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： 大坪 章男
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： 清水 美彦

■グラウンドコンディション
2020年８月22日(土) 2020年８月23日(日)

■この大会で樹立された記録

風速

２０２０飯伊陸上競技選手権大会

記 録 集
期 日
会 場

記録・情報主任

時刻 天候 風向 風速 気温

主 催
共 催
主 管
後 援

総 務
審 判 長

湿度湿度 時刻 天候 風向 気温
(m/s) (℃) (%)

09:30 晴れ 南 0.7 28.7 65 09:30 晴れ 東 0.1 24.0 80
(m/s) (℃) (%)

10:00 晴れ 西南西 0.4 28.6 71
11:00 晴れ 西 1.3 31.5 53 11:00 晴れ 南南西

61 10:00 晴れ 南西 0.1 25.6
0.2 26.9 63
0.1 28.7 56

13:00 晴れ 南南西 2.8 36.1 4939 13:00 晴れ 南西 0.3 31.1
12:00 晴れ 西南西 1.2 34.1 43 12:00 晴れ 西南西

日付 記録の種類 クラス 種目 ラウンド 記録 氏名(学年) 所属 従来の記録チーム名 ﾒﾝﾊﾞｰ(学年)

14:00 晴れ 東南東 1.5 37.1 38

8月22日 大会新 小学4年男子 100m 予選 14.35 宮澤 知己(4) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 14.57
8月22日 大会新 女子 400mH 決勝 1:07.16 田中 里歩(3) 松川高 1:09.99
8月22日 大会新 男子 400mH 決勝 52.42 中野 直哉 飯田病院 56.30
8月22日 大会新 小学4年男子 100m 決勝 14.51 宮澤 知己(4) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 14.57

三嶋 渚沙(3) 旭が丘中 26.61
8月23日 大会新 女子 100mH 決勝 15.78 小林 菜月(2)
8月22日 大会新 中学女子 200m 決勝 26.43

49.56
飯田高 16.05

8月23日 大会新 男子 400m 決勝 48.96 中野 直哉 飯田病院



記録主任 清水　美彦

ﾄﾗｯｸ審判長 原　宏旭
跳躍審判長 北原　誠治

【開催日】 2020年8月22日(土)・23日(日)

【主催団体】 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】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

 8/22 男子  +0.2 太田 敦 11.19 木下 博貴(3) 11.34 吉田 賢三(1) 11.81 椚谷 元(2) 11.91 伊藤 新(1) 11.93 宮下 晃輔 12.25 青木 謙尚 12.72
100m ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 中京大 飯田風越高 飯田高 OIDE長姫高 DreamAC 中電

 8/23 中野 直哉 48.96 丸山 玲央 52.94 田中 隆斗(1) 54.01 中塚 渓滋 54.90 伊藤 新(1) 55.55 太田 敦 58.08
400m 飯田病院 GR 松大AC 松川高 DreamAC OIDE長姫高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 8/22 原 謙二郎 1:59.80 福与 真生琉(2) 2:04.18 早野 吉信 2:06.37 大峽 謙(2) 2:11.33 中嶋 康晴 2:17.12 太田 友貴(1) 2:27.10
800m 飯田市陸協 飯田高 下伊那郡陸協 飯田高 DreamAC 松川高

 8/23 福与 真生琉(2) 4:17.87 山本 蒼天(3) 4:28.72 大峽 謙(2) 4:30.17 酒井 一 4:38.23 横田 喜大(1) 4:45.62 中村 賢太郎 4:46.43 村松 凛太郎(1) 5:28.98
1500m 飯田高 下伊那農業高 飯田高 下伊那郡陸協 飯田高 飯田病院 飯田高

 8/23 早野 吉信 15:30.29 原 謙二郎 15:31.80 伊藤 洸介 15:46.27 伊東 和也 16:17.00 原 武司 16:17.87 平澤 宏幸 16:57.84 米山 元章(1) 17:09.24 代田 貴嗣 17:09.98
5000m 下伊那郡陸協 飯田市陸協 飯田市陸協 下伊那郡陸協 下伊那郡陸協 飯田市陸協 松川高 飯田市陸協

 8/22 中野 直哉 52.42 田中 隆斗(1) 1:01.03
400mH(0.914m) 飯田病院 GR 松川高

 8/22 小平 遥暉(1) 1.80 松島 稜之 1.80 吉川 涼平 1.70 本多 俊平 1.65
走高跳 飯田風越高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 DreamAC ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 8/22 椚谷 元(2) 5.74(-0.2) 本多 俊平 5.42(+1.3) 井田 葉流(2) 5.38(+1.0) 亀村 翔一(2) 5.18(+1.2) 桃澤 翼(1) 5.17(+1.3) 牧野 楓(1) 5.13(+0.6)
走幅跳 飯田高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 OIDE長姫高 OIDE長姫高 松川高 松川高

 8/23 佐々木 久孝 4.61

砲丸投(7.260kg) 飯田市陸協
 8/22 本多 俊平 28.51 小古山 忠志 16.17 佐々木 久孝 10.48

円盤投(2.000kg) ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 飯田市陸協 飯田市陸協
 8/22 佐々木 久孝 7.94

ﾊﾝﾏｰ投(7.260kg) 飯田市陸協
 8/22 太田 敦 42.63 本多 俊平 41.76 小古山 忠志 15.02 佐々木 久孝 12.29

やり投(800g) ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 飯田市陸協 飯田市陸協
 8/22 DreamAC       49.37

4×100m 宮下 晃輔
中塚 渓滋
竹内 一弘
中嶋 康晴

 8/23 中学男子1年  +2.1 新井 大誠(1) 12.82 吉澤 悠人(1) 12.83 野口 厚気(1) 13.26 伊藤 史龍(1) 13.31 仲田 駿求(1) 13.36 片桐 颯泰(1) 13.36 平澤 文弥(1) 13.57
100m 喬木中 飯田高陵中 飯田高陵中 松川中 旭ヶ丘中 緑ヶ丘中 緑ヶ丘中

 8/23 中学男子共通  +0.3 椎谷 芳貴(2) 13.05 塩澤 慎(2) 13.53 藤本 崚聖(2) 13.64 丸山 康佑(2) 14.96
100m 飯田高陵中 飯田高陵中 緑ヶ丘中 緑ヶ丘中

