.7)   1   7
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順 ﾚｰﾝ No.



決勝 5月18日  9:00

大会新  (GR )       54.17
県記録              50.35

[ 1組] [ 2組]

 1 田畑 嵩明(3) 中学生     51.98  1 鎌倉 渉(3) 中学生     55.65 
ﾀﾊﾞﾀ ﾀｶｱｷ 松川JAC ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ 飯田高陵中

 2 大内 健瑠(3) 中学生     56.84  2 西村 武登(2) 中学生     57.58 
ｵｵｳﾁ ﾀｹﾙ 飯田高陵中 ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ 高森中

 3 金原 諒(3) 中学生   1,01.92  3 北原 昂希(2) 中学生     59.34 
ｶﾅﾊﾗ ﾏｺﾄ 飯田高陵中 ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ 飯田高陵中

 4 矢島 佳樹(3) 中学生   1,03.84  4 井原 彪(2) 中学生   1,00.22 
ﾔｼﾞﾏ ﾖｼｷ 飯田高陵中 ｲﾊﾗ ﾋｮｳ 飯田高陵中

 5 矢嶋 泰毅(1) 中学生   1,09.14  5 加藤 早蔵(2) 中学生   1,09.03 
ﾔｼﾞﾏ ﾀｲｷ 飯田高陵中 ｶﾄｳ ｻｸﾗ 阿南二中

 6 松島 稜之(1) 中学生   1,14.74 
ﾏﾂｼﾏ ﾀｶﾕｷ 高森中

   1 田畑 嵩明(3) 中学生 松川JAC       51.98 大会新   1   1
   2 鎌倉 渉(3) 中学生 飯田高陵中       55.65   2   1
   3 大内 健瑠(3) 中学生 飯田高陵中       56.84   1   2
   4 西村 武登(2) 中学生 高森中       57.58   2   2
   5 北原 昂希(2) 中学生 飯田高陵中       59.34   2   3
   6 井原 彪(2) 中学生 飯田高陵中     1,00.22   2   4
   7 金原 諒(3) 中学生 飯田高陵中     1,01.92   1   3
   8 矢島 佳樹(3) 中学生 飯田高陵中     1,03.84   1   4
   9 加藤 早蔵(2) 中学生 阿南二中     1,09.03   2   5
  10 矢嶋 泰毅(1) 中学生 飯田高陵中     1,09.14   1   5
  11 松島 稜之(1) 中学生 高森中     1,14.74   1   6

  269
  118

  239
  268
   50

  120
  264
  231

  153
  236
  254

備考 組 順位都道府県 所属名 記録

3    50

順位 No. 氏  名

中学男子      

400m                
タイムレース

4   264

6   236

7   231

所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

5   120

3   118

8   269

2   268

6   239

4   254

5   153
大会新

中学男子      

400m                

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名



決勝 5月18日 15:30

大会新  (GR )     9,07.68
県記録            8,31.86

 1 松﨑 健悟(2) 中学生   9,45.04 
ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ 高森中

 2 北原 和喜(3) 中学生   9,48.93 
ｷﾀﾊﾗ ｶｽﾞｷ 松川中

 3 河合 蓮(3) 中学生   9,51.61 
ｶﾜｲ ﾚﾝ 高森中

 4 村山 和勇(3) 中学生   9,56.68 
ﾑﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾄｼ ISｼﾞｭﾆｱ

 5 松下 哲也(2) 中学生   9,57.50 
ﾏﾂｼﾀ ﾃﾂﾔ 松川中

 6 矢島 佳樹(3) 中学生  10,07.38 
ﾔｼﾞﾏ ﾖｼｷ 飯田高陵中

 7 大峡 和(1) 中学生  10,22.27 
ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ ISｼﾞｭﾆｱ

 8 石井 慎也(1) 中学生  10,22.32 
ｲｼｲ ｼﾝﾔ ISｼﾞｭﾆｱ

 9 三沢 直柔(3) 中学生  10,38.20 
ﾐｻﾜ ﾅｵﾔ 緑ヶ丘中

10 佐々木 勇人(2) 中学生  10,49.53 
ｻｻｷ ﾊﾔﾄ 飯田高陵中

11 加藤 駿己(2) 中学生  10,50.24 
ｶﾄｳ ｼｭﾝｷ 飯田高陵中

12 田畑 篤偲(3) 中学生  11,05.25 
ﾀﾊﾞﾀ ｱﾂｼ 旭ヶ丘中学校

13 高橋 健太(1) 中学生  11,08.26 
ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 飯田高陵中

