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■ この大会で樹立された記録 

 種  目 ﾗｳﾝﾄﾞ 記 録 氏  名 男女 所 属 従来の記録 備考 

中学女子 1500m 決勝 4,45.97 千葉 麻里子 女 飯田西中 4,49.96 大会新 

 

 

■ グラウンドコンディション 

月  日 時  刻 天  候 風  向 
風速 

m/s 
気温 ℃ 湿度 ％ 計測場所 

2017/5/21 9:00 晴れ 北北西 1.8 24.8 44.0 

  

 10:00 晴れ 北北東 0.5 31.9 46.0 

 11:00 晴れ 東北東 1.3 32.8 38.0 

 12:00 晴れ 東北東 0.4 34.0 39.0 

 13:00 晴れ 北西 1.8 31.7 38.0 

 14:00 晴れ 南西 3.3 32.7 38.0 

 15:00 晴れ 南西 3.0 33.0 38.0 

       

       

 



平成29年度　第34回飯伊小学生陸上競技大会・第18回飯伊中学生陸上競技大会          

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】172050  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
05/21 小3以下男子 岡村 飛空(3) 9.62 伊原  颯太(3) 10.03 熊谷 俊也(2) 10.08 深谷 昂平(3) 10.09 藤本 透也(3) 10.21 渡 優真(3) 10.27 松下 隆倫(3) 10.30 昼神 歩陸(3) 10.31

60m 小学生･松尾小 小学生･下條小 小学生･竜丘小 小学生･松尾小 小学生･松尾小 小学生･山本小 小学生･富草小 小学生･喬木第一小
05/21 小学4年男子  +2.4塩澤 蒼(4) 15.02 南 雄生(4) 15.20 平澤 文弥(4) 15.39 鈴木 拓斗(4) 15.41 松澤 昇永(4) 15.42 宮内 達矢(4) 15.49 川上 優真(4) 15.50 折山 陽琉(4) 16.17

100m 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･上郷小 小学生･下久堅小 小学生･ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ 小学生･上郷小 小学生･高森南小 小学生･平谷小 小学生･伊賀良小
05/21 小学5年男子  +3.1牧内 漣(5) 14.59 塩澤 慎(5) 14.69 中山 颯人(5) 15.12 青嶋 優羽(5) 15.17 城田  滉生(5) 15.22 門野 翔太(5) 15.44 森下 恭伍(5) 15.49 南島 柊太(5) 15.49

100m 小学生･喬木第一小 小学生･上郷小 小学生･山本小 小学生･下久堅小 小学生･丸山小 小学生･清内路小 小学生･鼎小 小学生･富草小
05/21 小学6年男子  +2.7伊達 阿莉(6) 13.37 廣瀬 琉斗(6) 14.58 安藤 陽人(6) 14.65 塚田 流大(6) 14.68 前野 天音(6) 14.86 藤本 音緒(6) 15.00 中島 尚哉(6) 15.19 玉井 颯真(6) 15.63

100m 小学生･浜井場小 小学生･豊丘南小 小学生･ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ 小学生･阿智第一小 小学生･豊丘南小 小学生･下條小 小学生･下條小 小学生･阿智第一小
05/21 小学5.6年男 山田 隼輔(6) 3,16.30 熊谷 航陽(6) 3,18.75 宮澤 柊太(6) 3,22.23 龍口 慈実(5) 3,23.84 藤本 憲伸(6) 3,24.45 山岸 亮太(6) 3,30.80 福島 圭亮(5) 3,38.53 梅原 悠良(6) 3,39.15

1000m 小学生･ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･高森北小 小学生･ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ 小学生･山本小
05/21  +0.4椎谷 芳貴(5) 18.11 中井 航生(6) 18.35 三石 諒(5) 18.98 北原 佑治(5) 20.67 今村 冬鼓(5) 23.33

80mH 小学生･座光寺小 小学生･浪合小 小学生･座光寺小 小学生･座光寺小 小学生･座光寺小
05/21 細田 悠貴(6) 1.20 鬼頭 涼雅(6) 1.20 チャーイ陽斗(5) 1.10

走高跳 小学生･下條小 小学生･浜井場小 小学生･浪合小
05/21 樋口 誠太(6) 3.43(-0.8) 北原 慎一朗(5)3.10(+0.5) 太田 澄空(5) 3.01(-2.1) 佐藤 岳人(5) 2.88(-0.2) 伊藤 歩夢(6) 2.84(-1.2)

走幅跳 小学生･伊賀良小 小学生･上郷小 小学生･千栄小 小学生･浪合小 小学生･浪合小
05/21 小笠原 輝星(6) 52.19 前田 優空(6) 52.08 肥後 侑真(6) 43.73 藤本 尚斗(6) 43.21 大平凌輝(6) 42.20 肥後 壮真(6) 40.73 北原 朝希(6) 37.51 村澤 慶(5) 36.31

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学生･伊賀良小 小学生･伊賀良小 小学生･伊賀良小 小学生･下條小 小学生･上久堅小 小学生･伊賀良小 小学生･川路小 小学生･和田小
05/21 天竜SC     1,00.15 浜井場小     1,02.92

4×100mR 北城 正登(6) 松澤 りゅう(6)
安藤 義和(6) 内山 海琉(6)
後藤 世那(6) 福田 悠翔(6)
内藤 陽葵(6) 金田 琉那(6)

05/21 中学男子  +4.9肥後 琉之介(2) 11.58 樋口 創太(2) 11.89 村澤 和真(3) 12.07 木下 耀仁(3) 12.23 古瀬 尚暉(2) 12.26 奥村 洸平(3) 12.41 塩澤 昂(3) 12.42 松岡 裕雅(2) 12.73
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･緑ヶ丘中 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･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･高森中

05/21  +1.6肥後 琉之介(2) 24.24 市瀬 嵩唯(3) 24.76 金子 昂星(3) 24.95 市瀬 優樹(3) 26.51 宮下 司(3) 27.10 赤木 将士(2) 28.89 坂巻 譲太(1) 29.78
200m 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･高森中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･緑ヶ丘中 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･豊丘中

05/21 正木 太陽(3) 56.26 多田井 琢馬(3) 57.09 市瀬 優樹(3) 58.36 吉沢 雄人(3) 59.53 正木 健登(2) 1,07.81
400m 中学生･飯田高陵中 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･飯田高陵中

05/21 熊谷 澪(3) 9,49.84 帯川 伊吹(2) 10,12.33 瀧澤 健人(2) 10,19.88 本島 尚緒(2) 10,28.08 岩﨑 貴平(2) 10,31.16 大峽 謙(2) 10,33.90 益山 颯琉(2) 10,44.01 福与 真生琉(2) 10,49.90
3000m 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ 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･緑ヶ丘中

05/21 佐藤 友行(3) 1.50 佐藤 一成(1) 1.35
走高跳 中学生･高森中 中学生･高森中

05/21 椚谷 元(2) 5.47(+1.2) 塩澤 昂(3) 5.26(+4.6) 松岡 裕雅(2) 4.94(+4.7) 長瀬 成雅(2) 4.54(+1.8) 中塚 雄太(2) 4.33(+3.5) 松澤 孝輝(1) 4.30(+4.4) 大澤 和誠(2) 4.29(+3.2) 中川 大和(1) 3.61(+2.2)
走幅跳 中学生･高森中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中 中学生･高森中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･天龍中 中学生･大鹿中

05/21 竹内 大輔(3) 8.48 橋本 虎汰郎(2) 7.15
砲丸投 中学生･高森中 中学生･天龍中

05/21 奥村 洸平(3) 32.09
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学生･飯田高陵中

05/21 緑ヶ丘中(B)       47.09 高森中(A)       48.96 飯田高陵中       49.12 緑ヶ丘中(A)       54.30 高森中(B)       56.00
4×100mR 金子 昂星(3) 椚谷 元(2) 伊藤 小次郎(2) 岩間 琉星(1) 佐藤 一成(1)

大平 雄斗(3) 吉沢 雄人(3) 奥村 洸平(3) 井原 隆基(2) 小平 遥暉(1)
木下 耀仁(3) 市瀬 嵩唯(3) 古瀬 尚暉(2) 西尾 洸希(1) 中塚 雄太(2)
村澤 和真(3) 竹内 大輔(3) 正木 太陽(3) 遠山 志温(2) 松岡 裕雅(2)