 8/22 中学男子  +2.4 廣瀬 琉斗(3) 25.72 新井 大誠(1) 26.40 鵜飼 翼(2) 26.67 藤本 崚聖(2) 27.33 伊藤 史龍(1) 27.38 佐藤 颯(1) 29.85
200m 豊丘中 喬木中 緑ヶ丘中 緑ヶ丘中 松川中 松川中

 8/22 梅原 悠良(3) 4:21.42 山田 隼輔(3) 4:30.47 熊谷 航陽(3) 4:40.78 熊谷 駿汰(1) 4:40.92 山岸 亮太(3) 4:53.53 宮内 達矢(1) 4:54.14 佐々木 康多(2) 5:12.18 塚平 琉(2) 5:18.77
1500m 旭ヶ丘中 高森中 ISｼﾞｭﾆｱ ISｼﾞｭﾆｱ 旭ヶ丘中 高森中 松川中 ISｼﾞｭﾆｱ

 8/23 梅原 悠良(3) 9:36.76 山田 隼輔(3) 9:40.59 熊谷 駿汰(1) 10:08.88 熊谷 航陽(3) 10:14.67 福島 圭亮(2) 10:36.99 宮内 達矢(1) 10:45.68 塚平 琉(2) 11:18.56 山本 朝輝(1) 11:24.94
3000m 旭ヶ丘中 高森中 ISｼﾞｭﾆｱ ISｼﾞｭﾆｱ 松川中 高森中 ISｼﾞｭﾆｱ 豊丘中

 8/22 今村 悠真(2) 1.30
走高跳 松川中

 8/22 中井 郁斗(2) 4.10(0.0) 塩澤 拓虎(2) 3.63(0.0)
走幅跳 遠山中 緑ヶ丘中

 8/23 清水 雄斗(2) 7.62 松下 白龍(1) 5.68

砲丸投(5.000kg) 緑ヶ丘中 緑ヶ丘中
 8/22 小学男子4年  +1.7 宮澤 知己(4) 14.51 古沢 瑛翼(4) 14.81 宮澤 佑茉(4) 15.01 齊藤 暖人(4) 15.74 光澤 陽粋(4) 16.21 橋爪 悠斗(4) 16.42 的場 煌誠(4) 16.61 南島 颯太(4) 16.74

100m 松川陸上ｸﾗﾌﾞ GR 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 下久堅小 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 松尾小 松尾小 富草小
 8/22 小学男子5年  +1.2 榎本  昊(5) 14.44 岩下 隼絆(5) 15.08 松村 大輝(5) 15.19 嶽野 瑛人(5) 15.71 市瀬 駿樹(5) 15.85 野村 一馬(5) 16.08 真弓 隼人(5) 17.04

100m 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 下條小 松川陸上ｸﾗﾌﾞ
 8/22 小学男子6年  -0.7 中原 晃(6) 14.03 岡村 飛空(6) 14.72 下島 圭翔(6) 14.91 平澤 輝大(6) 15.74 平沢 惇樹(6) 15.77

100m 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 松尾小 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 下久堅小
 8/22 小学男子 山田 永遠(6) 3:19.12 瀧澤 俊紀(6) 3:24.34 筒井  陽(5) 3:26.75 鳥海 倖正(5) 3:28.07 鈴木 健斗(6) 3:30.27 梅木 優太(6) 3:31.75 松下 幸太(5) 3:32.63 熊谷 好晴(6) 3:34.48

1000m 鼎小 ISｼﾞｭﾆｱ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ISｼﾞｭﾆｱ 富草小 天龍小
 8/22 太田 稟功(6) 3.73(+2.3) 塩澤 佑真(4) 3.55(+1.9)

走幅跳 千栄小 松川陸上ｸﾗﾌﾞ
 8/22 古田 悠斗(5) 46.11 金田 琉(6) 41.94 岩下 隼絆(5) 37.52 山﨑 瑛翔(6) 34.27 齊藤 蒼依(6) 33.26 光澤 陽粋(4) 33.01 真弓 隼人(5) 30.26 平沢 真宗(5) 26.30

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 下條小 下條小 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 天龍小 下久堅小 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 上久堅小



記録主任 清水　美彦

ﾄﾗｯｸ審判長 原　宏旭
跳躍審判長 北原　誠治

【開催日】 2020年8月22日(土)・23日(日)

【主催団体】 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】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

 8/22 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)      59.25 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)      59.58
4×100m 松村 大輝(5) 古沢 瑛翼(4)

岩下 隼絆(5) 宮澤 佑茉(4)
嶽野 瑛人(5) 塩澤 佑真(4)
榎本  昊(5) 宮澤 知己(4)



予選 8月22日 10:30
決勝 8月22日 12:00

長野県記録(KR)                  10.15 塚原 直貴                    東海大           2007/09/16  
長野県高校記録(KR)              10.32 塚原 直貴                    東海大三         2003/07/30  
大会記録(GR)                    10.54 川上 真弥                    飯田病院         2018        

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 -0.8

 1 青木 謙尚     11.65 Q  1 太田 敦     11.35 Q
ｱｵｷ ｹﾝｼｮｳ 中電 ｵｵﾀ ｱﾂｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 2 伊藤 新(1)     11.84 Q  2 吉田 賢三(1)     11.86 Q
ｲﾄｳ ｱﾗﾀ OIDE長姫高 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ 飯田風越高

 3 松島 稜之     12.12 q  3 椚谷 元(2)     11.87 q
ﾏﾂｼﾏ ﾀｶﾕｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾊﾙ 飯田高

 4 桃澤 翼(1)     12.75  4 中塚 渓滋     12.16 
ﾓﾓｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 松川高 ﾅｶﾂｶ ｹｲｼﾞ DreamAC

  亀村 翔一(2)       5 竹内 一弘     13.32 
ｶﾒﾑﾗ ｼｮｳｲﾁ OIDE長姫高 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ DreamAC

  古瀬 尚暉(2)       6 寺沢 俊輔     14.02 
ﾌﾙｾ ﾅｵｷ 飯田風越高 ﾃﾗｻﾜ ｼｭﾝｽｹ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

  山本 純也        井田 葉流(2)      
ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ DreamAC ｲﾀﾞ ﾊﾙ OIDE長姫高

