
決勝記録一覧表
(GR:大会新  ) 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
08/17 小学　男子 仲田 源(6) 3,21.10 中島 快都(6) 3,25.25 池田 峻将(4) 3,32.36 土屋 拓哉(5) 3,42.82 市瀬 優樹(6) 3,43.02 塚田 幸太郎(6) 3,46.34 瀧澤 健人(5) 3,47.80 大峡 謙(5) 3,48.29

１０００ｍ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･喬木第一小 小学生･下條小 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･阿智村RC 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ
08/17 多田井 琢馬(6)4.02(+2.8) 加藤 輝(5) 3.05(+2.8) 松下 暖大(5) 2.97(+1.4)

走幅跳 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･下條小 小学生･下條小
08/17 福与 大地(5) 42.99 久保田 康介(4) 31.64

ボール投 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･丸山小
08/17 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ       58.52 ISｼﾞｭﾆｱ       59.29 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)    1,01.94 下條小     1,02.30 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)    1,08.12

４×１００ｍＲ 塩澤 昂(6) 高山 慎ノ介(6) 下平 侑輝(4) 村松 憲吾(5) 山崎 拓夢(4)
多田井 琢馬(6) 信末 幸輝(6) 北村 隆之介(5) 中島 戒斗(5) 中塚 雄太(5)
木下 耀仁(6) 横田 善(6) 近藤 皓哉(4) 加藤 輝(5) 山口 聖司(6)
市川 凌大(5) 木島 大夢(6) 福与 大地(5) 松村 健一 中島 快都(6)

08/17 小４　男子  -0.6 下平 侑輝(4) 15.17 近藤 皓哉(4) 15.62 田中 颯(4) 17.12 山崎 拓夢(4) 17.57
１００ｍ 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･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ

08/17 小５　男子  +3.0 イステファノ(5) 13.68 市川 凌大(5) 13.77 木村 柊太(5) 14.74 北村 隆之介(5) 15.44 福与 大地(5) 15.53 濱島  潤(5) 15.65 大峡 謙(5) 16.21 細田 真仁(5) 16.48
１００ｍ 小学生･丸山小 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･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･丸山小 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･下條小

08/17 小６　男子  +1.1 多田井 琢馬(6) 14.34 塩澤 昂(6) 14.36 横田 善(6) 14.86 木下 耀仁(6) 16.09
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

08/16 中学　男子  +2.6 小池 貫太(3) 23.72 米澤 和真(3) 23.80 今井 頑馬(3) 24.41 近藤 惠哉(2) 24.58 家苗 薫(3) 25.10 友保 尚樹(2) 25.58
２００ｍ 中学生･下伊那松川中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･下伊那松川中 中学生･下伊那松川中 中学生･下伊那松川中 中学生･緑ヶ丘中

08/17 近藤 惠哉(2) 56.19 柴田 健人(3) 57.72 古瀬 友暉(2) 1,01.81 松島 稜之(2) 1,04.88 田口 時生(2) 1,06.25
４００ｍ 中学生･下伊那松川中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･飯田高陵中 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中

08/16 松﨑 健悟(3) 4,22.87 大峡 和(2) 4,34.91 小林 大亮(2) 4,37.48 小林 龍矢(2) 4,37.96 松下 哲也(3) 4,42.58 石井 慎也(2) 4,43.10 宮内 斗輝(2) 4,47.44 小平 俊介(3) 4,48.91
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･飯田高陵中 中学生･下伊那松川中 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ 中学生･高森中 中学生･高森中

08/17 小林 大亮(2) 9,45.85 小林 龍矢(2) 9,49.10 大峡 和(2) 9,49.61 宮内 斗輝(2) 9,58.09 石井 慎也(2) 10,01.44 唐澤 慶大(3) 10,08.25 小平 俊介(3) 10,11.44 小平 宗弥(3) 10,16.90
３０００ｍ 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ 中学生･高森中 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ 中学生･阿智村RC 中学生･高森中 中学生･高森中

08/16  +3.5 飛澤 航太(3) 17.30 長瀬 和真(2) 18.73 井原 晟斗(2) 19.46 佐々木 直人(3) 19.56 田口 時生(2) 20.95 寺沢 俊輔(2) 22.39
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･飯田高陵中 中学生･高森中

08/16 秦 翔(3) 1.70 朝倉 世蘭(2) 中学生･飯田高陵中 1.45 田口 時生(2) 1.35
走高跳 中学生･緑ヶ丘中 松島 稜之(2) 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中

08/16 小松 良樹(3) 6.18(+0.9) 秦 翔(3) 5.32(+1.2) 光沢 陽(2) 5.20(+2.5) 三石 隼斗(2) 5.18(+2.0) 長瀬 和真(2) 5.17(+1.1) 古瀬 友暉(2) 4.90(+3.1) 松島 稜之(2) 4.69(+1.6) 福澤 稜也(1) 4.28(+2.2)
走幅跳 中学生･緑ヶ丘中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･高森中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 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

08/17 藤井 隆聖(2) 9.56 髙田 雅也(3) 8.38 本島 右登(3) 7.83 末元 昂成(2) 7.15 林 有人(3) 7.03 木下 峻(3) 5.39 市岡 佳大(1) 5.01
砲丸投 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･飯田高陵中

08/16 飛澤 航太(3) 23.65 髙田 雅也(3) 19.84 本島 右登(3) 17.79
円盤投 中学生･高森中 中学生･高森中 中学生･高森中

08/17 髙田 雅也(3) 45.71 飛澤 航太(3) 45.66 福澤 稜也(1) 26.29
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･緑ヶ丘中

08/16 緑ヶ丘中(A)       47.00 下伊那松川中       47.87 高森中(A)       48.50 飯田高陵中       49.63 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC       49.81 高森中(B)       52.81 緑ヶ丘中(B)       54.03 高森中(C)       54.52
４×１００ｍＲ 三石 智也(3) GR 今井 頑馬(3) 飛澤 航太(3) 藤井 隆聖(2) 山川 滉生(1) 光沢 陽(2) 池沼 秋太(2)

米澤 和真(3) 小池 貫太(3) 西村 武登(3) 朝倉 世蘭(2) 三石 隼斗(2) 小林 大亮(2) 今村 隼士(1)
小松 良樹(3) 家苗 薫(3) 髙田 雅也(3) 長瀬 和真(2) 柴田 健人(3) 松島 稜之(2) 福澤 稜也(1)
秦 翔(3) 近藤 惠哉(2) 佐々木 直人(3) 古瀬 友暉(2) 米山 諒(2) 本島 右登(3) 友保 尚樹(2)

08/17 中１　男子  +1.3 寺澤 勇紀(1) 12.92 林 力輝(1) 13.17 山川 滉生(1) 13.31 原 潤弥(1) 13.78 今村 隼士(1) 14.02 青山 諒成(1) 14.03 杉本 隆太(1) 14.12 渡久山 凜(1) 14.52
１００ｍ 中学生･喬木中 中学生･高森中 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･緑ヶ丘中 中学生･高森中 中学生･高森中 中学生･天龍中

08/17 中学共通　男  +1.3 米澤 和真(3) 11.76 小池 貫太(3) 11.95 園原 昇汰(3) 11.97 園原 悠平(3) 12.05 今井 頑馬(3) 12.07 板倉 竜史(3) 12.34 寺澤 龍吾(3) 12.41 友保 尚樹(2) 12.59
１００ｍ 中学生･緑ヶ丘中 中学生･下伊那松川中 中学生･阿智村RC 中学生･阿智村RC 中学生･下伊那松川中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･喬木中 中学生･緑ヶ丘中

08/16 一般　男子  +2.7 岡田 英希(1) 10.82 松下 優太(2) 10.82 住吉 隼斗(3) 10.99 丸山 玲央(3) 11.34 笠井健太 11.42 松島 竜平(2) 11.45 近藤 裕哉(1) 11.52 中平 満知留(3) 11.52
１００ｍ 一般･国武大 高校生･松川高 高校生･松川高 高校生･松川高 一般･DreamAC 高校生･飯田高 高校生･松川高 高校生･OIDE長姫高

08/17 塩沢 直樹 50.50 丸山 玲央(3) 51.33 近藤 裕哉(1) 53.31 松島 竜平(2) 53.32 中島 瑶樹(2) 54.43 塩沢 大樹(2) 56.13 松村 慶大(2) 59.06
４００ｍ 一般･岐阜経済大 高校生･松川高 高校生･松川高 高校生･飯田高 高校生･飯田風越高 高校生･松川高 高校生･飯田高

08/16 宮澤 留以(2) 2,00.55 岩﨑 一徹(1) 2,05.74 古田 裕貴(2) 2,08.43 田中 孝文(2) 2,09.29 塩沢 大樹(2) 2,11.09 塩澤 耕大(2) 2,15.42 下平 篤弥(2) 2,18.07 福沢 伸(2) 2,19.35
８００ｍ 一般･信大 高校生･飯田風越高 高校生･飯田高 高校生･OIDE長姫高 高校生･松川高 高校生･飯田高 高校生･飯田風越高 高校生･飯田高



決勝記録一覧表
(GR:大会新  ) 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
08/17 宮澤 留以(2) 4,10.96 原 謙二郎(1) 4,16.19 松山 克敏 4,20.40 原 武司 4,28.09 田畑 圭夫(3) 4,28.85 宮田 祐杜(2) 4,34.60 塩澤 耕大(2) 4,35.10 中嶋康晴 4,36.89

１５００ｍ 一般･信大 一般･城西大AC 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･下伊那農高 高校生･飯田高 一般･DreamAC
08/17 仁科 利弥 15,25.86 早野 吉信 15,46.36 原 武司 15,47.45 原 謙二郎(1) 15,53.56 米山 祐貴(4) 16,03.06 松山 克敏 16,07.60 後沢 大成(2) 16,17.43 松村 健一 16,21.23

５０００ｍ 一般･飯田市陸協 一般･下伊那郡陸協 一般･下伊那郡陸協 一般･城西大AC 一般･信大 一般･下伊那郡陸協 高校生･飯田高 一般･下伊那郡陸協
08/17  +3.5 竹内一弘 16.36 原田 巧己(2) 18.25

１１０ｍＨ 一般･DreamAC 高校生･飯田風越高
08/16 中平 満知留(3) 56.57 中島 瑶樹(2) 59.51 本多 俊平 1,01.49 山岸 流唯(2) 1,04.19 光沢 佑人(1) 1,05.37

４００ｍＨ 高校生･OIDE長姫高 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 高校生･松川高
08/16 宮澤 留以(2) 10,21.57 熊谷 駿(2) 10,27.93 宮崎 仁(2) 11,13.67 塩澤 寛太(1) 11,32.30 田畑 篤偲(1) 11,32.40 北原 和喜(1) 12,02.75

３０００ｍＳＣ 一般･信大 高校生･飯田高 高校生･飯田風越高 高校生･OIDE長姫高 高校生･飯田高 高校生･飯田高
08/16  +1.1 平栗 広大(2) 28,25.00 平沢 太一(1) 32,33.78