14 上沼 元正(2) 中学生  11,08.28 
ｳｴﾇﾏ ﾓﾄﾏｻ 飯田高陵中

15 小林 龍矢(1) 中学生  11,12.06 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾔ 飯田高陵中

16 木下 翼(3) 中学生  11,12.08 
ｷﾉｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 飯田高陵中

17 石川 颯(2) 中学生  11,15.71 
ｲｼｶﾜ ﾊﾔﾃ 緑ヶ丘中

18 山本 光汰 中学生  11,21.93 
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ 下條中

19 岩崎 元太(2) 中学生  11,25.10 
ｲﾜｻｷ ｹﾞﾝﾀ 飯田高陵中

20 鈴木 迪人(3) 中学生  11,29.87 
ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾄ 天龍中

21 亀山 由雅(3) 中学生  11,45.52 
ｶﾒﾔﾏ ﾕｳｶﾞ 飯田高陵中

22 朝倉 世蘭(1) 中学生  11,59.25 
ｱｻｸﾗ ｾﾗﾝ 飯田高陵中

23 木下 夏樹(1) 中学生  12,08.03 
ｷﾉｼﾀ ﾅﾂｷ 飯田高陵中

24 澤柳 拓海(2) 中学生  12,16.02 
ｻﾜﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾐ 飯田高陵中

25 矢澤 広輝(1) 中学生  12,17.48 
ﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 松川中

26 松山 准也(1) 中学生  12,17.99 
ﾏﾂﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 松川中

27 米山 諒(1) 中学生  12,36.09 
ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ 松川中

28 小林 治暉(1) 中学生  12,55.66 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｷ 阿智中学校

29 原 佑希(1) 中学生  12,56.61 
ﾊﾗ ﾕｳｷ 阿智中学校
久保田 隼人(1) 中学生
ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ 松川中

8    47

34   326
途中棄権

35   327

16    48

36   328

33   325

27   266

3   271

13   238

29   257

21   237

30   230

24   302

20    85

1   249

19   267

25   243

23   251

5   234

26    51

18   296

11   245

28     1

2     2

32   322

9   268

12   107

10     3

6   119

31   317

中学男子      

3000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月18日 15:10

大会新  (JR )       45.67
県記録              43.99

[ 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 緑ヶ丘中(A)   291 下平 竜太(3)     46.42  1   3 高森中(A)   121 知沢 和輝(3)     48.46 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳA ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｭｳﾀ ﾀｶﾓﾘﾁｭｳA ﾁｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ
  292 下平 和輝(3)   113 光沢 佑人(3)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞｷ ｺｳｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
  307 米澤 和真(2)   128 椚谷 和久(3)

ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ
  309 木下 博貴(2)   115 手塚 貴郁(3)

ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ ﾃﾂﾞｶ ﾀｶﾌﾐ
 2   2 飯田高陵中(A)   254 大内 健瑠(3)     48.97  2   4 飯田高陵中(C)   248 篠田 治輝(3)     53.24 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ｵｵｳﾁ ﾀｹﾙ ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳC ｼﾉﾀﾞ ﾖｼｷ
  236 鎌倉 渉(3)   244 高田 尚樹(3)

ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ ﾀｶﾀﾞ ﾅｵｷ
  235 加藤 勝斗(3)   247 市岡 朋弥(3)

ｶﾄｳ ﾏｽﾄ ｲﾁｵｶ ﾄﾓﾔ
  250 松本 光平(3)   233 横井 岳人(3)

ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ ﾖｺｲ ﾀｹﾋﾄ
 3   5 高森中(B)   129 髙田 雅也(2)     51.84   2 緑ヶ丘中(B)   305 板倉 竜史(2)

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳB ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾔ ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳB ｲﾀｸﾗ ﾘｭｳｼﾞ 失格
  120 西村 武登(2)   311 友保 尚樹(1)

ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ
  124 飛澤 航太(2)   294 嵯峨座 綾(1)

ﾄﾋﾞｻﾜ ｺｳﾀ ｻｶﾞｻﾞ ﾘｮｳ
  122 竹村 太一(1)   295 三石 智也(2)