[ 3組] 風速 +1.9

 1 木下 博貴(3)     11.25 Q
ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ 中京大

 2 宮下 晃輔     12.08 Q
ﾐﾔｼﾀ ｺｳｽｹ DreamAC

 3 北原 龍吉(2)     12.19 
ｷﾀﾊﾗ ﾀﾂﾖｼ OIDE長姫高

 4 松島 竜平     12.47 
ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 5 赤木 将士(2)     13.01 
ｱｶｷﾞ ﾏｻﾄ 阿智高

  牧野 楓(1)      
ﾏｷﾉ ｶｴﾃﾞ 松川高

風速 +0.2

 1 太田 敦     11.19 
ｵｵﾀ ｱﾂｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 2 木下 博貴(3)     11.34 
ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ 中京大

 3 吉田 賢三(1)     11.81 
ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ 飯田風越高

 4 椚谷 元(2)     11.91 
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾊﾙ 飯田高

 5 伊藤 新(1)     11.93 
ｲﾄｳ ｱﾗﾀ OIDE長姫高

 6 宮下 晃輔     12.25 
ﾐﾔｼﾀ ｺｳｽｹ DreamAC

 7 青木 謙尚     12.72 
ｱｵｷ ｹﾝｼｮｳ 中電

  松島 稜之      
ﾏﾂｼﾏ ﾀｶﾕｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
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決勝 8月23日 12:00

長野県記録(KR)                  46.54 宮沢 洋平                    法政大           2008/07/25  
長野県高校記録(KR)              46.98 塚田 英彦                    上田東           1993/08/02  
大会記録(GR)                    49.56 近藤 雅哉                    松川高           2016        

 1 中野 直哉     48.96 
ﾅｶﾉ  ﾅｵﾔ 飯田病院

 2 丸山 玲央     52.94 
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 松大AC

 3 田中 隆斗(1)     54.01 
ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾄ 松川高

 4 中塚 渓滋     54.90 
ﾅｶﾂｶ ｹｲｼﾞ DreamAC

 5 伊藤 新(1)     55.55 
ｲﾄｳ ｱﾗﾀ OIDE長姫高

 6 太田 敦     58.08 
ｵｵﾀ ｱﾂｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

大会新
3    53

男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    82

8   553

5     6

7   640

4    20



決勝 8月22日  9:35

長野県記録(KR)                1:45.75 川元 奨                      日本大           2014/05/11  
長野県高校記録(KR)            1:48.46 川元 奨                      北佐久農業       2010/10/24  
大会記録(GR)                  1:56.03 北原 浩章                    飯田工業高       2000        

 1 原 謙二郎   1:59.80 
ﾊﾗ ｹﾝｼﾞﾛｳ 飯田市陸協

 2 福与 真生琉(2)   2:04.18 
ﾌｸﾖ ﾏｷﾙ 飯田高

 3 早野 吉信   2:06.37 
ﾊﾔﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 下伊那郡陸協

 4 大峽 謙(2)   2:11.33 
ｵｵﾊﾞ ﾕｽﾞﾙ 飯田高

 5 中嶋 康晴   2:17.12 
ﾅｶｼﾏ ﾔｽﾊﾙ DreamAC

 6 太田 友貴(1)   2:27.10 
ｵｵﾀ ﾄﾓｷ 松川高

  大峽 和(2)      
ｵｵﾊﾞ  ｲｽﾞﾐ 横国大

7    22
DNS

5     7

2   539

3    27

6   567

8    73

4   569

男子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月23日 13:20

長野県記録(KR)                3:38.49 佐藤 清治                    佐久長聖高       1999/05/28  
長野県高校記録(KR)            3:38.49 佐藤 清治                    佐久長聖         1999/05/28  
大会記録(GR)                  4:07.66 前澤 利弥                    下伊那陸協       2007        

 1 福与 真生琉(2)   4:17.87 
ﾌｸﾖ ﾏｷﾙ 飯田高

 2 山本 蒼天(3)   4:28.72 
ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀ 下伊那農業高

 3 大峽 謙(2)   4:30.17 
ｵｵﾊﾞ ﾕｽﾞﾙ 飯田高

 4 酒井 一   4:38.23 
ｻｶｲ ﾊｼﾞﾒ 下伊那郡陸協

 5 横田 喜大(1)   4:45.62 
ﾖｺﾀ ﾖｼﾋﾛ 飯田高

 6 中村 賢太郎   4:46.43 
ﾅｶﾑﾗ  ｹﾝﾀﾛｳ 飯田病院

 7 村松 凛太郎(1)   5:28.98 
ﾑﾗﾏﾂ ﾘﾝﾀﾛｳ 飯田高

  大峽 和(2)      
ｵｵﾊﾞ  ｲｽﾞﾐ 横国大

  帶川 伊吹(2)      
ｵﾋﾞｶﾜ ｲﾌﾞｷ OIDE長姫高

  加藤 優弥(1)      
ｶﾄｳ ﾕｳﾔ OIDE長姫高

10   671

男子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   569

6   567

3    25

8   572

9    81

2   574

1    22

DNS

DNS
5   635

DNS
7   639



決勝 8月23日  9:30

長野県記録(KR)               13:20.80 大迫 傑                      早大             2013/11/17  
長野県高校記録(KR)           13:45.23 佐藤 悠基                    佐久長聖         2004/08/05  
大会記録(GR)                 14:59.69 前澤 利弥                    下伊那陸協       2009        

 1 早野 吉信  15:30.29 
ﾊﾔﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 下伊那郡陸協

 2 原 謙二郎  15:31.80 
ﾊﾗ ｹﾝｼﾞﾛｳ 飯田市陸協

 3 伊藤 洸介  15:46.27 
ｲﾄｳ ｺｳｽｹ 飯田市陸協

 4 伊東 和也  16:17.00 
ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 下伊那郡陸協

 5 原 武司  16:17.87 
ﾊﾗ ﾀｹｼ 下伊那郡陸協

 6 平澤 宏幸  16:57.84 
ﾋﾗｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 飯田市陸協