５０００ｍＷ 高校生･松川高 高校生･松川高
08/16 尾畑元佳(1) 1.90 本多 俊平 1.75 篠田 治輝(1) 1.70 加藤 勝斗(1) 1.70 山岸 流唯(2) 1.70 花井 有輝(1) 1.65 松澤 貴文(2) 1.65

走高跳 一般･東海大 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 高校生･松川高 高校生･下伊那農高 高校生･OIDE長姫高 高校生･飯田風越高 高校生･下伊那農高
08/16 椚谷 和久(1) 6.42(+2.6) 本多 俊平 5.94(+1.6) 松村 慶大(2) 5.85(+2.5) 手塚 貴郁(1) 5.60(+1.2) 池田圭吾 5.43(+2.1) 熊谷 太生(1) 5.10(+1.4)

走幅跳 高校生･飯田高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 高校生･飯田高 高校生･飯田風越高 一般･DreamAC 高校生･飯田高
08/17 尾畑元佳(1) 13.62(+2.2) 椚谷 和久(1) 13.16(+1.7) 松村 覚 12.75(+2.1)

三段跳 一般･東海大 高校生･飯田高 一般･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
08/17 佐々木久孝 5.81

砲丸投 一般･飯田市陸協
08/16 本多 俊平 28.09 友田 利男 24.07 岡田 英希(1) 21.05 池田圭吾 19.96 佐々木久孝 14.15

円盤投 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 一般･下伊那郡陸協 一般･国武大 一般･DreamAC 一般･飯田市陸協
08/16 宮島 真吾(2) 51.74 原 健人(2) 46.93 友田 利男 46.22 本多 俊平 42.07 岡田 英希(1) 41.97 牛山 一成(1) 41.05 勝野裕太 39.50 藤下 拳成(1) 34.50

やり投 高校生･阿南高 高校生･飯田高 一般･下伊那郡陸協 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 一般･国武大 高校生･松川高 一般･DreamAC 高校生･下伊那農高
08/16 松川高(A)       42.81 飯田高       45.45 DreamAC(A)       46.25 松川高(B)       46.43 DreamAC(B)       46.87 飯田風越高       47.35

４×１００ｍＲ 丸山 玲央(3) GR 熊谷 太生(1) 松尾将文 齋藤 進次郎(2) 竹内一弘 中島 瑶樹(2)
住吉 隼斗(3) 松村 慶大(2) 松下潤也 塩沢 大樹(2) 木下翔太 下平 篤弥(2)
近藤 裕哉(1) 椚谷 和久(1) 笠井健太 牛山 一成(1) 池田圭吾 原田 巧己(2)
松下 優太(2) 松島 竜平(2) 山本純也 光沢 佑人(1) 高橋佑太 鎌倉 渉(1)

08/17 松川高(A)     3,32.23 松川高(B)     3,38.08 飯田高     3,38.19 DreamAC(B)     3,40.87 飯田風越高     3,41.81 OIDE長姫高     3,45.29 DreamAC(A)     3,49.45 下伊那農高     3,50.79
４×４００ｍＲ 住吉 隼斗(3) 齋藤 進次郎(2) 松島 竜平(2) 池田圭吾 下平 篤弥(2) 遠山 春樹(2) 松下潤也 加藤 勝斗(1)

丸山 玲央(3) 近藤 裕哉(1) 松村 慶大(2) 高橋佑太 岩﨑 一徹(1) 山岸 流唯(2) 松尾将文 池田 正宗(1)
松下 優太(2) 光沢 佑人(1) 古田 裕貴(2) 竹内一弘 中島 瑶樹(2) 塩澤 寛太(1) 山本純也 松澤 貴文(2)
平栗 広大(2) 塩沢 大樹(2) 椚谷 和久(1) 中嶋康晴 鎌倉 渉(1) 田中 孝文(2) 笠井健太 宮田 祐杜(2)

08/17 高校　男子 齋藤 進次郎(2) 10.61 宮島 真吾(2) 9.09 山口 圭亮(2) 8.87 下平 大暉(1) 8.24 牛山 一成(1) 8.09 亀割 正紀(2) 7.37 柴田 天海(2) 6.87 岡島 琢冬(2) 6.70
砲丸投 高校生･松川高 高校生･阿南高 高校生･OIDE長姫高 高校生･OIDE長姫高 高校生･松川高 高校生･阿南高 高校生･阿南高 高校生･OIDE長姫高

08/16 山口 圭亮(2) 30.08 下山 剛史(1) 24.48 松倉 奎也(2) 22.79 岡島 琢冬(2) 22.47 藤下 拳成(1) 22.02 柴田 天海(2) 15.48
円盤投 高校生･OIDE長姫高 高校生･OIDE長姫高 高校生･阿南高 高校生･OIDE長姫高 高校生･下伊那農高 高校生･阿南高



予選 8月16日 10:55
決勝 8月16日 12:25

大会新  (GR )       10.90

[ 1組] 風速 +2.6 [ 2組] 風速 +1.5

 1 近藤 裕哉(1) 高校生     11.53 q  1 住吉 隼斗(3) 高校生     11.10 q
ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ 松川高 ｽﾐﾖｼ  ﾊﾔﾄ 松川高

 2 塩沢 直樹 一般     11.66  2 松島 竜平(2) 高校生     11.49 q
ｼｵｻﾞﾜ  ﾅｵｷ 岐阜経済大 ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ 飯田高

 3 佐藤 翔太(2) 高校生     12.17  3 高橋佑太 一般     11.67 
ｻﾄｳ  ｼｮｳﾀ 松川高 ﾀｶﾊｼﾕｳﾀ DreamAC

 4 木下翔太 一般     12.21  4 知沢 和輝(1) 高校生     12.05 
ｷﾉｼﾀｼｮｳﾀ DreamAC ﾁｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 阿南高

 5 熊谷 太生(1) 高校生     12.40  5 齋藤 進次郎(2) 高校生     12.10 
ｸﾏｶﾞｲ ﾀｲｾｲ 飯田高 ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞﾛｳ 松川高

 6 池田 正宗(1) 高校生     13.09  6 牛山 一成(1) 高校生     12.30 
ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾑﾈ 下伊那農高 ｳｼﾔﾏ ｶｽﾞﾅﾘ 松川高

 7 畑中 謙吾(1) 高校生     13.25 小笠原 有希(2) 高校生
ﾊﾀﾅｶ ｹﾝｺﾞ OIDE長姫高 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳｷ OIDE長姫高
浅野大輔 一般
ｱｻﾉﾀﾞｲｽｹ DreamAC

[ 3組] 風速 +2.8 [ 4組] 風速 +0.7

 1 岡田 英希(1) 一般     10.96 q  1 松下 優太(2) 高校生     10.99 q
ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 国武大 ﾏﾂｼﾀ  ﾕｳﾀ 松川高

 2 中平 満知留(3) 高校生     11.32 q  2 笠井健太 一般     11.55 q
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾐﾁﾙ OIDE長姫高 ｶｻｲｹﾝﾀ DreamAC

 3 丸山 玲央(3) 高校生     11.46 q  3 光沢 佑人(1) 高校生     12.06 
ﾏﾙﾔﾏ  ﾚｵ 松川高 ｺｳｻﾞﾜ  ﾕｳﾄ 松川高

 4 松村 慶大(2) 高校生     11.58  4 松尾将文 一般     12.36 
ﾏﾂﾑﾗ ｹｲﾀﾞｲ 飯田高 ﾏﾂｵﾏｻﾌﾐ DreamAC

 5 棚田 駿太(1) 高校生     12.23  5 遠山 春樹(2) 高校生     12.40 
ﾀﾅﾀﾞ  ｼｭﾝﾀ 松川高 ﾄｵﾔﾏ ﾊﾙｷ OIDE長姫高

 6 池田圭吾 一般     12.33  6 篠田 治輝(1) 高校生     12.42 
ｲｹﾀﾞｹｲｺﾞ DreamAC ｼﾉﾀﾞ  ﾖｼｷ 松川高

 7 勝野裕太 一般     12.70 熊谷 諒平(2) 高校生
ｶﾂﾉﾕｳﾀ DreamAC ｸﾏｶﾞｲ ﾘｮｳﾍｲ 飯田風越高

風速 +2.7

 1 岡田 英希(1) 一般     10.82 
ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 国武大

 2 松下 優太(2) 高校生     10.82 
ﾏﾂｼﾀ  ﾕｳﾀ 松川高

 3 住吉 隼斗(3) 高校生     10.99 
ｽﾐﾖｼ  ﾊﾔﾄ 松川高

 4 丸山 玲央(3) 高校生     11.34 
ﾏﾙﾔﾏ  ﾚｵ 松川高

 5 笠井健太 一般     11.42 
ｶｻｲｹﾝﾀ DreamAC

 6 松島 竜平(2) 高校生     11.45 
ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ 飯田高

 7 近藤 裕哉(1) 高校生     11.52 
ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ 松川高

 8 中平 満知留(3) 高校生     11.52 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾐﾁﾙ OIDE長姫高

順 ﾚｰﾝ No.

一般　男子

１００ｍ            

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ
6   545

氏  名 所属名 記録／備考

2   540

1    57

4

8   552

  661

8   567

5    13

3     8
欠場

7   642

氏  名 所属名 記録／備考

4     2

No.

7   588

2   538

5   752

3   634
欠場

6   549

氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

6   628

3    59

4   579

8   553

7     9

2   547

順 ﾚｰﾝ No.

5     1

6   536

7     7

4   546

欠場

8   556

2   639

決勝

順 ﾚｰﾝ No.

3   6135     5

5   536

氏  名 所属名 記録／備考
6    59

7   553

3   552

8   588

1     1

4   628

2   545



予選 8月17日 11:35
決勝 8月17日 13:20

大会新  (GR )       50.03

[ 1組] [ 2組]

 1 塩沢 直樹 一般     50.64 q  1 近藤 裕哉(1) 高校生     53.85 q
ｼｵｻﾞﾜ  ﾅｵｷ 岐阜経済大 ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ 松川高

 2 塩沢 大樹(2) 高校生     53.91 q  2 松村 慶大(2) 高校生     55.22 q
ｼｵｻﾞﾜ  ﾋﾛｷ 松川高 ﾏﾂﾑﾗ ｹｲﾀﾞｲ 飯田高

 3 鎌倉 渉(1) 高校生     55.11 q  3 池田圭吾 一般     55.23 
ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ 飯田風越高 ｲｹﾀﾞｹｲｺﾞ DreamAC

 4 古田 裕貴(2) 高校生     55.91  4 岩﨑 一徹(1) 高校生     55.27 
ﾌﾙﾀ ﾕｳｷ 飯田高 ｲﾜｻｷ ｲｯﾃﾂ 飯田風越高

 5 手塚 貴郁(1) 高校生     56.18  5 竹村 大地(1) 高校生     58.52 
ﾃﾂﾞｶ ﾀｶﾌﾐ 飯田風越高 ﾀｹﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 飯田風越高

 6 田中 孝文(2) 高校生     56.81  6 知沢 和輝(1) 高校生   1,00.62 
ﾀﾅｶ ﾀｶﾌﾐ OIDE長姫高 ﾁｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 阿南高

 7 村山 和勇(1) 高校生     57.59  7 畑中 謙吾(1) 高校生   1,01.49 
ﾑﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾄｼ 飯田風越高 ﾊﾀﾅｶ ｹﾝｺﾞ OIDE長姫高

