
決勝記録一覧表
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
08/18 小学　男子  +0.8 松下 純也(6) 3,10.35 牧野 駆(6) 3,14.97 古林 拓哉(6) 3,16.76 中嶋 紀彰(6) 3,22.53 山口 直央(6) 3,28.14 仲田 源(5) 3,42.48 蓑島直樹(6) 3,42.90 門野  義樹(6) 3,44.50

１０００ｍ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･阿智村RC 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･山本小 小学生･清内路小
08/18 三嶋 蒼生(6) 3.74(+1.9) 高見  海斗(6) 3.25(+1.6) 大邊  興太郎(6)3.05(+0.7) 外園  恵隆(5) 2.94(+0.7)

走幅跳 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･清内路小 小学生･清内路小 小学生･清内路小
08/18 原 伊吹(5) 42.65 阿部朔士(4) 41.46 後藤 信之介(5) 39.48 鈴木瑛心(4) 38.58 熊谷澪央(4) 34.78 森本大翔(4) 34.72 橋本 虎汰郎(4) 18.58

ボール投 小学生･阿智村RC 小学生･山本小 小学生･天龍小 小学生･山本小 小学生･丸山小 小学生･山本小 小学生･天龍小
08/18 ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ(A      55.11 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ(A)      56.63 ISｼﾞｭﾆｱ       59.84 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ(B)    1,00.57 ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ(B    1,05.34 阿智村RC     1,06.33 山本小     1,08.66

４×１００ｍＲ 松﨑 文哉(6) 市川 凌大(4) 中嶋 紀彰(6) 木下 耀仁(5) 竹村 龍哉(6) 山口 直央(6) 森本大翔(4)
寺澤 勇紀(6) 伊藤 和也(6) 松下 純也(6) 三嶋 蒼生(6) 森本 隆暉(6) 小池 将史(4) 大澤慎太郎(4)
古林 拓哉(6) 塩澤 昂(5) 横田 善(5) 清信 成(5) 中島 快都(5) 塚田 幸太郎(5) 鈴木瑛心(4)
林 力輝(6) 山川 滉生(6) 牧野 駆(6) 横前 耕太郎(6) 北村 隆之介(4) 原 伊吹(5) 阿部朔士(4)

08/18 小４　男子  +1.7 ﾄﾞｱﾙﾃｲｽﾃﾌｧﾉﾏﾙﾊﾞ 14.75 市川 凌大(4) 15.08 濱島 潤(4) 16.05 北村 隆之介(4) 16.26 近藤 皓哉(4) 16.46 瀧澤 健人(4) 16.49 山根 鼓太朗(4) 16.53 熊谷澪央(4) 16.93
１００ｍ 小学生･丸山小 GR 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･丸山小 小学生･ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 小学生･ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･大鹿小 小学生･丸山小

08/18 小５　男子  +1.9 塩澤 昂(5) 14.65 多田井 琢馬(5) 15.05 横田 善(5) 15.36 清信 成(5) 15.92 木下 耀仁(5) 16.07 原彪人(5) 16.78 櫻井  佑也(5) 17.14
１００ｍ 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･山本小 小学生･清内路小

08/18 小６　男子  +2.1 山川 滉生(6) 13.46 寺澤 勇紀(6) 13.85 林 力輝(6) 13.91 松﨑 文哉(6) 14.03 伊藤 和也(6) 14.23 三嶋 蒼生(6) 14.63 松下 純也(6) 14.63 横前 耕太郎(6) 14.70
１００ｍ 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 小学生･ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 小学生･ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

08/17 中学　男子   +2.4 近藤 雅哉(2) 24.58 園原 悠平(2) 25.17 園原 昇汰(2) 25.25 北原 昂希(2) 25.45 小池 貫太(2) 25.54 西永 佳樹(2) 26.74
２００ｍ 中学生･松川JAC 中学生･阿智村RC 中学生･阿智村RC 中学生･飯田高陵中 中学生･松川JAC 中学生･松川JAC

08/18 岩﨑 一徹(3) 56.05 西村 武登(2) 58.27 近藤 雅哉(2) 59.61 井原 彪(2) 1,00.35 柴田 健人(2) 1,00.76 小平 宗弥(2) 1,05.09
４００ｍ 中学生･高森中 中学生･高森中 中学生･松川JAC 中学生･飯田高陵中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･高森中

08/17 松﨑 健悟(2) 4,33.71 大峡 和(1) 4,36.14 河合 蓮(3) 4,39.86 三沢 直柔(3) 4,45.71 松下 哲也(2) 4,46.20 小林 大亮(1) 4,50.71 小林 龍矢(1) 4,52.72 石井 慎也(1) 4,52.97
１５００ｍ 中学生･高森中 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ 中学生･高森中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･松川JAC 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田西