ﾀｹﾑﾗ ﾀｲﾁ ﾐﾂｲｼ ﾄﾓﾔ
 4   6 ｲｲﾀﾞｼｭAC    10 柴田 健人(2)     52.09   5 松川中   323 小池 貫太(2)

ｲｲﾀﾞｼｭAC ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾄ ﾏﾂｶﾜﾁｭｳ ｺｲｹ ｶﾝﾀ 失格
    8 熊谷 尚紀(1)   318 近藤 裕哉(3)

ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｷ ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ
    9 三石 隼斗(1)   321 西永 佳樹(2)

ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ ﾆｼﾅｶﾞ ﾖｼｷ
   11 大澤 優斗(1)   319 近藤 雅哉(2)

ｵｵｻﾜ ﾕｳﾄ ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ
 5   4 飯田高陵中(B)   261 藤井 隆聖(1)     52.94 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳB ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ
  260 土屋 洸太(2)

ﾂﾁﾔ ｺｳﾀ
  241 古瀬 友暉(1)

ﾌﾙｾ ﾕｳｷ
  264 北原 昂希(2)

ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ

中学男子      

4×100mR            

決勝



   1 緑ヶ丘中(A)     46.42 下平 竜太(3) 下平 和輝(3) 米澤 和真(2) 木下 博貴(2)   1   1
   2 高森中(A)     48.46 知沢 和輝(3) 光沢 佑人(3) 椚谷 和久(3) 手塚 貴郁(3)   2   1
   3 飯田高陵中(A)     48.97 大内 健瑠(3) 鎌倉 渉(3) 加藤 勝斗(3) 松本 光平(3)   1   2
   4 高森中(B)     51.84 髙田 雅也(2) 西村 武登(2) 飛澤 航太(2) 竹村 太一(1)   1   3
   5 ｲｲﾀﾞｼｭAC     52.09 柴田 健人(2) 熊谷 尚紀(1) 三石 隼斗(1) 大澤 優斗(1)   1   4
   6 飯田高陵中(B)     52.94 藤井 隆聖(1) 土屋 洸太(2) 古瀬 友暉(1) 北原 昂希(2)   1   5
   7 飯田高陵中(C)     53.24 篠田 治輝(3) 高田 尚樹(3) 市岡 朋弥(3) 横井 岳人(3)   2   2

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 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