05/21 小学ｵｰﾌﾟﾝ男   0.0原 大智(5) 15.89 池田 光輝(6) 17.79
小学ｵｰﾌﾟﾝ男子 小学生･阿智第二小 小学生･浜井場小



決勝 5月21日 12:15

大会新(GR)           9.81

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +1.1

 1 渡 優真(3) 小学生     10.27  1 伊達 虎太朗(2) 小学生     10.86 
ﾜﾀﾘ ﾕｳﾏ 山本小 ﾀﾞﾃ ｺﾀﾛｳ 浜井場小

 2 川上 太駕(2) 小学生     10.49  2 島 佑太朗(2) 小学生     11.27 
ｶﾜｶﾐ ﾀｲｶﾞ 鼎小 ｼﾏﾕｳﾀﾛｳ 追手町小

 3 櫻井 陽輝(3) 小学生     10.84  3 麦島 隆世(3) 小学生     11.35 
ｻｸﾗｲ ﾊﾙｷ 竜丘小 ﾑｷﾞｼﾏ ﾘｭｳｾｲ 伊賀良小

 4 梶浦 孝太郎(3) 小学生     11.06  4 山﨑 瑛翔(3) 小学生     11.49 
ｶｼﾞｳﾗ ｺｳﾀﾛｳ 伊賀良小 ﾔﾏｻｷ ｴｲﾄ 天龍小

 5 森下 桂太(3) 小学生     11.31  5 林 祐太朗(3) 小学生     11.70 
ﾓﾘｼﾀ ｹｲﾀ 清内路小 ﾊﾔｼ ﾕｳﾀﾛｳ 高森南小

 6 岩﨑 洸生(2) 小学生     11.43  6 平栗 陽(2) 小学生     11.73 
ｲﾜｻｷ ｺｳｷ 高森南小 ﾋﾗｸﾞﾘ ｱｷ 松尾小

 7 佐々木 克人(2) 小学生     12.05  7 今井 蒼琉(1) 小学生     12.17 
ｻｻｷ ｶﾂﾄ 松尾小 ｲﾏｲ ｿｳﾙ 伊賀良小

 8 下井 泰珠(1) 小学生     13.18  8 橋爪 京葵(2) 小学生     13.10 
ｼﾓｲ ﾀｲｼﾞｭ 天龍小 ﾊｼﾂﾞﾒ ｱﾂｷ 下久堅小

[ 3組] 風速 +1.6 [ 4組] 風速 +0.8

 1 門脇健人(3) 小学生     10.94  1 大盛  樹(3) 小学生     10.36 
ｶﾄﾞﾜｷｹﾝﾄ 追手町小 ｵｵﾓﾘ   ｲﾂｷ 丸山小

 2 門野 拓飛(2) 小学生     11.15  2 原 匡玖(3) 小学生     10.76 
ｶﾄﾞﾉ ﾀｸﾄ 清内路小 ﾊﾗ ﾀｽｸ 喬木第一小

 3 清水 渉愛(2) 小学生     11.25  3 岩下 昊(3) 小学生     10.78 
ｼﾐｽﾞ ｱｲﾙ 泰阜小 ｲﾜｼﾀ ｿﾗ 伊賀良小

 4 小松 藍斗(3) 小学生     11.28  4 梅木 優太(3) 小学生     10.83 
ｺﾏﾂ ｱｲﾄ 伊賀良小 ｳﾒｷ   ﾕｳﾀ 下條小

 5 小林 怜生(2) 小学生     11.64  5 遠山 太似樹(3) 小学生     11.42 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵ 松尾小 ﾄｵﾔﾏ ﾀｲｼﾞｭ 追手町小

 6 園原 迅(2) 小学生     12.09  6 花岡 寿哉(3) 小学生     11.73 
ｿﾉﾊﾗ ｼﾞﾝ 阿智第二小 ﾊﾅｵｶ ﾄｼﾔ 松尾小

 7 鎌倉 舞音(1) 小学生     12.16  7 原 悠月(2) 小学生     12.17 
ｶﾏｸﾗ ﾏｲﾄ 竜丘小 ﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ 阿智第二小

 8 松島 翔星(2) 小学生     12.30 福岡 遥斗(2) 小学生
ﾏﾂｼﾏ ｼｮｳｾｲ 山本小 ﾌｸｵｶ ﾊﾙﾄ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ

[ 5組] 風速 +2.1 [ 6組] 風速 +1.9

 1 今井 ユウキ(3) 小学生     10.67  1 鈴木 稜久(3) 小学生     10.38 
ｲﾏｲ ﾕｳｷ 浜井場小 ｽｽﾞｷ   ﾘｸ 丸山小

 2 齊藤 颯志(3) 小学生     10.74  2 岩下 隼絆(2) 小学生     10.58 
ｻｲﾄｳ ｿｳｼ 松尾小 ｲﾜｼﾀ ﾊﾔﾄ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ

 3 平松 來翔(2) 小学生     11.15  3 木村 友哉(2) 小学生     10.60 
ﾋﾗﾏﾂ ﾗｲﾄ 大下条小 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾔ 山本小

 4 大原 悠翔(2) 小学生     11.24  4 島 耕陽(3) 小学生     10.71 
ｵｵﾊﾗ ﾊﾙﾄ 豊丘南小 ｼﾏ ｺｳﾖｳ 松尾小

 5 渡邉 修哉(1) 小学生     11.48  5 副島 琉生(3) 小学生     10.89 
ﾜﾀﾅﾍﾞ   ｼｭｳﾔ 丸山小 ｿｴｼﾞﾏ ﾙｲ 高森南小

 6 下平 惺太郎(2) 小学生     11.56  6 今牧 航太(1) 小学生     11.39 
ｼﾓﾀﾞｲﾗｾｲﾀﾛｳ 追手町小 ｲﾏﾏｷ ｺｳﾀ 伊賀良小

 7 澤柳 英治(1) 小学生     13.44  7 小平 新太(3) 小学生     11.79 
ｻﾜﾔﾅｷﾞ ｴｲｼﾞ 竜丘小 ｺﾀﾞｲﾗ ｱﾗﾀ 高森北小
川野 暁矢(1) 小学生  8 志村 理太郎(1) 小学生     12.40 
ｶﾜﾉ ｱｷﾔ 伊賀良小 ｼﾑﾗ ﾐﾁﾀﾛｳ 竜丘小

[ 7組] 風速 +2.5 [ 8組] 風速 +1.5

 1 藤本 透也(3) 小学生     10.21  1 筒井  陽(2) 小学生     10.62 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｷﾔ 松尾小 ﾂﾂｲ ﾊﾙ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ

 2 熊谷 漣太(3) 小学生     10.69  2 田島 銀次朗(2) 小学生     10.85 
ｸﾏｶﾞｲ ﾚﾝﾀ 阿智第二小 ﾀｼﾞﾏ ｷﾞﾝｼﾞﾛｳ 豊丘南小

 3 小畑 涼輔(2) 小学生     11.32  3 佐藤 瑛介(3) 小学生     11.00 
ｵﾊﾞﾀ   ﾘｮｳｽｹ 丸山小 ｻﾄｳ ｴｲｽｹ 追手町小

 4 森 優(3) 小学生     11.55  4 渡辺 琉太(3) 小学生     11.23 
ﾓﾘ ﾕｳ 追手町小 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾀ 伊賀良小

 5 五十嵐 輝空(3) 小学生     11.68  5 小畑 圭輔(2) 小学生     11.25 
ｲｶﾞﾗｼ ｷﾗ 浜井場小 ｵﾊﾞﾀ   ｹｲｽｹ 丸山小

 6 鎌倉 弘人(3) 小学生     11.79  6 代田 勇喜(3) 小学生     11.57 
ｶﾏｸﾗ ﾋﾛﾄ 伊賀良小 ｼﾛﾀ ﾕｳｷ 山本小

 7 佐々木 海音(2) 小学生     11.93  7 神山 奏太(2) 小学生     11.70 
ｻｻｷ ｶｲﾄ 大下条小 ｶﾐﾔﾏ ｶﾅﾀ 大下条小

 8 代田 晴起(1) 小学生     12.14  8 深谷 隆平(1) 小学生     11.77 
ｼﾛﾀ ﾊﾙｷ 山本小 ﾌｶﾔ ﾘｭｳﾍｲ 松尾小
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[ 9組] 風速 +2.0 [ 10組] 風速  0.0

 1 熊谷 俊也(2) 小学生     10.08  1 城田 陸斗(3) 小学生     10.71 
ｸﾏｶﾞｲ ﾄｼﾔ 竜丘小 ｼﾛﾀ ﾘｸﾄ 大下条小

 2 鈴木 舜(3) 小学生     10.36  2 林 大成(3) 小学生     10.75 
ｽｽﾞｷ   ｼｭﾝ 丸山小 ﾊﾔｼ ﾀｲｾｲ 高森北小

 3 熊谷 圭祐(3) 小学生     10.57  3 今村 光暉(3) 小学生     10.87 
ｸﾏｶﾞｲ ｹｲｽｹ 伊賀良小 ｲﾏﾑﾗ  ﾐﾂｷ 丸山小

