
平成28年度　飯伊陸上競技春季記録会                                              

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】202050  飯田市総合運動場陸上競技場

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
04/09 男子 川上 真弥 10.83 吉村 健吾 11.44 近藤 雅哉(2) 11.46 西村 武登(2) 11.68 鳴海 裕斗(2) 11.72 熊谷 太生(3) 11.74 棚田 駿太(3) 11.76 光沢 佑人(3) 11.81

100m 一般･飯田病院 一般･愛知陸協 高校･松川高 高校･飯田高 高校･岡谷東高 高校･飯田高 高校･松川高 高校･松川高
04/09 近藤 雅哉(2) 51.42 西村 武登(2) 52.77 後沢 大地(2) 53.62 光沢 佑人(3) 高校･松川高 53.68 宮坂  秀星(2) 54.11 葉桐 文哉(3) 54.22 篠田 知樹(2) 54.97

400m 高校･松川高 高校･飯田高 高校･松川高 齋藤 春希(3) 高校･伊那弥生ヶ丘 高校･伊那弥生ヶ丘 高校･伊那弥生ヶ丘 高校･飯田高
04/09 河合  蓮(3) 4,14.46 岩崎 一徹(3) 4,15.44 村山 和勇(3) 4,17.42 宮脇 祐歩(3) 4,19.98 大西 元気(3) 4,23.42 原 武司 4,25.76 櫻井 雄大(2) 4,28.29 藤木 俊(3) 4,30.46

1500m 高校･松川高 高校･飯田風越高 高校･飯田風越高 中学校･駒ヶ根東中 高校･松川高 一般･下伊那郡陸協 高校･飯田風越高 高校･伊那弥生ヶ丘
04/09 岩崎 一徹(3) 9,05.80 池田 朋彦(3) 9,50.91 池田 陽彦(3) 9,51.41 松下 純也(3) 9,51.70 中嶋 紀彰(3) 9,57.64 熊谷 澪(2) 9,58.91 島 謙介(2) 10,28.48 宮下 泰智(2) 10,43.97

3000m 高校･飯田風越高 中学校･駒ヶ根東中 中学校･駒ヶ根東中 中学校･ISｼﾞｭﾆｱ 中学校･ISｼﾞｭﾆｱ 中学校･ISｼﾞｭﾆｱ 中学校･駒ヶ根東中 中学校･駒ヶ根東中
04/09 仁科 利弥 15,12.49 早野 吉信 15,25.03 伊藤 洸介 15,27.22 原 武司 15,32.21 河合  蓮(3) 15,41.00 松村 健一 15,44.16 松山 克敏 16,08.31 大西 元気(3) 16,17.21

5000m 一般･飯田市陸協 一般･下伊那郡陸協 一般･飯田市陸協 一般･下伊那郡陸協 高校･松川高 一般･下伊那郡陸協 一般･下伊那郡陸協 高校･松川高
04/09  +3.3吉村 健吾 14.78 竹折 優太 17.07 棚田 駿太(3) 17.23 竹内 一弘 17.29 大内 健瑠(3) 18.87

110mH(1.067m) 一般･愛知陸協 一般･飯田市陸協 高校･松川高 一般･DreamA.C 高校･飯田高
04/09 井原 彪(2) 1.85 松島 稜之(1) 1.80 本多 俊平 1.75 秦   翔(2) 1.60 花井 有輝(3) 1.60 小松 和真(2) 1.55 唐澤 慶大(2) 1.50 加藤 勝斗(2) 1.45

走高跳 高校･飯田高 高校･松川高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 高校･松川高 高校･飯田風越高 高校･飯田風越高 高校･飯田風越高 高校･下伊那農高
04/09 椚谷 和久(3) 6.58(+0.2) 手塚 貴郁(3) 5.94(+0.3) 山口 凌平(2) 5.80(+0.3) 福澤 稜也(3) 5.26(0.0) 松﨑 勇起(2) 5.23(+0.9) 伊東 龍生(2) 4.93(+0.6) 塩澤 昂(2) 4.80(-0.8) 多田井 琢馬(2)4.69(+0.7)

走幅跳 高校･飯田高 高校･飯田風越高 高校･松川高 中学校･緑ヶ丘中 高校･駒ｹ根工高 中学校･伊那AC 中学校･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学校･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
04/09 上原 隆伸 11.35 大宮 直人 7.78 佐々木 久孝 5.37

砲丸投(7.260kg) 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･木曽郡陸協 一般･飯田市陸協
04/09 上原 隆伸 32.88 本多 俊平 25.09 佐々木 久孝 13.45

円盤投(2.000kg) 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･飯田市陸協
04/09 後藤 魁斗(3) 53.40 友田 利男 50.14 藤下 拳成(2) 44.58 牛山 一成(3) 42.89 小松 和真(2) 39.91 花井 有輝(3) 35.02 上原 隆伸 28.87

やり投 高校･阿南高 一般･下伊那郡陸協 高校･下伊那農高 高校･松川高 高校･飯田風越高 高校･飯田風越高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
04/09 松川高(A)       43.87 飯田高       45.17 伊那弥生ヶ丘      45.32 松川高(B)       45.62 飯田風越高       45.96 緑ヶ丘中       49.20 駒ヶ根東中       50.36 伊那AC(A)       52.08

4×100mR 棚田 駿太(3) 米澤 和真(2) 葉桐 文哉(3) 家苗  薫(2) 鎌倉 渉(3) 村澤 和真(2) 林 雅斗(2) 林 大翔(2)
光沢 佑人(3) 篠田 知樹(2) 曽根原  賢(2) 秦   翔(2) 唐澤 慶大(2) 小林 光輝(3) 深谷 朝海(2) 伊東 龍生(2)
近藤 裕哉(3) 熊谷 太生(3) 宮坂  秀星(2) 山口 凌平(2) 花井 有輝(3) 福澤 稜也(3) 滝澤 海(2) 福澤 洸士(1)
近藤 雅哉(2) 西村 武登(2) 齋藤 春希(3) 牛山 一成(3) 手塚 貴郁(3) 大平 雄斗(2) 小澤 拓哉(2) 瀧澤 直希(1)

04/09 小学男子 久保田 凱土(6) 13.67 山﨑 奏太(6) 14.33 近藤 皓哉(6) 14.35 小平 遥暉(6) 14.59 松村 喜道(6) 14.62 熊谷 知樹(6) 15.05 塩川 大樹(6) 15.08 小倉 心和(6) 15.15
100m 小学校･駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 小学校･伊那AC 小学校･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学校･天竜SC 小学校･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学校･駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 小学校･駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 小学校･駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

04/09  +1.6矢澤 蓮太郎(6) 3,16.34 原 阿天夢(6) 3,27.36 山田 隼輔(5) 3,28.29 近藤 皓哉(6) 3,33.08 仲田 初志(5) 3,33.09 山岸 亮太(5) 3,34.94 羽生 大起(5) 3,39.89 山下 竣太郎(5) 3,51.06
1000m 小学校･駒ヶ根中沢RC 小学校･ISｼﾞｭﾆｱ 小学校･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学校･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学校･ISｼﾞｭﾆｱ 小学校･ISｼﾞｭﾆｱ 小学校･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学校･駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

04/09 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)    1,02.42 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     1,02.65 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)    1,12.69
4×100mR 福島 圭亮 塩澤 愼(4) 安藤 陽人(5)

羽生 大起(5) 伊藤 颯流星(6) 下平 侑輝(6)
山田 隼輔(5) 塩澤 蒼(3) 山崎 拓夢(6)
藤本 憲伸(5) 松村 喜道(6) 近藤 皓哉(6)