 7 米山 元章(1)  17:09.24 
ﾖﾈﾔﾏ ﾏｻｷ 松川高

 8 代田 貴嗣  17:09.98 
ｼﾛﾀ ﾀｶﾂｸﾞ 飯田市陸協

 9 塚平 哲也  17:12.51 
ﾂｶﾀﾞｲﾗ ﾃﾂﾔ ISｼﾞｭﾆｱ

10 帶川 伊吹(2)  17:13.31 
ｵﾋﾞｶﾜ ｲﾌﾞｷ OIDE長姫高

11 筒井 崇文  17:32.08 
ﾂﾂｲ ﾀｶﾌﾐ 飯田市陸協

12 瀧澤 健人(2)  17:42.97 
ﾀｷｻﾞﾜ  ｹﾝﾄ OIDE長姫高

13 岩﨑 貴平(2)  17:58.05 
ｲﾜｻｷ ﾀｶﾗ 松川高

14 山梨 紘一郎  18:05.64 
ﾔﾏﾅｼ ｺｳｲﾁﾛｳ 飯田市陸協

  唐沢 一弥      
ｶﾗｻﾜ ｶｽﾞﾔ 下伊那郡陸協

  仁科 利弥      
ﾆｼﾅ ﾄｼﾔ 飯田市陸協

  松山 克敏      
ﾏﾂﾔﾏ ｶﾂﾄｼ 下伊那郡陸協

13    73

男子

5000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
16    27

11    72

14    23

12    24

7    80

8   538

1    78

2    12

5   635

3    79

17   636

6   545

15    75

DNF
10    26

DNS

4    28
DNF

9    77



決勝 8月22日 11:40

長野県記録(KR)                  49.51 中野 直哉                    早大             2016/06/24  
長野県高校記録(KR)              51.36 小池 佑始                    東海大三         2002/10/22  
大会記録(GR)                    56.30 中島 瑞樹                    飯田高           2012        

 1 中野 直哉     52.42 
ﾅｶﾉ  ﾅｵﾔ 飯田病院

 2 田中 隆斗(1)   1:01.03 
ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾄ 松川高

男子

400mH(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    82

大会新
3   553



決勝 8月22日 14:10

長野県記録(KR)                  40.62 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC                  ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC      2015/09/05  
                                      （高木 佑希・岩田 晃・吉冨 和弥・佐藤 賢一）
長野県高校記録(KR)              40.95                              松商学園         2018/04/29  
                                      （小池 孝憲・中嶋 謙・西村 陽杜・柳沢 直生）
大会記録(GR)                    42.81                              松川高           2014        
                                      （丸山・住吉・近藤・松下）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 DreamAC     3 宮下 晃輔     49.37 

ﾐﾔｼﾀ ｺｳｽｹ
    6 中塚 渓滋

ﾅｶﾂｶ ｹｲｼﾞ
    5 竹内 一弘

ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ
    7 中嶋 康晴

ﾅｶｼﾏ ﾔｽﾊﾙ

男子

4×100m

決勝



決勝 8月22日 11:30

長野県記録(KR)                   2.18 吉田 剛                      仙台大           2002/05/19  
長野県高校記録(KR)               2.17 小柳 和朗                    中野実業         1990/07/07  
大会記録(GR)                     2.03 阿部 和也                    稲丘会AC         1999        

1m81 1m84 1m87 1m90 1m93 1m96 1m99 2m02
小平 遥暉(1) - - - - - o o o o xxx
ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｷ 飯田風越高
松島 稜之 - - - - - - o - xo xxx
ﾏﾂｼﾏ ﾀｶﾕｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
吉川 涼平 - - - - - - xo - xxx
ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ DreamAC
本多 俊平 - - - o o o xxx
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
佐々木 久孝 xxx NM
ｻｻｷ ﾋｻﾀｶ 飯田市陸協
佐藤 一成(1) DNS
ｻﾄｳ ｶｽﾞﾅﾘ 飯田風越高
尾畑 元佳 DNS
ｵﾊﾞﾀ ﾓﾄﾖｼ ALKA

1   603      

7     1      

4 3    21  1.65

2    74      

2 6    19  1.80

3 5     2  1.70

記録 備考

1 4   601  1.80

1m65 1m70 1m75 1m80 1m85

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m00 1m45 1m50 1m55 1m60



決勝 8月22日  9:30

長野県記録(KR)                   7.94 嶺村 鴻汰                    筑波大           2014        
長野県高校記録(KR)               7.61 嶺村 鴻汰                    大町             2010/10/02  
大会記録(GR)                     6.88 伊藤 健一                    飯田高           2002        

 ３回の
 最高記録

椚谷 元(2)   5.56   x   5.74   5.74    x    x    x    5.74 
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾊﾙ 飯田高   +1.0        -0.2   -0.2                      -0.2
本多 俊平   5.42   -   5.38   5.42    x   3.05  5.31   5.42 
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +1.3        -0.9   +1.3          0.0  -1.4   +1.3
井田 葉流(2)   5.27  5.38  4.99   5.38   4.81  3.63   x    5.38 
ｲﾀﾞ ﾊﾙ OIDE長姫高    0.0  +1.0  +1.3   +1.0   +0.8  -0.1         +1.0
亀村 翔一(2)   4.23  5.15  5.18   5.18    x   5.09  4.83   5.18 
ｶﾒﾑﾗ ｼｮｳｲﾁ OIDE長姫高   +0.6  +0.1  +1.2   +1.2         -0.7  -0.9   +1.2
桃澤 翼(1)   4.95  5.11  5.17   5.17   4.81  5.10  4.99   5.17 
ﾓﾓｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 松川高   +0.1  +0.9  +1.3   +1.3   +0.9  -0.3   0.0   +1.3
牧野 楓(1)   5.00  4.38  4.96   5.00   5.13   x   5.01   5.13 
ﾏｷﾉ ｶｴﾃﾞ 松川高   +0.3  +0.5  +1.5   +0.3   +0.6         0.0   +0.6
尾畑 元佳                            DNS
ｵﾊﾞﾀ ﾓﾄﾖｼ ALKA                                                   

備考

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 -3- -4- -5- -6- 記録ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

1 7   568

2 5    21

3 4   637

4 2   638

6     1

5 3   557

6 1   555



決勝 8月23日 12:20

長野県記録(KR)                  16.98 石川 和義                    筑波大           2004/10/10  
長野県高校記録(KR)              15.58 石川 和義                    中野実業         2000/09/02  
大会記録(GR)                    15.28 成田 正崇                    至学館大         2015        

 ３回の
 最高記録

本多 俊平                            DNS
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野                                                   
尾畑 元佳                            DNS
ｵﾊﾞﾀ ﾓﾄﾖｼ ALKA                                                   

備考

男子

三段跳

決勝

順位 試技 -3- -4- -5- -6- 記録ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

1    21

2     1



決勝 8月23日  9:30

長野県記録(KR)                  16.11 三浦 理                      国士舘大         1995/09/15  
大会記録(GR)                    11.82 遠藤 邦彦                    ターミガンズ     2017        