[ 3組] [ 4組]

 1 松島 竜平(2) 高校生     54.75 q  1 丸山 玲央(3) 高校生     53.64 q
ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ 飯田高 ﾏﾙﾔﾏ  ﾚｵ 松川高

 2 中島 瑶樹(2) 高校生     54.81 q  2 下平 篤弥(2) 高校生     57.02 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 飯田風越高 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾂﾔ 飯田風越高

 3 遠山 春樹(2) 高校生     56.67  3 福沢 伸(2) 高校生     58.43 
ﾄｵﾔﾏ ﾊﾙｷ OIDE長姫高 ﾌｸｻﾞﾜ ｼﾝ 飯田高

 4 松尾将文 一般     58.60  4 原田 巧己(2) 高校生     58.46 
ﾏﾂｵﾏｻﾌﾐ DreamAC ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 飯田風越高

 5 熊谷 太生(1) 高校生   1,00.13  5 熊谷 諒平(2) 高校生   1,04.02 
ｸﾏｶﾞｲ ﾀｲｾｲ 飯田高 ｸﾏｶﾞｲ ﾘｮｳﾍｲ 飯田風越高

 6 花井 有輝(1) 高校生   1,01.37 小笠原 有希(2) 高校生
ﾊﾅｲ ﾕｳｷ 飯田風越高 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳｷ OIDE長姫高
佐藤 翔太(2) 高校生
ｻﾄｳ  ｼｮｳﾀ 松川高

 1 塩沢 直樹 一般     50.50 
ｼｵｻﾞﾜ  ﾅｵｷ 岐阜経済大

 2 丸山 玲央(3) 高校生     51.33 
ﾏﾙﾔﾏ  ﾚｵ 松川高

 3 近藤 裕哉(1) 高校生     53.31 
ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ 松川高

 4 松島 竜平(2) 高校生     53.32 
ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ 飯田高

 5 中島 瑶樹(2) 高校生     54.43 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 飯田風越高

 6 塩沢 大樹(2) 高校生     56.13 
ｼｵｻﾞﾜ  ﾋﾛｷ 松川高

 7 松村 慶大(2) 高校生     59.06 
ﾏﾂﾑﾗ ｹｲﾀﾞｲ 飯田高
鎌倉 渉(1) 高校生
ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ 飯田風越高

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ

一般　男子

４００ｍ            

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考記録／備考 順
7    57 4   545

5   543 7   579

4   605 2     9

3   584 6   603

6   607 8   608

8   635 3   752

2   606 5   642

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   588 5   553

5   614 4   612

3   639 7   581

2     7 2   615

6   567 6   613

7   604 3   634
欠場

4   540
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    57

5   553

4   545

8   588

7   614

3   543

1   579

2   605
欠場



決勝 8月16日 10:10

大会新  (GR )     1,56.03

[ 1組] [ 2組]

 1 岩﨑 一徹(1) 高校生   2,05.74  1 宮澤 留以(2) 一般   2,00.55 
ｲﾜｻｷ ｲｯﾃﾂ 飯田風越高 ﾐｬｻﾞﾜ ﾙｲ 信大

 2 塩沢 大樹(2) 高校生   2,11.09  2 古田 裕貴(2) 高校生   2,08.43 
ｼｵｻﾞﾜ  ﾋﾛｷ 松川高 ﾌﾙﾀ ﾕｳｷ 飯田高

 3 塩澤 耕大(2) 高校生   2,15.42  3 田中 孝文(2) 高校生   2,09.29 
ｼｵｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 飯田高 ﾀﾅｶ ﾀｶﾌﾐ OIDE長姫高

 4 福沢 伸(2) 高校生   2,19.35  4 下平 篤弥(2) 高校生   2,18.07 
ﾌｸｻﾞﾜ ｼﾝ 飯田高 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾂﾔ 飯田風越高

 5 池田 正宗(1) 高校生   2,33.85  5 下田 祥貴(2) 高校生   2,20.85 
ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾑﾈ 下伊那農高 ｼﾓﾀﾞ ﾖｼｷ 飯田高
三沢 直柔(1) 高校生  6 木下 洸太(1) 高校生   2,30.62 
ﾐｻﾜ ﾅｵﾔ OIDE長姫高 ｷﾉｼﾀ ｺｳﾀ 下伊那農高
松倉 奎也(2) 高校生 宮田 祐杜(2) 高校生
ﾏﾂｸﾗ ｹｲﾔ 阿南高 ﾐﾔﾀ ﾕｳﾄ 下伊那農高

   1 宮澤 留以(2) 一般 信大     2,00.55   2   1
   2 岩﨑 一徹(1) 高校生 飯田風越高     2,05.74   1   1
   3 古田 裕貴(2) 高校生 飯田高     2,08.43   2   2
   4 田中 孝文(2) 高校生 OIDE長姫高     2,09.29   2   3
   5 塩沢 大樹(2) 高校生 松川高     2,11.09   1   2
   6 塩澤 耕大(2) 高校生 飯田高     2,15.42   1   3
   7 下平 篤弥(2) 高校生 飯田風越高     2,18.07   2   4
   8 福沢 伸(2) 高校生 飯田高     2,19.35   1   4
   9 下田 祥貴(2) 高校生 飯田高     2,20.85   2   5
  10 木下 洸太(1) 高校生 下伊那農高     2,30.62   2   6
  11 池田 正宗(1) 高校生 下伊那農高     2,33.85   1   5

決勝 8月17日 13:45

大会新  (GR )     4,07.66

 1 宮澤 留以(2) 一般   4,10.96 
ﾐｬｻﾞﾜ ﾙｲ 信大

 2 原 謙二郎(1) 一般   4,16.19 
ﾊﾗ  ｹﾝｼﾞﾛｳ 城西大AC

 3 松山 克敏 一般   4,20.40 
ﾏﾂﾔﾏ ｶﾂﾄｼ 下伊那郡陸協

 4 原 武司 一般   4,28.09 
ﾊﾗ ﾀｹｼ 下伊那郡陸協

 5 田畑 圭夫(3) 高校生   4,28.85 
ﾀﾊﾞﾀ ﾖｼｵ 飯田風越高

 6 宮田 祐杜(2) 高校生   4,34.60 
ﾐﾔﾀ ﾕｳﾄ 下伊那農高

 7 塩澤 耕大(2) 高校生   4,35.10 
ｼｵｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 飯田高

 8 中嶋康晴 一般   4,36.89 
ﾅｶｼﾏﾔｽﾊﾙ DreamAC

 9 大場 悠暉(2) 高校生   4,38.18 
ｵｵﾊﾞ ﾕｳｷ 飯田高

10 唐澤 一弥 一般   4,49.48 
ｶﾗｻﾜ ｶｽﾞﾔ 下伊那郡陸協

11 木下 洸太(1) 高校生   5,26.10 
ｷﾉｼﾀ ｺｳﾀ 下伊那農高
三沢 直柔(1) 高校生
ﾐｻﾜ ﾅｵﾔ OIDE長姫高

10   662

4   643
欠場

11   580

7    46

5   578

9    11

2   616

8   691

12    42

3    40

1  9112

6    80

一般　男子

１５００ｍ          

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

  586
  662
  661

  584
  635
  543
  578
  612
  581

記録 備考 組 順位
 9112
  603

欠場 欠場

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

欠場
7   750 6   691

4   643 2   662

2   661 7   586

8   581 8   612

6   578 4   635

3   543 3   584

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   603 5  9112

一般　男子

８００ｍ            

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 8月17日  9:10

大会新  (GR )    14,59.69

 1 仁科 利弥 一般  15,25.86 
ﾆｼﾅ ﾄｼﾔ 飯田市陸協

 2 早野 吉信 一般  15,46.36 
ﾊﾔﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 下伊那郡陸協

 3 原 武司 一般  15,47.45 
ﾊﾗ ﾀｹｼ 下伊那郡陸協

 4 原 謙二郎(1) 一般  15,53.56 
ﾊﾗ  ｹﾝｼﾞﾛｳ 城西大AC

 5 米山 祐貴(4) 一般  16,03.06 
ﾖﾈﾔﾏ ﾕｳｷ 信大

 6 松山 克敏 一般  16,07.60 
ﾏﾂﾔﾏ ｶﾂﾄｼ 下伊那郡陸協

 7 後沢 大成(2) 高校生  16,17.43 
ｺﾞｻﾞﾜ ﾀｲｾｴ 飯田高

 8 松村 健一 一般  16,21.23 
ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 下伊那郡陸協

 9 平澤 宏幸 一般  16,29.70 
ﾋﾗｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 飯田市陸協

10 松下 悠 一般  16,32.76 
ﾏﾂｼﾀ ﾕｳ 下伊那郡陸協

11 河合  蓮(1) 高校生  16,35.92 
ｶﾜｲ  ﾚﾝ 松川高

12 村山 和勇(1) 高校生  16,37.29 
ﾑﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾄｼ 飯田風越高

13 松下 俊(2) 高校生  16,45.49 
ﾏﾂｼﾀ ｼｭﾝ 飯田高

14 勾田 達也 一般  17,15.67 
ﾏｶﾞﾀ ﾀﾂﾔ 飯田市陸協

15 西永 佳人 一般  17,28.62 
ﾆｼﾅｶﾞ ﾖｼﾄ 下伊那郡陸協

16 塩澤 寛太(1) 高校生  17,56.17 
ｼｵｻﾞﾜ ｶﾝﾀ OIDE長姫高

17 松下 京介(3) 高校生  17,58.69 
ﾏﾂｼﾀ  ｷｮｳｽｹ 松川高

18 田畑 篤偲(1) 高校生  18,00.80 
ﾀﾊﾞﾀ ｱﾂｼ 飯田高

19 北原 和喜(1) 高校生  18,07.23 
ｷﾀﾊﾗ ｶｽﾞｷ 飯田高

20 大西 元気(1) 高校生  18,59.82 
ｵｵﾆｼ  ｹﾞﾝｷ 松川高

21 下田 祥貴(2) 高校生  19,16.24 
ｼﾓﾀﾞ ﾖｼｷ 飯田高
宮崎 仁(2) 高校生
ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾞﾝ 飯田風越高
伊藤 洸介 一般
ｲﾄｳ ｺｳｽｹ 飯田市陸協
山口 幸大(1) 高校生
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀ OIDE長姫高

5    76
欠場

15   641
欠場

21   586

4   611
欠場

7   564

6   560

16   542

23   562

22    44

9   645

17   587

3    77

20   548

8   606

19    79

10    41

1   583

14    43

13  9144

2    42

12    40

18    80

11    78

24    45

一般　男子

５０００ｍ          

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月17日 13:35

大会新  (GR )       16.00

風速 +3.5

 1 竹内一弘 一般     16.36 
ﾀｹｳﾁｶｽﾞﾋﾛ DreamAC

 2 原田 巧己(2) 高校生     18.25 
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 飯田風越高
棚田 駿太(1) 高校生
ﾀﾅﾀﾞ  ｼｭﾝﾀ 松川高