08/18 松﨑 健悟(2) 9,47.33 河合 蓮(3) 9,58.61 大峡 和(1) 10,01.87 村山 和勇(3) 10,04.99 北原 和喜(3) 10,11.97 小林 大亮(1) 10,18.45 宮内 斗輝(1) 10,24.27 石井 慎也(1) 10,27.67
３０００ｍ 中学生･高森中 中学生･高森中 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ 中学生･松川JAC 中学生･高森中 中学生･高森中 中学生･飯田西

08/17  +1.0 宮島 泰雅(3) 17.40 棚田 駿太(3) 18.00 井原 彪(2) 19.23 佐々木 直人(2) 20.53 米澤 和真(2) 20.95 清水 俊弥(2) 21.15
１１０ｍＨ 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･緑ヶ丘中 中学生･飯田高陵中

08/17 花井 有輝(3) 1.60 岩﨑 一徹(3) 1.55 井原 彪(2) 1.50 土屋 洸太(2) 1.50 秦 翔(2) 1.45 村澤 拓斗(2) 1.40 奈川 祐也(2) 1.40 小松 良樹(2) 1.35
走高跳 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･緑ヶ丘中 中学生･天龍中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･緑ヶ丘中

08/17 椚谷 和久(3) 6.08(+1.1) 小松 良樹(2) 5.32(+1.1) 松本 光平(3) 5.24(+2.0) 山口 凌平(2) 5.07(+2.8) 知沢 和輝(3) 4.88(+1.7) 三石 隼斗(1) 4.56(+2.0) 秦 翔(2) 4.55(+1.2) 長瀬 和真(1) 4.49(+2.7)
走幅跳 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 中学生･高森中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･緑ヶ丘中 中学生･飯田高陵中

08/18 井原 彪(2) 8.20 林 敏紀(3) 8.13 渡辺 大晴(3) 7.29 渡久山 円(2) 7.18 髙田 雅也(2) 6.57 本島 右登(2) 6.34 平沢 知大(2) 5.99 木下 峻(2) 5.14
砲丸投 中学生･飯田高陵中 中学生･松川JAC 中学生･高森中 中学生･天龍中 中学生･高森中 中学生･高森中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･高森中

08/17 花井 有輝(3) 20.41 飛澤 航太(2) 19.09 光沢 佑人(3) 17.70 本島 右登(2) 17.03 平沢 知大(2) 13.70
円盤投 中学生･高森中 中学生･高森中 中学生･高森中 中学生･高森中 中学生･緑ヶ丘中

08/18 牛山 一成(3) 48.89 荒井 勇志(3) 38.29 髙田 雅也(2) 37.61 飛澤 航太(2) 34.39 渡辺 大晴(3) 27.76 林 敏紀(3) 27.58 三浦 和真(1) 20.12 田中 有作(2) 17.19
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学生･阿智村RC 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･松川JAC 中学生･高森中 中学生･高森中

08/17 高森中(A)       47.02 松川JAC       49.19 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC       50.13 高森中(B)       51.75 飯田高陵中(A)      52.83
４×１００ｍＲ 岩﨑 一徹(3) 小池 貫太(2) 柴田 健人(2) 飛澤 航太(2) 棚田 駿太(3)

光沢 佑人(3) 近藤 雅哉(2) 熊谷 尚紀(1) 西村 武登(2) 清水 俊弥(2)
椚谷 和久(3) 西永 佳樹(2) 三石 隼斗(1) 髙田 雅也(2) 岩崎 元太(2)
知沢 和輝(3) 家苗 薫(2) 大澤 優斗(1) 竹村 太一(1) 松本 光平(3)

08/18 中１　男子  +2.8 大澤 優斗(1) 12.58 熊谷 尚紀(1) 12.67 竹村 太一(1) 12.94 三石 隼斗(1) 12.99 友保 尚樹(1) 13.26 高橋 健太(1) 13.35 朝倉 世蘭(1) 13.72
１００ｍ 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･高森中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･緑ヶ丘中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中

08/18 中学共通　男  +1.7 木下 博貴(2) 11.76 米澤 和真(2) 12.06 近藤 雅哉(2) 12.06 園原 悠平(2) 12.14 園原 昇汰(2) 12.20 光沢 佑人(3) 12.25 下平 竜太(3) 12.26
１００ｍ 中学生･緑ヶ丘中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･松川JAC 中学生･阿智村RC 中学生･阿智村RC 中学生･高森中 中学生･緑ヶ丘中

08/17 一般　男子  +2.8 岡田 英希(3) 10.74 松下 優太(1) 11.01 住吉 隼斗(2) 11.20 三石 竜哉(2) 11.37 吉川 涼平(2) 11.38 丸山 玲央(2) 11.47 塩沢 直樹(3) 11.50 熊谷 諒平(1) 11.61
１００ｍ 高校生･松川高 高校生･松川高 高校生･松川高 高校生･飯田風越高 高校生･松川高 高校生･松川高 高校生･松川高 高校生･飯田風越高