 ３回の
 最高記録

佐々木 久孝
ｻｻｷ ﾋｻﾀｶ 飯田市陸協
本多 俊平 DNS
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

-5- -6- 記録 備考-4-

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-

1 1    74   4.49  4.42

       

  4.61   4.61   4.47  4.61  4.55  4.61 

             2    21       



決勝 8月22日  9:30

長野県記録(KR)                  50.52 北林 栄峰                    順天堂大         1980/04/26  
大会記録(GR)                    31.73 高見澤 和希                  ドリームAC       2013        

 ３回の
 最高記録

本多 俊平
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
小古山 忠志
ｵｺﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ 飯田市陸協
佐々木 久孝
ｻｻｷ ﾋｻﾀｶ 飯田市陸協

-5- -6- 記録 備考-4-

男子

円盤投(2.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

 28.51 1 3    21    o    o    o        o    x  28.51

   o        o  16.17  16.17    o2 2    76    x

 10.48  10.48  10.48    o    x    o3 1    74    o    o

   x



決勝 8月22日 10:40

長野県記録(KR)                  62.50 佐々木 茂雄                  東海大           1987/08/27  
大会記録(GR)                    35.99 末元 昂成                    阿南高           2018        

 ３回の
 最高記録

佐々木 久孝
ｻｻｷ ﾋｻﾀｶ 飯田市陸協
末元 昂成(2) DNS

日本福祉大

-5- -6- 記録 備考-4-

男子

ﾊﾝﾏｰ投(7.260kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

1 1    74    o   7.56

       

   o    7.56    o   7.94   o   7.94 

             2    71       



決勝 8月22日 13:30

長野県記録(KR)                  72.50 塩川 拓                      国武大           2017/03/18  
長野県高校記録(KR)              62.58 小林 強                      上田東           1989/07/02  
大会記録(GR)                    59.00 村松 卓哉                    NTF　CLUB        2017        

 ３回の
 最高記録

太田 敦
ｵｵﾀ ｱﾂｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
本多 俊平
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
小古山 忠志
ｵｺﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ 飯田市陸協
佐々木 久孝
ｻｻｷ ﾋｻﾀｶ 飯田市陸協

 12.29 

 15.02  15.02    x    o    x  15.02 

   o   12.29    o    x

2 2    21    o

   x4 1    74    o  12.29

3 3    76    x    o

   o  41.76  41.76    o    o  41.76    o

 42.63 1 4    20    x  41.39   x   41.39    o  42.63   x

男子

やり投(800g)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -5- -6- 記録 備考-4-



予選 8月23日 11:05
決勝 8月23日 13:05

長野県中学記録(CR)              10.85 塚原 直貴                    岡谷北部         2000/07/09  
大会記録(GR)                    11.90 宮澤 靖                      高森中           1991        

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 +0.7

 1 新井 大誠(1)     12.95 Q  1 吉澤 悠人(1)     12.92 Q
ｱﾗｲ ﾀｲｾｲ 喬木中 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 飯田高陵中

 2 石原 隆(1)     13.00 Q  2 伊藤 史龍(1)     13.25 Q
ｲｼﾊﾗ ﾀｶｼ 緑ヶ丘中 ｲﾄｳ ｼﾘｭｳ 松川中

 3 野口 厚気(1)     13.45 Q  3 片桐 颯泰(1)     13.35 Q
ﾉｸﾞﾁ ｺｳｷ 飯田高陵中 ｶﾀｷﾞﾘ ｿｳﾀ 緑ヶ丘中

 4 春原 秀(1)     14.06  4 仲田 駿求(1)     13.36 q
ｽﾉﾊﾗ ｼｭｳ 飯田高陵中 ﾅｶﾀ ﾄｼﾋﾃﾞ 旭ヶ丘中

 5 佐藤 颯(1)     14.58  5 平澤 文弥(1)     13.63 q
ｻﾄｳ ﾊﾔﾃ 松川中 ﾋﾗｻﾜ ﾌﾐﾔ 緑ヶ丘中

 6 川尻 悠人(1)     15.23  6 濱嶋 大輝(1)     14.67 
ｶﾜｼﾞﾘ ﾕｳﾄ 旭ヶ丘中 ﾊﾏｼﾏ ﾀｲｷ 緑ヶ丘中

  橋爪 千慧(1)       7 今村 信晴(1)     16.11 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾁｻﾄ 緑ヶ丘中 ｲﾏﾑﾗ ﾉﾌﾞﾊﾙ 飯田高陵中

風速 +2.1

 1 新井 大誠(1)     12.82 
ｱﾗｲ ﾀｲｾｲ 喬木中

 2 吉澤 悠人(1)     12.83 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 飯田高陵中

 3 野口 厚気(1)     13.26 
ﾉｸﾞﾁ ｺｳｷ 飯田高陵中

 4 伊藤 史龍(1)     13.31 
ｲﾄｳ ｼﾘｭｳ 松川中

 5 仲田 駿求(1)     13.36 
ﾅｶﾀ ﾄｼﾋﾃﾞ 旭ヶ丘中

 6 片桐 颯泰(1)     13.36 
ｶﾀｷﾞﾘ ｿｳﾀ 緑ヶ丘中

 7 平澤 文弥(1)     13.57 
ﾋﾗｻﾜ ﾌﾐﾔ 緑ヶ丘中

  石原 隆(1)      
ｲｼﾊﾗ ﾀｶｼ 緑ヶ丘中

中学男子1年

100m

予選 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 所属名 記録／備考
6  8532 3  8414

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

7  8591 5  8368

8  8417 2  8594

4  8416 6  8621

5  8369 4  8609

2  8622 8  8607

3  8601 7  8413

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

DNS

6  8532

3  8414

2  8417

5  8368

7  8621

8  8594

DNS

1  8609

4  8591



決勝 8月23日 12:55

長野県中学記録(CR)              10.85 塚原 直貴                    岡谷北部         2000/07/09  
大会記録(GR)                    11.63 岡田 英希                    飯田高陵中       2010        

風速 +0.3

 1 椎谷 芳貴(2)     13.05 
ｼｲﾔ ﾖｼｷ 飯田高陵中

 2 塩澤 慎(2)     13.53 
ｼｵｻﾞﾜ ｼﾝ 飯田高陵中

 3 藤本 崚聖(2)     13.64 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳｾｲ 緑ヶ丘中