7   547
欠場

5    10

6   615

一般　男子

１１０ｍＨ          

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月16日 12:10

大会新  (GR )       56.30

 1 中平 満知留(3) 高校生     56.57 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾐﾁﾙ OIDE長姫高

 2 中島 瑶樹(2) 高校生     59.51 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 飯田風越高

 3 本多 俊平 一般   1,01.49 
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ

 4 山岸 流唯(2) 高校生   1,04.19 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾙｲ OIDE長姫高

 5 光沢 佑人(1) 高校生   1,05.37 
ｺｳｻﾞﾜ  ﾕｳﾄ 松川高
竹内一弘 一般
ﾀｹｳﾁｶｽﾞﾋﾛ DreamAC
平澤慎 一般
ﾋﾗｻﾜｼﾝ DreamAC

4    12
欠場

5   546

8    10
途中棄権

6  9773

3   636

7   628

2   614

一般　男子

４００ｍＨ          

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月16日 13:35

大会新  (GR )     9,39.01

 1 宮澤 留以(2) 一般  10,21.57 
ﾐｬｻﾞﾜ ﾙｲ 信大

 2 熊谷 駿(2) 高校生  10,27.93 
ｸﾏｶﾞｲ ｼｭﾝ 飯田高

 3 宮崎 仁(2) 高校生  11,13.67 
ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾞﾝ 飯田風越高

 4 塩澤 寛太(1) 高校生  11,32.30 
ｼｵｻﾞﾜ ｶﾝﾀ OIDE長姫高

 5 田畑 篤偲(1) 高校生  11,32.40 
ﾀﾊﾞﾀ ｱﾂｼ 飯田高

 6 北原 和喜(1) 高校生  12,02.75 
ｷﾀﾊﾗ ｶｽﾞｷ 飯田高
松下 俊(2) 高校生
ﾏﾂｼﾀ ｼｭﾝ 飯田高

5   587
欠場

7   562

1   564

4   611

6   645

2  9112

3   582

一般　男子

３０００ｍＳＣ      

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月16日  9:30

大会新  (GR )    21,45.00

 1 平栗 広大(2) 高校生  28,25.00 
ﾋﾗｸﾞﾘ  ｺｳﾀﾞｲ 松川高

 2 平沢 太一(1) 高校生  32,33.78 
ﾋﾗｻﾜ ﾀｲﾁ 松川高

2   539

1   537

一般　男子

５０００ｍＷ        

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月16日 13:55

大会新  (GR )       43.04

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 松川高(A)   553 丸山 玲央(3)     42.81 

ﾏﾂｶﾜｺｳA ﾏﾙﾔﾏ  ﾚｵ 大会新
  552 住吉 隼斗(3)

ｽﾐﾖｼ  ﾊﾔﾄ
  545 近藤 裕哉(1)

ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ
  536 松下 優太(2)

ﾏﾂｼﾀ  ﾕｳﾀ
 2   4 飯田高   567 熊谷 太生(1)     45.45 

ｲｲﾀﾞｺｳ ｸﾏｶﾞｲ ﾀｲｾｲ
  579 松村 慶大(2)

ﾏﾂﾑﾗ ｹｲﾀﾞｲ
  565 椚谷 和久(1)

ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ
  588 松島 竜平(2)

ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ
 3   6 DreamAC(A)     7 松尾将文     46.25 

ﾄﾞﾘｰﾑｴｰｼｰA ﾏﾂｵﾏｻﾌﾐ
    6 松下潤也

ﾏﾂｼﾀｼﾞｭﾝﾔ
    1 笠井健太

ｶｻｲｹﾝﾀ
    4 山本純也

ﾔﾏﾓﾄｼﾞｭﾝﾔ
 4   1 松川高(B)   538 齋藤 進次郎(2)     46.43 

ﾏﾂｶﾜｺｳB ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞﾛｳ
  543 塩沢 大樹(2)

ｼｵｻﾞﾜ  ﾋﾛｷ
  549 牛山 一成(1)

ｳｼﾔﾏ ｶｽﾞﾅﾘ
  546 光沢 佑人(1)

ｺｳｻﾞﾜ  ﾕｳﾄ
 5   2 DreamAC(B)    10 竹内一弘     46.87 

ﾄﾞﾘｰﾑｴｰｼｰB ﾀｹｳﾁｶｽﾞﾋﾛ
   13 木下翔太

ｷﾉｼﾀｼｮｳﾀ
    9 池田圭吾

ｲｹﾀﾞｹｲｺﾞ
    2 高橋佑太

ﾀｶﾊｼﾕｳﾀ
 6   5 飯田風越高   614 中島 瑶樹(2)     47.35 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｷ
  612 下平 篤弥(2)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾂﾔ
  615 原田 巧己(2)

ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ
  605 鎌倉 渉(1)

ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ
  8 OIDE長姫高   639 遠山 春樹(2)

OIDEｵｻﾋﾒｺｳ ﾄｵﾔﾏ ﾊﾙｷ 失格
  640 秋村 フェルナンド(1)

ｱｷﾑﾗ ﾌｪﾙﾅﾝﾄﾞ
  636 山岸 流唯(2)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾙｲ
  642 畑中 謙吾(1)

ﾊﾀﾅｶ ｹﾝｺﾞ
  3 下伊那農高

ｼﾓｲﾅﾉｳ 欠場

一般　男子

４×１００ｍＲ      

決勝



決勝 8月17日 14:30

大会新  (GR )     3,26.68

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 松川高(A)   552 住吉 隼斗(3)   3,32.23 

ﾏﾂｶﾜｺｳA ｽﾐﾖｼ  ﾊﾔﾄ
  553 丸山 玲央(3)

ﾏﾙﾔﾏ  ﾚｵ
  536 松下 優太(2)

ﾏﾂｼﾀ  ﾕｳﾀ
  539 平栗 広大(2)

ﾋﾗｸﾞﾘ  ｺｳﾀﾞｲ
 2   2 松川高(B)   538 齋藤 進次郎(2)   3,38.08 

ﾏﾂｶﾜｺｳB ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞﾛｳ
  545 近藤 裕哉(1)

ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ
  546 光沢 佑人(1)

ｺｳｻﾞﾜ  ﾕｳﾄ
  543 塩沢 大樹(2)

ｼｵｻﾞﾜ  ﾋﾛｷ
 3   6 飯田高   588 松島 竜平(2)   3,38.19 

ｲｲﾀﾞｺｳ ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ
  579 松村 慶大(2)

ﾏﾂﾑﾗ ｹｲﾀﾞｲ
  584 古田 裕貴(2)

ﾌﾙﾀ ﾕｳｷ
  565 椚谷 和久(1)

ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ
 4   1 DreamAC(B)     9 池田圭吾   3,40.87 

ﾄﾞﾘｰﾑｴｰｼｰB ｲｹﾀﾞｹｲｺﾞ
    2 高橋佑太

ﾀｶﾊｼﾕｳﾀ
   10 竹内一弘

ﾀｹｳﾁｶｽﾞﾋﾛ
   11 中嶋康晴

ﾅｶｼﾏﾔｽﾊﾙ
 5   8 飯田風越高   612 下平 篤弥(2)   3,41.81 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾂﾔ
  603 岩﨑 一徹(1)

ｲﾜｻｷ ｲｯﾃﾂ
  614 中島 瑶樹(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｷ
  605 鎌倉 渉(1)

ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ
 6   5 OIDE長姫高   639 遠山 春樹(2)   3,45.29 

OIDEｵｻﾋﾒｺｳ ﾄｵﾔﾏ ﾊﾙｷ
  636 山岸 流唯(2)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾙｲ
  645 塩澤 寛太(1)

ｼｵｻﾞﾜ ｶﾝﾀ
  635 田中 孝文(2)

ﾀﾅｶ ﾀｶﾌﾐ
 7   7 DreamAC(A)     6 松下潤也   3,49.45 

ﾄﾞﾘｰﾑｴｰｼｰA ﾏﾂｼﾀｼﾞｭﾝﾔ
    7 松尾将文

ﾏﾂｵﾏｻﾌﾐ
    4 山本純也

ﾔﾏﾓﾄｼﾞｭﾝﾔ
    1 笠井健太

ｶｻｲｹﾝﾀ
 8   3 下伊那農高   692 加藤 勝斗(1)   3,50.79 

ｼﾓｲﾅﾉｳ ｶﾄｳ ﾏｽﾄ
  661 池田 正宗(1)

ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾑﾈ
  663 松澤 貴文(2)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ
  691 宮田 祐杜(2)

ﾐﾔﾀ ﾕｳﾄ

一般　男子

４×４００ｍＲ      

決勝



予選 8月17日 10:25
決勝 8月17日 12:15

大会新  (GR )       11.63

[ 1組] 風速 +1.3 [ 2組] 風速 +1.4

 1 小池 貫太(3) 中学生     11.94 q  1 米澤 和真(3) 中学生     11.81 q
ｺｲｹ ｶﾝﾀ 下伊那松川中 ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 緑ヶ丘中

 2 園原 昇汰(3) 中学生     11.95 q  2 寺澤 龍吾(3) 中学生     12.42 q
ｿﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ 阿智村RC ﾃﾗｻﾜ ﾘｭｳｺﾞ 喬木中

 3 三石 智也(3) 中学生     12.46  3 板倉 竜史(3) 中学生     12.42 q
ﾐﾂｲｼ ﾄﾓﾔ 緑ヶ丘中 ｲﾀｸﾗ ﾘｭｳｼﾞ 緑ヶ丘中

 4 三石 隼斗(2) 中学生     12.64  4 藤井 隆聖(2) 中学生     12.46 
ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 飯田高陵中

 5 本島 右登(3) 中学生     12.73  5 西永 佳樹(3) 中学生     12.54 
ﾓﾄｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 高森中 ﾆｼﾅｶﾞ ﾖｼｷ 下伊那松川中

 6 井原 晟斗(2) 中学生     13.40  6 佐々木 直人(3) 中学生     12.95 
ｲﾊﾗ ｾｲﾄ 飯田高陵中 ｻｻｷ ﾅｵﾄ 高森中
福島 優樹(3) 中学生  7 寺沢 俊輔(2) 中学生     14.39 
ﾌｸｼﾏ ﾕｳｷ 緑ヶ丘中 ﾃﾗｻﾜ ｼｭﾝｽｹ 高森中
安藤 俊輝(2) 中学生
ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ 高森中

[ 3組] 風速 +1.2

 1 園原 悠平(3) 中学生     11.95 q
ｿﾉﾊﾗ ﾕｳﾍｲ 阿智村RC

 2 今井 頑馬(3) 中学生     12.04 q
ｲﾏｲ ｶﾞﾝﾏ 下伊那松川中

 3 友保 尚樹(2) 中学生     12.41 q
ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ 緑ヶ丘中

 4 家苗 薫(3) 中学生     12.54 
ｶﾅｴ ｶｵﾙ 下伊那松川中

 5 米山 諒(2) 中学生     12.67 
ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 6 光沢 陽(2) 中学生     12.95 
ｺｳｻﾞﾜ ｱｷﾗ 高森中

 7 末元 昂成(2) 中学生     13.00 
ｽｴﾓﾄ ｺｳｾｲ 飯田高陵中

風速 +1.3

 1 米澤 和真(3) 中学生     11.76 
ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 緑ヶ丘中

