
大会コード 17170511 

 

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 

記録集 
 
 

 

期 日： 平成２９年５月 21 日（日） 

主 催： 飯伊陸上競技協会 

共 催： （公財）飯田市体育協会 下伊那郡体育協会 

後 援： 飯田市教育委員会・飯伊市町村教育委員会連絡協議会 

     下伊那地区中学校体育連盟・下伊那校長会・㈱南信州新聞社 

会 場： 飯田市総合運動場陸上競技場（172050） 

審判長： 熊谷 賢二 

記録主任：関 博文 

 

 

■ 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  /  女  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 小学混合 ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ(A)    1,02.35 ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ(B)    1,05.54 座光寺小(A)     1,06.01 豊丘南小(A)     1,06.88 下條小(A)     1,07.00 阿智第二小     1,08.08 天竜SC     1,09.72 豊丘南小(C)     1,10.54

4×100mR 中島 采香(4) 柳 美紀(4) 湯田 うらら(4) 壬生 蒼衣(4) 中島 妃芽乃(4) 関 帆奈美(5) 清水 みいな(4) 近藤 日和(4)
湯澤 彩花(4) 羽生 月佳(4) 石川 結衣(4) 木下 麗(4) 熊谷 かなで(4) 原 野乃花(5) 小平 一葉(4) 内山 咲代子(4)
中原  稜(5) 丸山 由晴(4) 春原 秀(4) 壬生 然(4) 熊谷 駿汰(4) 熊谷 颯太(5) 安藤 康正(4) 栗澤 健渡(4)
今村 悠真(5) 佐藤  颯(4) 木内 憲琉(4) 細田 怜哉(4) 下平 陽斗(4) 千葉 怜史(5) 金田 梁汰(4) 木下 主税(4)



予選 5月21日 11:30
決勝 5月21日 15:25

大会新(GR)          57.91
県小学新(KR)        55.50

[ 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   7 ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ(B)    32 柳 美紀(4)   1,04.33 q  1   2 豊丘南小(A)   252 壬生 蒼衣(4)   1,05.68 q

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ(B)B ﾔﾅｷﾞ ﾐﾉﾘ ﾄﾖｵｶﾐﾅﾐｼｮｳ(A)A ﾐﾌﾞ ｱｵｲ
   13 羽生 月佳(4)   263 木下 麗(4)

ﾊﾆｭｳ ﾙｶ ｷﾉｼﾀ ｳﾗﾗ
   17 丸山 由晴(4)   251 壬生 然(4)

ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼﾊﾙ ﾐﾌﾞ ｾﾞﾝ
   34 佐藤  颯(4)   245 細田 怜哉(4)

ｻﾄｳ ﾊﾔﾃ ﾎｿﾀﾞ ﾚﾝﾔ
 2   3 下條小(A)    85 中島 妃芽乃(4)   1,06.76 q  2   4 天竜SC   211 清水 みいな(4)   1,07.34 q

ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳ(A)A ﾅｶｼﾏ   ﾋﾒﾉ ﾃﾝﾘｭｳｴｽｼｰ ｼﾐｽﾞ ﾐｲﾅ
   75 熊谷 かなで(4)   210 小平 一葉(4)

ｸﾏｶﾞｲ   ｶﾅﾃﾞ ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾊ
   76 熊谷 駿汰(4)   208 安藤 康正(4)

ｸﾏｶﾞｲ  ｼｭﾝﾀ ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｾｲ
   73 下平 陽斗(4)   209 金田 梁汰(4)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ   ﾊﾙﾄ ｶﾅﾀﾞ ﾘｮｳﾀ
 3   2 座光寺小(B)   129 髙田 萌花(4)   1,08.53  3   6 豊丘南小(D)   248 山崎 愛実(4)   1,08.51 

ｻﾞｺｳｼﾞｼｮｳ(B)B ﾀｶﾀﾞ ﾓｶ ﾄﾖｵｶﾐﾅﾐｼｮｳ(D)D ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾐ
  119 松村 來春(4)   249 篠田 莉聖(4)

ﾏﾂﾑﾗ ｺﾊﾙ ｼﾉﾀﾞ ﾘｾ
  124 田原 隼(4)   254 大原 悠慎(4)