 4 丸山 康佑(2)     14.96 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｽｹ 緑ヶ丘中

5  8444

中学男子共通

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  8442

6  8603

4  8605



決勝 8月22日 12:55

長野県記録(KR)                  20.35 塚原 直貴                    東海大           2006/05/24  
長野県中学記録(CR)              21.78 落合 華七斗                  堀金             2019/08/21  
大会記録(GR)                    22.63 松下 優太                    高森中           2012        

風速 +2.4

 1 廣瀬 琉斗(3)     25.72 
ﾋﾛｾ ﾘｭｳﾄ 豊丘中

 2 新井 大誠(1)     26.40 
ｱﾗｲ ﾀｲｾｲ 喬木中

 3 鵜飼 翼(2)     26.67 
ｳｶｲ ﾂﾊﾞｻ 緑ヶ丘中

 4 藤本 崚聖(2)     27.33 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳｾｲ 緑ヶ丘中

 5 伊藤 史龍(1)     27.38 
ｲﾄｳ ｼﾘｭｳ 松川中

 6 佐藤 颯(1)     29.85 
ｻﾄｳ ﾊﾔﾃ 松川中

7  8368

5  8369

8  8604

6  8603

3  8532

中学男子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  8885



決勝 8月22日 10:15

長野県記録(KR)                3:38.49 佐藤 清治                    佐久長聖高       1999/05/28  
長野県中学記録(CR)            3:56.2  和田 仁志                    赤穂             1983/09/18  
大会記録(GR)                  4:20.23 大峡 和                      ISジュニア       2015        

 1 梅原 悠良(3)   4:21.42 
ｳﾒﾊﾗ ﾕﾗ 旭ヶ丘中

 2 山田 隼輔(3)   4:30.47 
ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 高森中

 3 熊谷 航陽(3)   4:40.78 
ｸﾏｶﾞｲ ｺｳﾖｳ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 熊谷 駿汰(1)   4:40.92 
ｸﾏｶﾞｲ ｼｭﾝﾀ ISｼﾞｭﾆｱ

 5 山岸 亮太(3)   4:53.53 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳﾀ 旭ヶ丘中

 6 宮内 達矢(1)   4:54.14 
ﾐﾔｳﾁ ﾀﾂﾔ 高森中

 7 佐々木 康多(2)   5:12.18 
ｻｻｷ ｺｳﾀ 松川中

 8 塚平 琉(2)   5:18.77 
ﾂｶﾀﾞｲﾗ ﾙｲ ISｼﾞｭﾆｱ

 9 熊谷 蓮(2)   5:25.10 
ｸﾏｶﾞｲ ﾚﾝ 緑ヶ丘中

10 梅原 爽葵(2)   5:33.33 
ｳﾒﾊﾗ ｿｳｱ 旭ヶ丘中

11 岩田 大輝(1)   5:47.15 
ｲﾜﾀ ﾀﾞｲｷ 高森中

12 服部 泉寿(1)   6:15.49 
ﾊｯﾄﾘ ｾﾝｼﾞｭ 緑ヶ丘中

  松下 陸人(1)      
ﾏﾂｼﾀ ﾘｸﾄ ISｼﾞｭﾆｱ

10  8381

中学男子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  8626

3  8480

9  8483

12  8737

6  8373

13  8366

7  8632

5  8590

8  8620

1  8580
DNS

2  8374

11  8606



決勝 8月23日 10:15

長野県記録(KR)                7:54.68 大迫 傑                      早大             2012/9/9    
長野県中学記録(CR)            8:30.96 吉岡 大翔                    川中島           2019/12/15  
大会記録(GR)                  9:14.47 臼田 稔宏                    松川中           2007        

 1 梅原 悠良(3)   9:36.76 
ｳﾒﾊﾗ ﾕﾗ 旭ヶ丘中

 2 山田 隼輔(3)   9:40.59 
ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 高森中

 3 熊谷 駿汰(1)  10:08.88 
ｸﾏｶﾞｲ ｼｭﾝﾀ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 熊谷 航陽(3)  10:14.67 
ｸﾏｶﾞｲ ｺｳﾖｳ ISｼﾞｭﾆｱ

 5 福島 圭亮(2)  10:36.99 
ﾌｸｼﾏ ｹｲｽｹ 松川中

 6 宮内 達矢(1)  10:45.68 
ﾐﾔｳﾁ ﾀﾂﾔ 高森中

 7 塚平 琉(2)  11:18.56 
ﾂｶﾀﾞｲﾗ ﾙｲ ISｼﾞｭﾆｱ

 8 山本 朝輝(1)  11:24.94 
ﾔﾏﾓﾄ ｱｻﾋ 豊丘中

 9 梅原 爽葵(2)  11:28.82 
ｳﾒﾊﾗ ｿｳｱ 旭ヶ丘中

10 澤村 青宙(2)  12:26.15 
ｻﾜﾑﾗ ｿﾗ 高森中

11 嵯峨 健介(2)  12:43.32 
ｻｶﾞ ｹﾝｽｹ 緑ヶ丘中

12 牧内 快(1)  13:43.39 
ﾏｷｳﾁ ｶｲ 緑ヶ丘中

13 鶴巻 陽之介(1)  14:38.09 
ﾂﾙﾏｷ ﾊﾙﾉｽｹ 緑ヶ丘中

1  8381

中学男子

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  8626

7  8483

3  8480

13  8354

9  8373

11  8632

4  8542

12  8620

5  8372

6  8599

10  8602

8  8611



決勝 8月22日 14:30

長野県記録(KR)                  40.62 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC                  ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC      2015/09/05  
                                      （高木 佑希・岩田 晃・吉冨 和弥・佐藤 賢一）
長野県中学記録(CR)              43.57 芦原                         芦原             2016/06/19  
                                      （小林 涼真・柳澤 祐希・原 泰三・藤村 知季）
大会記録(GR)                    47.00                              緑ヶ丘中A        2014        
                                      （三石・米澤・小松・秦）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
    3 飯田高陵中      

DNS

中学男子

4×100m

決勝



決勝 8月22日 11:30

長野県記録(KR)                   2.18 吉田 剛                      仙台大           2002/05/19  
長野県中学記録(CR)               1.97 中野 昌幸                    波田             1981/09/23  
大会記録(GR)                     1.82 胡桃沢 裕之                  高陵中           2007        