 4 外山 稜真(2) 小学生     10.59  4 佐々木 優希(3) 小学生     11.14 
ﾄﾔﾏ  ﾘｮｳﾏ 下條小 ｻｻｷ ﾕｳｷ 伊賀良小

 5 原 惣一郎(3) 小学生     11.56  5 伊藤 駿(3) 小学生     11.54 
ﾊﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 松尾小 ｲﾄｳ ｼｭﾝ 富草小

 6 片桐 禅(3) 小学生     11.73  6 柴田 魁晟(2) 小学生     11.69 
ｶﾀｷﾞﾘ ｾﾞﾝ 伊賀良小 ｼﾊﾞﾀ ｶｲｾｲ 松尾小

 7 清水 とあ(1) 小学生     11.90  7 田中 渉稀(1) 小学生     11.99 
ｼﾐｽﾞ ﾄｱ 天竜SC ﾀﾅｶ ｼｮｳｷ 伊賀良小

[ 11組] 風速 +2.6 [ 12組] 風速 +1.8

 1 岡村 飛空(3) 小学生      9.62  1 深谷 昂平(3) 小学生     10.09 
ｵｶﾑﾗ ﾄｱ 松尾小 ﾌｶﾔ ｺｳﾍｲ 松尾小

 2 加藤  陽馬(2) 小学生     10.87  2 松下 隆倫(3) 小学生     10.30 
ｶﾄｳ   ﾊﾙﾏ 下條小 ﾏﾂｼﾀ ﾀｶﾋﾄ 富草小

 3 小池 友治郎(1) 小学生     11.53  3 加藤 旬晟(3) 小学生     10.86 
ｺｲｹ ﾕｳｼﾞﾛｳ 阿智第一小 ｶﾄｳ ｼｭﾝｾｲ 竜丘小

 4 城田 渓斗(1) 小学生     11.67  4 宮毛 夏暉(1) 小学生     11.18 
ｼﾛﾀ ｹｲﾄ 大下条小 ﾐﾔｹ  ﾅﾂｷ 丸山小

 5 原  弥都(3) 小学生     12.01  5 神部 斗翔(3) 小学生     11.36 
ﾊﾗ  ﾐﾄ 丸山小 ｶﾝﾍﾞ ﾄﾜ 伊賀良小

 6 上沼 佳史(1) 小学生     13.17  6 鳥海 倖正(2) 小学生     11.43 
ｳｴﾇﾏ ﾖｼﾌﾐ 伊賀良小 ﾄﾘｳﾐ ｺｳｾｲ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ

 7 赤司 創介(2) 小学生     13.31  7 牧内 快浬(1) 小学生     13.01 
ｱｶｼ ｿｳｽｹ 浜井場小 ﾏｷｳﾁ ｶｲﾘ 喬木第一小

[ 13組] 風速 +2.6 [ 14組] 風速 +2.2

 1 昼神 歩陸(3) 小学生     10.31  1 伊原  颯太(3) 小学生     10.03 
ﾋﾙｶﾞﾐ ｱﾕﾑ 喬木第一小 ｲﾊﾗ   ｿｳﾀ 下條小

 2 中川  新太(2) 小学生     11.17  2 下島 圭翔(3) 小学生     10.59 
ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾗﾀ 大鹿小 ｼﾓｼﾞﾏ  ｹｲﾄ 丸山小

 3 熊谷 累(1) 小学生     11.37  3 牧内 宇龍(3) 小学生     10.73 
ｸﾏｶﾞｲ ﾙｲ 浜井場小 ﾏｷｳﾁ ｳﾘｭｳ 喬木第一小

 4 鹿島 崚(1) 小学生     11.68  4 橋本 竜樹(2) 小学生     11.07 
ｶｼﾏ ﾘｮｳ 泰阜小 ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｷ 阿智第二小

 5 金田 煌雅(2) 小学生     12.40  5 平沢真宗(2) 小学生     12.62 
ｶﾅﾀﾞ ｺｳｶﾞ 阿智第二小 上久堅小

 6 秦 竜我(2) 小学生     12.66  6 串原 義知(1) 小学生     12.75 
ﾊﾀ ﾘｭｳｶﾞ 伊賀良小 ｸｼﾊﾗ ﾖｼﾄﾓ 浜井場小

 7 遠山 蔵之助(2) 小学生     12.76  7 神部 蒼空(1) 小学生     16.29 
ﾄｵﾔﾏ ｸﾗﾉｽｹ 天龍小 ｶﾝﾍﾞ ｿﾗ 伊賀良小

[ 15組] 風速 +3.1

 1 中野  楓(3) 小学生     10.40 
ﾅｶﾉ ｶｴﾃﾞ 大鹿小

 2 中平 瑛太(1) 小学生     11.10 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｴｲﾀ 喬木第一小

 3 川野 一楓(3) 小学生     11.84 
ｶﾜﾉ ｲﾌﾞｷ 伊賀良小

 4 木下 麟太朗(1) 小学生     12.16 
ｷﾉｼﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 浜井場小

