
大会コード 21170512

： ２０２１年５月２３日(日) 
： 飯田市総合運動場陸上競技場（競技場コード 172050）
： 飯田市陸上競技協会・下伊那郡陸上競技協会
： （公財)飯田市スポーツ協会・下伊那郡体育協会
： 飯伊陸上競技協会
： 飯田市教育委員会・飯伊市町村教育委員会連絡協議会

下伊那校長会・(株)南信州新聞社
： 大坪 章男
： 原 宏旭(トラック)・北原 誠治(フィールド)
： 清水 美彦

■グラウンドコンディション

■この大会で樹立された記録
なし
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11:00
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09:00 晴れ

第 22 回 飯 伊 中 学 生 陸 上 競 技 大 会

記 録 集
期 日

風速 気温時刻

26.8
10:00 晴れ

13:00 晴れ 南西 3.0

15:00 晴れ 西北西

34.9
34.8

3.0 26.2 36.5

55.3
晴れ 西 2.0 27.1

21.0

36.4
3.0 26.4 40.1



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】 2021年5月23日(日) 投てき審判長 北原　誠治

【主催団体】 飯田市陸上競技協会/下伊那郡陸上競技協会 決勝記録一覧表 ｽﾀｰﾄ審判長 林　努

男  子 【競技場】飯田市総合運動場陸上競技場招集所審判長 関　博文
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

 5/23 中学男子  +1.8 石原 隆(2) 12.03 片桐 颯泰(2) 12.04 塩澤 慎(3) 12.14 新井 大誠(2) 12.44 椎谷 芳貴(3) 12.44 𠮷𠮷澤 悠人(2) 12.58 伊藤 史龍(2) 12.81 森 蒼馬(2) 12.86
100m 緑ヶ丘中 緑ヶ丘中 飯田高陵中 喬木中 飯田高陵中 飯田高陵中 下伊那松川 緑ヶ丘中

 5/23  +1.8 鵜飼 翼(3) 26.44
200m 緑ヶ丘中

 5/23 熊谷 蓮(3) 59.45 仲田 駿求(2) 1:01.20 丸山 康佑(3) 1:06.10
400m 緑ヶ丘中 旭ヶ丘中 緑ヶ丘中

 5/23 熊谷 駿汰(2) 9:48.92 宮内 達矢(2) 10:47.90 牧内 宇龍(1) 10:49.33 嵯峨 健介(3) 10:54.43 佐々木 康多(3) 10:59.58 山本 朝輝(2) 11:14.84 熊谷 好晴(1) 11:22.49 澤村 青宙(3) 11:33.01
3000m ISｼﾞｭﾆｱ 高森中 喬木中 緑ヶ丘中 下伊那松川 豊丘中 天龍中 高森中

 5/23 今村 悠真(3) 1.45
走高跳 下伊那松川

 5/23 仲田 駿求(2) 5.35(+1.7) 新井 大誠(2) 5.18(+1.6) 宮下 昇己(2) 4.38(+2.5) 塩澤 拓虎(3) 4.10(+1.5) 平澤 輝大(1) 3.98(+3.3) 宮澤 翔伍(1) 3.87(+1.1) 山﨑 瑛翔(1) 3.29(+2.4)
走幅跳 旭ヶ丘中 喬木中 天龍中 緑ヶ丘中 下伊那松川 下伊那松川 天龍中

 5/23 清水 雄斗(3) 8.76
砲丸投(5.000kg) 緑ヶ丘中

 5/23 渡邊 琉太(1) 17.54
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 旭ヶ丘中

 5/23 飯田高陵中       48.52 緑ヶ丘中(B)       52.88 高森中       55.24 旭ヶ丘中       58.42
4×100m 塩澤 慎(3) 藤本 透也(1) 宮内 達矢(2) 川尻 悠人(2)

野口 厚気(2) 森 蒼馬(2) 後藤 大河(1) 仲田 駿求(2)
椎谷 芳貴(3) 深谷 昂平(1) 筑丸 心斗(1) 市瀬 悠斗(1)
𠮷𠮷澤 悠人(2) 橋爪 千慧(2) 安藤 康正(2) 渡邊 琉太(1)



予選 5月23日 10:35
決勝 5月23日 14:50

大会記録(GR)                    11.21 木下　博貴                   緑ヶ丘中         2014        
長野県中学記録(CR)              10.85 塚原 直貴                    岡谷北部         2000/07/09  

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 +1.9

 1 後藤 優心(1) 高森中     14.77  1 後藤 大河(1) 高森中     13.86 
ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾄ ｺﾞﾄｳ ﾀｲｶﾞ