08/18 塩沢 直樹(3) 52.04 丸山 玲央(2) 53.36 池田圭吾 53.43 椚谷 健(2) 53.64 松村 理久(2) 54.39 松島 竜平(1) 54.42
４００ｍ 高校生･松川高 高校生･松川高 一般･DreamAC 高校生･飯田高 高校生･飯田風越高 高校生･飯田高

08/17 宮澤 留以 2,06.17 池田圭吾 2,07.81 松村 理久(2) 2,08.58 塩沢 耕大(1) 2,11.14 近藤 織部(2) 2,12.49 宮下 大河(2) 2,14.51 宮田 祐杜(1) 2,15.28 宮崎 仁(1) 2,15.65
８００ｍ 一般･信州大 一般･DreamAC 高校生･飯田風越高 高校生･飯田高 高校生･飯田風越高 高校生･飯田高 高校生･下伊那農高 高校生･飯田風越高



決勝記録一覧表
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
08/18 宮澤 留以 4,09.99 米山 祐貴 4,15.73 松山 克敏 4,24.16 塩沢 耕大(1) 4,31.13 中嶋康晴 4,31.89 清水 泰誠(2) 4,32.69 原 武司 4,33.94 村澤 直毅(2) 4,34.38

１５００ｍ 一般･信州大 一般･信州大 一般･飯田市陸協 高校生･飯田高 一般･DreamAC 高校生･OIDE長姫 一般･飯田市陸協 高校生･飯田高
08/18 米山 祐貴 15,37.43 早野 吉信 15,41.97 原 謙二郎(3) 15,42.89 原 武司 15,56.36 松山 克敏 16,25.70 田畑 圭夫(2) 16,43.32 西永 佳人 16,50.33 福澤 佑軌(2) 17,06.87

５０００ｍ 一般･信州大 一般･飯田市陸協 高校生･松川高 一般･飯田市陸協 一般･飯田市陸協 高校生･飯田風越高 一般･飯田市陸協 高校生･飯田高
08/18  +3.1 竹内一弘 16.48 竹折 優太(2) 16.60 川口 純(2) 18.24

１１０ｍＨ 一般･DreamAC 高校生･飯田風越高 高校生･飯田高
08/17 熊谷 憲 58.28 椚谷 健(2) 59.31 中平 満知留(2) 59.41 中島 瑶樹(1) 1,01.19 竹内一弘 1,02.32

４００ｍＨ 一般･ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ 高校生･飯田高 高校生･OIDE長姫 高校生･飯田風越高 一般･DreamAC
08/17 田畑 圭夫(2) 10,38.89 安藤 有史(2) 10,58.30 清水 泰誠(2) 11,20.09 村澤 直毅(2) 11,32.60 田中 孝文(1) 11,49.15 杉浦 駿也(1) 11,51.50

３０００ｍＳＣ 高校生･飯田風越高 高校生･飯田風越高 高校生･OIDE長姫 高校生･飯田高 高校生･OIDE長姫 高校生･阿南高
08/17  +0.5 平栗 広大(1) 28,25.47 原島 怜也(2) 28,55.62

５０００ｍＷ 高校生･松川高 高校生･飯田風越高
08/17 尾畑 元佳(3) 1.85 松下 凌大(2) 1.75 本多 俊平 1.75 川口 純(2) 1.70 山岸 流唯(1) 1.65 古田 裕貴(1) 1.55

走高跳 高校生･OIDE長姫 高校生･阿南高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 高校生･飯田高 高校生･OIDE長姫 高校生･飯田高
08/17 竹折 優太(2) 3.60 池田圭吾 3.40

棒高跳 高校生･飯田風越高 一般･DreamAC
08/17 三石 竜哉(2) 5.99(+0.6) 本多 俊平 5.90(+1.2) 山岸 琳汰(2) 5.76(+1.3) 平田 友和(3) 5.37(+1.5) 加藤 循也(2) 4.26(+0.7) 福與 翼(2) 3.79(+1.0)

走幅跳 高校生･飯田風越高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 高校生･OIDE長姫 高校生･阿南高 高校生･阿南高 高校生･阿南高
08/18 成田 正崇(4) 15.08(0.0) 本多 俊平 11.83(+2.2) 山岸 琳汰(2) 11.66(+1.8)

三段跳 一般･至学館大 GR 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 高校生･OIDE長姫
08/18 高見澤和希 11.28 友田 利男 10.80 本多 俊平 9.11 小林 勇太(3) 9.03 佐々木 久孝(2) 5.50

砲丸投 一般･DreamAC GR 一般･下伊那陸協 GR 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ GR 高校生･阿南高 GR 一般･飯田市陸協
08/17 高見澤和希 31.73 本多 俊平 26.63 佐々木 久孝(2) 14.80