1m72 1m75
今村 悠真(2) o xxx
ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾏ 松川中
新井 大誠(1) DNS
ｱﾗｲ ﾀｲｾｲ 喬木中

備考

1 1  8353  1.30

2  8532      

記録
1m55 1m60 1m63 1m66 1m69

中学男子

走高跳

決勝

順位 試技
1m45 1m50

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m30 1m35 1m40



決勝 8月22日  9:30

長野県記録(KR)                   7.94 嶺村 鴻汰                    筑波大           2014        
長野県中学記録(CR)               7.04 内川 佳祐                    白馬             2010/09/04  
大会記録(GR)                     6.66 伊藤 健一                    竜峡中           1991        

 ３回の
 最高記録

中井 郁斗(2)   4.02  3.92  4.10   4.10   3.98  4.00  3.92   4.10 
ﾅｶｲ ｲｸﾄ 遠山中   +0.4  +1.5   0.0    0.0   +0.5  -0.3  -1.0    0.0
塩澤 拓虎(2)   3.63  3.61  3.51   3.63   3.40  3.35   x    3.63 
ｼｵｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 緑ヶ丘中    0.0  +2.2  +0.3    0.0   +1.4   0.0          0.0

備考

中学男子

走幅跳

決勝

順位 試技 -3- -4- -5- -6- 記録ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

1 2  8565

2 1  8600



決勝 8月23日  9:30

長野県中学記録(CR)              14.25 髙橋 勇翔                    開成             2019/09/29  
大会記録(GR)                    11.25 齋藤 進次郎                  飯田高陵中       2012        

 ３回の
 最高記録

清水 雄斗(2)
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ 緑ヶ丘中
松下 白龍(1)
ﾏﾂｼﾀ ﾊｸﾘｭｳ 緑ヶ丘中

-5- -6- 記録 備考-4-

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-

1 1  8593   7.62  6.59

  5.11  5.68 

  6.84   7.62   7.30  6.82  7.20  7.62 

  5.46   5.46   5.68  5.172 2  8612   5.18   x



予選 8月22日 11:10
決勝 8月22日 12:30

長野県小学生記録(ER)            12.27 近藤 裕也                    松川陸上ｸﾗﾌﾞ     2010/08/22  
大会記録(GR)                    14.57 山口 耕                      上郷小           2016        

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 +2.0

 1 宮澤 佑茉(4)     15.10 Q  1 宮澤 知己(4)     14.35 Q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 的場 煌誠(4)     16.54 Q  2 古沢 瑛翼(4)     14.60 Q
ﾏﾄﾊﾞ　ｺｳｾｲ 松尾小 ﾌﾙｻﾜ ｴｲｽｹ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 南島 颯太(4)     16.68 Q  3 齊藤 暖人(4)     15.42 Q
ﾐﾅﾐｼﾏ ﾊﾔﾀ 富草小 ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 下久堅小

 4 柏木 惺成(4)     16.69  4 光澤 陽粋(4)     15.83 q
ｶｼﾜｷﾞ  ｾﾅ 千栄小 ﾐﾂｻﾞﾜ ﾋｽｲ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 滝沢 壮(4)     17.31  5 橋爪 悠斗(4)     16.21 q
ﾀｷｻﾞﾜ　ｿｳ 松尾小 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｳﾄ 松尾小

  塩澤 佑真(4)      
ｼｵｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

風速 +1.7

 1 宮澤 知己(4)     14.51 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 古沢 瑛翼(4)     14.81 
ﾌﾙｻﾜ ｴｲｽｹ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 宮澤 佑茉(4)     15.01 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 齊藤 暖人(4)     15.74 
ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 下久堅小

 5 光澤 陽粋(4)     16.21 
ﾐﾂｻﾞﾜ ﾋｽｲ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 橋爪 悠斗(4)     16.42 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｳﾄ 松尾小

 7 的場 煌誠(4)     16.61 
ﾏﾄﾊﾞ　ｺｳｾｲ 松尾小

 8 南島 颯太(4)     16.74 
ﾐﾅﾐｼﾏ ﾊﾔﾀ 富草小

1    84

7    55

2    57

3    32

8    44

所属名 記録／備考
5    40

大会新
4    43

6    41

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

5    38
DQ(T2)

6    56 6    55

7    62 3    44

4    84 4    32

大会新
8    57 5    43

所属名 記録／備考
3    41 7    40

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

小学男子4年

100m

予選 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



決勝 8月22日 12:20

長野県小学生記録(ER)            12.27 近藤 裕也                    松川陸上ｸﾗﾌﾞ     2010/08/22  
大会記録(GR)                    13.68 木下 博貴                    イイダッシュクラ 2010        

風速 +1.2

 1 榎本  昊(5)     14.44 
ｴﾉﾓﾄ ｿﾗ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 岩下 隼絆(5)     15.08 
ｲﾜｼﾀ ﾊﾔﾄ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 松村 大輝(5)     15.19 
ﾏﾂﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 嶽野 瑛人(5)     15.71 
ﾀｹﾉ ｴｲﾄ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 市瀬 駿樹(5)     15.85 
ｲﾁﾉｾ ﾄｼｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 6 野村 一馬(5)     16.08 
ﾉﾑﾗ   ｶｽﾞﾏ 下條小

 7 真弓 隼人(5)     17.04 
ﾏﾕﾐ ﾊﾔﾄ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

4    46

3    16

5    35

6    45

2    52

7    39

小学男子5年

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8    37



決勝 8月22日 12:10

長野県小学生記録(ER)            12.27 近藤 裕也                    松川陸上ｸﾗﾌﾞ     2010/08/22  
大会記録(GR)                    12.27 近藤 裕哉                    松川陸上クラブ   2010        

風速 -0.7

 1 中原 晃(6)     14.03 
ﾅｶﾊﾗ ﾋｶﾙ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 岡村 飛空(6)     14.72 
ｵｶﾑﾗ ﾄｱ 松尾小

 3 下島 圭翔(6)     14.91 
ｼﾓｼﾞﾏ ｹｲﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 平澤 輝大(6)     15.74 
ﾋﾗｻﾜ ｱｷﾋﾛ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 平沢 惇樹(6)     15.77 
ﾋﾗｻﾜ ｱﾂｷ 下久堅小