04/09 中学男子  +1.0木下 耀仁(2) 20.62 福澤 広一郎(2) 22.03
110mH(0.914m) 中学校･緑ヶ丘中 中学校･緑ヶ丘中

04/09 井ノ口 天優(3) 8.46 林 尋武(3) 7.69 市岡 佳大(3) 6.81 神田 健勝(2) 5.83
砲丸投(5.000kg) 中学校･駒ヶ根東中 中学校･駒ヶ根東中 中学校･飯田高陵中 中学校･駒ヶ根東中

04/09 宮下 藍斗(3) 29.06 正木 太陽(2) 27.50 奥村 洸平(2) 18.56
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学校･飯田高陵中 中学校･飯田高陵中 中学校･飯田高陵中

04/09 高校男子 下平 大暉(3) 10.25 カルロス アウグ 9.45 藤下 拳成(2) 9.33 折山 景柊(2) 9.23 大内 健瑠(3) 8.69
砲丸投(6.000kg) 高校･OIDE長姫高 高校･駒ｹ根工高 高校･下伊那農高 高校･飯田風越高 高校･飯田高

04/09 中嶋 宏太(2) 23.62 折山 景柊(2) 22.96 畑中 謙吾(3) 17.85
円盤投(1.750kg) 高校･阿南高 高校･飯田風越高 高校･OIDE長姫高



決勝 4月9日 10:35

長野県新            10.15
県高校新            10.32
県中学新            10.85

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 +0.4

 1 滝澤 海(2) 中学校     13.32  1 小坂 駿翔(1) 中学校     12.76 
ﾀｷｻﾞﾜ ｳﾐ 駒ヶ根東中 ｺｻｶ ｼｭﾝﾄ TeamU

 2 多田井 琢馬(2) 中学校     13.57  2 林 雅斗(2) 中学校     13.03 
ﾀﾀﾞｲ ﾀｸﾏ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 駒ヶ根東中

 3 塩澤 昂(2) 中学校     13.59  3 深谷 朝海(2) 中学校     13.06 
ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾌｶﾔ ｻﾐ 駒ヶ根東中

 4 平澤 志穏(1) 中学校     14.28  4 瀧澤 直希(1) 一般     13.23 
ﾋﾗｻﾜ ｼｵﾝ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ 伊那AC

 5 竹内 陽哉(1) 中学校     14.36  5 小澤 拓哉(2) 中学校     13.29 
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 駒ヶ根東中

 6 宮下 司(2) 中学校     14.42  6 村澤 和真(2) 中学校     13.35 
ﾐﾔｼﾀ ﾂｶｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾑﾗｻﾜ ｶｽﾞﾏ 緑ヶ丘中

 7 小倉 快心(1) 中学校     14.81  7 池沼 眞優(2) 中学校     14.08 
ｵｸﾞﾗ ｶｲｼﾝ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ｲｹﾇﾏ ﾏﾋﾛ 緑ヶ丘中

 8 赤木 将士(1) 中学校     15.14 玉置 惇輝(2) 高校
ｱｶｷﾞ ﾏｻｼ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾀﾏｵｷ ｱﾂｷ OIDE長姫高

[ 3組] 風速 -0.9 [ 4組] 風速 -0.3

 1 小澤 晃平(2) 高校     12.25  1 家苗  薫(2) 高校     12.20 
ｵｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ OIDE長姫高 ｶﾅｴ  ｶｵﾙ 松川高

 2 市川 凌大(1) 中学校     12.58  2 小林 光輝(3) 中学校     12.25 
ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ TeamU ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 緑ヶ丘中

 3 大平 雄斗(2) 中学校     12.73  3 三嶋 蒼生(3) 中学校     12.32 
ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾄ 緑ヶ丘中 ﾐｼﾏ ｱｵｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 林 大翔(2) 一般     12.93  4 山口 凌平(2) 高校     12.36 
ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾄ 伊那AC ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾘｮｳﾍｲ 松川高

 5 小松 誠 一般     13.20  5 松﨑 勇起(2) 高校     13.08 
ｺﾏﾂﾏｺﾄ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ 駒ｹ根工高
伊藤 晴也(3) 中学校  6 松島 稜之(1) 高校     13.13 
ｲﾄｳ ﾊﾙﾔ 駒ヶ根東中 ﾏﾂｼﾏ  ﾀｶﾕｷ 松川高
竹村 大地(3) 高校 寺澤 勇紀(3) 中学校
ﾀｹﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 飯田風越高 ﾃﾗｻﾜ ﾕｳｷ 喬木中

[ 5組] 風速 -0.2 [ 6組] 風速 -0.6

 1 熊谷 太生(3) 高校     11.74  1 西村 武登(2) 高校     11.68 
ｸﾏｶﾞｲ ﾀｲｾｲ 飯田高 ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ 飯田高

 2 光沢 佑人(3) 高校     11.81  2 鳴海 裕斗(2) 高校     11.72 
ｺｳｻﾞﾜ  ﾕｳﾄ 松川高 ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ 岡谷東高

 3 手塚 貴郁(3) 高校     11.90  3 棚田 駿太(3) 高校     11.76 
ﾃﾂﾞｶ ﾀｶﾌﾐ 飯田風越高 ﾀﾅﾀﾞ  ｼｭﾝﾀ 松川高

 4 秦   翔(2) 高校     11.92  4 宮坂  秀星(2) 高校     11.87 
ﾊﾀ    ｼｮｳ 松川高 ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ 伊那弥生ヶ丘

 5 篠田 知樹(2) 高校     12.16  5 牛山 一成(3) 高校     11.98 
ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓｷ 飯田高 ｳｼﾔﾏ  ｶｽﾞﾅﾘ 松川高

 6 今井 頑馬(2) 高校     12.20  6 知沢 和輝(3) 高校     12.01 
ｲﾏｲ ｶﾞﾝﾏ OIDE長姫高 ﾁｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 阿南高

 7 奥村 洸平(2) 中学校     13.51 小池 貫太(2) 高校
ｵｸﾑﾗ ｺｳﾍｲ 飯田高陵中 ｺｲｹ  ｶﾝﾀ 松川高

[ 7組] 風速 -0.3

 1 川上 真弥 一般     10.83 
ｶﾜｶﾐ ｼﾝﾔ 飯田病院

 2 吉村 健吾 一般     11.44 
ﾖｼﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 愛知陸協

 3 近藤 雅哉(2) 高校     11.46 
ｺﾝﾄﾞｳ  ﾏｻﾔ 松川高

 4 曽根原  賢(2) 高校     11.95 
ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ 伊那弥生ヶ丘