円盤投 一般･DreamAC GR 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 一般･飯田市陸協
08/17 友田 利男 49.77 宮島 真吾(1) 47.23 勝野裕太 41.54 平澤蓮 40.58 原 健人(1) 39.36 菅沼 遼平(2) 38.93 住吉 隼斗(2) 38.82 涌井 胤宜(2) 38.07

やり投 一般･下伊那郡陸協 高校生･阿南高 一般･DreamAC 一般･DreamAC 高校生･飯田高 高校生･OIDE長姫 高校生･松川高 高校生･下伊那農高
08/17 松川高(B)       43.04 飯田風越高(A)      45.87 飯田高       46.54 DreamAC       47.29 OIDE長姫       47.43 阿南高       48.43 松川高(A)       48.50 飯田風越高(B)      48.57

４×１００ｍＲ 住吉 隼斗(2) 松村 理久(2) 玉置 凌真(2) 杉浦 駿也(1) 齋藤 進次郎(1)
松下 優太(1) 竹折 優太(2) 尾畑 元佳(3) 平田 友和(3) 塩沢 大樹(1)
塩沢 直樹(3) 三石 竜哉(2) 小笠原 有希(1) 加藤 循也(2) 佐藤 翔太(1)
岡田 英希(3) GR 熊谷 諒平(1) 山岸 琳汰(2) 松下 凌大(2) 吉川 涼平(2)

08/18 松川高(B)     3,26.68 飯田風越高(A)    3,37.71 DreamAC     3,39.94 飯田高     3,41.09 OIDE長姫     3,42.80 飯田風越高(B)    3,44.69 阿南高     3,54.78 松川高(A)     4,03.95
４×４００ｍＲ 岡田 英希(3) 竹折 優太(2) 竹内一弘 松島 竜平(1) 小笠原 有希(1) 中島 瑶樹(1) 平田 友和(3) 佐藤 翔太(1)

松下 優太(1) 松村 理久(2) 中嶋康晴 松村 慶大(1) 中平 満知留(2) 宮崎 仁(1) 福與 翼(2) 平栗 広大(1)
丸山 玲央(2) 近藤 織部(2) 松尾将文 宮下 大河(2) 清水 泰誠(2) 熊谷 諒平(1) 杉浦 駿也(1) 齋藤 進次郎(1)
塩沢 直樹(3) GR 三石 竜哉(2) 池田圭吾 椚谷 健(2) 山岸 琳汰(2) 原田 巧己(1) 松下 凌大(2) 塩沢 大樹(1)

08/18 高校　男子 齋藤 進次郎(1) 10.23 小林 勇太(3) 9.63 川口 純(2) 8.90 涌井 胤宜(2) 8.38 山口 圭亮(1) 7.52 原 健人(1) 7.21 亀割 正紀(1) 7.06
砲丸投 高校生･松川高 高校生･阿南高 高校生･飯田高 高校生･下伊那農高 高校生･OIDE長姫 高校生･飯田高 高校生･阿南高

08/17 菅沼 遼平(2) 19.39
円盤投 高校生･OIDE長姫



トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第63回飯伊陸上競技選手権大会                                                    ｺｰﾄﾞ  [13200523]

競技場名 飯田市陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202050]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
小４　男子 08/18  1組 +2.3  1 市川 凌大(4) 小学生    15.07  2 濱島 潤(4) 小学生    15.81  3 近藤 皓哉(4) 小学生    16.06  4 瀧澤 健人(4) 小学生    16.23

ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 丸山小 ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ISｼﾞｭﾆｱ
 5 熊谷澪央(4) 小学生    16.55  6 大峡 謙(4) 小学生    17.61  7 酒井 達樹(4) 小学生    17.94

丸山小 ISｼﾞｭﾆｱ 丸山小
 2組 +2.2  1 ﾄﾞｱﾙﾃｲｽﾃﾌｧﾉﾏﾙﾊ 小゙学生    14.68  2 北村 隆之介(4) 小学生    15.95  3 山根 鼓太朗(4) 小学生    16.49  4 久保田 翔也(4) 小学生    16.77

丸山小 ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大鹿小 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ
 5 今村 広太(4) 小学生    16.94  6 帯川 伊吹(4) 小学生    17.12  7 小池 将史(4) 小学生    17.73

丸山小 ISｼﾞｭﾆｱ 阿智村RC
小６　男子 08/18  1組 +1.7  1 山川 滉生(6) 小学生    13.54  2 松﨑 文哉(6) 小学生    13.85  3 横前 耕太郎(6) 小学生    14.60  4 古林 拓哉(6) 小学生    15.18

ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ
 5 中嶋 紀彰(6) 小学生    15.25  6 蓑島直樹(6) 小学生    16.16