 2 小池 貫太(3) 中学生     11.95 
ｺｲｹ ｶﾝﾀ 下伊那松川中

 3 園原 昇汰(3) 中学生     11.97 
ｿﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ 阿智村RC

 4 園原 悠平(3) 中学生     12.05 
ｿﾉﾊﾗ ﾕｳﾍｲ 阿智村RC

 5 今井 頑馬(3) 中学生     12.07 
ｲﾏｲ ｶﾞﾝﾏ 下伊那松川中

 6 板倉 竜史(3) 中学生     12.34 
ｲﾀｸﾗ ﾘｭｳｼﾞ 緑ヶ丘中

 7 寺澤 龍吾(3) 中学生     12.41 
ﾃﾗｻﾜ ﾘｭｳｺﾞ 喬木中

 8 友保 尚樹(2) 中学生     12.59 
ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ 緑ヶ丘中

2  8531

8  8605

7  8362

1  8591

4  8460

6  8461

5  8590

3  8350

7  8431

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8    30

6  8383

3  8605

4  8353

5  8461

2  8362

5  8384
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  8594 6  8385
棄権

2  8426 4  8376

3  8375 8  8352

4    26 2  8424

6  8597 3  8591

7  8460 7  8531

1  8350 5  8590

中学共通　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 記録／備考記録／備考 順No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ



予選 8月17日 10:45
決勝 8月17日 12:25

大会新  (GR )       11.90

[ 1組] 風速 [ 2組] 風速

青山 諒成(1) 中学生 渡久山 凜(1) 中学生
ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ 高森中 ﾄｸﾔﾏ ﾘﾝ 天龍中
寺澤 勇紀(1) 中学生 林 力輝(1) 中学生
ﾃﾗｻﾜ ﾕｳｷ 喬木中 ﾊﾔｼ ﾘｷ 高森中
今村 隼士(1) 中学生 山川 滉生(1) 中学生
ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝｼ 緑ヶ丘中 ﾔﾏｶﾜ ﾋﾛｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
原 潤弥(1) 中学生 杉本 隆太(1) 中学生
ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 高森中
北條 拓郎(1) 中学生
ﾎｳｼﾞｮｳ ﾀｸﾛｳ 高森中

風速 +1.3

 1 寺澤 勇紀(1) 中学生     12.92 
ﾃﾗｻﾜ ﾕｳｷ 喬木中

 2 林 力輝(1) 中学生     13.17 
ﾊﾔｼ ﾘｷ 高森中

 3 山川 滉生(1) 中学生     13.31 
ﾔﾏｶﾜ ﾋﾛｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 原 潤弥(1) 中学生     13.78 
ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 5 今村 隼士(1) 中学生     14.02 
ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝｼ 緑ヶ丘中

 6 青山 諒成(1) 中学生     14.03 
ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ 高森中

 7 杉本 隆太(1) 中学生     14.12 
ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 高森中

 8 渡久山 凜(1) 中学生     14.52 
ﾄｸﾔﾏ ﾘﾝ 天龍中

8  8397

5  8517

3  8606

1  8393

7    27

4    25

2  8532

6  8391

4  8390
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6    25 5  8397

5  8606 4    27

3  8532 3  8391

2  8393 2  8517

中１　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 記録／備考記録／備考 順No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ



予選 8月16日 11:25
決勝 8月16日 12:40

大会新  (GR )       22.63

[ 1組] 風速 +3.0 [ 2組] 風速 +1.7

 1 近藤 雅哉(3) 中学生     23.54 q  1 小池 貫太(3) 中学生     23.79 q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 下伊那松川中 ｺｲｹ ｶﾝﾀ 下伊那松川中

 2 家苗 薫(3) 中学生     24.68 q  2 今井 頑馬(3) 中学生     24.18 q
ｶﾅｴ ｶｵﾙ 下伊那松川中 ｲﾏｲ ｶﾞﾝﾏ 下伊那松川中

 3 板倉 竜史(3) 中学生     25.26  3 西村 武登(3) 中学生     24.25 q
ｲﾀｸﾗ ﾘｭｳｼﾞ 緑ヶ丘中 ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ 高森中

 4 三石 隼斗(2) 中学生     25.52  4 米山 諒(2) 中学生     25.80 
ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 5 寺澤 勇紀(1) 中学生     26.33  5 福島 優樹(3) 中学生     25.81 
ﾃﾗｻﾜ ﾕｳｷ 喬木中 ﾌｸｼﾏ ﾕｳｷ 緑ヶ丘中

 6 光沢 陽(2) 中学生     26.53  6 木下 峻(3) 中学生     27.95 
ｺｳｻﾞﾜ ｱｷﾗ 高森中 ｷﾉｼﾀ ｼｭﾝ 高森中

[ 3組] 風速 +1.7

 1 米澤 和真(3) 中学生     24.09 q
ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 緑ヶ丘中

 2 近藤 惠哉(2) 中学生     24.48 q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ 下伊那松川中

 3 友保 尚樹(2) 中学生     25.22 q
ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ 緑ヶ丘中

 4 寺澤 龍吾(3) 中学生     25.49 
ﾃﾗｻﾜ ﾘｭｳｺﾞ 喬木中

 5 林 力輝(1) 中学生     26.74 
ﾊﾔｼ ﾘｷ 高森中

風速 +2.6

 1 小池 貫太(3) 中学生     23.72 
ｺｲｹ ｶﾝﾀ 下伊那松川中

 2 米澤 和真(3) 中学生     23.80 
ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 緑ヶ丘中

 3 今井 頑馬(3) 中学生     24.41 
ｲﾏｲ ｶﾞﾝﾏ 下伊那松川中

 4 近藤 惠哉(2) 中学生     24.58 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ 下伊那松川中

 5 家苗 薫(3) 中学生     25.10 
ｶﾅｴ ｶｵﾙ 下伊那松川中

 6 友保 尚樹(2) 中学生     25.58 
ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ 緑ヶ丘中
近藤 雅哉(3) 中学生
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 下伊那松川中
西村 武登(3) 中学生
ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ 高森中

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ

中学　男子

２００ｍ            

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 記録／備考記録／備考 順
4  8351 6  8350

6  8353 4  8362

5  8591 5  8370

7    26 2    30

3  8532 7  8594

2  8383 3  8372

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  8590

3  8355

2  8605

6  8531

5  8391

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  8350

6  8590

3  8362

7  8355

1  8353

2  8605

4  8351
欠場

8  8370
欠場



決勝 8月17日 13:10

大会新  (GR )       53.55

 1 近藤 惠哉(2) 中学生     56.19 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ 下伊那松川中

 2 柴田 健人(3) 中学生     57.72 
ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 古瀬 友暉(2) 中学生   1,01.81 
ﾌﾙｾ ﾕｳｷ 飯田高陵中

 4 松島 稜之(2) 中学生   1,04.88 
ﾏﾂｼﾏ ﾀｶﾕｷ 高森中

 5 田口 時生(2) 中学生   1,06.25 
ﾀｸﾞﾁ ﾄｷｵ 飯田高陵中
西村 武登(3) 中学生
ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ 高森中

3  8422

6  8370
欠場

7  8425

2  8388

5  8355

4    28

中学　男子

４００ｍ            

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月16日 13:20

大会新  (GR )     4,20.57

[ 1組] [ 2組]

 1 松﨑 健悟(3) 中学生   4,22.87  1 大峡 和(2) 中学生   4,34.91 
ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ 高森中 ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ ISｼﾞｭﾆｱ

 2 小林 龍矢(2) 中学生   4,37.96  2 小林 大亮(2) 中学生   4,37.48 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾔ 飯田高陵中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 高森中

 3 石井 慎也(2) 中学生   4,43.10  3 松下 哲也(3) 中学生   4,42.58 
ｲｼｲ ｼﾝﾔ ISｼﾞｭﾆｱ ﾏﾂｼﾀ ﾃﾂﾔ 下伊那松川中

 4 小平 宗弥(3) 中学生   4,57.42  4 宮内 斗輝(2) 中学生   4,47.44 
ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾔ 高森中 ﾐﾔｳﾁ ﾄｷ 高森中

 5 佐々木 勇人(3) 中学生   5,03.17  5 小平 俊介(3) 中学生   4,48.91 
ｻｻｷ ﾊﾔﾄ 飯田高陵中 ｺﾀﾞｲﾗ ｼｭﾝｽｹ 高森中

 6 中嶋 紀彰(1) 中学生   5,05.54  6 牧野 駆(1) 中学生   4,58.44 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾘｱｷ ISｼﾞｭﾆｱ ﾏｷﾉ ｶｹﾙ ISｼﾞｭﾆｱ

 7 松﨑 文哉(1) 中学生   5,10.88  7 木下 夏樹(2) 中学生   5,05.72 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 高森中 ｷﾉｼﾀ ﾅﾂｷ 飯田高陵中

 8 大場 翔太(2) 中学生   5,12.75  8 加藤 駿己(3) 中学生   5,18.05 
ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ 高森中 ｶﾄｳ ｼｭﾝｷ 飯田高陵中

 9 安藤 悠希(1) 中学生   5,21.04  9 後沢 大紀(1) 中学生   5,25.29 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 高森中 ｺﾞｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 飯田高陵中

10 久保田 隼仁(2) 中学生   5,21.73 10 宮下 翔伍(1) 中学生   5,27.77 
ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ 下伊那松川中 ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳｺﾞ 高森中

11 古林 拓哉(1) 中学生   5,31.90 11 松山 准也(2) 中学生   5,28.75 
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 下伊那松川中 ﾏﾂﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 下伊那松川中

12 櫻井 駿一(2) 中学生   5,34.38 12 米山 諒(2) 中学生   5,33.11 
ｻｸﾗｲ ｼｭﾝｲﾁ 飯田高陵中 ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ 下伊那松川中

13 宮下 藍斗(1) 中学生   5,38.43 13 岩﨑 なつ希(1) 中学生   5,55.51 
ﾐﾔｼﾀ ｱｲﾄ 飯田高陵中 ｲﾜｻｷ ﾅﾂｷ 高森中

14 湯澤 佑拓(2) 中学生   6,11.57 後沢 大地(3) 中学生
ﾕｻﾞﾜ ﾕｳﾀｸ 高森中 ｺﾞｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 飯田高陵中
成澤 龍哉(2) 中学生 松下 純也(1) 中学生
ﾅﾙｻﾜ ﾀﾂﾔ 高森中 ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ ISｼﾞｭﾆｱ
森本 隆暉(1) 中学生
ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶｷ 下伊那松川中