 5 米澤 和真(2) 高校     12.03 
ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 飯田高
丸岡 精二 一般
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC
近藤 裕哉(3) 高校
ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ 松川高
近藤 稔哉(1) 高校
ｺﾝﾄﾞｳ  ﾄｼﾔ 松川高
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   1 川上 真弥 一般 飯田病院     10.83 (-0.3)   7   1
   2 吉村 健吾 一般 愛知陸協     11.44 (-0.3)   7   2
   3 近藤 雅哉(2) 高校 松川高     11.46 (-0.3)   7   3
   4 西村 武登(2) 高校 飯田高     11.68 (-0.6)   6   1
   5 鳴海 裕斗(2) 高校 岡谷東高     11.72 (-0.6)   6   2
   6 熊谷 太生(3) 高校 飯田高     11.74 (-0.2)   5   1
   7 棚田 駿太(3) 高校 松川高     11.76 (-0.6)   6   3
   8 光沢 佑人(3) 高校 松川高     11.81 (-0.2)   5   2
   9 宮坂  秀星(2) 高校 伊那弥生ヶ丘     11.87 (-0.6)   6   4
  10 手塚 貴郁(3) 高校 飯田風越高     11.90 (-0.2)   5   3
  11 秦   翔(2) 高校 松川高     11.92 (-0.2)   5   4
  12 曽根原  賢(2) 高校 伊那弥生ヶ丘     11.95 (-0.3)   7   4
  13 牛山 一成(3) 高校 松川高     11.98 (-0.6)   6   5
  14 知沢 和輝(3) 高校 阿南高     12.01 (-0.6)   6   6
  15 米澤 和真(2) 高校 飯田高     12.03 (-0.3)   7   5
  16 篠田 知樹(2) 高校 飯田高     12.16 (-0.2)   5   5
  17 家苗  薫(2) 高校 松川高     12.20 (-0.3)   4   1
  17 今井 頑馬(2) 高校 OIDE長姫高     12.20 (-0.2)   5   6
  19 小澤 晃平(2) 高校 OIDE長姫高     12.25 (-0.9)   3   1
  19 小林 光輝(3) 中学校 緑ヶ丘中     12.25 (-0.3)   4   2
  21 三嶋 蒼生(3) 中学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     12.32 (-0.3)   4   3
  22 山口 凌平(2) 高校 松川高     12.36 (-0.3)   4   4
  23 市川 凌大(1) 中学校 TeamU     12.58 (-0.9)   3   2
  24 大平 雄斗(2) 中学校 緑ヶ丘中     12.73 (-0.9)   3   3
  25 小坂 駿翔(1) 中学校 TeamU     12.76 (+0.4)   2   1
  26 林 大翔(2) 一般 伊那AC     12.93 (-0.9)   3   4
  27 林 雅斗(2) 中学校 駒ヶ根東中     13.03 (+0.4)   2   2
  28 深谷 朝海(2) 中学校 駒ヶ根東中     13.06 (+0.4)   2   3
  29 松﨑 勇起(2) 高校 駒ｹ根工高     13.08 (-0.3)   4   5
  30 松島 稜之(1) 高校 松川高     13.13 (-0.3)   4   6
  31 小松 誠 一般 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野     13.20 (-0.9)   3   5
  32 瀧澤 直希(1) 一般 伊那AC     13.23 (+0.4)   2   4
  33 小澤 拓哉(2) 中学校 駒ヶ根東中     13.29 (+0.4)   2   5
  34 滝澤 海(2) 中学校 駒ヶ根東中     13.32 (-0.6)   1   1
  35 村澤 和真(2) 中学校 緑ヶ丘中     13.35 (+0.4)   2   6
  36 奥村 洸平(2) 中学校 飯田高陵中     13.51 (-0.2)   5   7
  37 多田井 琢馬(2) 中学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     13.57 (-0.6)   1   2
  38 塩澤 昂(2) 中学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     13.59 (-0.6)   1   3
  39 池沼 眞優(2) 中学校 緑ヶ丘中     14.08 (+0.4)   2   7
  40 平澤 志穏(1) 中学校 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     14.28 (-0.6)   1   4
  41 竹内 陽哉(1) 中学校 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     14.36 (-0.6)   1   5
  42 宮下 司(2) 中学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     14.42 (-0.6)   1   6
  43 小倉 快心(1) 中学校 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     14.81 (-0.6)   1   7
  44 赤木 将士(1) 中学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     15.14 (-0.6)   1   8
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決勝 4月9日 13:25

長野県新            46.54
県高校新            46.98
県中学新            50.35

[ 1組] [ 2組]

 1 林 大翔(2) 中学校     59.59  1 篠田 知樹(2) 高校     54.97 
ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾄ 伊那AC ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓｷ 飯田高

 2 正木 太陽(2) 中学校     59.76  2 唐澤 慶大(2) 高校     56.29 
ﾏｻｷ ﾀｲﾖｳ 飯田高陵中 ｶﾗｻﾜ ﾖｼﾋﾛ 飯田風越高

 3 伊東 龍生(2) 中学校   1,00.35  3 小松 和真(2) 高校     56.60 
ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 伊那AC ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾏ 飯田風越高

 4 滝澤 海(2) 中学校   1,02.10  4 林 洸希(2) 高校     59.57 
ﾀｷｻﾞﾜ ｳﾐ 駒ヶ根東中 ﾊﾔｼ ﾃﾙｷ 阿南高

 5 金子 昂星(2) 中学校   1,03.00  5 今村 隼士(3) 中学校   1,01.36 
ｶﾈｺ ｺｳｾｲ 緑ヶ丘中 ｷﾉｼﾀ ﾄﾓｶ 緑ヶ丘中

 6 竹内 陽哉(1) 中学校   1,08.85 竹村 大地(3) 高校
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ﾀｹﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 飯田風越高
宮下 藍斗(3) 中学校
ﾐﾔｼﾀ ｱｲﾄ 飯田高陵中

[ 3組] [ 4組]

 1 西村 武登(2) 高校     52.77  1 近藤 雅哉(2) 高校     51.42 
ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ 飯田高 ｺﾝﾄﾞｳ  ﾏｻﾔ 松川高

 2 後沢 大地(2) 高校     53.62  2 光沢 佑人(3) 高校     53.68 
ｺﾞｻﾞﾜ  ﾀﾞｲﾁ 松川高 ｺｳｻﾞﾜ  ﾕｳﾄ 松川高

 3 齋藤 春希(3) 高校     53.68 小池 貫太(2) 高校
ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ 伊那弥生ヶ丘 ｺｲｹ  ｶﾝﾀ 松川高

 4 宮坂  秀星(2) 高校     54.11 近藤 裕哉(3) 高校
ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ 伊那弥生ヶ丘 ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ 松川高

 5 葉桐 文哉(3) 高校     54.22 中嶋 康晴 一般
ﾊｷﾞﾘ ﾌﾐﾔ 伊那弥生ヶ丘 ﾅｶｼﾏ ﾔｽﾊﾙ DreamA.C

 6 鎌倉 渉(3) 高校     55.19 近藤 稔哉(1) 高校
ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ 飯田風越高 ｺﾝﾄﾞｳ  ﾄｼﾔ 松川高

   1 近藤 雅哉(2) 高校 松川高       51.42   4   1
   2 西村 武登(2) 高校 飯田高       52.77   3   1
   3 後沢 大地(2) 高校 松川高       53.62   3   2
   4 光沢 佑人(3) 高校 松川高       53.68   4   2
   4 齋藤 春希(3) 高校 伊那弥生ヶ丘       53.68   3   3
   6 宮坂  秀星(2) 高校 伊那弥生ヶ丘       54.11   3   4
   7 葉桐 文哉(3) 高校 伊那弥生ヶ丘       54.22   3   5
   8 篠田 知樹(2) 高校 飯田高       54.97   2   1
   9 鎌倉 渉(3) 高校 飯田風越高       55.19   3   6
  10 唐澤 慶大(2) 高校 飯田風越高       56.29   2   2
  11 小松 和真(2) 高校 飯田風越高       56.60   2   3
  12 林 洸希(2) 高校 阿南高       59.57   2   4
  13 林 大翔(2) 中学校 伊那AC       59.59   1   1
  14 正木 太陽(2) 中学校 飯田高陵中       59.76   1   2
  15 伊東 龍生(2) 中学校 伊那AC     1,00.35   1   3
  16 今村 隼士(3) 中学校 緑ヶ丘中     1,01.36   2   5
  17 滝澤 海(2) 中学校 駒ヶ根東中     1,02.10   1   4
  18 金子 昂星(2) 中学校 緑ヶ丘中     1,03.00   1   5
  19 竹内 陽哉(1) 中学校 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     1,08.85   1   6
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決勝 4月9日 14:00