ISｼﾞｭﾆｱ 山本小
 2組 +1.8  1 寺澤 勇紀(6) 小学生    13.80  2 伊藤 和也(6) 小学生    14.17  3 林 力輝(6) 小学生    14.20  4 松下 純也(6) 小学生    14.50

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ISｼﾞｭﾆｱ
 5 三嶋 蒼生(6) 小学生    14.77  6 駒瀬 万也(6) 小学生    14.96

ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 大鹿小
中学　男子    08/17  1組 +2.8  1 園原 悠平(2) 中学生    24.69  2 小池 貫太(2) 中学生    24.88  3 光沢 佑人(3) 中学生    25.00  4 家苗 薫(2) 中学生    27.60

阿智村RC 松川JAC 高森中 松川JAC
 5 木下 峻(2) 中学生    28.71  6 末元 昂成(1) 中学生    30.21 知沢 和輝(3) 中学生 欠場    

高森中 飯田高陵中 高森中
 2組 +3.5  1 近藤 雅哉(2) 中学生    24.40  2 園原 昇汰(2) 中学生    25.06  3 北原 昂希(2) 中学生    25.34  4 西村 武登(2) 中学生    25.56

松川JAC 阿智村RC 飯田高陵中 高森中
 5 西永 佳樹(2) 中学生    26.49 北條 周平(2) 中学生 欠場    

松川JAC 高森中
中学　男子    08/18  1組  1 近藤 雅哉(2) 中学生    56.56  2 岩﨑 一徹(3) 中学生    57.02  3 近藤 惠哉(1) 中学生  1,01.14  4 小平 宗弥(2) 中学生  1,03.66

松川JAC 高森中 松川JAC 高森中
金原 諒(3) 中学生 欠場    加藤 勝斗(3) 中学生 欠場    

飯田高陵中 飯田高陵中
 2組  1 西村 武登(2) 中学生    58.23  2 柴田 健人(2) 中学生  1,00.69  3 井原 彪(2) 中学生  1,01.38  4 小池 貫太(2) 中学生  1,01.49

高森中 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 飯田高陵中 松川JAC
 5 成澤 龍哉(1) 中学生  1,10.93 鎌倉 渉(3) 中学生 欠場    

高森中 飯田高陵中
中１　男子 08/18  1組 +2.8  1 大澤 優斗(1) 中学生    12.62  2 三石 隼斗(1) 中学生    13.08  3 高橋 健太(1) 中学生    13.25  4 朝倉 世蘭(1) 中学生    13.57

ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 飯田高陵中 飯田高陵中
 5 光沢 陽(1) 中学生    13.87  6 嵯峨座 綾(1) 中学生    14.21  7 寺沢 俊輔(1) 中学生    15.26 櫻井 駿一(2) 中学生 欠場    

高森中 緑ヶ丘中 高森中 飯田高陵中
 2組 +1.4  1 熊谷 尚紀(1) 中学生    12.80  2 竹村 太一(1) 中学生    13.16  3 近藤 惠哉(1) 中学生    13.16  4 友保 尚樹(1) 中学生    13.42

ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 高森中 松川JAC 緑ヶ丘中
 5 藤井 隆聖(1) 中学生    13.83  6 三浦 和真(1) 中学生    14.52  7 末元 昂成(1) 中学生    14.54

飯田高陵中 高森中 飯田高陵中
中学共通　男子 08/18  1組 +1.6  1 近藤 雅哉(2) 中学生    12.04  2 園原 昇汰(2) 中学生    12.17  3 米澤 和真(2) 中学生    12.24  4 下平 竜太(3) 中学生    12.30

松川JAC 阿智村RC 緑ヶ丘中 緑ヶ丘中
 5 知沢 和輝(3) 中学生    12.58  6 西永 佳樹(2) 中学生    13.01  7 柴田 健人(2) 中学生    13.11 植竹 孝明(2) 中学生 欠場    

高森中 松川JAC ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 天龍中
 2組 +2.4  1 木下 博貴(2) 中学生    11.58  2 園原 悠平(2) 中学生    12.22  3 光沢 佑人(3) 中学生    12.27  4 小池 貫太(2) 中学生    12.45

緑ヶ丘中 阿智村RC 高森中 松川JAC
 5 板倉 竜史(2) 中学生    12.66  6 三石 智也(2) 中学生    13.19  7 家苗 薫(2) 中学生    13.44 宮島 雅貴(3) 中学生 欠場    

緑ヶ丘中 緑ヶ丘中 松川JAC 高森中
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トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第63回飯伊陸上競技選手権大会                                                    ｺｰﾄﾞ  [13200523]

競技場名 飯田市陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202050]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

一般　男子 08/17  1組 +1.0  1 岡田 英希(3) 高校生    10.94  2 丸山 玲央(2) 高校生    11.74  3 松島 竜平(1) 高校生    11.95  4 池田圭吾 一般    12.05
松川高 松川高 飯田高 DreamAC