   1 松﨑 健悟(3) 中学生 高森中     4,22.87   1   1
   2 大峡 和(2) 中学生 ISｼﾞｭﾆｱ     4,34.91   2   1
   3 小林 大亮(2) 中学生 高森中     4,37.48   2   2
   4 小林 龍矢(2) 中学生 飯田高陵中     4,37.96   1   2
   5 松下 哲也(3) 中学生 下伊那松川中     4,42.58   2   3
   6 石井 慎也(2) 中学生 ISｼﾞｭﾆｱ     4,43.10   1   3
   7 宮内 斗輝(2) 中学生 高森中     4,47.44   2   4
   8 小平 俊介(3) 中学生 高森中     4,48.91   2   5
   9 小平 宗弥(3) 中学生 高森中     4,57.42   1   4
  10 牧野 駆(1) 中学生 ISｼﾞｭﾆｱ     4,58.44   2   6
  11 佐々木 勇人(3) 中学生 飯田高陵中     5,03.17   1   5
  12 中嶋 紀彰(1) 中学生 ISｼﾞｭﾆｱ     5,05.54   1   6
  13 木下 夏樹(2) 中学生 飯田高陵中     5,05.72   2   7
  14 松﨑 文哉(1) 中学生 高森中     5,10.88   1   7
  15 大場 翔太(2) 中学生 高森中     5,12.75   1   8
  16 加藤 駿己(3) 中学生 飯田高陵中     5,18.05   2   8
  17 安藤 悠希(1) 中学生 高森中     5,21.04   1   9
  18 久保田 隼仁(2) 中学生 下伊那松川中     5,21.73   1  10
  19 後沢 大紀(1) 中学生 飯田高陵中     5,25.29   2   9
  20 宮下 翔伍(1) 中学生 高森中     5,27.77   2  10
  21 松山 准也(2) 中学生 下伊那松川中     5,28.75   2  11
  22 古林 拓哉(1) 中学生 下伊那松川中     5,31.90   1  11
  23 米山 諒(2) 中学生 下伊那松川中     5,33.11   2  12
  24 櫻井 駿一(2) 中学生 飯田高陵中     5,34.38   1  12
  25 宮下 藍斗(1) 中学生 飯田高陵中     5,38.43   1  13
  26 岩﨑 なつ希(1) 中学生 高森中     5,55.51   2  13
  27 湯澤 佑拓(2) 中学生 高森中     6,11.57   1  14
  28 後沢 大地(3) 中学生 飯田高陵中   2

中学　男子

１５００ｍ          

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  8371 13  8650

6  8432 5  8381

2  8580 6  8354

16  8373 3  8382

10  8411 1  8409

4  8481 11  8459

11  8392 8  8427

3  8386 12  8417

7  8396 4  8434

8  8357 7  8395

15  8360 2  8356

12  8430 10  8358

14  8433 9  8394

1  8389 14  8418

9  8387 15  8624
欠場 欠場

13  8361
欠場

中学　男子

１５００ｍ          
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
 8371
 8650
 8381
 8432
 8354
 8580
 8382
 8409
 8373
 8459
 8411
 8481
 8427
 8392
 8386
 8417
 8396
 8357
 8434
 8395
 8356
 8360
 8358
 8430
 8433
 8394
 8389
 8418



決勝 8月17日  9:55

大会新  (GR )     9,14.47

 1 小林 大亮(2) 中学生   9,45.85 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 高森中

 2 小林 龍矢(2) 中学生   9,49.10 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾔ 飯田高陵中

 3 大峡 和(2) 中学生   9,49.61 
ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 宮内 斗輝(2) 中学生   9,58.09 
ﾐﾔｳﾁ ﾄｷ 高森中

 5 石井 慎也(2) 中学生  10,01.44 
ｲｼｲ ｼﾝﾔ ISｼﾞｭﾆｱ

 6 唐澤 慶大(3) 中学生  10,08.25 
ｶﾗｻﾜ ﾖｼﾋﾛ 阿智村RC

 7 小平 俊介(3) 中学生  10,11.44 
ｺﾀﾞｲﾗ ｼｭﾝｽｹ 高森中

 8 小平 宗弥(3) 中学生  10,16.90 
ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾔ 高森中

 9 増田 輝(3) 中学生  10,27.07 
ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾗ 阿智村RC

10 松下 哲也(3) 中学生  10,29.74 
ﾏﾂｼﾀ ﾃﾂﾔ 下伊那松川中

11 牧野 駆(1) 中学生  10,30.13 
ﾏｷﾉ ｶｹﾙ ISｼﾞｭﾆｱ

12 髙木 柊也(3) 中学生  10,30.64 
ﾀｶｷﾞ ｼｭｳﾔ 高森中

13 佐々木 勇人(3) 中学生  10,34.94 
ｻｻｷ ﾊﾔﾄ 飯田高陵中

14 中嶋 紀彰(1) 中学生  10,44.33 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾘｱｷ ISｼﾞｭﾆｱ

15 木下 夏樹(2) 中学生  10,55.13 
ｷﾉｼﾀ ﾅﾂｷ 飯田高陵中

16 大場 翔太(2) 中学生  11,01.86 
ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ 高森中

17 松﨑 文哉(1) 中学生  11,14.38 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 高森中

18 小松 和真(3) 中学生  11,33.95 
ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾏ 阿智村RC

19 宮下 翔伍(1) 中学生  11,35.93 
ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳｺﾞ 高森中

20 安藤 悠希(1) 中学生  11,36.55 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 高森中

21 米山 諒(2) 中学生  11,48.41 
ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ 下伊那松川中

22 松山 准也(2) 中学生  11,58.59 
ﾏﾂﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 下伊那松川中

23 宮下 藍斗(1) 中学生  12,09.83 
ﾐﾔｼﾀ ｱｲﾄ 飯田高陵中

24 山崎 淳平(1) 中学生  12,44.47 
ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 飯田高陵中

25 岩﨑 なつ希(1) 中学生  12,46.80 
ｲﾜｻｷ ﾅﾂｷ 高森中

26 湯澤 佑拓(2) 中学生  13,04.02 
ﾕｻﾞﾜ ﾕｳﾀｸ 高森中
成澤 龍哉(2) 中学生
ﾅﾙｻﾜ ﾀﾂﾔ 高森中
古林 拓哉(1) 中学生
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 下伊那松川中
松下 純也(1) 中学生
ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ ISｼﾞｭﾆｱ
井原 吉実(3) 中学生
ｲﾊﾗ ﾖｼﾐ 阿智村RC
橋爪 渉(1) 中学生
ﾊｼﾂﾞﾒ ｼｮｳ 天龍中

中学　男子

３０００ｍ          

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
27  8381

28  8432

8  8650

21  8382

14  8580

4  2103

13  8409

1  8373

6  2125

3  8354

12  8459

25  8408

26  8411

24  8481

22  8427

9  8386

19  8392

10  2124

15  8395

29  8396

11  8358

23  8356

30  8433

2  8435

31  8394

17  8389

5  8387
欠場

7  8360
欠場

20  8518
欠場

16  8624
欠場

18  2114
欠場



決勝 8月16日 13:00

大会新  (GR )       15.64

風速 +3.5

 1 飛澤 航太(3) 中学生     17.30 
ﾄﾋﾞｻﾜ ｺｳﾀ 高森中

 2 長瀬 和真(2) 中学生     18.73 
ﾅｶﾞｾ ｶｽﾞﾏ 飯田高陵中

 3 井原 晟斗(2) 中学生     19.46 
ｲﾊﾗ ｾｲﾄ 飯田高陵中

 4 佐々木 直人(3) 中学生     19.56 
ｻｻｷ ﾅｵﾄ 高森中

 5 田口 時生(2) 中学生     20.95 
ﾀｸﾞﾁ ﾄｷｵ 飯田高陵中

 6 寺沢 俊輔(2) 中学生     22.39 
ﾃﾗｻﾜ ｼｭﾝｽｹ 高森中

中学　男子

１１０ｍＨ          

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  8377

5  8423

3  8426

6  8376

7  8422

2  8385



決勝 8月16日 14:05

大会新  (GR )       47.02

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   1 緑ヶ丘中(A)  8597 三石 智也(3)     47.00 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳA ﾐﾂｲｼ ﾄﾓﾔ 大会新
 8590 米澤 和真(3)

ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ
 8596 小松 良樹(3)

ｺﾏﾂ ﾖｼｷ
 8592 秦 翔(3)

ﾊﾀ ｼｮｳ
 2   2 下伊那松川中  8362 今井 頑馬(3)     47.87 

ｼﾓｲﾅﾏﾂｶﾜﾁｭｳ ｲﾏｲ ｶﾞﾝﾏ
 8350 小池 貫太(3)

ｺｲｹ ｶﾝﾀ
 8353 家苗 薫(3)

ｶﾅｴ ｶｵﾙ
 8355 近藤 惠哉(2)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ
 3   8 高森中(A)  8377 飛澤 航太(3)     48.50 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳA ﾄﾋﾞｻﾜ ｺｳﾀ
 8370 西村 武登(3)

ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ
 8374 髙田 雅也(3)

ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾔ
 8376 佐々木 直人(3)

ｻｻｷ ﾅｵﾄ
 4   7 飯田高陵中    74 藤井 隆聖(2)     49.63 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ
   72 朝倉 世蘭(2)

ｱｻｸﾗ ｾﾗﾝ
   73 長瀬 和真(2)

ﾅｶﾞｾ ｶｽﾞﾏ
   71 古瀬 友暉(2)

ﾌﾙｾ ﾕｳｷ
 5   5 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC    27 山川 滉生(1)     49.81 

ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾔﾏｶﾜ ﾋﾛｷ
   26 三石 隼斗(2)

ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ
   28 柴田 健人(3)

ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾄ
   30 米山 諒(2)

ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ
 6   6 高森中(B)  8383 光沢 陽(2)     52.81 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳB ｺｳｻﾞﾜ ｱｷﾗ
 8381 小林 大亮(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ
 8388 松島 稜之(2)

ﾏﾂｼﾏ ﾀｶﾕｷ
 8375 本島 右登(3)

ﾓﾄｼﾞﾏ ﾕｳﾄ
 7   3 緑ヶ丘中(B)  8604 池沼 秋太(2)     54.03 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳB ｲｹﾇﾏ ｼｭｳﾀ
 8606 今村 隼士(1)

ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝｼ
 8607 福澤 稜也(1)

ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ
 8605 友保 尚樹(2)

ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ
 8   4 高森中(C)     54.52 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳC

中学　男子

４×１００ｍＲ      

決勝



決勝 8月17日 12:35

大会新  (GR )       12.27

風速 +1.1

 1 多田井 琢馬(6) 小学生     14.34 
ﾀﾀﾞｲ ﾀｸﾏ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 2 塩澤 昂(6) 小学生     14.36 
ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 3 横田 善(6) 小学生     14.86 
ﾖｺﾀ ｾﾞﾝ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 木下 耀仁(6) 小学生     16.09 
ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ
山口 聖司(6) 小学生
ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

3    62
欠場

5    14

2    36

6    34

4    31

小６　男子

１００ｍ            

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 8月17日 11:05
決勝 8月17日 12:45

大会新  (GR )       13.68

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 +1.1

 1 イステファノ(5) 小学生     14.09 q  1 市川 凌大(5) 小学生     14.14 q
ｲｽﾃﾌｧﾉ 丸山小 ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 2 木村 柊太(5) 小学生     15.26 q  2 福与 大地(5) 小学生     15.47 q
ｷﾑﾗ ｼｭｳﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾌｸﾖ ﾀﾞｲﾁ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 北村 隆之介(5) 小学生     15.86 q  3 濱島  潤(5) 小学生     16.00 q
ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊﾏｼﾏ  ｼﾞｭﾝ 丸山小

 4 細田 真仁(5) 小学生     17.08 q  4 大峡 謙(5) 小学生     16.44 q
ﾎｿﾀﾞ ﾏﾅﾄ 下條小 ｵｵﾊﾞ ﾕｽﾞﾙ ISｼﾞｭﾆｱ