長野県新          3,38.49
県高校新          3,38.49
県中学新          3,56.2

[ 1組] [ 2組]

 1 山田 侑平(3) 高校   4,34.28  1 河合  蓮(3) 高校   4,14.46 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 飯田高 ｶﾜｲ  ﾚﾝ 松川高

 2 清水 理久(2) 高校   4,40.30  2 岩崎 一徹(3) 高校   4,15.44 
ｼﾐｽﾞ ﾘｸ 飯田高 ｲﾜｻｷ ｲｯﾃﾂ 飯田風越高

 3 安藤 雅陽(2) 中学校   4,51.88  3 村山 和勇(3) 高校   4,17.42 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾊﾙ 駒ヶ根東中 ﾑﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾄｼ 飯田風越高

 4 中原 俊和 一般   4,56.50  4 宮脇 祐歩(3) 中学校   4,19.98 
ﾅｶﾊﾗ ﾄｼｶｽﾞ 伊那AC ﾐﾔﾜｷ ﾕｳﾎ 駒ヶ根東中

 5 古林 拓哉(3) 中学校   4,58.68  5 大西 元気(3) 高校   4,23.42 
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 下伊那松川中 ｵｵﾆｼ  ｹﾞﾝｷ 松川高

 6 瀧澤 健人(1) 中学校   4,59.23  6 原 武司 一般   4,25.76 
ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ ISｼﾞｭﾆｱ ﾊﾗ ﾀｹｼ 下伊那郡陸協

 7 小出 大地(2) 中学校   4,59.92  7 櫻井 雄大(2) 高校   4,28.29 
ｺｲﾃﾞ ﾀﾞｲﾁ 駒ヶ根東中 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾀ 飯田風越高

 8 木下 洸太(3) 高校   5,04.59  8 藤木 俊(3) 高校   4,30.46 
ｷﾉｼﾀ ｺｳﾀ 下伊那農高 ﾌｼﾞｷ ｽｸﾞﾙ 伊那弥生ヶ丘

 9 帯川 伊吹(1) 中学校   5,05.81  9 松山 克敏 一般   4,30.77 
ｵﾋﾞｶﾜ ｲﾌﾞｷ ISｼﾞｭﾆｱ ﾏﾂﾔﾏ ｶﾂﾄｼ 下伊那郡陸協

10 森本 隆暉(3) 中学校   5,08.69 10 石川 颯(2) 高校   4,33.41 
ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶｱｷ 下伊那松川中 ｲｼｶﾜ ﾊﾔﾃ 下伊那農高

11 酒井 一(3) 中学校   5,09.83 11 丸田 健悟(3) 高校   4,38.40 
ｻｶｲ ﾊｼﾞﾒ 豊丘中 ﾏﾙﾀ ｹﾝｺﾞ 伊那弥生ヶ丘

12 出澤 周大(1) 中学校   5,10.18 12 後沢 大地(2) 高校   4,41.82 
ﾃﾞｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 駒ヶ根中沢RC ｺﾞｻﾞﾜ  ﾀﾞｲﾁ 松川高

13 有賀 大輝(3) 中学校   5,15.49 13 松沢 圭途(2) 高校   4,44.94 
ｱﾙｶﾞ ﾀｲｷ 伊那AC ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲﾄ 飯田風越高

14 大峽 謙(1) 中学校   5,15.70 14 垣内 岳(3) 高校   4,45.61 
ｵｵﾊﾞ ﾕｽﾞﾙ ISｼﾞｭﾆｱ ｶｷｳﾁ ｶﾞｸ 伊那弥生ヶ丘

15 玉置 惇輝(2) 高校   5,16.82 15 熊谷 勇人(2) 高校   4,48.25 
ﾀﾏｵｷ ｱﾂｷ OIDE長姫高 ｸﾏｶﾞｲ  ﾊﾔﾄ 松川高

16 市瀬 優樹(2) 中学校   5,19.99 16 後沢 大紀(3) 中学校   4,48.39 
ｲﾁﾉｾ ﾕｳｷ 緑ヶ丘中 ｺﾞｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 飯田高陵中

17 田中 稜馬(1) 中学校   5,21.16 17 市瀬 芳明 一般   4,50.27 
ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾏ 伊那AC ｲﾁﾉｾ ﾖｼｱｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

18 山崎 成央(1) 中学校   5,49.96 18 三沢 直柔(3) 高校   4,59.60 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵ ISｼﾞｭﾆｱ ﾐｻﾜ ﾅｵﾔ OIDE長姫高

19 浅石 晴成(1) 中学校   6,21.23 19 増田 輝(2) 高校   5,00.00 
ｱｻｲｼ ﾊﾙ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾗ OIDE長姫高
保科 大樹(1) 中学校 田畑 篤偲(3) 高校
ﾎｼﾅ ﾀﾞｲｷ 駒ヶ根中沢RC ﾀﾊﾞﾀ ｱﾂｼ 飯田高
山本 光汰(2) 高校 小平 宗弥(2) 高校
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ 阿南高 ｺﾀﾞｲﾗ  ｶｽﾞﾔ 松川高
北原 大幹(3) 中学校 松下 哲也(2) 高校
ｷﾀﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 駒ヶ根東中 ﾏﾂｼﾀ ﾃﾂﾔ OIDE長姫高
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決勝 4月9日  9:55

長野県新          7,54.68
県高校新          8,05.82
県中学新          8,31.86

 1 岩崎 一徹(3) 高校   9,05.80 
ｲﾜｻｷ ｲｯﾃﾂ 飯田風越高

 2 池田 朋彦(3) 中学校   9,50.91 
ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ 駒ヶ根東中

 3 池田 陽彦(3) 中学校   9,51.41 
ｲｹﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ 駒ヶ根東中

 4 松下 純也(3) 中学校   9,51.70 
ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ ISｼﾞｭﾆｱ

 5 中嶋 紀彰(3) 中学校   9,57.64 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾘｱｷ ISｼﾞｭﾆｱ

 6 熊谷 澪(2) 中学校   9,58.91 
ｸﾏｶﾞｲ ﾚｲ ISｼﾞｭﾆｱ

 7 島 謙介(2) 中学校  10,28.48 
ｼﾏ ｹﾝｽｹ 駒ヶ根東中

 8 宮下 泰智(2) 中学校  10,43.97 
ﾐﾔｼﾀ ﾔｽﾄﾓ 駒ヶ根東中

 9 中島 快都(2) 中学校  10,50.90 
ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲﾄ 下伊那松川中

10 山﨑 淳平(3) 中学校  11,17.93 
ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 飯田高陵中

11 滝沢 朋季(2) 中学校  11,18.67 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 駒ヶ根東中

12 山本 蒼天(2) 中学校  11,40.77 
ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀ 豊丘中

13 木下 善(2) 中学校  11,46.05 
ｷﾉｼﾀ ｾﾞﾝ 緑ヶ丘中
松山 准也(1) 高校
ﾏﾂﾔﾏ  ｼﾞｭﾝﾔ 松川高

男子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
1   199

13   124

5   125

4     7

8    14

6     3

3   127

9   116

11    83

10   188

7   122

14   208

2   221

12   144
欠場



決勝 4月9日  9:30

長野県新         13,20.80
県高校新         13,45.23
県中学新         15,22.41

 1 仁科 利弥 一般  15,12.49 
ﾆｼﾅ ﾄｼﾔ 飯田市陸協

 2 早野 吉信 一般  15,25.03 
ﾊﾔﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 下伊那郡陸協