中学男子      

4×100mR            
タイムレース



決勝 5月18日 13:30

大会新  (GR )        6.61
県記録               7.04

椚谷 和久(3) 中学生   5.81   6.19   5.91   6.14    6.19 
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ 高森中   +3.5   +3.1   +1.7   +2.7    +3.1
堀越 匡(3) 中学生   5.00   5.29   5.37    X    5.37 
ﾎﾘｺｼ ｷｮｳ 緑ヶ丘中   +4.5   +3.5   +1.6    +1.6
小松 良樹(2) 中学生   5.22   5.30    X    X    5.30 
ｺﾏﾂ ﾖｼｷ 緑ヶ丘中   +2.0   +2.7    +2.7
手塚 貴郁(3) 中学生   5.03    X    X   5.19    5.19 
ﾃﾂﾞｶ ﾀｶﾌﾐ 高森中   +4.2   +4.4    +4.4
小瀬水 渉(3) 中学生   4.85   4.10   4.66   3.60    4.85 
ｺｾﾐｽﾞ ﾜﾀﾙ 天龍中   +3.9   +3.4   +2.8   +4.8    +3.9
山口 凌平(2) 中学生   4.75    X    X   4.55    4.75 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 飯田高陵中   +3.2   +1.2    +3.2
渡久山 円(2) 中学生   4.54   4.62   4.42   4.34    4.62 
ﾄｸﾔﾏ ﾏﾄﾞｶ 天龍中   +3.8   +3.7   +1.8   +2.6    +3.7
池田 佳希(3) 中学生    X   4.61    /    /    4.61 
ｲｹﾀﾞ ﾖｼｷ 飯田高陵中   +3.2    +3.2
酒井 渉(3) 中学生   4.58   4.46    4.58 
ｻｶｲ ﾜﾀﾙ 緑ヶ丘中   +2.0   +1.7    +2.0
秦 翔(2) 中学生   4.27   4.39    4.39 
ﾊﾀ ｼｮｳ 緑ヶ丘中   +1.8   +3.3    +3.3
宮島 泰雅(3) 中学生   4.34   4.26    4.34 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｲｶﾞ 高森中   +3.6   +4.2    +3.6
熊谷 尚紀(1) 中学生    X   4.20    4.20 
ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｷ ｲｲﾀﾞｼｭAC   +3.7    +3.7
奈川 祐也(2) 中学生   3.98   4.17    4.17 
ﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 緑ヶ丘中   +3.1   +3.4    +3.4
柴田 健人(2) 中学生   4.12   4.00    4.12 
ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾄ ｲｲﾀﾞｼｭAC   +2.5   +3.6    +2.5
嵯峨座 綾(1) 中学生   3.94   4.04    4.04 
ｻｶﾞｻﾞ ﾘｮｳ 緑ヶ丘中   +2.1   +3.0    +3.0
井原 晟斗(1) 中学生   3.97   3.61    3.97 
ｲﾊﾗ ｾｲﾄ 飯田高陵中   +3.5   +2.3    +3.5
三石 隼斗(1) 中学生    X   3.97    3.97 
ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ ｲｲﾀﾞｼｭAC   +3.3    +3.3
長瀬 和真(1) 中学生   3.91   3.93    3.93 
ﾅｶﾞｾ ｶｽﾞﾏ 飯田高陵中   +2.8   +2.8    +2.8
高田 尚樹(3) 中学生    X   3.82    3.82 
ﾀｶﾀﾞ ﾅｵｷ 飯田高陵中   +3.1    +3.1
上沼 元正(2) 中学生   3.64   3.27    3.64 
ｳｴﾇﾏ ﾓﾄﾏｻ 飯田高陵中   +3.8   +3.0    +3.8
櫻井 駿一(1) 中学生   2.63   3.12    3.12 
ｻｸﾗｲ ｼｭﾝｲﾁ 飯田高陵中   +3.0   +3.8    +3.8
清水 俊弥(2) 中学生    X    X 記録なし
ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾔ 飯田高陵中
篠田 治輝(3) 中学生    X    - 記録なし
ｼﾉﾀﾞ ﾖｼｷ 飯田高陵中
市岡 朋弥(3) 中学生    X    X 記録なし
ｲﾁｵｶ ﾄﾓﾔ 飯田高陵中
松本 光平(3) 中学生    X    X 記録なし
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ 飯田高陵中

22 26   250

22 18   248

22 21   247

21 5   270

22 15   252

19 1   244

20 9   251

17 14     9

18 3   258

15 8   294

16 2   232

13 12   304

14 7    10

11 13   111

12 16     8

9 20   298

10 10   301

7 19   229

8 4   256

5 11   225

6 24   246

3 17   299

4 23   115

備考
1 25   128

-5-

2 22   308

-1- -6- 記録-2- -3- -4-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

中学男子      

走幅跳              



決勝 5月18日 13:00

大会新  (GR )        1.95
県記録               1.97

1m60 1m65
加藤 勝斗(3) 中学生 - - - - - - - - O O
ｶﾄｳ ﾏｽﾄ 飯田高陵中 O XXX
花井 有輝(3) 中学生 - - - - - - - XO O XXO
ﾊﾅｲ ﾕｳｷ 高森中 XXO XXX
篠田 治輝(3) 中学生 - - - - O O O XO XO O
ｼﾉﾀﾞ ﾖｼｷ 飯田高陵中 XXX
井原 彪(2) 中学生 - - - - O O XO O XXO XXX
ｲﾊﾗ ﾋｮｳ 飯田高陵中
棚田 駿太(3) 中学生 - - - - - O O XO XXX
ﾀﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 飯田高陵中
土屋 洸太(2) 中学生 - - - - O XO XO XXX
ﾂﾁﾔ ｺｳﾀ 飯田高陵中
奈川 祐也(2) 中学生 - - O O O O XXX
ﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 緑ヶ丘中
小松 良樹(2) 中学生 - - O O O O XXX
ｺﾏﾂ ﾖｼｷ 緑ヶ丘中
秦 翔(2) 中学生 - - - O XO XXO XXX
ﾊﾀ ｼｮｳ 緑ヶ丘中
古瀬 友暉(1) 中学生 O O O XXO XXX
ﾌﾙｾ ﾕｳｷ 飯田高陵中
田口 時生(1) 中学生 O XO XXX
ﾀｸﾞﾁ ﾄｷｵ 飯田高陵中
加藤 早蔵(2) 中学生 O XXX
ｶﾄｳ ｻｸﾗ 阿南二中