ﾀﾊﾗ ﾊﾔﾄ ｵｵﾊﾗ ﾕｳﾏ
  112 吉澤 悠人(4)   255 長沼 嘉暢(4)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ ﾅｶﾞﾇﾏ ﾖｼﾉﾌﾞ
 4   6 浜井場小(A)   227 高田 こまち(4)   1,08.66  4   3 座光寺小(C)   117 小池 悠(4)   1,09.13 

ﾊﾏｲﾊﾞｼｮｳ(A)A ﾀｶﾀﾞ ｺﾏﾁ ｻﾞｺｳｼﾞｼｮｳ(C)C ｺｲｹ ﾕｳ
  231 清水 未夢   113 原 千夏(4)

ｼﾐｽﾞ ﾐﾕ ﾊﾗ ﾁﾅﾂ
  234 内山 琉偉(4)   127 木下 凜空(4)

ｳﾁﾔﾏ ﾙｲ ｷﾉｼﾀ ﾘｸ
  222 伊達 真門(4)   115 今村 信晴(4)

ﾀﾞﾃ ｼﾓﾝ ｲﾏﾑﾗ ﾉﾌﾞﾊﾙ
 5   4 大下条小   188 神山 優音   1,09.08  5   5 下條小(B)    89 白上 由菜(4)   1,09.35 

ｵｵｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳ ｶﾐﾔﾏ ﾕｲﾈ ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳ(B)B ｼﾗｶﾐ   ﾕﾅ
  185 塩澤 まり子(4)    84 代田  りみ(4)

ｼｵｻﾞﾜ ﾏﾘｺ ｼﾛﾀ   ﾘﾐ
  186 佐々木 浩志    71 奥澤 海翔(4)

ｻｻｷ ｺｳｼ ｵｸｻﾞﾜ  ｶｲﾄ
  189 村松 凌(5)    83 前澤 蓮(4)

ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳ ﾏｴｻﾞﾜ  ﾚﾝ
 6   5 豊丘南小(B)   253 菅沼 心乃香(4)   1,11.12  6   7 浜井場小(B)   236 牧内 結奈(5)   1,09.57 

ﾄﾖｵｶﾐﾅﾐｼｮｳ(B)B ｽｶﾞﾇﾏ ｺﾉｶ ﾊﾏｲﾊﾞｼｮｳ(B)B ﾏｷｳﾁ ﾕｳﾅ
  247 三石 華穂(4)   232 田口 愛純(5)

ﾐﾂｲｼ ｶﾎ ﾀｸﾞﾁ ｱｽﾐ
  256 田島 虎之助(4)   228 佐原 伸彦(5)

ﾀｼﾞﾏ ﾄﾗﾉｽｹ ｻﾊﾗ ﾉﾌﾞﾋｺ
  250 酒井 雄大(4)   233 田中 誠哉(5)

ｻｶｲ ﾕｳﾀﾞｲ ﾀﾅｶ ｾｲﾔ

小学混合

4×100mR

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



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ(A)    26 中島 采香(4)   1,01.64 q

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ(A)A ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ
   27 湯澤 彩花(4)

ﾕｻﾞﾜ ｱﾔｶ
   25 中原  稜(5)

ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳ
   21 今村 悠真(5)

ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾏ
 2   6 座光寺小(A)   125 湯田 うらら(4)   1,05.21 q

ｻﾞｺｳｼﾞｼｮｳ(A)A ﾕﾀﾞ ｳﾗﾗ
  122 石川 結衣(4)

ｲｼｶﾜ ﾕｲ
  116 春原 秀(4)

ｽﾉﾊﾗ ｼｭｳ
  128 木内 憲琉(4)

ｷｳﾁ ｹﾝﾘｭｳ
 3   3 阿智第二小    37 関 帆奈美(5)   1,06.22 q

ｱﾁﾀﾞｲﾆｼｮｳ ｾｷ ﾎﾅﾐ
   40 原 野乃花(5)

ﾊﾗ ﾉﾉｶ
   38 熊谷 颯太(5)

ｸﾏｶﾞｲ ｿｳﾀ
   41 千葉 怜史(5)

ﾁﾊﾞ ﾚｲｼﾞ
 4   5 豊丘南小(C)   243 近藤 日和(4)   1,08.09 q

ﾄﾖｵｶﾐﾅﾐｼｮｳ(C)C ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾖﾘ
  257 内山 咲代子(4)