 3 伊藤 洸介 一般  15,27.22 
ｲﾄｳ ｺｳｽｹ 飯田市陸協

 4 原 武司 一般  15,32.21 
ﾊﾗ ﾀｹｼ 下伊那郡陸協

 5 河合  蓮(3) 高校  15,41.00 
ｶﾜｲ  ﾚﾝ 松川高

 6 松村 健一 一般  15,44.16 
ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 下伊那郡陸協

 7 松山 克敏 一般  16,08.31 
ﾏﾂﾔﾏ ｶﾂﾄｼ 下伊那郡陸協

 8 大西 元気(3) 高校  16,17.21 
ｵｵﾆｼ  ｹﾞﾝｷ 松川高

 9 代田 貴嗣 一般  16,18.35 
ｼﾛﾀ ﾀｶﾂｸﾞ 飯田市陸協

10 大峽 和(1) 高校  16,22.45 
ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ ISｼﾞｭﾆｱ

11 北原 英一 一般  16,32.49 
ｷﾀﾊﾗ ｴｲｲﾁ ﾄｰﾊﾂ

12 田中 秀一 一般  16,36.46 
ﾀﾅｶ ｼｭｳｲﾁ ﾄｰﾊﾂ

13 櫻井 雄大(2) 高校  17,08.64 
ｻｸﾗｲ ﾕｳﾀ 飯田風越高

14 増田 輝(2) 高校  18,01.85 
ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾗ OIDE長姫高

15 松沢 圭途(2) 高校  18,11.76 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲﾄ 飯田風越高

16 山崎 哲也 一般  18,16.65 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾃﾂﾔ 下伊那郡陸協

17 三沢 直柔(3) 高校  18,43.91 
ﾐｻﾜ ﾅｵﾔ OIDE長姫高

18 唐澤 一弥 一般  19,08.26 
ｶﾗｻﾜ ｶｽﾞﾔ 下伊那郡陸協
田畑 篤偲(3) 高校
ﾀﾊﾞﾀ ｱﾂｼ 飯田高
小平 宗弥(2) 高校
ｺﾀﾞｲﾗ  ｶｽﾞﾔ 松川高
松下 哲也(2) 高校
ﾏﾂｼﾀ ﾃﾂﾔ OIDE長姫高
平澤 宏幸 一般
ﾋﾗｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 飯田市陸協

男子

5000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
11   193

16    78

3   191

4    74

1   133

12    77

10    76

15   147

7   194

9    11

21    41

17    40

8   207

20    22

18   202

22    75

2    19

6    79

5   182
欠場

13   143
欠場

14    21
欠場

19   196
欠場



決勝 4月9日 12:50

長野県新            13.85
県高校新            14.44

風速 +3.3

 1 吉村 健吾 一般     14.78 
ﾖｼﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 愛知陸協

 2 竹折 優太 一般     17.07 
ﾀｹｵﾘ ﾕｳﾀ 飯田市陸協

 3 棚田 駿太(3) 高校     17.23 
ﾀﾅﾀﾞ  ｼｭﾝﾀ 松川高

 4 竹内 一弘 一般     17.29 
ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ DreamA.C

 5 大内 健瑠(3) 高校     18.87 
ｵｵｳﾁ ﾀｹﾙ 飯田高

決勝 4月9日 12:55

県中学新            14.19

風速 +1.0

 1 木下 耀仁(2) 中学校     20.62 
ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ 緑ヶ丘中

 2 福澤 広一郎(2) 中学校     22.03 
ﾌｸｻﾞﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ 緑ヶ丘中

2   222

3   219

中学男子

110mH(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

男子

110mH(1.067m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2    51

4   195

3   181

5   148

6     1



決勝 4月9日 15:10

長野県新            40.82
県高校新            41.06
県中学新            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   4 緑ヶ丘中   216 村澤 和真(2)     49.20  1   4 松川高(A)   148 棚田 駿太(3)     43.87 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ﾑﾗｻﾜ ｶｽﾞﾏ ﾏﾂｶﾜｺｳA ﾀﾅﾀﾞ  ｼｭﾝﾀ
  215 小林 光輝(3)   140 光沢 佑人(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ ｺｳｻﾞﾜ  ﾕｳﾄ
  220 福澤 稜也(3)   137 近藤 裕哉(3)

ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ
  217 大平 雄斗(2)   135 近藤 雅哉(2)

ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾄ ｺﾝﾄﾞｳ  ﾏｻﾔ
 2   3 駒ヶ根東中   130 林 雅斗(2)     50.36  2   3 飯田高   183 米澤 和真(2)     45.17 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ ｲｲﾀﾞｺｳ ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ
  120 深谷 朝海(2)   178 篠田 知樹(2)

ﾌｶﾔ ｻﾐ ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓｷ
  123 滝澤 海(2)   176 熊谷 太生(3)

ﾀｷｻﾞﾜ ｳﾐ ｸﾏｶﾞｲ ﾀｲｾｲ
  119 小澤 拓哉(2)   180 西村 武登(2)

ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾔ ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ
 3   6 伊那AC(A)    63 林 大翔(2)     52.08  3   6 伊那弥生ヶ丘    70 葉桐 文哉(3)     45.32 

ｲﾅｴｰｼｰA ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾄ ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶ ﾊｷﾞﾘ ﾌﾐﾔ
   52 伊東 龍生(2)    68 曽根原  賢(2)

ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ
   61 福澤 洸士(1)    67 宮坂  秀星(2)

ﾌｸｻﾞﾜ ｺｳｼ ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ
   57 瀧澤 直希(1)    71 齋藤 春希(3)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ
 4   2 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC    25 塩澤 昂(2)     52.41  4   2 松川高(B)   132 家苗  薫(2)     45.62 

ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ ﾏﾂｶﾜｺｳB ｶﾅｴ  ｶｵﾙ
   30 多田井 琢馬(2)   146 秦   翔(2)

ﾀﾀﾞｲ ﾀｸﾏ ﾊﾀ    ｼｮｳ
   26 宮下 司(2)   141 山口 凌平(2)

ﾐﾔｼﾀ ﾂｶｻ ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾘｮｳﾍｲ
   27 三嶋 蒼生(3)   134 牛山 一成(3)

ﾐｼﾏ ｱｵｲ ｳｼﾔﾏ  ｶｽﾞﾅﾘ
 5   5 飯田高陵中   189 市岡 佳大(3)     52.98  5   5 飯田風越高   198 鎌倉 渉(3)     45.96 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｲﾁｵｶ ｹｲﾀ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ
  190 正木 太陽(2)   206 唐澤 慶大(2)

ﾏｻｷ ﾀｲﾖｳ ｶﾗｻﾜ ﾖｼﾋﾛ
  188 山﨑 淳平(3)   197 花井 有輝(3)

ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾊﾅｲ ﾕｳｷ
  185 奥村 洸平(2)   200 手塚 貴郁(3)