 5 原田 巧己(1) 高校生    12.30  6 勝野裕太 一般    12.76  7 佐藤 翔太(1) 高校生    12.78
飯田風越高 DreamAC 松川高

 2組 +2.9  1 吉川 涼平(2) 高校生    11.39  2 三石 竜哉(2) 高校生    11.42  3 松村 理久(2) 高校生    12.24  4 松尾嵩文 一般    12.24
松川高 飯田風越高 飯田風越高 DreamAC

 5 塩沢 大樹(1) 高校生    12.62  6 清水 晃司(2) 高校生    12.65
松川高 飯田高

 3組 +2.5  1 松下 優太(1) 高校生    11.08  2 塩沢 直樹(3) 高校生    11.60  3 熊谷 諒平(1) 高校生    11.62  4 板花 啓太 一般    11.90
松川高 松川高 飯田風越高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ

 5 木下翔太 一般    12.00  6 小笠原 有希(1) 高校生    12.23
DreamAC OIDE長姫

 4組 +1.2  1 住吉 隼斗(2) 高校生    11.27  2 松村 慶大(1) 高校生    11.77  3 宮下 晃輔(3) 高校生    11.93  4 齋藤 進次郎(1) 高校生    12.12
松川高 飯田高 飯田風越高 松川高

 5 玉置 凌真(2) 高校生    12.37  6 竹内一弘 一般    12.60
OIDE長姫 DreamAC

一般　男子 08/18  1組  1 丸山 玲央(2) 高校生    53.05  2 池田圭吾 一般    53.31  3 松村 理久(2) 高校生    54.53  4 平田 友和(3) 高校生    54.76
松川高 DreamAC 飯田風越高 阿南高

 5 松村 慶大(1) 高校生    55.30  6 塩沢 大樹(1) 高校生    57.92  7 清水 晃司(2) 高校生  1,00.82  8 加藤 循也(2) 高校生  1,00.98
飯田高 松川高 飯田高 阿南高

 2組  1 岡田 英希(3) 高校生    52.11  2 椚谷 健(2) 高校生    54.26  3 住吉 隼斗(2) 高校生    54.86  4 中島 瑶樹(1) 高校生    55.68
松川高 飯田高 松川高 飯田風越高

 5 宮下 大河(2) 高校生    57.53  6 杉浦 駿也(1) 高校生    58.58  7 尾畑 元佳(3) 高校生  1,00.62 松下 優太(1) 高校生 欠場    
飯田高 阿南高 OIDE長姫 松川高

 3組  1 塩沢 直樹(3) 高校生    50.28  2 中平 満知留(2) 高校生    53.35  3 松島 竜平(1) 高校生    54.27  4 近藤 織部(2) 高校生    55.69
松川高 OIDE長姫 飯田高 飯田風越高

 5 松下 凌大(2) 高校生    57.13  6 佐藤 翔太(1) 高校生  1,00.26 吉川 涼平(2) 高校生 欠場    
阿南高 松川高 松川高

１００ｍ１００ｍ１００ｍ
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フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第63回飯伊陸上競技選手権大会                                                    ｺｰﾄﾞ  [13200523]

競技場名 飯田市陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202050]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
小学　男子 08/18  1 三嶋 蒼生(6) 小学生    3.74  2 高見  海斗(6) 小学生    3.25  3 大邊  興太郎(6)小学生    3.05  4 外園  恵隆(5) 小学生    2.94

ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ    +1.9 清内路小    +1.6 清内路小    +0.7 清内路小    +0.7
小学　男子 08/18  1 原 伊吹(5) 小学生   42.65  2 阿部朔士(4) 小学生   41.46  3 後藤 信之介(5) 小学生   39.48  4 鈴木瑛心(4) 小学生   38.58

阿智村RC 山本小 天龍小 山本小
 5 熊谷澪央(4) 小学生   34.78  6 森本大翔(4) 小学生   34.72  7 橋本 虎汰郎(4) 小学生   18.58

丸山小 山本小 天龍小
中学　男子    08/17  1 花井 有輝(3) 中学生    1.60  2 岩﨑 一徹(3) 中学生    1.55  3 井原 彪(2) 中学生    1.50  4 土屋 洸太(2) 中学生    1.50

高森中 高森中 飯田高陵中 飯田高陵中
 5 秦 翔(2) 中学生    1.45  6 村澤 拓斗(2) 中学生    1.40  7 奈川 祐也(2) 中学生    1.40  8 小松 良樹(2) 中学生    1.35

緑ヶ丘中 天龍中 緑ヶ丘中 緑ヶ丘中
松島 稜之(1) 中学生 田口 時生(1) 中学生 三石 智也(2) 中学生 加藤 勝斗(3) 中学生 欠場    

高森中 飯田高陵中 緑ヶ丘中 飯田高陵中
中学　男子    08/17  1 椚谷 和久(3) 中学生    6.08  2 小松 良樹(2) 中学生    5.32  3 松本 光平(3) 中学生    5.24  4 山口 凌平(2) 中学生    5.07