ｳﾁﾔﾏ ｻﾖｺ
  244 栗澤 健渡(4)

ｸﾘｻﾜ ｹﾝﾄ
  262 木下 主税(4)

ｷﾉｼﾀ ﾁｶﾗ
 5   7 下條小(C)    70 一柳 穂慈(4)   1,08.96 

ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳ(C)C ｲﾁﾔﾅｷﾞ   ｽﾁｶ
   77 細田  明里(4)

ﾎｿﾀﾞ   ｱｶﾘ
   86 中島  悠人(5)

ﾅｶｼﾏ   ﾕｳﾄ
   90 木下 匠海(5)

ｷﾉｼﾀ   ﾀｸﾐ

4×100mR
小学混合



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ(A)    26 中島 采香(4)   1,02.35 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ(A)A ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ
   27 湯澤 彩花(4)

ﾕｻﾞﾜ ｱﾔｶ
   25 中原  稜(5)

ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳ
   21 今村 悠真(5)

ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾏ
 2   6 ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ(B)    32 柳 美紀(4)   1,05.54 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ(B)B ﾔﾅｷﾞ ﾐﾉﾘ
   13 羽生 月佳(4)

ﾊﾆｭｳ ﾙｶ
   17 丸山 由晴(4)

ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼﾊﾙ
   34 佐藤  颯(4)

ｻﾄｳ ﾊﾔﾃ
 3   4 座光寺小(A)   125 湯田 うらら(4)   1,06.01 

ｻﾞｺｳｼﾞｼｮｳ(A)A ﾕﾀﾞ ｳﾗﾗ
  122 石川 結衣(4)

ｲｼｶﾜ ﾕｲ
  116 春原 秀(4)

ｽﾉﾊﾗ ｼｭｳ
  128 木内 憲琉(4)

ｷｳﾁ ｹﾝﾘｭｳ
 4   3 豊丘南小(A)   252 壬生 蒼衣(4)   1,06.88 

ﾄﾖｵｶﾐﾅﾐｼｮｳ(A)A ﾐﾌﾞ ｱｵｲ
  263 木下 麗(4)

ｷﾉｼﾀ ｳﾗﾗ
  251 壬生 然(4)

ﾐﾌﾞ ｾﾞﾝ
  245 細田 怜哉(4)

ﾎｿﾀﾞ ﾚﾝﾔ
 5   8 下條小(A)    85 中島 妃芽乃(4)   1,07.00 

ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳ(A)A ﾅｶｼﾏ   ﾋﾒﾉ
   75 熊谷 かなで(4)

ｸﾏｶﾞｲ   ｶﾅﾃﾞ
   76 熊谷 駿汰(4)

ｸﾏｶﾞｲ  ｼｭﾝﾀ
   73 下平 陽斗(4)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ   ﾊﾙﾄ
 6   7 阿智第二小    37 関 帆奈美(5)   1,08.08 

ｱﾁﾀﾞｲﾆｼｮｳ ｾｷ ﾎﾅﾐ
   40 原 野乃花(5)

ﾊﾗ ﾉﾉｶ
   38 熊谷 颯太(5)

ｸﾏｶﾞｲ ｿｳﾀ
   41 千葉 怜史(5)

ﾁﾊﾞ ﾚｲｼﾞ
 7   1 天竜SC   211 清水 みいな(4)   1,09.72 

ﾃﾝﾘｭｳｴｽｼｰ ｼﾐｽﾞ ﾐｲﾅ
  210 小平 一葉(4)

ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾊ
  208 安藤 康正(4)

ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｾｲ
  209 金田 梁汰(4)

ｶﾅﾀﾞ ﾘｮｳﾀ
 8   2 豊丘南小(C)   243 近藤 日和(4)   1,10.54 

ﾄﾖｵｶﾐﾅﾐｼｮｳ(C)C ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾖﾘ
  257 内山 咲代子(4)

ｳﾁﾔﾏ ｻﾖｺ
  244 栗澤 健渡(4)

ｸﾘｻﾜ ｹﾝﾄ
  262 木下 主税(4)

ｷﾉｼﾀ ﾁｶﾗ

小学混合

4×100mR
決勝
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