ｵｸﾑﾗ ｺｳﾍｲ ﾃﾂﾞｶ ﾀｶﾌﾐ

   1 松川高(A)     43.87 棚田 駿太(3) 光沢 佑人(3) 近藤 裕哉(3) 近藤 雅哉(2)   2   1
   2 飯田高     45.17 米澤 和真(2) 篠田 知樹(2) 熊谷 太生(3) 西村 武登(2)   2   2
   3 伊那弥生ヶ丘     45.32 葉桐 文哉(3) 曽根原  賢(2) 宮坂  秀星(2) 齋藤 春希(3)   2   3
   4 松川高(B)     45.62 家苗  薫(2) 秦   翔(2) 山口 凌平(2) 牛山 一成(3)   2   4
   5 飯田風越高     45.96 鎌倉 渉(3) 唐澤 慶大(2) 花井 有輝(3) 手塚 貴郁(3)   2   5
   6 緑ヶ丘中     49.20 村澤 和真(2) 小林 光輝(3) 福澤 稜也(3) 大平 雄斗(2)   1   1
   7 駒ヶ根東中     50.36 林 雅斗(2) 深谷 朝海(2) 滝澤 海(2) 小澤 拓哉(2)   1   2
   8 伊那AC(A)     52.08 林 大翔(2) 伊東 龍生(2) 福澤 洸士(1) 瀧澤 直希(1)   1   3
   9 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     52.41 塩澤 昂(2) 多田井 琢馬(2) 宮下 司(2) 三嶋 蒼生(3)   1   4
  10 飯田高陵中     52.98 市岡 佳大(3) 正木 太陽(2) 山﨑 淳平(3) 奥村 洸平(2)   1   5

ｵｰﾀﾞｰ2

男子

4×100mR

決勝

男子

4×100mR
タイムレース

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1



決勝 4月9日 13:00

長野県新             2.18
県高校新             2.17
県中学新             1.97

1m75 1m80 1m85 1m90
井原 彪(2) 高校 - - - - - - - - O XO
ｲﾊﾗ ﾋｮｳ 飯田高 O O XO XXX
松島 稜之(1) 高校 - - - - - - - - O XO
ﾏﾂｼﾏ  ﾀｶﾕｷ 松川高 O O XXX
本多 俊平 一般 - - - - - - - - XO O
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 O XXX
秦   翔(2) 高校 - - - - - - - O XXX
ﾊﾀ    ｼｮｳ 松川高
花井 有輝(3) 高校 - - - - - O XO XO XXX
ﾊﾅｲ ﾕｳｷ 飯田風越高
小松 和真(2) 高校 - - - - O XO XO XXX
ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾏ 飯田風越高
唐澤 慶大(2) 高校 - - - - XO XO XXX
ｶﾗｻﾜ ﾖｼﾋﾛ 飯田風越高
加藤 勝斗(2) 高校 - - - - XXO XXX
ｶﾄｳ ﾏｽﾄ 下伊那農高
木下 耀仁(2) 中学校 O O XO XXX
ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ 緑ヶ丘中
今村 隼士(3) 中学校 - - XO XXX
ｷﾉｼﾀ ﾄﾓｶ 緑ヶ丘中
樋屋 啓太(3) 中学校 欠場
ﾋｵｸ ｹｲﾀ 駒ヶ根東中

9 4   213
 1.35

1   128

8 8    84
 1.45

9 2   222
 1.35

6 5   201
 1.55

7 3   206
 1.50

4 7   146
 1.60

5 6   197
 1.60

2 10   145
 1.80

3 9    37
 1.75

1m65 1m70
記録 備考

1 11   175
 1.85

1m35 1m40

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m25 1m30 1m45 1m50 1m55 1m60



決勝 4月9日  9:50

長野県新             7.94
県高校新             7.61
県中学新             7.04

椚谷 和久(3) 高校   6.58   6.45   4.80    6.58 
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ 飯田高   +0.2   -1.6   -0.7    +0.2
手塚 貴郁(3) 高校    X   5.40   5.94    5.94 
ﾃﾂﾞｶ ﾀｶﾌﾐ 飯田風越高   -2.9   +0.3    +0.3
山口 凌平(2) 高校   5.05   5.67   5.80    5.80 
ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾘｮｳﾍｲ 松川高   -0.1   -0.7   +0.3    +0.3
福澤 稜也(3) 中学校    X   5.26    X    5.26 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ 緑ヶ丘中    0.0     0.0
松﨑 勇起(2) 高校   4.77   4.94   5.23    5.23 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ 駒ｹ根工高    0.0   +2.2   +0.9    +0.9
伊東 龍生(2) 中学校   4.82   4.86   4.93    4.93 
ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 伊那AC    0.0   -0.9   +0.6    +0.6
塩澤 昂(2) 中学校   4.62   4.80   4.62    4.80 
ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   -2.1   -0.8   +0.6    -0.8
多田井 琢馬(2) 中学校    X    X   4.69    4.69 
ﾀﾀﾞｲ ﾀｸﾏ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   +0.7    +0.7
奥村 洸平(2) 中学校   4.62   4.56    /    4.62 
ｵｸﾑﾗ ｺｳﾍｲ 飯田高陵中   -1.0    0.0    -1.0
鎌倉 渉(3) 高校   4.24    X   4.62    4.62 
ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ 飯田風越高   -0.9   +0.5    +0.5
福澤 広一郎(2) 中学校   4.17   4.49   4.10    4.49 
ﾌｸｻﾞﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ 緑ヶ丘中   -2.1   -1.1   +0.3    -1.1
正木 太陽(2) 中学校   3.89    X    /    3.89 
ﾏｻｷ ﾀｲﾖｳ 飯田高陵中   -0.8    -0.8
福澤 洸士(1) 中学校    X   3.74   3.87    3.87 
ﾌｸｻﾞﾜ ｺｳｼ 伊那AC   +0.6   +0.2    +0.2
加藤 勝斗(2) 高校    X    X    X 記録なし
ｶﾄｳ ﾏｽﾄ 下伊那農高
熊谷 太生(3) 高校    X    X    X 記録なし
ｸﾏｶﾞｲ ﾀｲｾｲ 飯田高
内藤 隆史 一般    X    X    X 記録なし
ﾅｲﾄｳ ﾀｶｼ 天竜SC
塩澤 直樹(2) 中学校 欠場
ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 緑ヶ丘中
竹村 晃多(2) 中学校 欠場
ﾀｹﾑﾗ ｺｳﾀ 駒ヶ根東中

12   176

15   174

3   126

9    84

13 2    61

1   211

11 5   219

12 10   190

9 8   185

10 7   198

7 6    25

8 4    30

5 14    96

6 13    52

3 17   141

4 11   220

1 18   184

2 16   200

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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 4月9日  9:20

長野県新            16.11

上原 隆伸 一般
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
大宮 直人 一般
ｵｵﾐﾔ ﾅｵﾄ 木曽郡陸協
佐々木 久孝 一般
ｻｻｷ ﾋｻﾀｶ 飯田市陸協

決勝 4月9日  9:20

県高校新            14.61

下平 大暉(3) 高校
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾋﾛｷ OIDE長姫高
カルロス アウグスト高校
ｶﾙﾛｽ ｱｳｸﾞｽﾄ 駒ｹ根工高
藤下 拳成(2) 高校
ﾌｼﾞｼﾀ ｹﾝｾｲ 下伊那農高
折山 景柊(2) 高校
ｵﾘﾔﾏ ｹｲｼｭｳ 飯田風越高
大内 健瑠(3) 高校
ｵｵｳﾁ ﾀｹﾙ 飯田高
伯耆原 志一(2) 高校 欠場
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｷｶｽﾞ 岡谷東高

決勝 4月9日  9:20

県中学新            13.45

井ノ口 天優(3) 中学校
ｲﾉｸﾁ ﾃﾝﾕｳ 駒ヶ根東中
林 尋武(3) 中学校
ﾊﾔｼ ﾋﾛﾑ 駒ヶ根東中
市岡 佳大(3) 中学校
ｲﾁｵｶ ｹｲﾀ 飯田高陵中
神田 健勝(2) 中学校
ｶﾝﾀﾞ ﾀｹﾏｻ 駒ヶ根東中

  5.83 

  6.81 

4 1   121
 5.57  4.73  5.83

  7.69 

3 2   189
 6.81  6.47   X

  8.46 

2 3   131
 7.21  7.69  7.55

記録 備考
1 4   115

 7.63  8.46  8.20

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

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

中学男子

砲丸投(5.000kg)