決勝 5月18日 13:30

大会新  (GR )       10.62
県記録              13.25

宮島 雅貴(3) 中学生
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾏｻｷ 高森中
横井 岳人(3) 中学生
ﾖｺｲ ﾀｹﾋﾄ 飯田高陵中
林 敏紀(3) 中学生
ﾊﾔｼ ﾄｼﾉﾘ 松川中
切石 拓也(3) 中学生
ｷﾘｲｼ ﾀｸﾔ 飯田高陵中
加藤 勝斗(3) 中学生
ｶﾄｳ ﾏｽﾄ 飯田高陵中
平岩 圭介(3) 中学生
ﾋﾗｲﾜ ｹｲｽｹ 飯田高陵中
齋藤 天(3) 中学生
ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 飯田高陵中
渡辺 大晴(3) 中学生
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ 高森中
酒井 渉(3) 中学生
ｻｶｲ ﾜﾀﾙ 緑ヶ丘中
岩崎 元太(2) 中学生
ｲﾜｻｷ ｹﾞﾝﾀ 飯田高陵中
平沢 知大(2) 中学生
ﾋﾗｻﾜ ﾄﾓﾋﾛ 緑ヶ丘中
市岡 朋弥(3) 中学生
ｲﾁｵｶ ﾄﾓﾔ 飯田高陵中
藤井 隆聖(1) 中学生
ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 飯田高陵中
末元 昂成(1) 中学生
ｽｴﾓﾄ ｺｳｾｲ 飯田高陵中
櫻井 駿一(1) 中学生
ｻｸﾗｲ ｼｭﾝｲﾁ 飯田高陵中
平栗 広夢(2) 中学生
ﾋﾗｸﾞﾘ ﾋﾛﾑ 飯田高陵中

12 5    50
 1.10

10 2   241
 1.25

11 1   259
 1.15

7 7   299
 1.35

9 9   301
 1.35

6 4   260
 1.40

7 3   304
 1.35

4 8   231
 1.50

5 11   255
 1.45

2 12   108
 1.60

3 6   248
 1.55

1 13   235
 1.60

記録
1m20 1m25

備考
1m10 1m15 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55

中学男子      

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

中学男子      

砲丸投              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 17   110

 9.23  9.12  9.27   X   9.27 

2 15   233
 7.09  7.95  7.76  7.86   7.95 

3 18   316
 7.01  7.22  7.63  7.27   7.63 

4 8   253
 7.56  7.44  6.43  6.81   7.56 

5 16   235
 7.08  7.54  7.48  7.16   7.54 

6 10   262
 6.25  6.72  6.23  7.01   7.01 

7 13   272
 6.40  6.98  6.79  6.76   6.98 

8 11   123
 6.51  6.48  6.68  6.44   6.68 

9 4   298
 6.40  6.09   6.40 

10 9   237
 5.67  6.11   6.11 

11 5   306
 5.77  5.13   5.77 

12 7   247
 5.59   /   5.59 

13 3   261
 4.91  5.02   5.02 

14 14   265
 4.62  4.38   4.62 

15 1   270
 3.43  3.91   3.91 

16 2   263
 3.53  3.37   3.53 
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宮島 雅貴(3) 中学生
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾏｻｷ 高森中
髙田 雅也(2) 中学生
ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾔ 高森中
山口 凌平(2) 中学生
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 飯田高陵中
平岩 圭介(3) 中学生
ﾋﾗｲﾜ ｹｲｽｹ 飯田高陵中
渡辺 大晴(3) 中学生
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ 高森中
石井 隼平(2) 中学生
ｲｼｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ 天龍中
横井 岳人(3) 中学生
ﾖｺｲ ﾀｹﾋﾄ 飯田高陵中
池田 佳希(3) 中学生
ｲｹﾀﾞ ﾖｼｷ 飯田高陵中
木下 夏樹(1) 中学生
ｷﾉｼﾀ ﾅﾂｷ 飯田高陵中
澤柳 拓海(2) 中学生
ｻﾜﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾐ 飯田高陵中
木下 翼(3) 中学生
ｷﾉｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 飯田高陵中
清水 俊弥(2) 中学生
ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾔ 飯田高陵中
切石 拓也(3) 中学生
ｷﾘｲｼ ﾀｸﾔ 飯田高陵中
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