 5 伊藤 有希(3) 小学生     12.27 
ｲﾄｳ ﾕｳｷ 富草小

 6 井原 琉翔(1) 小学生     12.28 
ｲﾊﾗ   ﾘｭｳﾄ 丸山小

 7 中平  櫂(2) 小学生     12.79 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｶｲ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ
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   1 岡村 飛空(3) 小学生 松尾小      9.62 (+2.6)  11   1
   2 伊原  颯太(3) 小学生 下條小     10.03 (+2.2)  14   1
   3 熊谷 俊也(2) 小学生 竜丘小     10.08 (+2.0)   9   1
   4 深谷 昂平(3) 小学生 松尾小     10.09 (+1.8)  12   1
   5 藤本 透也(3) 小学生 松尾小     10.21 (+2.5)   7   1
   6 渡 優真(3) 小学生 山本小     10.27 (+0.6)   1   1
   7 松下 隆倫(3) 小学生 富草小     10.30 (+1.8)  12   2
   8 昼神 歩陸(3) 小学生 喬木第一小     10.31 (+2.6)  13   1
   9 大盛  樹(3) 小学生 丸山小     10.36 (+0.8)   4   1
   9 鈴木 舜(3) 小学生 丸山小     10.36 (+2.0)   9   2
  11 鈴木 稜久(3) 小学生 丸山小     10.38 (+1.9)   6   1
  12 中野  楓(3) 小学生 大鹿小     10.40 (+3.1)  15   1
  13 川上 太駕(2) 小学生 鼎小     10.49 (+0.6)   1   2
  14 熊谷 圭祐(3) 小学生 伊賀良小     10.57 (+2.0)   9   3
  15 岩下 隼絆(2) 小学生 ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ     10.58 (+1.9)   6   2
  16 下島 圭翔(3) 小学生 丸山小     10.59 (+2.2)  14   2
  16 外山 稜真(2) 小学生 下條小     10.59 (+2.0)   9   4
  18 木村 友哉(2) 小学生 山本小     10.60 (+1.9)   6   3
  19 筒井  陽(2) 小学生 ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ     10.62 (+1.5)   8   1
  20 今井 ユウキ(3) 小学生 浜井場小     10.67 (+2.1)   5   1
  21 熊谷 漣太(3) 小学生 阿智第二小     10.69 (+2.5)   7   2
  22 城田 陸斗(3) 小学生 大下条小     10.71 (0.0)  10   1
  22 島 耕陽(3) 小学生 松尾小     10.71 (+1.9)   6   4
  24 牧内 宇龍(3) 小学生 喬木第一小     10.73 (+2.2)  14   3
  25 齊藤 颯志(3) 小学生 松尾小     10.74 (+2.1)   5   2
  26 林 大成(3) 小学生 高森北小     10.75 (0.0)  10   2
  27 原 匡玖(3) 小学生 喬木第一小     10.76 (+0.8)   4   2
  28 岩下 昊(3) 小学生 伊賀良小     10.78 (+0.8)   4   3
  29 梅木 優太(3) 小学生 下條小     10.83 (+0.8)   4   4
  30 櫻井 陽輝(3) 小学生 竜丘小     10.84 (+0.6)   1   3
  31 田島 銀次朗(2) 小学生 豊丘南小     10.85 (+1.5)   8   2
  32 伊達 虎太朗(2) 小学生 浜井場小     10.86 (+1.1)   2   1
  32 加藤 旬晟(3) 小学生 竜丘小     10.86 (+1.8)  12   3
  34 加藤  陽馬(2) 小学生 下條小     10.87 (+2.6)  11   2
  34 今村 光暉(3) 小学生 丸山小     10.87 (0.0)  10   3
  36 副島 琉生(3) 小学生 高森南小     10.89 (+1.9)   6   5
  37 門脇健人(3) 小学生 追手町小     10.94 (+1.6)   3   1
  38 佐藤 瑛介(3) 小学生 追手町小     11.00 (+1.5)   8   3
  39 梶浦 孝太郎(3) 小学生 伊賀良小     11.06 (+0.6)   1   4
  40 橋本 竜樹(2) 小学生 阿智第二小     11.07 (+2.2)  14   4
  41 中平 瑛太(1) 小学生 喬木第一小     11.10 (+3.1)  15   2
  42 佐々木 優希(3) 小学生 伊賀良小     11.14 (0.0)  10   4
  43 門野 拓飛(2) 小学生 清内路小     11.15 (+1.6)   3   2
  43 平松 來翔(2) 小学生 大下条小     11.15 (+2.1)   5   3
  45 中川  新太(2) 小学生 大鹿小     11.17 (+2.6)  13   2
  46 宮毛 夏暉(1) 小学生 丸山小     11.18 (+1.8)  12   4
  47 渡辺 琉太(3) 小学生 伊賀良小     11.23 (+1.5)   8   4
  48 大原 悠翔(2) 小学生 豊丘南小     11.24 (+2.1)   5   4
  49 清水 渉愛(2) 小学生 泰阜小     11.25 (+1.6)   3   3
  49 小畑 圭輔(2) 小学生 丸山小     11.25 (+1.5)   8   5
  51 島 佑太朗(2) 小学生 追手町小     11.27 (+1.1)   2   2
  52 小松 藍斗(3) 小学生 伊賀良小     11.28 (+1.6)   3   4
  53 森下 桂太(3) 小学生 清内路小     11.31 (+0.6)   1   5
  54 小畑 涼輔(2) 小学生 丸山小     11.32 (+2.5)   7   3
  55 麦島 隆世(3) 小学生 伊賀良小     11.35 (+1.1)   2   3
  56 神部 斗翔(3) 小学生 伊賀良小     11.36 (+1.8)  12   5
  57 熊谷 累(1) 小学生 浜井場小     11.37 (+2.6)  13   3
  58 今牧 航太(1) 小学生 伊賀良小     11.39 (+1.9)   6   6
  59 遠山 太似樹(3) 小学生 追手町小     11.42 (+0.8)   4   5
  60 岩﨑 洸生(2) 小学生 高森南小     11.43 (+0.6)   1   6
  60 鳥海 倖正(2) 小学生 ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ     11.43 (+1.8)  12   6
  62 渡邉 修哉(1) 小学生 丸山小     11.48 (+2.1)   5   5
  63 山﨑 瑛翔(3) 小学生 天龍小     11.49 (+1.1)   2   4
  64 小池 友治郎(1) 小学生 阿智第一小     11.53 (+2.6)  11   3
  65 伊藤 駿(3) 小学生 富草小     11.54 (0.0)  10   5
  66 森 優(3) 小学生 追手町小     11.55 (+2.5)   7   4
  67 原 惣一郎(3) 小学生 松尾小     11.56 (+2.0)   9   5
  67 下平 惺太郎(2) 小学生 追手町小     11.56 (+2.1)   5   6
  69 代田 勇喜(3) 小学生 山本小     11.57 (+1.5)   8   6
  70 小林 怜生(2) 小学生 松尾小     11.64 (+1.6)   3   5
  71 城田 渓斗(1) 小学生 大下条小     11.67 (+2.6)  11   4
  72 鹿島 崚(1) 小学生 泰阜小     11.68 (+2.6)  13   4
  72 五十嵐 輝空(3) 小学生 浜井場小     11.68 (+2.5)   7   5
  74 柴田 魁晟(2) 小学生 松尾小     11.69 (0.0)  10   6
  75 林 祐太朗(3) 小学生 高森南小     11.70 (+1.1)   2   5
  75 神山 奏太(2) 小学生 大下条小     11.70 (+1.5)   8   7
  77 平栗 陽(2) 小学生 松尾小     11.73 (+1.1)   2   6
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  77 花岡 寿哉(3) 小学生 松尾小     11.73 (+0.8)   4   6
  77 片桐 禅(3) 小学生 伊賀良小     11.73 (+2.0)   9   6
  80 深谷 隆平(1) 小学生 松尾小     11.77 (+1.5)   8   8
  81 鎌倉 弘人(3) 小学生 伊賀良小     11.79 (+2.5)   7   6
  81 小平 新太(3) 小学生 高森北小     11.79 (+1.9)   6   7
  83 川野 一楓(3) 小学生 伊賀良小     11.84 (+3.1)  15   3
  84 清水 とあ(1) 小学生 天竜SC     11.90 (+2.0)   9   7
  85 佐々木 海音(2) 小学生 大下条小     11.93 (+2.5)   7   7
  86 田中 渉稀(1) 小学生 伊賀良小     11.99 (0.0)  10   7
  87 原  弥都(3) 小学生 丸山小     12.01 (+2.6)  11   5
  88 佐々木 克人(2) 小学生 松尾小     12.05 (+0.6)   1   7
  89 園原 迅(2) 小学生 阿智第二小     12.09 (+1.6)   3   6
  90 代田 晴起(1) 小学生 山本小     12.14 (+2.5)   7   8
  91 木下 麟太朗(1) 小学生 浜井場小     12.16 (+3.1)  15   4
  91 鎌倉 舞音(1) 小学生 竜丘小     12.16 (+1.6)   3   7
  93 今井 蒼琉(1) 小学生 伊賀良小     12.17 (+1.1)   2   7
  93 原 悠月(2) 小学生 阿智第二小     12.17 (+0.8)   4   7
  95 伊藤 有希(3) 小学生 富草小     12.27 (+3.1)  15   5
  96 井原 琉翔(1) 小学生 丸山小     12.28 (+3.1)  15   6
  97 松島 翔星(2) 小学生 山本小     12.30 (+1.6)   3   8
  98 金田 煌雅(2) 小学生 阿智第二小     12.40 (+2.6)  13   5
  98 志村 理太郎(1) 小学生 竜丘小     12.40 (+1.9)   6   8
 100 平沢真宗(2) 小学生 上久堅小     12.62 (+2.2)  14   5
 101 秦 竜我(2) 小学生 伊賀良小     12.66 (+2.6)  13   6
 102 串原 義知(1) 小学生 浜井場小     12.75 (+2.2)  14   6
 103 遠山 蔵之助(2) 小学生 天龍小     12.76 (+2.6)  13   7
 104 中平  櫂(2) 小学生 ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ     12.79 (+3.1)  15   7
 105 牧内 快浬(1) 小学生 喬木第一小     13.01 (+1.8)  12   7
 106 橋爪 京葵(2) 小学生 下久堅小     13.10 (+1.1)   2   8
 107 上沼 佳史(1) 小学生 伊賀良小     13.17 (+2.6)  11   6
 108 下井 泰珠(1) 小学生 天龍小     13.18 (+0.6)   1   8
 109 赤司 創介(2) 小学生 浜井場小     13.31 (+2.6)  11   7
 110 澤柳 英治(1) 小学生 竜丘小     13.44 (+2.1)   5   7
 111 神部 蒼空(1) 小学生 伊賀良小     16.29 (+2.2)  14   7

組 順位順位 No. 氏  名

小3以下男子

60m
備考

   58
  125
   34

  117
所属名 記録（風）都道府県
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   52
   76
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   49
  176

  207
  217
   37

  120
   28
  109

  108
   30
  219

   32
  209
   73

  179
   17
   91

  138
   46
  194

  200
  221
   44

   61
   42
  180



予選 5月21日  9:50
決勝 5月21日 14:10

大会新(GR)          14.75
県小学新(KR)        12.27

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -0.5

 1 南 雄生(4) 小学生     15.58 q  1 塩澤 蒼(4) 小学生     15.12 q
ﾐﾅﾐ ﾕｳｾｲ 上郷小 ｼｵｻﾞﾜ ｿｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 2 仲田 駿求(4) 小学生     16.57  2 鈴木 拓斗(4) 小学生     15.65 q
ﾅｶﾀ ﾄｼﾋﾃﾞ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ｽｽﾞｷ ﾀｸﾄ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ

 3 池田 悠人(4) 小学生     16.75  3 宮内 達矢(4) 小学生     15.84 q
ｲｹﾀﾞﾕｳﾄ 追手町小 ﾐﾔｳﾁ ﾀﾂﾔ 高森南小

 4 村澤 武(4) 小学生     17.08  4 折山 陽琉(4) 小学生     16.16 q
ﾑﾗｻﾜ ﾀｹﾙ 和田小 ｵﾘﾔﾏ ﾊﾙ 伊賀良小

 5 宮下 昇己(4) 小学生     18.15  5 成瀬 陽人(4) 小学生     16.23 
ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳｷ 天龍小 ﾅﾙｾ ｱｷﾄ 天龍小