高森中    +1.1 緑ヶ丘中    +1.1 飯田高陵中    +2.0 飯田高陵中    +2.8
 5 知沢 和輝(3) 中学生    4.88  6 三石 隼斗(1) 中学生    4.56  7 秦 翔(2) 中学生    4.55  8 長瀬 和真(1) 中学生    4.49

高森中    +1.7 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC    +2.0 緑ヶ丘中    +1.2 飯田高陵中    +2.7
 9 奈川 祐也(2) 中学生    4.41 10 光沢 陽(1) 中学生    4.30 11 藤井 隆聖(1) 中学生    4.04 12 木下 利輝(2) 中学生    3.84

緑ヶ丘中    +0.9 高森中    +0.8 飯田高陵中    +0.9 阿智村RC    +1.0
13 古瀬 友暉(1) 中学生    3.83 14 林 有人(2) 中学生    3.81 15 井原 晟斗(1) 中学生    3.14 嵯峨座 綾(1) 中学生

飯田高陵中    +0.3 高森中    +1.2 飯田高陵中    +0.7 緑ヶ丘中
清水 俊弥(2) 中学生 手塚 貴郁(3) 中学生 棄権    櫻井 駿一(2) 中学生 欠場    市岡 朋弥(3) 中学生 欠場    

飯田高陵中 高森中 飯田高陵中 飯田高陵中
中学　男子    08/18  1 井原 彪(2) 中学生    8.20  2 林 敏紀(3) 中学生    8.13  3 渡辺 大晴(3) 中学生    7.29  4 渡久山 円(2) 中学生    7.18

飯田高陵中 松川JAC 高森中 天龍中
 5 髙田 雅也(2) 中学生    6.57  6 本島 右登(2) 中学生    6.34  7 平沢 知大(2) 中学生    5.99  8 木下 峻(2) 中学生    5.14

高森中 高森中 緑ヶ丘中 高森中
板倉 竜史(2) 中学生 欠場    横井 岳人(3) 中学生 欠場    宮島 雅貴(3) 中学生 欠場    

緑ヶ丘中 飯田高陵中 高森中
中学　男子    08/17  1 花井 有輝(3) 中学生   20.41  2 飛澤 航太(2) 中学生   19.09  3 光沢 佑人(3) 中学生   17.70  4 本島 右登(2) 中学生   17.03

高森中 高森中 高森中 高森中
 5 平沢 知大(2) 中学生   13.70 田中 有作(2) 中学生 欠場    

緑ヶ丘中 高森中
中学　男子    08/18  1 牛山 一成(3) 中学生   48.89  2 荒井 勇志(3) 中学生   38.29  3 髙田 雅也(2) 中学生   37.61  4 飛澤 航太(2) 中学生   34.39

阿智村RC 阿智村RC 高森中 高森中
 5 渡辺 大晴(3) 中学生   27.76  6 林 敏紀(3) 中学生   27.58  7 三浦 和真(1) 中学生   20.12  8 田中 有作(2) 中学生   17.19

高森中 松川JAC 高森中 高森中
澤柳 拓海(2) 中学生 石井 隼平(2) 中学生 欠場    宮島 雅貴(3) 中学生 欠場    

飯田高陵中 天龍中 高森中
一般　男子 08/17  1 尾畑 元佳(3) 高校生    1.85  2 松下 凌大(2) 高校生    1.75  3 本多 俊平 一般    1.75  4 川口 純(2) 高校生    1.70

OIDE長姫 阿南高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 飯田高
 5 山岸 流唯(1) 高校生    1.65  6 古田 裕貴(1) 高校生    1.55

OIDE長姫 飯田高
一般　男子 08/17  1 竹折 優太(2) 高校生    3.60  2 池田圭吾 一般    3.40

飯田風越高 DreamAC
一般　男子 08/17  1 三石 竜哉(2) 高校生    5.99  2 本多 俊平 一般    5.90  3 山岸 琳汰(2) 高校生    5.76  4 平田 友和(3) 高校生    5.37

飯田風越高    +0.6 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ    +1.2 OIDE長姫    +1.3 阿南高    +1.5
 5 加藤 循也(2) 高校生    4.26  6 福與 翼(2) 高校生    3.79 原田 大輔(3) 高校生 欠場    

阿南高    +0.7 阿南高    +1.0 飯田風越高

順
位

順
位

順
位

順
位

走幅跳走幅跳走幅跳

ボール投ボール投ボール投

走高跳走高跳走高跳

走幅跳走幅跳走幅跳

砲丸投砲丸投砲丸投

円盤投円盤投円盤投

ジャベリックジャベリックジャベリック

走高跳走高跳走高跳

棒高跳棒高跳棒高跳

走幅跳走幅跳走幅跳



フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第63回飯伊陸上競技選手権大会                                                    ｺｰﾄﾞ  [13200523]