4    30

3    15

5    50

6    54

小学男子6年

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7    47



決勝 8月22日  9:55

長野県小学生記録(ER)          2:49.83 宇津野 篤                    腰越ＪＳＣ       2014/0315   
大会記録(GR)                  3:07.16 宮内 斗輝                    松川陸上クラブ   2012        

 1 山田 永遠(6)   3:19.12 
ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾜ 鼎小

 2 瀧澤 俊紀(6)   3:24.34 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾄｼﾉﾘ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 筒井  陽(5)   3:26.75 
ﾂﾂｲ ﾊﾙ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 鳥海 倖正(5)   3:28.07 
ﾄﾘｳﾐ ｺｳｾｲ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 鈴木 健斗(6)   3:30.27 
ｽｽﾞｷ ｹﾝﾄ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 梅木 優太(6)   3:31.75 
ｳﾒｷ ﾕｳﾀ ISｼﾞｭﾆｱ

 7 松下 幸太(5)   3:32.63 
ﾏﾂｼﾀ ｺｳﾀ 富草小

 8 熊谷 好晴(6)   3:34.48 
ｸﾏｶﾞｲ ｺｳﾊ 天龍小

 9 宮内 聡治郎(6)   3:34.54 
ﾐﾔｳﾁ ｿｳｼﾞﾛｳ 下久堅小

10 宮澤 翔伍(6)   3:37.04 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

11 伊藤 善元(5)   3:37.83 
ｲﾄｳ ﾖｼﾓﾄ 山本小

12 本島 岳(5)   3:48.18 
ﾓﾄｼﾞﾏ ﾀｹｼ ISｼﾞｭﾆｱ

13 橋爪 京葵(5)   3:58.58 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｱﾂｷ ISｼﾞｭﾆｱ

14 村松 樹(4)   4:08.35 
ﾑﾗﾏﾂ ｲﾂｷ 川路小

15 奥村 妃呂(5)   4:25.75 
ｵｸﾑﾗ ﾋﾛ 川路小

16 熊谷 悠紀(5)   4:42.23 
ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳｷ 川路小

17 佐藤 圭仁(4)   4:51.71 
ｻﾄｳ ｹｲﾄ 川路小

  村松 樹(4)      
ﾑﾗﾏﾂ ｲﾂｷ 川路小 DNS

2    65

18    66

6    63

4    64

15    10

10    66

14    36

11    14

16    29

9    42

8    83

7    69

17    51

13    13

1    49

3    48

5    11

小学男子

1000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
12    68



決勝 8月22日 14:00

長野県小学生記録(ER)            50.67                              小諸AP           2018/03/11  
                                      （永井 龍斗・伊藤 壮一郎・山本 赳瑠・佐々木 隆之介）
大会記録(GR)                    52.77                              松川陸上クラブ   2011        
                                      （寺澤・米澤・松崎・近藤）

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   45 松村 大輝(5)     59.25 

ﾏﾂﾑﾗ ﾀﾞｲｷ
   39 岩下 隼絆(5)

ｲﾜｼﾀ ﾊﾔﾄ
   52 嶽野 瑛人(5)

ﾀｹﾉ ｴｲﾄ
   37 榎本  昊(5)

ｴﾉﾓﾄ ｿﾗ
 2   4 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B   43 古沢 瑛翼(4)     59.58 

ﾌﾙｻﾜ ｴｲｽｹ
   41 宮澤 佑茉(4)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ
   38 塩澤 佑真(4)

ｼｵｻﾞﾜ ﾕｳﾏ
   40 宮澤 知己(4)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄﾓｷ

小学男子

4×100m

決勝



決勝 8月22日 11:30

長野県小学生記録(ER)             5.47 内川 佳祐                    白馬北           2007/10/06  
大会記録(GR)                     4.37 長谷部 大成                  松尾小           2011        

 ３回の
 最高記録

太田 稟功(6)   3.25  2.60  3.73   3.73   3.61  3.51   x    3.73 
ｵｵﾀ  ﾘｸ 千栄小   -0.6  +0.2  +2.3   +2.3    0.0  +1.6         +2.3
塩澤 佑真(4)   3.36  3.45  3.55   3.55   3.28   x   3.27   3.55 
ｼｵｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ   +0.6  +0.7  +1.9   +1.9    0.0        +1.1   +1.9

1 2    61

2 1    38

備考

小学男子

走幅跳

決勝

順位 試技 -3- -4- -5- -6- 記録ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 8月22日 13:30

長野県小学生記録(ER)            60.18 田島 勇輝                    日義             2017/08/19  
大会記録(GR)                    47.98 福村 大輝                    下条小           2018        

 ３回の
 最高記録

古田 悠斗(5)
ﾌﾙﾀ  ﾕｳﾄ 下條小
金田 琉(6)
ｶﾅﾀﾞ  ﾘｭｳ 下條小
岩下 隼絆(5)
ｲﾜｼﾀ ﾊﾔﾄ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ
山﨑 瑛翔(6)
ﾔﾏｻﾞｷ ｴｲﾄ 天龍小
齊藤 蒼依(6)
ｻｲﾄｳ ｱｵｲ 下久堅小
光澤 陽粋(4)
ﾐﾂｻﾞﾜ ﾋｽｲ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ
真弓 隼人(5)
ﾏﾕﾐ ﾊﾔﾄ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ
平沢 真宗(5)
ﾋﾗｻﾜ ﾏｻﾑﾈ 上久堅小
佐伯 星和(4)
ｻﾍｷ ﾎｼｵ 上久堅小
平澤 空弥(5)
ﾋﾗｻﾜ ｸｳﾔ 上久堅小

   

   o  26.30 

9 1    58  25.16   o    o   25.16

    15.84 10 4    60    o  15.84   o   15.84    

7 3    46  30.26   o

          25.16 

8 2    59    x  26.30   o

   o   30.26    -    -    -  30.26 

  26.30    o    o

5 6    31    o    o

6 8    44    o    o

 31.87  31.87    o    o  33.26 33.26 

  33.01    o    o 33.01    o  33.01 

 41.94 

3 10    39  37.52   o

4 5    70    o    o  34.27    o  34.27 

   o   37.52    -    -    -  37.52 

  34.27    o    o

  41.94    o    o

-4- -5- -6-

   o    o

2 7    33    o    o  41.94    o

備考

1 9    34    o    o  46.11  46.11    o

-2- -3-

 46.11 

記録

小学男子

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-
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