 5 中塚 雄太(5) 小学生     17.17 村松 憲吾(5) 小学生
ﾅｶﾂｶ ﾕｳﾀ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾑﾗﾏﾂ ｹﾝｺﾞ 下條小

 6 小池 航大(5) 小学生     17.79 
ｺｲｹ ｺｳﾀﾞｲ ISｼﾞｭﾆｱ

風速 +3.0

 1 イステファノ(5) 小学生     13.68 
ｲｽﾃﾌｧﾉ 丸山小

 2 市川 凌大(5) 小学生     13.77 
ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 3 木村 柊太(5) 小学生     14.74 
ｷﾑﾗ ｼｭｳﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 4 北村 隆之介(5) 小学生     15.44 
ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 福与 大地(5) 小学生     15.53 
ﾌｸﾖ ﾀﾞｲﾁ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 濱島  潤(5) 小学生     15.65 
ﾊﾏｼﾏ  ｼﾞｭﾝ 丸山小

 7 大峡 謙(5) 小学生     16.21 
ｵｵﾊﾞ ﾕｽﾞﾙ ISｼﾞｭﾆｱ

 8 細田 真仁(5) 小学生     16.48 
ﾎｿﾀﾞ ﾏﾅﾄ 下條小

1    21

2    49

3    66

8    56

6    37

7    67

4    54

5    33

7    18

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5    64 5    51
欠場

2    49 4    21

3    67 6    56

4    37 2    66

6    54 3    33

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

順 ﾚｰﾝ 記録／備考記録／備考 順No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ



決勝 8月17日 12:55

大会新  (GR )       14.75

風速 -0.6

 1 下平 侑輝(4) 小学生     15.17 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 近藤 皓哉(4) 小学生     15.62 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾙﾔ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 田中 颯(4) 小学生     17.12 
ﾀﾅｶ ﾊﾔﾃ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 4 山崎 拓夢(4) 小学生     17.57 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾑ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ
小平 遥暉(4) 小学生
ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｷ 天竜SC

小４　男子

１００ｍ            

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    60

4    61

3    68
棄権

5    35

2    63



決勝 8月17日 14:05

大会新  (GR )     3,07.16

 1 仲田 源(6) 小学生   3,21.10 
ﾅｶﾀ ﾐﾅﾓﾄ ISｼﾞｭﾆｱ

 2 中島 快都(6) 小学生   3,25.25 
ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲﾄ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 池田 峻将(4) 小学生   3,32.36 
ｲｹﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 喬木第一小

 4 土屋 拓哉(5) 小学生   3,42.82 
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾔ 下條小

 5 市瀬 優樹(6) 小学生   3,43.02 
ｲﾁﾉｾ ﾕｳｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 6 塚田 幸太郎(6) 小学生   3,46.34 
ﾂｶﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 阿智村RC

 7 瀧澤 健人(5) 小学生   3,47.80 
ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ ISｼﾞｭﾆｱ

 8 大峡 謙(5) 小学生   3,48.29 
ｵｵﾊﾞ ﾕｽﾞﾙ ISｼﾞｭﾆｱ

 9 原 阿天夢(4) 小学生   3,49.65 
ﾊﾗ ｱﾃﾑ ISｼﾞｭﾆｱ

10 山崎 成央(5) 小学生   3,57.03 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵ ISｼﾞｭﾆｱ

11 羽場崎 雄太(6) 小学生   4,04.46 
ﾊﾊﾞｻﾞｷ ﾕｳﾀ 阿智村RC

小学　男子

１０００ｍ          

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
9    23

2    65

1    58

10    53

4    32

8    39

11    22

7    21

6    38

5    15

3    17



決勝 8月17日 14:20

大会新  (GR )       52.77

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ    31 塩澤 昂(6)     58.52 

ｲｲﾀﾞｯｼｭｯｸﾗﾌﾞ ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ
   34 多田井 琢馬(6)

ﾀﾀﾞｲ ﾀｸﾏ
   36 木下 耀仁(6)

ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ
   33 市川 凌大(5)

ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ
 2   5 ISｼﾞｭﾆｱ    16 高山 慎ノ介(6)     59.29 

ISｼﾞｭﾆｱ ﾀｶﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ
   19 信末 幸輝(6)

ﾉﾌﾞｽｴ ｺｳｷ
   14 横田 善(6)

ﾖｺﾀ ｾﾞﾝ
   24 木島 大夢(6)

ｷｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾑ
 3   6 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)    60 下平 侑輝(4)   1,01.94 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞA ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ
   67 北村 隆之介(5)

ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ
   61 近藤 皓哉(4)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾙﾔ
   66 福与 大地(5)

ﾌｸﾖ ﾀﾞｲﾁ
 4   2 下條小    51 村松 憲吾(5)   1,02.30 

ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳ ﾑﾗﾏﾂ ｹﾝｺﾞ
   52 中島 戒斗(5)

ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲﾄ
   48 加藤 輝(5)

ｶﾄｳ ﾋｶﾙ
   43 松村 健一

ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝｲﾁ
 5   4 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)    63 山崎 拓夢(4)   1,08.12 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞB ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾑ
   64 中塚 雄太(5)

ﾅｶﾂｶ ﾕｳﾀ
   62 山口 聖司(6)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ
   65 中島 快都(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲﾄ

小学　男子

４×１００ｍＲ      

決勝



決勝 8月16日 12:30

大会新  (GR )        2.03

1m95 2m00
尾畑元佳(1) 一般 - - - - - - - O XO XXO
ｵﾊﾞﾀ ﾓﾄﾖｼ 東海大 XXX
本多 俊平 一般 - - - - - XO XO XXX
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
篠田 治輝(1) 高校生 - O O O XO XO XXX
ｼﾉﾀﾞ  ﾖｼｷ 松川高
加藤 勝斗(1) 高校生 - O O XO XXO XO XXX
ｶﾄｳ ﾏｽﾄ 下伊那農高
山岸 流唯(2) 高校生 - - - XO XO XXO XXX
ﾔﾏｷﾞｼ ﾙｲ OIDE長姫高
花井 有輝(1) 高校生 - O O XO O XXX
ﾊﾅｲ ﾕｳｷ 飯田風越高
松澤 貴文(2) 高校生 - O O O XXO XXX
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ 下伊那農高

氏  名順位 試技

一般　男子

走高跳              

決勝

1m60 1m65
備考

1m45 1m50 1m55
所属名 記録

1m85 1m901m75 1m801m70

 1.90

2 6  9773
 1.75

1 7    69

ﾅﾝﾊﾞｰ

3   636

 1.70

4 5   692
 1.70

3 4   556

 1.65
7 2   663

 1.70

6 1   604
 1.65

5



決勝 8月16日  9:30

大会新  (GR )        6.88

椚谷 和久(1) 高校生   6.31   6.31   6.34   6.29    X   6.42    6.42 
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ 飯田高   +1.5   +2.7   +1.1   +0.9   +2.6    +2.6
本多 俊平 一般    X   5.90   5.69   5.83    X   5.94    5.94 
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ   +1.8   +0.9   +1.7   +1.6    +1.6
松村 慶大(2) 高校生   5.83   5.85   5.81    X    -    X    5.85 
ﾏﾂﾑﾗ ｹｲﾀﾞｲ 飯田高   +0.9   +2.5   +1.4    +2.5
手塚 貴郁(1) 高校生   5.43    X   5.51   5.56   5.60   5.36    5.60 
ﾃﾂﾞｶ ﾀｶﾌﾐ 飯田風越高   +1.6   +1.3   +0.8   +1.2   +2.7    +1.2
池田圭吾 一般   5.15    X   5.37   5.39   4.98   5.43    5.43 
ｲｹﾀﾞｹｲｺﾞ DreamAC   +1.0   +1.7   +1.4   +0.9   +2.1    +2.1
熊谷 太生(1) 高校生   4.57   4.93   5.10    X   4.53   4.66    5.10 
ｸﾏｶﾞｲ ﾀｲｾｲ 飯田高   +1.0   +1.4   +1.4   +1.8   +1.9    +1.4
髙田 尚樹(1) 高校生 欠場
ﾀｶﾀﾞ ﾅｵｷ 下伊那農高
市岡 朋弥(1) 高校生 欠場
ｲﾁｵｶ ﾄﾓﾔ 下伊那農高

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 8   565

2 7  9773

3 6   579

4 4   607

5 5     9

6 2   567

1   694

3   693



決勝 8月17日 13:30

大会新  (GR )       15.08

尾畑元佳(1) 一般  13.62  13.24    X  12.86    X    X   13.62 
ｵﾊﾞﾀ ﾓﾄﾖｼ 東海大   +2.2   +2.9   +1.8    +2.2
椚谷 和久(1) 高校生  13.12  12.92  13.16  12.76  13.16  12.97   13.16 
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ 飯田高   +1.9   +2.6   +1.7   +1.7   +5.4   +2.2    +1.7
松村 覚 一般    X  12.27    X  12.63    X  12.75   12.75 
ﾏﾂﾑﾗ ｻﾄﾙ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   +1.6   +3.2   +2.1    +2.1

3 1    29

1 3    69

2 2   565

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

一般　男子

三段跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 8月17日  9:20

大会新  (GR )       11.28

佐々木久孝 一般
ｻｻｷ ﾋｻﾀｶ 飯田市陸協

 5.56  5.81  5.79   5.81 
1 1  6405

 5.43  5.31  5.57

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

一般　男子

砲丸投              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 8月16日  9:30

大会新  (GR )       31.73

本多 俊平 一般
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
友田 利男 一般
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 下伊那郡陸協
岡田 英希(1) 一般
ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 国武大
池田圭吾 一般
ｲｹﾀﾞｹｲｺﾞ DreamAC
佐々木久孝 一般
ｻｻｷ ﾋｻﾀｶ 飯田市陸協
高見澤和希 一般 欠場
ﾀｶﾐｻﾞﾜｶｽﾞｷ DreamAC

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 4  9773

  X 27.03   O   O   O 28.09  28.09 

2 3    47
24.07   X   O   X   X   X  24.07 

3 5    59
  O 21.05   X   O   O   -  21.05 

4 2     9
  O   O 19.96   O   X   O  19.96 

5 1  6405
  O 14.15   O

6     3

  X   O   X  14.15 



決勝 8月16日 12:30

大会新  (GR )       54.08

宮島 真吾(2) 高校生
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾝｺﾞ 阿南高
原 健人(2) 高校生
ﾊﾗ ｹﾝﾄ 飯田高
友田 利男 一般
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 下伊那郡陸協
本多 俊平 一般
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
岡田 英希(1) 一般
ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 国武大
牛山 一成(1) 高校生
ｳｼﾔﾏ ｶｽﾞﾅﾘ 松川高
勝野裕太 一般
ｶﾂﾉﾕｳﾀ DreamAC
藤下 拳成(1) 高校生
ﾌｼﾞｼﾀ ｹﾝｾｲ 下伊那農高
大内 健瑠(1) 高校生
ｵｵｳﾁ ﾀｹﾙ 飯田高
下山 剛史(1) 高校生
ｼﾓﾔﾏ ﾀｹｼ OIDE長姫高
亀割 正紀(2) 高校生
ｶﾒﾜﾘ ﾏｻｷ 阿南高
佐々木久孝 一般
ｻｻｷ ﾋｻﾀｶ 飯田市陸協