  8.69 

1    72

  9.23 

5 3   181
 8.22  8.66  8.69

  9.33 

4 2   203
 8.92  8.96  9.23

  9.45 

3 5    86
 8.67  8.77  9.33

 10.25 

2 4    95
 8.92  9.36  9.45

1 6    16
 9.56   X 10.25

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

高校男子

砲丸投(6.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

男子

砲丸投(7.260kg)

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    36

11.35 11.34   X  11.35 

2 1   210
 7.78   X   X

3 2   192
 5.31  4.97  5.37   5.37 

  7.78 



決勝 4月9日 11:00

長野県新            68.34
県高校新            62.58

後藤 魁斗(3) 高校
ｺﾞﾄｳ ｶｲﾄ 阿南高
友田 利男 一般
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 下伊那郡陸協
藤下 拳成(2) 高校
ﾌｼﾞｼﾀ ｹﾝｾｲ 下伊那農高
牛山 一成(3) 高校
ｳｼﾔﾏ  ｶｽﾞﾅﾘ 松川高
小松 和真(2) 高校
ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾏ 飯田風越高
花井 有輝(3) 高校
ﾊﾅｲ ﾕｳｷ 飯田風越高
上原 隆伸 一般
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
伯耆原 志一(2) 高校 欠場
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｷｶｽﾞ 岡谷東高
小林 薫(2) 高校 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｵﾙ 阿南高

決勝 4月9日 11:00

県中学新            72.60

宮下 藍斗(3) 中学校
ﾐﾔｼﾀ ｱｲﾄ 飯田高陵中
正木 太陽(2) 中学校
ﾏｻｷ ﾀｲﾖｳ 飯田高陵中
奥村 洸平(2) 中学校
ｵｸﾑﾗ ｺｳﾍｲ 飯田高陵中

 18.56 

 27.50 

3 2   185
  -   X 18.56

 29.06 

2 1   190
  O 27.50   X

1 3   186
  O   O 29.06

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

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 7    45

53.40   O   O  53.40 

2 9    80
  O   O 50.14  50.14 

3 6    86
  O   O 44.58  44.58 

4 8   134
  -   - 42.89  42.89 

5 5   201
  X   X 39.91  39.91 

6 3   197
  O 35.02   O  35.02 

7 4    36
28.87   O   O  28.87 

1    72

2    47



決勝 4月9日 11:40

県小学新            12.27

[ 1組] 風速 +1.5 [ 2組] 風速 +1.5

 1 清水 秀一朗(4) 小学校     16.34  1 髙田 知晶(3) 小学校     17.28 
ｼﾐｽﾞ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ﾀｶﾀﾞ ﾄﾓｱｷ 上久堅小

 2 佐藤 颯(3) 小学校     16.82  2 是則   遼(3) 小学校     17.75 
ｻﾄｳﾊﾔﾃ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｺﾚﾉﾘ ﾘｮｳ 上久堅小

 3 後藤 雅杜(3) 小学校     18.76  3 小松 海斗(5) 小学校     17.86 
ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾄ 上久堅小 ｺﾏﾂｶｲﾄ 開智小

 4 友野 拓海(3) 小学校     18.96  4 伊原 颯太(2) 小学校     17.89 
ﾄﾓﾉ ﾀｸﾐ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ｲﾊﾗ ｿｳﾀ 下條小

 5 渋谷 悠斗(3) 小学校     19.50 成澤 亮汰(5) 小学校
ｼﾌﾞﾔ ﾕｳﾄ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ﾅﾙｻﾜﾘｮｳﾀ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 後藤 俐生(3) 小学校     19.79 原 大智(4) 小学校
ｺﾞﾄｳ ﾘｵ 天竜SC ﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 阿智村RC

 7 長沼 航平(3) 小学校     19.95 中平 翔(3) 小学校
ﾅｶﾞﾇﾏ ｺｳﾍｲ 上久堅小 ﾅｶﾀﾞｲﾗｼｮｳ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 8 金田 梁汰(3) 小学校     20.21 羽生 祥基(5) 小学校
ｶﾅﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 天竜SC ﾊﾆｭｳﾖｼｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

[ 3組] 風速 +1.8 [ 4組] 風速 +0.1

 1 川口 愛翔(5) 小学校     15.65  1 安藤 陽人(5) 小学校     15.33 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾅﾄ ﾁｰﾑJIAN ｱﾝﾄﾞｳﾊﾙﾄ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 山崎 拓夢(6) 小学校     15.79  2 塩澤 愼(4) 小学校     15.55 
ﾔﾏｻﾞｷﾀｸﾑ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｼｵｻﾞﾜ ｼﾝ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 3 吉岡 空音(6) 小学校     15.82  3 伊藤 颯流星(6) 小学校     16.05 
ﾖｼｵｶ ｸｵﾝ 伊那AC ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 4 森 涼介(5) 小学校     16.44  4 塩澤 蒼(3) 小学校     16.16 
ﾓﾘ ﾘｮｳｽｹ ﾁｰﾑJIAN ｼｵｻﾞﾜ ｿｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 5 今村 悠真(4) 小学校     16.45  5 山岸 亮太(5) 小学校     16.26 
ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾏ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳﾀ ISｼﾞｭﾆｱ

 6 下平 陽斗(3) 小学校     16.98  6 後藤 世那(5) 小学校     16.60 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾊﾙﾄ 下條小 ｺﾞﾄｳ ｾﾅ 天竜SC

 7 浜塚 蓮(3) 小学校     19.43 神谷 春喜(5) 小学校
ﾊﾏﾂｶ ﾚﾝ 下條小 ｶﾐﾔ ﾊﾙ 伊那AC
藤本 輝伸(2) 小学校
ﾌｼﾞﾓﾄｷｼﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

[ 5組] 風速 +3.2 [ 6組] 風速 +0.3

 1 近藤 皓哉(6) 小学校     14.35  1 久保田 凱土(6) 小学校     13.67 
ｺﾝﾄﾞｳﾃﾙﾔ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 2 松村 喜道(6) 小学校     14.62  2 山﨑 奏太(6) 小学校     14.33 
ﾏﾂﾑﾗ ｷﾄﾞｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ 伊那AC

 3 熊谷 知樹(6) 小学校     15.05  3 小平 遥暉(6) 小学校     14.59 
ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｷ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｷ 天竜SC

 4 小倉 心和(6) 小学校     15.15  4 塩川 大樹(6) 小学校     15.08 
ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾜ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 5 中山 椋介(5) 小学校     15.27  5 池田 琢磨(6) 小学校     15.23 
ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ ISｼﾞｭﾆｱ ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾏ 伊那AC

 6 伊藤 嶺(5) 小学校     15.33  6 藤本 音緒(5) 小学校     15.49 
ｲﾄｳ ﾚｲ 伊那AC ﾌｼﾞﾓﾄ ﾈｵ 下條小

 7 内藤 陽葵(5) 小学校     15.99 山﨑 彩矢(5) 小学校
ﾅｲﾄｳ ﾊﾙｷ 天竜SC ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾔ 伊那AC

山﨑 彩矢(5) 小学校
ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾔ 伊那AC
下平 侑輝(6) 小学校
ｼﾓﾀﾞｲﾗﾕｳｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 欠場