 6 馬場田 浩聡(4) 小学生     18.53  6 平澤 隼(4) 小学生     16.24 
ﾊﾞﾊﾞﾀ ﾋﾛｷ 浜井場小 ﾋﾗｻﾜ ｼｭﾝ 松尾小

 7 前川 颯翔(4) 小学生     18.54  7 牧内 美紘(4) 小学生     17.91 
ﾏｴｶﾜ ﾊﾔﾃ 松尾小 ﾏｷｳﾁ ﾐﾋﾛ 喬木第一小

 8 長沼航平(4) 小学生     19.09 
上久堅小

[ 3組] 風速 +0.7 [ 4組] 風速 +0.1

 1 松澤 昇永(4) 小学生     15.65 q  1 平澤 文弥(4) 小学生     15.58 q
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳｴｲ 上郷小 ﾋﾗｻﾜ ﾌﾐﾔ 下久堅小

 2 川上 優真(4) 小学生     15.89 q  2 藤井 瑛大(4) 小学生     16.38 
ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾏ 平谷小 ﾌｼﾞｲ ﾖｳﾀ 喬木第一小

 3 後藤雅杜(4) 小学生     17.57  3 松島 啓斗(4) 小学生     16.39 
上久堅小 ﾏﾂｼﾏ ﾋﾛﾄ 高森南小

 4 中平  翔(4) 小学生     18.02  4 北澤 佑斗(4) 小学生     17.29 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｼｮｳ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 上郷小

 5 山中 琥太郎(4) 小学生     18.54  5 是則遼(4) 小学生     17.56 
ﾔﾏﾅｶ ｺﾀﾛｳ 浪合小 上久堅小

 6 後藤 俐生(4) 小学生     18.55  6 矢澤 藍義(4) 小学生     17.96 
ｺﾞﾄｳ ﾘｵ 天竜SC ﾔｻﾞﾜ ﾗﾝｷﾞ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ
宮澤 悠聖(4) 小学生 佐々木綾之介(4) 小学生
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｾｲ 喬木第一小 ｻｻｷｱﾀﾉｽｹ 追手町小

[ 5組] 風速 -0.5

 1 髙田知晶(4) 小学生     16.27 
上久堅小

 2 横井 来輝(4) 小学生     16.73 
ﾖｺｲ ﾗｲｷ 松尾小

 3 畔上 恵伍(4) 小学生     17.08 
ｱｾﾞｶﾞﾐ ｹｲｺﾞ TSC

 4 片桐 龍(4) 小学生     17.44 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾘｭｳ 伊賀良小

 5 鹿島 峻(4) 小学生     17.63 
ｶｼﾏ ｼｭﾝ 泰阜小

 6 藤本 輝伸(4) 小学生     17.65 
ﾌｼﾞﾓﾄ ｷｼﾝ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ

 7 岩﨑 颯馬(4) 小学生     18.05 
ｲﾜｻｷ ｿｳﾏ 高森南小

風速 +2.4

 1 塩澤 蒼(4) 小学生     15.02 
ｼｵｻﾞﾜ ｿｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 2 南 雄生(4) 小学生     15.20 
ﾐﾅﾐ ﾕｳｾｲ 上郷小

 3 平澤 文弥(4) 小学生     15.39 
ﾋﾗｻﾜ ﾌﾐﾔ 下久堅小

 4 鈴木 拓斗(4) 小学生     15.41 
ｽｽﾞｷ ﾀｸﾄ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ

 5 松澤 昇永(4) 小学生     15.42 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳｴｲ 上郷小

 6 宮内 達矢(4) 小学生     15.49 
ﾐﾔｳﾁ ﾀﾂﾔ 高森南小

 7 川上 優真(4) 小学生     15.50 
ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾏ 平谷小

 8 折山 陽琉(4) 小学生     16.17 
ｵﾘﾔﾏ ﾊﾙ 伊賀良小

2   233

1    48

8   141

7    96

6    63

4    14

3     5

5   142

8    95

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   150

6    21

2     4

3    59

4   139

7   115

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3    85 3   164
欠場 欠場

7   175 6     9

5   228 4   135

6    18 8   144

4   134 2    97

2   233 5    89

8   141 7    63
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3   137

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8   126 3    92

5   205 8   132

7   181 4   183

1   231 7    48

6   167 2    96

4     8 6    14

2   142 5     5

小学4年男子

100m

予選 通過基準  5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 5月21日  9:30
決勝 5月21日 14:20

大会新(GR)          13.70
県小学新(KR)        12.27

[ 1組] 風速 -0.9 [ 2組] 風速  0.0

 1 塩澤 慎(5) 小学生     15.04 q  1 青嶋 優羽(5) 小学生     15.38 q
ｼｵｻﾞﾜ ｼﾝ 上郷小 ｱｵｼﾏ ﾕｳ 下久堅小

 2 門野 翔太(5) 小学生     15.68 q  2 中山 颯人(5) 小学生     15.47 q
ｶﾄﾞﾉ ｼｮｳﾀ 清内路小 ﾅｶﾔﾏ ﾊﾔﾄ 山本小

 3 南島 柊太(5) 小学生     15.88 q  3 森下 恭伍(5) 小学生     15.56 q
ﾐﾅﾐｼﾏ ｼｭｳﾀ 富草小 ﾓﾘｼﾀ ｷｮｳｺﾞ 鼎小

 4 城田  滉生(5) 小学生     16.02 q  4 西村 琉汰(5) 小学生     16.26 
ｼﾛﾀ  ｺｳｾｲ 丸山小 ﾆｼﾑﾗ ﾘｭｳﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 5 西村 成(5) 小学生     16.19  5 後藤 成八(5) 小学生     16.39 
ﾆｼﾑﾗ ﾅﾙ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ｺﾞﾄｳ ｾｲﾔ 松尾小

 6 小林 暖生(5) 小学生     16.26  6 後藤 琉夏(5) 小学生     17.13 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ 松尾小 ｺﾞﾄｳ ﾙｶ 浪合小

[ 3組] 風速 +0.1

 1 牧内 漣(5) 小学生     15.18 q
ﾏｷｳﾁ ﾚﾝ 喬木第一小

 2 中島 賢吾(5) 小学生     16.29 
ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｺﾞ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ

 3 冨内 朔羽(5) 小学生     16.41 
ﾄﾐｳﾁ ｻｸﾊ 鼎小

 4 平栗 滉(5) 小学生     16.80 
ﾋﾛｸﾞﾘ ｺｳ 松尾小

 5 塩澤 悠(5) 小学生     17.14 
ｼｵｻﾞﾜ ﾕｳ 浪合小

風速 +3.1

 1 牧内 漣(5) 小学生     14.59 
ﾏｷｳﾁ ﾚﾝ 喬木第一小

 2 塩澤 慎(5) 小学生     14.69 
ｼｵｻﾞﾜ ｼﾝ 上郷小

 3 中山 颯人(5) 小学生     15.12 
ﾅｶﾔﾏ ﾊﾔﾄ 山本小

 4 青嶋 優羽(5) 小学生     15.17 
ｱｵｼﾏ ﾕｳ 下久堅小

 5 城田  滉生(5) 小学生     15.22 
ｼﾛﾀ  ｺｳｾｲ 丸山小

 6 門野 翔太(5) 小学生     15.44 
ｶﾄﾞﾉ ｼｮｳﾀ 清内路小

 7 森下 恭伍(5) 小学生     15.49 
ﾓﾘｼﾀ ｷｮｳｺﾞ 鼎小

 8 南島 柊太(5) 小学生     15.49 
ﾐﾅﾐｼﾏ ｼｭｳﾀ 富草小

8   170

1   211

2    80

7   147

4   111

3    62

5    93

6   140

3   224

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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6   131
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4    16

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6   122 2   225

4     6 3   119

5    80 5     7

7   211 4   170

2   147 6   111

3   140 7    62

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 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 5月21日  9:10
決勝 5月21日 14:30

大会新(GR)          13.05
県小学新(KR)        12.27

[ 1組] 風速 -0.8 [ 2組] 風速 -0.2

 1 伊達 阿莉(6) 小学生     13.52 q  1 塚田 流大(6) 小学生     14.76 q
ﾀﾞﾃ ｱﾘ 浜井場小 ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 阿智第一小

 2 安藤 陽人(6) 小学生     14.99 q  2 廣瀬 琉斗(6) 小学生     14.93 q
ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ ﾋﾛｾ ﾘｭｳﾄ 豊丘南小

 3 前野 天音(6) 小学生     15.20 q  3 藤本 音緒(6) 小学生     15.19 q
ﾏｴﾉ ｱﾏﾈ 豊丘南小 ﾌｼﾞﾓﾄ   ﾈｵ 下條小

 4 中島 尚哉(6) 小学生     15.60 q  4 羽生 祥基(6) 小学生     17.46 
ﾅｶｼﾏ   ﾅｵﾔ 下條小 ﾊﾆｭｳ ﾖｼｷ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ

 5 玉井 颯真(6) 小学生     15.76 q
ﾀﾏｲ ｿｳﾏ 阿智第一小

風速 +2.7

 1 伊達 阿莉(6) 小学生     13.37 
ﾀﾞﾃ ｱﾘ 浜井場小

 2 廣瀬 琉斗(6) 小学生     14.58 
ﾋﾛｾ ﾘｭｳﾄ 豊丘南小

 3 安藤 陽人(6) 小学生     14.65 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ

 4 塚田 流大(6) 小学生     14.68 
ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 阿智第一小

 5 前野 天音(6) 小学生     14.86 
ﾏｴﾉ ｱﾏﾈ 豊丘南小

 6 藤本 音緒(6) 小学生     15.00 
ﾌｼﾞﾓﾄ   ﾈｵ 下條小

 7 中島 尚哉(6) 小学生     15.19 
ﾅｶｼﾏ   ﾅｵﾔ 下條小

 8 玉井 颯真(6) 小学生     15.63 
ﾀﾏｲ ｿｳﾏ 阿智第一小
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8    70
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決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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小学6年男子
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予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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決勝 5月21日 11:10

風速  0.0

 1 原 大智(5) 小学生     15.89 
ﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 阿智第二小

 2 池田 光輝(6) 小学生     17.79 
ｲｹﾀﾞ ﾐﾂｷ 浜井場小

1    39

2   203

小学ｵｰﾌﾟﾝ男子

小学ｵｰﾌﾟﾝ男子100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月21日 13:50

大会新(GR)        3,06.03
県小学新(KR)      2,49.83

 1 山田 隼輔(6) 小学生   3,16.30 
ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ

 2 熊谷 航陽(6) 小学生   3,18.75 
ｸﾏｶﾞｲ ｺｳﾖｳ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 宮澤 柊太(6) 小学生   3,22.23 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 龍口 慈実(5) 小学生   3,23.84 
ﾀﾂﾉｸﾁ ﾖｼﾐ 高森北小

 5 藤本 憲伸(6) 小学生   3,24.45 
ﾌｼﾞﾓﾄ ｷｼﾝ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ

 6 山岸 亮太(6) 小学生   3,30.80 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳﾀ ISｼﾞｭﾆｱ

 7 福島 圭亮(5) 小学生   3,38.53 
ﾌｸｼﾏ ｹｲｽｹ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ

 8 梅原 悠良(6) 小学生   3,39.15 
ｳﾒﾊﾗ ﾕﾗ 山本小

 9 羽生 大起(6) 小学生   3,59.57 
ﾊｼｭｳ ﾀﾞｲｷ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ

10 永田  景人(5) 小学生   4,02.88 
ﾅｶﾞﾀ ｹｲﾄ 大鹿小

11 篠田 健太(5) 小学生   4,08.26 
ｼﾉﾀﾞ ｹﾝﾀ 座光寺小

12 溝口 裕基(5) 小学生   4,16.61 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｳｷ 浪合小

13 塚田 魁惺(5) 小学生   4,29.03 
ﾂｶﾀﾞ ｶｲｾｲ 平谷小

7   234

12   105

8   226

3    12

6   158

1    24

13   113

5    22

2     3
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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21日 12:00

大会新(GR)          14.26
県小学新(KR)        11.72

風速 +0.4

 1 椎谷 芳貴(5) 小学生     18.11 
ｼｲﾔ ﾖｼｷ 座光寺小

 2 中井 航生(6) 小学生     18.35 
ﾅｶｲ ｺｳｷ 浪合小

 3 三石 諒(5) 小学生     18.98 
ﾐﾂｲｼ ﾘｮｳ 座光寺小

 4 北原 佑治(5) 小学生     20.67 
ｷﾀﾊﾗ ﾕｳｼﾞ 座光寺小

 5 今村 冬鼓(5) 小学生     23.33 
ｲﾏﾑﾗ ﾄｳｺﾞ 座光寺小
池田 結太(6) 小学生
ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾀ 浜井場小

6   103

3   202
欠場

4   104

7   107

2   106

5   229

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21日 15:35

大会新(GR)          53.46
県小学新(KR)        51.04

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 天竜SC   178 北城 正登(6)   1,00.15 

ﾃﾝﾘｭｳｴｽｼｰ ﾎｳｼﾞｮｳ ﾏｻﾄ
  173 安藤 義和(6)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼｶｽﾞ
  174 後藤 世那(6)

ｺﾞﾄｳ ｾﾅ
  177 内藤 陽葵(6)

ﾅｲﾄｳ ﾊﾙｷ
 2   3 浜井場小   198 松澤 りゅう(6)   1,02.92 

ﾊﾏｲﾊﾞｼｮｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾘｭｳ
  204 内山 海琉(6)

ｳﾁﾔﾏ ｶｲﾘ
  206 福田 悠翔(6)

ﾌｸﾀ ﾕｳﾄ
  193 金田 琉那(6)

ｶﾈﾀﾞ ﾙﾅ

小学5.6年男子

4×100mR

決勝



決勝 5月21日  9:30

大会新(GR)           1.35
県小学新(KR)         1.46

1m25
細田 悠貴(6) 小学生 - O O O O O O O O XXO
ﾎｿﾀﾞ   ﾕｳｷ 下條小 XXX
鬼頭 涼雅(6) 小学生 - - - - - O O O XO XXO
ｷﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ 浜井場小 XXX
チャーイ陽斗(5) 小学生 - O O O O O XO XXO XXX
ﾁｬｰｲ ﾊﾙﾄ 浪合小

2 3   192
 1.20

3 2   222
 1.10

記録 備考

1 1    68
 1.20

m85 m90
氏  名 所属名

m75 m80 1m15 1m20m95 1m00 1m05 1m10

小学5.6年男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ



決勝 5月21日  9:10

大会新(GR)           4.71
県小学新(KR)         5.47

樋口 誠太(6) 小学生   2.86   3.10   3.43   3.10   3.10   3.17    3.43 
ﾋｸﾞﾁ ｾｲﾀ 伊賀良小   -0.2    0.0   -0.8   +0.7   -0.6   -0.8    -0.8
北原 慎一朗(5) 小学生    X   2.80   2.96   3.10   2.99   2.78    3.10 
ｷﾀﾊﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 上郷小    0.0   -0.3   +0.5   -0.4   -1.0    +0.5
太田 澄空(5) 小学生   3.01   2.80   2.80    X   3.00    X    3.01 
ｵｵﾀ ｿﾗ 千栄小   -2.1   -0.6    0.0   +0.5    -2.1
佐藤 岳人(5) 小学生   2.88   2.86   2.71   2.69   2.86    X    2.88 
ｻﾄｳ ｶﾞｸﾄ 浪合小   -0.2   -0.8    0.0    0.0   +0.3    -0.2
伊藤 歩夢(6) 小学生   2.51   2.69   2.75   2.75   2.69   2.84    2.84 
ｲﾄｳ ｱﾕﾑ 浪合小   -0.2   -0.2   +0.2   -0.7   +0.3   -1.2    -1.2
代田 真沙也(5) 小学生 欠場
ｼﾛﾀ ﾏｻﾔ 松尾小

5 5   223

6   127

3 4   148

4 3   227

1 1    57

2 2   143

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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- -2-



決勝 5月21日  9:40

大会新(GR)          52.62
県小学新(KR)        61.92

小笠原 輝星(6) 小学生
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾋｶﾙ 伊賀良小
前田 優空(6) 小学生
ﾏｴﾀﾞ ﾕﾗ 伊賀良小
肥後 侑真(6) 小学生
ﾋｺﾞ ﾕｳﾏ 伊賀良小
藤本 尚斗(6) 小学生
ﾌｼﾞﾓﾄ   ﾅｵﾄ 下條小
大平凌輝(6) 小学生

上久堅小
肥後 壮真(6) 小学生
ﾋｺﾞ ｿｳﾏ 伊賀良小
北原 朝希(6) 小学生
ｷﾀﾊﾗ ｱｻｷ 川路小
村澤 慶(5) 小学生
ﾑﾗｻﾜ ｹｲ 和田小
古田 昂起(5) 小学生
ﾌﾙﾀ    ｺｳｷ 下條小
青島 駿平(5) 小学生
ｱｵｼﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ 伊賀良小
赤司 洋介(6) 小学生
ｱｶｼ ﾖｳｽｹ 浜井場小
信末 知輝(5) 小学生
ﾉﾌﾞｽｴ ﾄﾓｷ 伊賀良小
清信 朔太郎(5) 小学生
ｷﾖﾉﾌﾞ ｻｸﾀﾛｳ 浜井場小
矢澤 心英(5) 小学生
ﾔｻﾞﾜ ｷﾖﾋﾃﾞ 伊賀良小