競技場名 飯田市陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202050]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

一般　男子 08/18  1 成田 正崇(4) 一般   15.08(GR)  2 本多 俊平 一般   11.83  3 山岸 琳汰(2) 高校生   11.66
至学館大     0.0 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ    +2.2 OIDE長姫    +1.8

一般　男子 08/18  1 高見澤和希 一般   11.28  2 友田 利男 一般   10.80  3 本多 俊平 一般    9.11  4 小林 勇太(3) 高校生    9.03
DreamAC GR 下伊那郡陸協 GR ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ GR 阿南高 GR

 5 佐々木 久孝(2) 一般    5.50
飯田市陸協

一般　男子 08/17  1 高見澤和希 一般   31.73  2 本多 俊平 一般   26.63  3 佐々木 久孝(2) 一般   14.80
DreamAC GR ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 飯田市陸協

一般　男子 08/17  1 友田 利男 一般   49.77  2 宮島 真吾(1) 高校生   47.23  3 勝野裕太 一般   41.54  4 平澤蓮 一般   40.58
下伊那郡陸協 阿南高 DreamAC DreamAC

 5 原 健人(1) 高校生   39.36  6 菅沼 遼平(2) 高校生   38.93  7 住吉 隼斗(2) 高校生   38.82  8 涌井 胤宜(2) 高校生   38.07
飯田高 OIDE長姫 松川高 下伊那農高

 9 熊谷 駿(1) 高校生   36.79 10 松島 竜平(1) 高校生   35.49 11 本多 俊平 一般   33.05 12 古田 裕貴(1) 高校生   29.49
飯田高 飯田高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 飯田高

13 石井 涼太(1) 高校生   19.80 14 佐々木 久孝(2) 一般   16.88
阿南高 飯田市陸協

高校　男子 08/18  1 齋藤 進次郎(1) 高校生   10.23  2 小林 勇太(3) 高校生    9.63  3 川口 純(2) 高校生    8.90  4 涌井 胤宜(2) 高校生    8.38
松川高 阿南高 飯田高 下伊那農高

 5 山口 圭亮(1) 高校生    7.52  6 原 健人(1) 高校生    7.21  7 亀割 正紀(1) 高校生    7.06
OIDE長姫 飯田高 阿南高

高校　男子 08/17  1 菅沼 遼平(2) 高校生   19.39 山口 圭亮(1) 高校生 欠場    
OIDE長姫 OIDE長姫

三段跳三段跳三段跳

砲丸投砲丸投砲丸投

円盤投円盤投円盤投

円盤投円盤投円盤投

やり投やり投やり投

砲丸投砲丸投砲丸投



リレー種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第63回飯伊陸上競技選手権大会                                                    ｺｰﾄﾞ  [13200523]

競技場名 飯田市陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202050]

種  目 月/日 組 順位 選手名２ 選手名３ 選手名４ 記  録 備  考
中学　男子    08/17  1組     1緑ヶ丘中(A) 三石 智也(2) 板倉 竜史(2) 小松 良樹(2) 米澤 和真(2)       48.92

    2 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 柴田 健人(2) 熊谷 尚紀(1) 三石 隼斗(1) 大澤 優斗(1)       49.55
    3飯田高陵中(A) 棚田 駿太(3) 清水 俊弥(2) 岩崎 元太(2) 松本 光平(3)       50.78
    4高森中(B) 飛澤 航太(2) 西村 武登(2) 髙田 雅也(2) 竹村 太一(1)       51.43

飯田高陵中(C) 藤井 隆聖(1) 朝倉 世蘭(1) 末元 昂成(1) 古瀬 友暉(1) 失格      
 2組     1松川JAC 小池 貫太(2) 近藤 雅哉(2) 西永 佳樹(2) 家苗 薫(2)       48.34

    2高森中(A) 岩﨑 一徹(3) 光沢 佑人(3) 手塚 貴郁(3) 知沢 和輝(3)       48.90
    3飯田高陵中(B) 土屋 洸太(2) 北原 昂希(2) 山口 凌平(2) 井原 彪(2)       50.88

緑ヶ丘中(B) 平沢 知大(2) 奈川 祐也(2) 友保 尚樹(1) 秦 翔(2) 失格      
阿智村RC 園原 悠平(2) 荒井 勇志(3) 牛山 一成(3) 園原 昇汰(2) 途中棄権  

チーム名 選手名１

４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ


	男子決勝一覧(ﾍﾞｽﾄ8)
	決勝記録一覧表

	男子トラック種目予選
	トラック記録表

	男子フィールド種目一覧
	記録表

	男子リレー種目予選
	リレー記録表