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 12   751

  O   O 51.74   O   X   X  51.74 

2 9   585
  O   O   O 46.93   O   O  46.93 

3 10    47
  O   O 46.22   O   O   O  46.22 

4 8  9773
  O   O   O   O   X 42.07  42.07 

5 11    59
  X   O   O   O 41.97   O  41.97 

6 7   549
  O   O   O   O   O 41.05  41.05 

7 6     5
  X 39.50   O   O   O   O  39.50 

8 5   695
  O   O   O   O 34.50   O  34.50 

9 4   561
  O   O 30.80  30.80 

10 1   644
  O   O 24.54  24.54 

11 2   747
19.01   O   O

12 3  6405
15.88   O   X  15.88 

 19.01 



決勝 8月17日  9:20

大会新  (GR )       11.10

齋藤 進次郎(2) 高校生
ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞﾛｳ 松川高
宮島 真吾(2) 高校生
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾝｺﾞ 阿南高
山口 圭亮(2) 高校生
ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｽｹ OIDE長姫高
下平 大暉(1) 高校生
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾋﾛｷ OIDE長姫高
牛山 一成(1) 高校生
ｳｼﾔﾏ ｶｽﾞﾅﾘ 松川高
亀割 正紀(2) 高校生
ｶﾒﾜﾘ ﾏｻｷ 阿南高
柴田 天海(2) 高校生
ｼﾊﾞﾀ ｱﾏﾐ 阿南高
岡島 琢冬(2) 高校生
ｵｶｼﾞﾏ ﾀｸﾄ OIDE長姫高
秋村 フェルナンド(1) 高校生 欠場
ｱｷﾑﾗ ﾌｪﾙﾅﾝﾄﾞ OIDE長姫高

 6.64  6.22  6.52   6.70 

3   640

 5.81  6.70  6.56   6.87 

8 5   638
 6.14  6.70  6.57

 7.06  7.30  7.10   7.37 

7 2   748
 6.39  6.87  6.15

 7.93  8.09   X   8.09 

6 7   747
 7.37  7.37   X

 7.89   X   X   8.24 

5 6   549
 6.92  7.48  7.21

 8.69  8.87  8.67   8.87 

4 1   646
 8.24  8.16  8.18

 8.92  8.68  8.60   9.09 

3 8   637
  X  8.68  8.60

 9.25  9.37 10.61  10.61 

2 9   751
 7.98  8.04  9.09

1 4   538
 9.80  8.61  9.85

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

高校　男子

砲丸投              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 8月16日  9:30

大会新  (GR )       34.05

山口 圭亮(2) 高校生
ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｽｹ OIDE長姫高
下山 剛史(1) 高校生
ｼﾓﾔﾏ ﾀｹｼ OIDE長姫高
松倉 奎也(2) 高校生
ﾏﾂｸﾗ ｹｲﾔ 阿南高
岡島 琢冬(2) 高校生
ｵｶｼﾞﾏ ﾀｸﾄ OIDE長姫高
藤下 拳成(1) 高校生
ﾌｼﾞｼﾀ ｹﾝｾｲ 下伊那農高
柴田 天海(2) 高校生
ｼﾊﾞﾀ ｱﾏﾐ 阿南高

高校　男子

円盤投              

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 6   637

  X 28.39   O   O 30.08   O  30.08 

2 4   644
  O   O 24.48   O   O   O  24.48 

3 5   750
19.93   X   X   O 22.79   O  22.79 

4 2   638
  O 22.47   O   O   O   X  22.47 

5 3   695
  X   O 22.02

6 1   748
14.34   O   O   X 15.48   X  15.48 

  O   O   O  22.02 



決勝 8月16日 12:30

大会新  (GR )        1.82

1m60 1m65 1m70 1m75
秦 翔(3) 中学生 - - - - - - - - - -
ﾊﾀ ｼｮｳ 緑ヶ丘中 O O O XXX
朝倉 世蘭(2) 中学生 - - - - - O O O XXX
ｱｻｸﾗ ｾﾗﾝ 飯田高陵中
松島 稜之(2) 中学生 - - - - - O O O XXX
ﾏﾂｼﾏ ﾀｶﾕｷ 高森中
田口 時生(2) 中学生 - - - - - XO XXX
ﾀｸﾞﾁ ﾄｷｵ 飯田高陵中
杉本 隆太(1) 中学生 - - - - - XXX
ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 高森中

中学　男子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ
1m10 1m15 1m50 1m551m30 1m35 1m40 1m45

記録 備考

1 5  8592
 1.70

1m20 1m25
氏  名 所属名

2 3  8429
 1.45

2 4  8388
 1.45

4 1  8422
 1.35

2  8397



決勝 8月16日  9:30

大会新  (GR )        6.66

小松 良樹(3) 中学生   6.18    X    X   5.75    X   6.00    6.18 
ｺﾏﾂ ﾖｼｷ 緑ヶ丘中   +0.9   +1.7   +1.2    +0.9
秦 翔(3) 中学生   5.27    X    X    X   5.17   5.32    5.32 
ﾊﾀ ｼｮｳ 緑ヶ丘中   +2.0   +1.4   +1.2    +1.2
光沢 陽(2) 中学生   4.88   5.12    X   5.20    -    -    5.20 
ｺｳｻﾞﾜ ｱｷﾗ 高森中   +1.8   +1.8   +2.5    +2.5
三石 隼斗(2) 中学生    X   5.03   5.18   4.90   4.88   4.72    5.18 
ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   +3.1   +2.0   +1.9   +1.0   +1.9    +2.0
長瀬 和真(2) 中学生    X   5.03   5.17   5.02    X    X    5.17 
ﾅｶﾞｾ ｶｽﾞﾏ 飯田高陵中   +2.3   +1.1   +1.1    +1.1
古瀬 友暉(2) 中学生   4.90   4.88   4.90   4.84   4.68    X    4.90 
ﾌﾙｾ ﾕｳｷ 飯田高陵中   +3.1   +1.9   +2.0   +3.4   +1.8    +3.1
松島 稜之(2) 中学生   4.69    X   4.43   4.16   4.50   4.16    4.69 
ﾏﾂｼﾏ ﾀｶﾕｷ 高森中   +1.6   +1.7   +0.9   +2.1   +1.6    +1.6
福澤 稜也(1) 中学生   4.28   4.00   3.33   3.83   3.09   4.21    4.28 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ 緑ヶ丘中   +2.2   +1.5   +1.0   +1.3   +1.5   +1.3    +2.2
櫻井 駿一(2) 中学生   3.85   4.02   3.94    4.02 
ｻｸﾗｲ ｼｭﾝｲﾁ 飯田高陵中   +2.0   +2.9   +0.8    +2.9
青山 諒成(1) 中学生    X    X   3.90    3.90 
ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ 高森中   +1.1    +1.1
市岡 佳大(1) 中学生   3.27   3.17   3.08    3.27 
ｲﾁｵｶ ｹｲﾀ 飯田高陵中   +1.3   +1.9   +1.1    +1.3
安藤 俊輝(2) 中学生 欠場
ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ 高森中
奈川 裕也(3) 中学生 欠場
ﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 緑ヶ丘中

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 13  8596

2 11  8592

3 12  8383

4 9    26

5 7  8423

6 10  8425

7 5  8388

8 6  8607

9 4  8430

10 1  8393

8  8599

11 2  8436

3  8384



決勝 8月17日  9:20

大会新  (GR )       11.25

藤井 隆聖(2) 中学生
ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 飯田高陵中
髙田 雅也(3) 中学生
ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾔ 高森中
本島 右登(3) 中学生
ﾓﾄｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 高森中
末元 昂成(2) 中学生
ｽｴﾓﾄ ｺｳｾｲ 飯田高陵中
林 有人(3) 中学生
ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 高森中
木下 峻(3) 中学生
ｷﾉｼﾀ ｼｭﾝ 高森中
市岡 佳大(1) 中学生
ｲﾁｵｶ ｹｲﾀ 飯田高陵中

 4.77  4.80  4.85   5.01 

 4.79  5.10  5.39   5.39 

7 3  8436
 4.55  4.93  5.01

 6.66  6.84  7.03   7.03 

6 1  8372
 4.88  5.36  3.90

 6.29  6.56   X   7.15 

5 4  8379
 6.10  6.86  6.77

 7.75  7.83   X   7.83 

4 5  8431
 7.15   X  7.08

 7.79  7.93  8.38   8.38 

3 2  8375
 7.62  7.41  7.16

 9.48  9.56   X   9.56 

2 6  8374
 7.54  8.06  8.03

1 7  8424
 7.85  9.22  8.81

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



決勝 8月16日  9:30

大会新  (GR )       24.86

飛澤 航太(3) 中学生
ﾄﾋﾞｻﾜ ｺｳﾀ 高森中
髙田 雅也(3) 中学生
ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾔ 高森中
本島 右登(3) 中学生
ﾓﾄｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 高森中

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 3  8377

22.53   O   O   O   O 23.65  23.65 

2 2  8374
  O   O 19.84

3 1  8375
17.16   O   X 17.79   O   O  17.79 

  X   O   O  19.84 



決勝 8月17日 13:30

大会新  (GR )       52.18

髙田 雅也(3) 中学生
ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾔ 高森中
飛澤 航太(3) 中学生
ﾄﾋﾞｻﾜ ｺｳﾀ 高森中
福澤 稜也(1) 中学生
ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ 緑ヶ丘中
加藤 駿己(3) 中学生 欠場
ｶﾄｳ ｼｭﾝｷ 飯田高陵中

  O   O   O  26.29 

3  8417

  O   O   O  45.66 

3 1  8607
  O 26.29   O

  O   O   X  45.71 

2 2  8377
45.66   O   O

1 4  8374
  O 45.71   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-



決勝 8月17日  9:20

大会新  (GR )        4.37

多田井 琢馬(6) 小学生    X   4.02    -   3.82    -    -    4.02 
ﾀﾀﾞｲ ﾀｸﾏ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ   +2.8   +1.5    +2.8
加藤 輝(5) 小学生   2.66   2.95   3.05   2.80   3.04   2.84    3.05 
ｶﾄｳ ﾋｶﾙ 下條小   +1.9   +2.9   +2.8   +2.7   +1.8   +2.1    +2.8
松下 暖大(5) 小学生   2.97   2.87    X   2.90   2.93   2.84    2.97 
ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙﾄ 下條小   +1.4   +3.0   +1.6   +2.3   +3.1    +1.4
帯川 伊吹(5) 小学生 欠場
ｵﾋﾞｶﾜ ｲﾌﾞｷ ISｼﾞｭﾆｱ

3 3    50

4    20

1 2    34

2 1    48

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



決勝 8月17日 12:00

大会新  (GR )       70.12

福与 大地(5) 小学生
ﾌｸﾖ ﾀﾞｲﾁ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ
久保田 康介(4) 小学生
ｸﾎﾞﾀ  ｺｳｽｹ 丸山小

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 2    66

  O   O 42.99

2 1    55
  X   X   O   O 31.64   O  31.64 

  O   O   O  42.99 
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