 28.74 

 29.48 

14 2    60
  O   O 28.74

 29.64 

13 6   199
  O 29.48   O

 32.82 

12 3    43
29.64   O   O

 35.35 

11 14   201
32.82   O   O

 35.88 

10 8    47
  O 35.35   O

  O   O   O  36.31 

9 7    67
35.88   O   X

  O   O   O  37.51 

8 12   230
  O 36.31   O

  O   O 40.73  40.73 

7 9   149
  O 37.51   O

  O   O   O  42.20 

6 5    55
  O   X 39.07

  O   O   O  43.21 

5 11   136
  O   O 42.20

  O   X   O  43.73 

4 13    71
43.21   O   O

  O   O   X  52.08 

3 1    56
43.73   O   O

  O   X   O  52.19 

2 10    51
  O 52.08   O

1 4    40
52.19   O   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

小学5.6年男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



予選 5月21日 10:45
決勝 5月21日 14:40

大会新(GR)          11.21
県中学新(KR)        10.85

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -0.4

 1 村澤 和真(3) 中学生     12.29 q  1 肥後 琉之介(2) 中学生     11.83 q
ﾑﾗｻﾜ ｶｽﾞﾏ 緑ヶ丘中 ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 奥村 洸平(3) 中学生     12.52 q  2 木下 耀仁(3) 中学生     12.52 q
ｵｸﾑﾗ ｺｳﾍｲ 飯田高陵中 ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ 緑ヶ丘中

 3 小平 遥暉(1) 中学生     14.12  3 松岡 裕雅(2) 中学生     12.93 q
ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｷ 高森中 ﾏﾂｵｶ ﾕｳｶﾞ 高森中

 4 梶間 勇斗(2) 中学生     14.25  4 近藤 皓哉(1) 中学生     12.96 
ｶｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 飯田高陵中 ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾙﾔ 下伊那松川中

 5 坂巻 譲太(1) 中学生     14.54  5 小椋 悠也(2) 中学生     13.25 
ｻｶﾏｷ ｼﾞｮｳﾀ 豊丘中 ｵｸﾞﾗ ﾕｳﾔ 飯田高陵中

 6 堀田 歩夢(1) 中学生     16.96  6 遠山 志温(2) 中学生     13.56 
ﾎｯﾀ ｱﾕﾑ 飯田高陵中 ﾄｵﾔﾏ ｼｵﾝ 緑ヶ丘中

 7 榊山 大心(1) 中学生     17.44  7 赤木 将士(2) 中学生     13.71 
ｻｶｷﾔﾏ ﾀｲｼﾝ 緑ヶ丘中 ｱｶｷﾞ ﾏｻﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
伊藤 新(1) 中学生  8 友竹 歩夢(1) 中学生     14.08 
ｲﾄｳ ｱﾗﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾄﾓﾀｹ ｱﾕﾑ 飯田高陵中

[ 3組] 風速 +1.1 [ 4組] 風速  0.0

 1 樋口 創太(2) 中学生     12.47 q  1 古瀬 尚暉(2) 中学生     12.55 q
ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾌﾙｾ ﾅｵｷ 飯田高陵中

 2 伊藤 小次郎(2) 中学生     13.04  2 宮下 司(3) 中学生     13.27 
ｲﾄｳ ｺｼﾞﾛｳ 飯田高陵中 ﾐﾔｼﾀ ﾂｶｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 井原 隆基(2) 中学生     13.09  3 大蔵 永峻(1) 中学生     13.47 
ｲﾊﾗ ﾘｭｳｷ 緑ヶ丘中 ｵｵｸﾗ ｴｲｼｭﾝ 下伊那松川中

 4 松村 喜道(1) 中学生     13.84  4 正木 健登(2) 中学生     13.48 
ﾏﾂﾑﾗ ｷﾄﾞｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾏｻｷ ｹﾝﾄ 飯田高陵中

 5 西尾 洸希(1) 中学生     13.86  5 岩間 琉星(1) 中学生     14.77 
ﾆｼｵ ｺｳｷ 緑ヶ丘中 ｲﾜﾏ ﾘｭｳｾｲ 緑ヶ丘中

 6 中塚 雄太(2) 中学生     14.27  6 池沼 匠(1) 中学生     15.11 
ﾅｶﾂｶ ﾕｳﾀ 高森中 ｲｹﾇﾏ ﾀｸﾐ 緑ヶ丘中

 7 加藤 優弥(1) 中学生     15.04  7 牧野 楓(1) 中学生     16.31 
ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 飯田高陵中 ﾏｷﾉ ｶｴﾃﾞ 飯田高陵中

 8 折竹 直輝(1) 中学生     16.74 椚谷 元(2) 中学生
ｵﾘﾀｹ ﾅｵｷ 飯田高陵中 ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾊﾙ 高森中

[ 5組] 風速 -0.8

 1 塩澤 昂(3) 中学生     12.74 q
ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 岩崎 将人(2) 中学生     13.05 
ｲﾜｻｷ ﾏｻﾄ 飯田高陵中

 3 山﨑 拓夢(1) 中学生     14.12 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾑ 下伊那松川中

 4 澤柳 翔(1) 中学生     14.82 
ｻﾜﾔﾅｷﾞ ｼｮｳ 飯田高陵中

 5 倉田 錬(1) 中学生     15.95 
ｸﾗﾀ ﾚﾝ 緑ヶ丘中
岩瀬 勇太(1) 中学生
ｲﾜｾ ﾕｳﾀ 高森中
正木 太陽(3) 中学生
ﾏｻｷ ﾀｲﾖｳ 飯田高陵中

風速 +4.9

 1 肥後 琉之介(2) 中学生     11.58 
ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 樋口 創太(2) 中学生     11.89 
ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 村澤 和真(3) 中学生     12.07 
ﾑﾗｻﾜ ｶｽﾞﾏ 緑ヶ丘中

 4 木下 耀仁(3) 中学生     12.23 
ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ 緑ヶ丘中

 5 古瀬 尚暉(2) 中学生     12.26 
ﾌﾙｾ ﾅｵｷ 飯田高陵中

 6 奥村 洸平(3) 中学生     12.41 
ｵｸﾑﾗ ｺｳﾍｲ 飯田高陵中

 7 塩澤 昂(3) 中学生     12.42 
ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 8 松岡 裕雅(2) 中学生     12.73 
ﾏﾂｵｶ ﾕｳｶﾞ 高森中

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ

中学男子

100m

予選 通過基準  5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
8  8598 5  8627

5  8438 2  8606

4  8405 6  8398

7  8439 4  8367

3  8542 3  8442

1  8415 8  8608

2  8594 7  8622

6  8641 1  8416
欠場

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
3  8730 4  8443

4  8445 5  8620

7  8590 2  8369

1  8625 6  8444

5  8596 7  8595

6  8389 1  8593

2  8413 8  8412

8  8417 3  8388
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  8631

4  8446

7  8368

8  8414

2  8601

3  8406
欠場

6  8437
欠場

中学男子

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  8627

4  8730

6  8598

8  8606

7  8443

5  8438

2  8631

1  8398



決勝 5月21日 13:40

大会新(GR)          22.89
県中学新(KR)        21.88

風速 +1.6

 1 肥後 琉之介(2) 中学生     24.24 
ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 市瀬 嵩唯(3) 中学生     24.76 
ｲﾁﾉｾ ｺｳｲ 高森中

 3 金子 昂星(3) 中学生     24.95 
ｶﾈｺ ｺｳｾｲ 緑ヶ丘中

 4 市瀬 優樹(3) 中学生     26.51 
ｲﾁﾉｾ ﾕｳｷ 緑ヶ丘中

 5 宮下 司(3) 中学生     27.10 
ﾐﾔｼﾀ ﾂｶｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 6 赤木 将士(2) 中学生     28.89 
ｱｶｷﾞ ﾏｻﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 7 坂巻 譲太(1) 中学生     29.78 
ｻｶﾏｷ ｼﾞｮｳﾀ 豊丘中

中学男子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  8627

5  8400

3  8605

7  8597

8  8542

4  8620

2  8622



決勝 5月21日 11:25

大会新(GR)          51.50
県中学新(KR)        50.35

 1 正木 太陽(3) 中学生     56.26 
ﾏｻｷ ﾀｲﾖｳ 飯田高陵中

 2 多田井 琢馬(3) 中学生     57.09 
ﾀﾀﾞｲ ﾀｸﾏ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 市瀬 優樹(3) 中学生     58.36 
ｲﾁﾉｾ ﾕｳｷ 緑ヶ丘中

 4 吉沢 雄人(3) 中学生     59.53 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 高森中