10    30

4   152

6   173 9    30

7    53 7    90

8    13 6    58

2   104 3    97

4    99 8   172

3    34 2    55

5   153 5    98
No. 氏  名 所属名

欠場

順 ﾚｰﾝ

4   161
欠場

記録／備考記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5    91 3    56

7    89 8   170

2   154 7     5

1    38 4    32

6    54 6    31

8   157 2    33

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    39 5   149

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

欠場
1   169 7   150

欠場
3   167 5   160

欠場
5   171 4    43

2   102 1   159

4   109 2    88

7   165 3    92

6   156 8   166

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   105 6   168

小学男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 久保田 凱土(6) 小学校 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     13.67 (+0.3)   6   1
   2 山﨑 奏太(6) 小学校 伊那AC     14.33 (+0.3)   6   2
   3 近藤 皓哉(6) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     14.35 (+3.2)   5   1
   4 小平 遥暉(6) 小学校 天竜SC     14.59 (+0.3)   6   3
   5 松村 喜道(6) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     14.62 (+3.2)   5   2
   6 熊谷 知樹(6) 小学校 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     15.05 (+3.2)   5   3
   7 塩川 大樹(6) 小学校 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     15.08 (+0.3)   6   4
   8 小倉 心和(6) 小学校 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     15.15 (+3.2)   5   4
   9 池田 琢磨(6) 小学校 伊那AC     15.23 (+0.3)   6   5
  10 中山 椋介(5) 小学校 ISｼﾞｭﾆｱ     15.27 (+3.2)   5   5
  11 安藤 陽人(5) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.33 (+0.1)   4   1
  11 伊藤 嶺(5) 小学校 伊那AC     15.33 (+3.2)   5   6
  13 藤本 音緒(5) 小学校 下條小     15.49 (+0.3)   6   6
  14 塩澤 愼(4) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     15.55 (+0.1)   4   2
  15 川口 愛翔(5) 小学校 ﾁｰﾑJIAN     15.65 (+1.8)   3   1
  16 山崎 拓夢(6) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.79 (+1.8)   3   2
  17 吉岡 空音(6) 小学校 伊那AC     15.82 (+1.8)   3   3
  18 内藤 陽葵(5) 小学校 天竜SC     15.99 (+3.2)   5   7
  19 伊藤 颯流星(6) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     16.05 (+0.1)   4   3
  20 塩澤 蒼(3) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     16.16 (+0.1)   4   4
  21 山岸 亮太(5) 小学校 ISｼﾞｭﾆｱ     16.26 (+0.1)   4   5
  22 清水 秀一朗(4) 小学校 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     16.34 (+1.5)   1   1
  23 森 涼介(5) 小学校 ﾁｰﾑJIAN     16.44 (+1.8)   3   4
  24 今村 悠真(4) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.45 (+1.8)   3   5
  25 後藤 世那(5) 小学校 天竜SC     16.60 (+0.1)   4   6
  26 佐藤 颯(3) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.82 (+1.5)   1   2
  27 下平 陽斗(3) 小学校 下條小     16.98 (+1.8)   3   6
  28 髙田 知晶(3) 小学校 上久堅小     17.28 (+1.5)   2   1
  29 是則   遼(3) 小学校 上久堅小     17.75 (+1.5)   2   2
  30 小松 海斗(5) 小学校 開智小     17.86 (+1.5)   2   3
  31 伊原 颯太(2) 小学校 下條小     17.89 (+1.5)   2   4
  32 後藤 雅杜(3) 小学校 上久堅小     18.76 (+1.5)   1   3
  33 友野 拓海(3) 小学校 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     18.96 (+1.5)   1   4
  34 浜塚 蓮(3) 小学校 下條小     19.43 (+1.8)   3   7
  35 渋谷 悠斗(3) 小学校 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     19.50 (+1.5)   1   5
  36 後藤 俐生(3) 小学校 天竜SC     19.79 (+1.5)   1   6
  37 長沼 航平(3) 小学校 上久堅小     19.95 (+1.5)   1   7
  38 金田 梁汰(3) 小学校 天竜SC     20.21 (+1.5)   1   8
  39 山﨑 彩矢(5) 小学校 伊那AC (+0.3)   6
  39 山﨑 彩矢(5) 小学校 伊那AC (+0.3)   6   30
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   98
   55
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小学男子

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）



決勝 4月9日 14:20

県小学新          2,49.83

[ 1組]

 1 矢澤 蓮太郎(6) 小学校   3,16.34 
ﾔｻﾞﾜ ﾚﾝﾀﾛｳ 駒ヶ根中沢RC

 2 原 阿天夢(6) 小学校   3,27.36 
ﾊﾗ ｱﾃﾑ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 山田 隼輔(5) 小学校   3,28.29 
ﾔﾏﾀﾞｼｭﾝｽｹ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 近藤 皓哉(6) 小学校   3,33.08 
ｺﾝﾄﾞｳﾃﾙﾔ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 仲田 初志(5) 小学校   3,33.09 
ﾅｶﾀ ﾊﾂｼ ISｼﾞｭﾆｱ

 6 山岸 亮太(5) 小学校   3,34.94 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳﾀ ISｼﾞｭﾆｱ

 7 羽生 大起(5) 小学校   3,39.89 
ﾊﾆｭｳﾀﾞｲｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 8 山下 竣太郎(5) 小学校   3,51.06 
ﾔﾏｼﾀ ｼｭﾝﾀﾛｳ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 9 鈴木 陽斗(6) 小学校   3,53.65 
ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ 伊那AC

10 園原 琉生(5) 小学校   3,54.90 
ｿﾉﾊﾗ ﾘｭｳｷ 阿智村RC

11 上原 朔(5) 小学校   4,01.70 
ｳｴﾊﾗ ｻｸ 阿智村RC

12 赤羽 大雅(6) 小学校   4,04.50 
ｱｶﾊﾞ ﾀｲｶﾞ ISｼﾞｭﾆｱ

13 福島 圭介(4) 小学校   4,05.21 
ﾌｸｼﾏ ｹｲｽｹ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

14 渋谷 大和(5) 小学校   4,21.23 
ｼﾌﾞﾔ ﾔﾏﾄ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少
小倉 心和(6) 小学校
ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾜ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少
藤本 憲伸(5) 小学校
ﾌｼﾞﾓﾄｹﾝｼﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 欠場

5   104
欠場

14   162

4   163

13   101

10    44

7     8

2    64

12    42

16   151

9   100

11    15

3     5

6   158

8   153

記録／備考
1   112

15     4

小学男子

1000m

予選 通過基準  1組  0着 + 0 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 No. 氏  名 所属名
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県小学新            51.04

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)  164 福島 圭亮   1,02.42 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾌｸｼﾏｹｲｽｹ
  151 羽生 大起(5)

ﾊﾆｭｳﾀﾞｲｷ
  158 山田 隼輔(5)

ﾔﾏﾀﾞｼｭﾝｽｹ
  162 藤本 憲伸(5)

ﾌｼﾞﾓﾄｹﾝｼﾝ
 2   4 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ    33 塩澤 愼(4)   1,02.65 

ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ｼｵｻﾞﾜ ｼﾝ
   31 伊藤 颯流星(6)

ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ
   32 塩澤 蒼(3)

ｼｵｻﾞﾜ ｿｳ
   34 松村 喜道(6)

ﾏﾂﾑﾗ ｷﾄﾞｳ
 3   5 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)  149 安藤 陽人(5)   1,12.69 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｱﾝﾄﾞｳﾊﾙﾄ
  152 下平 侑輝(6)

ｼﾓﾀﾞｲﾗﾕｳｷ
  157 山崎 拓夢(6)

ﾔﾏｻﾞｷﾀｸﾑ
  153 近藤 皓哉(6)

ｺﾝﾄﾞｳﾃﾙﾔ
  6 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(C)

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 欠場

小学男子

4×100mR

決勝
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