 5 正木 健登(2) 中学生   1,07.81 
ﾏｻｷ ｹﾝﾄ 飯田高陵中
西尾 洸希(1) 中学生
ﾆｼｵ ｺｳｷ 緑ヶ丘中

中学男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  8437

7  8561

2  8597

4  8399

3  8444

6  8596
欠場



決勝 5月21日 14:55

大会新(GR)        9,07.68
県中学新(KR)      8,31.86

 1 熊谷 澪(3) 中学生   9,49.84 
ｸﾏｶﾞｲ ﾚｲ ISｼﾞｭﾆｱ

 2 帯川 伊吹(2) 中学生  10,12.33 
ｵﾋﾞｶﾜ ｲﾌﾞｷ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 瀧澤 健人(2) 中学生  10,19.88 
ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 本島 尚緒(2) 中学生  10,28.08 
ﾓﾄｼﾞﾏ ﾅｵ 高森中

 5 岩﨑 貴平(2) 中学生  10,31.16 
ｲﾜｻｷ ﾀｶﾗ 高森中

 6 大峽 謙(2) 中学生  10,33.90 
ｵｵﾊﾞ ﾕｽﾞﾙ ISｼﾞｭﾆｱ

 7 益山 颯琉(2) 中学生  10,44.01 
ﾏｽﾔﾏ ﾊﾙ ISｼﾞｭﾆｱ

 8 福与 真生琉(2) 中学生  10,49.90 
ﾌｸﾖ ﾏｷﾙ 緑ヶ丘中

 9 山本 蒼天(3) 中学生  10,53.59 
ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀ 豊丘中

10 中島 快都(3) 中学生  11,08.73 
ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲﾄ 下伊那松川中

11 山崎 成央(2) 中学生  11,10.28 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵ ISｼﾞｭﾆｱ

12 桐原 尚純(1) 中学生  11,22.16 
ｷﾘﾊﾗ ﾅｵｽﾐ 飯田高陵中

13 木村 衣音(2) 中学生  11,32.86 
ｷﾑﾗ ｲｵ 飯田高陵中

14 後沢 大道(2) 中学生  11,57.32 
ｺﾞｻﾞﾜ ﾀｲﾄﾞｵ 飯田高陵中

15 小池 莉希(1) 中学生  11,58.28 
ｺｲｹ ﾘｷ 飯田高陵中

16 北原 伶人(2) 中学生  12,07.10 
ｷﾀﾊﾗ ﾘｮｳﾄ 飯田高陵中

17 田口 央士郎(2) 中学生  12,26.43 
ﾀｸﾞﾁ ｵｳｼﾞﾛｳ 飯田高陵中

18 小林 竜也(1) 中学生  12,35.26 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 飯田高陵中

19 小野寺 研斗(1) 中学生  12,41.55 
ｵﾉﾃﾞﾗ ｹﾝﾄ 豊丘中

20 北原 樂人(1) 中学生  12,47.37 
ｷﾀﾊﾗ ｶﾞｸﾄ 飯田高陵中

21 近藤 来旺(2) 中学生  13,26.52 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾗｲｵ 飯田高陵中

22 松下 龍義(1) 中学生  13,56.25 
ﾏﾂｼﾀ ﾘｭｳｷﾞ 緑ヶ丘中
小國 陽大(2) 中学生
ｵｸﾆ ﾖｳﾀ 飯田高陵中

中学男子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
12  8632

16  8629

14  8655

8  8384

18  8385

10  8654

20  8650

13  8591

4  8541

6  8364

22  8628

23  8410

11  8449

15  8441

3  8411

17  8440

5  8453

21  8419

2  8543

1  8418

9  8448
欠場

7  8447

19  8592



決勝 5月21日 15:45

大会新(GR)          45.67
県記録(KR)          43.57

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 緑ヶ丘中(B)  8605 金子 昂星(3)     47.09 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ｶﾈｺ ｺｳｾｲ
 8603 大平 雄斗(3)

ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾄ
 8606 木下 耀仁(3)

ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ
 8598 村澤 和真(3)

ﾑﾗｻﾜ ｶｽﾞﾏ
 2   2 高森中(A)  8388 椚谷 元(2)     48.96 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳA ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾊﾙ
 8399 吉沢 雄人(3)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
 8400 市瀬 嵩唯(3)

ｲﾁﾉｾ ｺｳｲ
 8401 竹内 大輔(3)

ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ
 3   7 飯田高陵中  8445 伊藤 小次郎(2)     49.12 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｲﾄｳ ｺｼﾞﾛｳ
 8438 奥村 洸平(3)

ｵｸﾑﾗ ｺｳﾍｲ
 8443 古瀬 尚暉(2)

ﾌﾙｾ ﾅｵｷ
 8437 正木 太陽(3)

ﾏｻｷ ﾀｲﾖｳ
 4   4 緑ヶ丘中(A)  8595 岩間 琉星(1)     54.30 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ｲﾜﾏ ﾘｭｳｾｲ
 8590 井原 隆基(2)

ｲﾊﾗ ﾘｭｳｷ
 8596 西尾 洸希(1)

ﾆｼｵ ｺｳｷ
 8608 遠山 志温(2)

ﾄｵﾔﾏ ｼｵﾝ
 5   8 高森中(B)  8370 佐藤 一成(1)     56.00 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳB ｻﾄｳ ｶｽﾞﾅﾘ
 8405 小平 遥暉(1)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｷ
 8389 中塚 雄太(2)

ﾅｶﾂｶ ﾕｳﾀ
 8398 松岡 裕雅(2)

ﾏﾂｵｶ ﾕｳｶﾞ
  3 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC(A)

ｲｲﾀﾞｯｼｭACA 欠場

  5 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC(B)
ｲｲﾀﾞｯｼｭACB 欠場

中学男子

4×100mR

決勝



決勝 5月21日 13:30

大会新(GR)           1.95
県中学新(KR)         1.97

佐藤 友行(3) 中学生
ｻﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 高森中
佐藤 一成(1) 中学生
ｻﾄｳ ｶｽﾞﾅﾘ 高森中

中学男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 記録 備考
1 2  8402

- - - XO O XXO XXX  1.50

2 1  8370
XO O XXO XXX  1.35



決勝 5月21日 10:30

大会新(GR)           6.61
県記録(KR)           7.04

椚谷 元(2) 中学生   2.98   5.37    -   5.47   5.07   5.16    5.47 
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾊﾙ 高森中   +1.5   +2.3   +1.2   +2.2   +2.0    +1.2
塩澤 昂(3) 中学生   5.26   5.25   5.18   5.18   5.01   4.59    5.26 
ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   +4.6   +2.4   +1.9   +3.4   +3.3   +2.6    +4.6
松岡 裕雅(2) 中学生   4.25    X   4.74   4.94   4.93   4.88    4.94 
ﾏﾂｵｶ ﾕｳｶﾞ 高森中   +0.7   +1.9   +4.7   +2.8   +2.3    +4.7
長瀬 成雅(2) 中学生   3.18   4.44   4.54    X   3.08    X    4.54 
ﾅｶﾞｾ ｾｲｶﾞ 飯田高陵中   +1.8   +0.3   +1.8   +4.0    +1.8
中塚 雄太(2) 中学生   4.23   4.07    X   4.33   4.11   3.93    4.33 
ﾅｶﾂｶ ﾕｳﾀ 高森中   +2.1   +1.2   +3.5   +2.6   +3.1    +3.5
松澤 孝輝(1) 中学生   4.30    X    X    X    X    X    4.30 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｷ 緑ヶ丘中   +4.4    +4.4
大澤 和誠(2) 中学生   4.29   4.10   4.03   4.11   4.12   3.95    4.29 
ｵｵｻﾜ ｶｽﾞﾏｻ 天龍中   +3.2   +2.5   +1.4   +3.2   +3.2   +2.5    +3.2
中川 大和(1) 中学生   3.45   3.23   3.47   3.29   3.35   3.61    3.61 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾔﾏﾄ 大鹿中   +0.9   +1.4   +2.4   +3.2   +2.3   +2.2    +2.2
松村 喜道(1) 中学生   2.73    X    X    2.73 
ﾏﾂﾑﾗ ｷﾄﾞｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   +2.6    +2.6
多田井 琢馬(3) 中学生 欠場
ﾀﾀﾞｲ ﾀｸﾏ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

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 9  8388

2 8  8631

3 5  8398

4 2  8450

5 7  8389

6 3  8599

7 6  8512

8 1   161

9 4  8625

10  8561



決勝 5月21日 14:00

大会新(GR)          10.62
県記録(KR)          13.45

竹内 大輔(3) 中学生
ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 高森中
橋本 虎汰郎(2) 中学生
ﾊｼﾓﾄ ｺﾀﾛｳ 天龍中

中学男子

砲丸投(5.000kg)

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  8401

  X   X  7.90

2 1  8513
  X  6.63  7.12  6.97  7.15   X   7.15 

 7.51  8.11  8.48   8.48 



決勝 5月21日 11:30

大会新(GR)          50.12
県記録(KR)          72.60

奥村 洸平(3) 中学生
ｵｸﾑﾗ ｺｳﾍｲ 飯田高陵中

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考

  O 32.09   X  32.09 
1 1  8438

30.34   O   O
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