 2 近藤 良祐(1) 高森中     15.11  2 筑丸 心斗(1) 高森中     13.94 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｽｹ ﾁｸﾏﾙ ｼﾝﾄ

 3 齊藤 音生(1) 高森中     15.34  3 今村 信晴(2) 飯田高陵中     15.28 
ｻｲﾄｳ ﾈｵ ｲﾏﾑﾗ ﾉﾌﾞﾊﾙ

 4 片桐 一平(1) 緑ヶ丘中     15.36  4 市瀬 悠斗(1) 旭ヶ丘中     15.39 
ｶﾀｷﾞﾘ ｲｯﾍﾟｲ ｲﾁﾉｾ ﾕｳﾄ

 5 松下 浩也(1) 緑ヶ丘中     15.67  5 大平 隼汰(1) 緑ヶ丘中     15.49 
ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛﾔ ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾊﾔﾀ

 6 小林 健伸(1) 緑ヶ丘中     16.09  6 池田 壱惺(1) 緑ヶ丘中     15.85 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾝ ｲｹﾀﾞ ｲｯｾｲ

 7 渡邊 琉太(1) 旭ヶ丘中     16.40   松島 柑汰(1) 旭ヶ丘中      
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾀ ﾏﾂｼﾏ ｶﾝﾀ

[ 3組] 風速 +1.6 [ 4組] 風速 +1.7

 1 中原 晃(1) 下伊那松川     13.92  1 伊藤 史龍(2) 下伊那松川     12.79 q
ﾅｶﾊﾗ ﾋｶﾙ ｲﾄｳ ｼﾘｭｳ

 2 藤本 透也(1) 緑ヶ丘中     14.15  2 森 蒼馬(2) 緑ヶ丘中     12.90 q
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｷﾔ ﾓﾘ ｿｳﾏ

 3 川尻 悠人(2) 旭ヶ丘中     14.48  3 野口 厚気(2) 飯田高陵中     13.02 
ｶﾜｼﾞﾘ ﾕｳﾄ ﾉｸﾞﾁ ｺｳｷ

 4 深谷 昂平(1) 緑ヶ丘中     14.52  4 濱嶋 大輝(2) 緑ヶ丘中     13.22 
ﾌｶﾔ ｺｳﾍｲ ﾊﾏｼﾏ ﾀｲｷ

 5 石原 龍輝(1) 緑ヶ丘中     14.62  5 橋爪 千慧(2) 緑ヶ丘中     13.22 
ｲｼﾊﾗ ﾘｭｳｷ ﾊｼﾂﾞﾒ ﾁｻﾄ

 6 古籏 育(1) 高森中     14.64  6 春原 秀(2) 飯田高陵中     13.49 
ﾌﾙﾊﾀ ﾊｸﾞﾐ ｽﾉﾊﾗ ｼｭｳ

 7 古島 祐希(3) 緑ヶ丘中     15.14  7 安藤 康正(2) 高森中     14.08 
ﾌﾙｼﾏ ﾕｳｷ ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｾｲ

[ 5組] 風速 +0.4

 1 石原 隆(2) 緑ヶ丘中     12.24 q
ｲｼﾊﾗ ﾀｶｼ

 2 片桐 颯泰(2) 緑ヶ丘中     12.27 q
ｶﾀｷﾞﾘ ｿｳﾀ

 3 𠮷𠮷澤 悠人(2) 飯田高陵中     12.55 q
ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ

 4 椎谷 芳貴(3) 飯田高陵中     12.55 q
ｼｲﾔ ﾖｼｷ

 5 新井 大誠(2) 喬木中     12.56 q
ｱﾗｲ ﾀｲｾｲ

 6 塩澤 慎(3) 飯田高陵中     12.61 q
ｼｵｻﾞﾜ ｼﾝ

 7 平澤 文弥(2) 緑ヶ丘中     13.16 
ﾋﾗｻﾜ ﾌﾐﾔ

風速 +1.8

 1 石原 隆(2) 緑ヶ丘中     12.03 
ｲｼﾊﾗ ﾀｶｼ

 2 片桐 颯泰(2) 緑ヶ丘中     12.04 
ｶﾀｷﾞﾘ ｿｳﾀ

 3 塩澤 慎(3) 飯田高陵中     12.14 
ｼｵｻﾞﾜ ｼﾝ

 4 新井 大誠(2) 喬木中     12.44 
ｱﾗｲ ﾀｲｾｲ

 5 椎谷 芳貴(3) 飯田高陵中     12.44 
ｼｲﾔ ﾖｼｷ

 6 𠮷𠮷澤 悠人(2) 飯田高陵中     12.58 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ

 7 伊藤 史龍(2) 下伊那松川     12.81 
ｲﾄｳ ｼﾘｭｳ

 8 森 蒼馬(2) 緑ヶ丘中     12.86 
ﾓﾘ ｿｳﾏ

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 No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  8400 5  8370

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6  8407 3  8413

8  8381 7  8406

5  8937 6  8932

3  8933 8  8731

 8732
DNS

7  8934 2  8930

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  8733 4

3  8350 3  8368
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  8622 7  8417

8  8936 6  8613

6  8931 2  8601

4  8935 8  8607

2  8608 4  8376

7  8404 5  8416

8  8591

4  8594

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  8532

5  8444

3  8414

7  8442

2  8609

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  8444

8  8532

4  8591

6  8594

2  8368

1  8613

5  8442

3  8414



決勝 5月23日 13:35

風速 +1.8

 1 鵜飼 翼(3) 緑ヶ丘中     26.44 
ｳｶｲ ﾂﾊﾞｻ

  藤本 崚聖(3) 緑ヶ丘中      
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳｾｲ DNS

中学男子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  8604

5  8603



決勝 5月23日 15:05

大会記録(GR)                    51.50 近藤　恵哉                   伊那松川中       2015        
長野県中学記録(CR)              49.54 落合 華七斗                  堀金             2019/09/01  

 1 熊谷 蓮(3) 緑ヶ丘中     59.45 
ｸﾏｶﾞｲ ﾚﾝ

 2 仲田 駿求(2) 旭ヶ丘中   1:01.20 
ﾅｶﾀ ﾄｼﾋﾃﾞ

 3 丸山 康佑(3) 緑ヶ丘中   1:06.10 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｽｹ

4  8605

6  8590

5  8621

中学男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月23日 15:15

大会記録(GR)                  9:07.68 松尾　崇文                   松川中           2002        
長野県中学記録(CR)            8:30.96 吉岡 大翔                    川中島           2019/12/15  

 1 熊谷 駿汰(2) ISｼﾞｭﾆｱ   9:48.92 
ｸﾏｶﾞｲ ｼｭﾝﾀ

 2 宮内 達矢(2) 高森中  10:47.90 
ﾐﾔｳﾁ ﾀﾂﾔ

 3 牧内 宇龍(1) 喬木中  10:49.33 
ﾏｷｳﾁ ｳﾘｭｳ

 4 嵯峨 健介(3) 緑ヶ丘中  10:54.43 
ｻｶﾞ ｹﾝｽｹ

 5 佐々木 康多(3) 下伊那松川  10:59.58 
ｻｻｷ ｺｳﾀ

 6 山本 朝輝(2) 豊丘中  11:14.84 
ﾔﾏﾓﾄ ｱｻﾋ

 7 熊谷 好晴(1) 天龍中  11:22.49 
ｸﾏｶﾞｲ ｺｳﾊ

 8 澤村 青宙(3) 高森中  11:33.01 
ｻﾜﾑﾗ ｿﾗ

 9 梅原 爽葵(3) 旭ヶ丘中  11:35.93 
ｳﾒﾊﾗ ｿｳｱ

10 鶴巻 陽之介(2) 緑ヶ丘中  11:45.75 
ﾂﾙﾏｷ ﾊﾙﾉｽｹ

11 岩田 大輝(2) 高森中  11:53.00 
ｲﾜﾀ ﾀﾞｲｷ

12 猪野 夏生(3) 豊丘中  11:54.98 
ｲﾉ ﾅﾂｷ

13 田中 唯(2) 高森中  11:55.03 
ﾀﾅｶ ﾕｲ

14 代田 洵也(2) 緑ヶ丘中  12:07.37 
ｼﾛﾀ ｼﾞｭﾝﾔ

15 塚平 琉(3) 竜峡中  12:11.65 
ﾂｶﾀﾞｲﾗ ﾙｲ

16 牧内 快(2) 緑ヶ丘中  12:16.06 
ﾏｷｳﾁ ｶｲ

17 下枝 翔(2) 緑ヶ丘中  12:21.02 
ｼﾓｴﾀﾞ ｶｹﾙ

18 小笠原 琉成(2) 緑ヶ丘中  12:57.11 
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘｭｳｾｲ

19 林 祐太朗(1) 高森中  13:39.63 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾀﾛｳ

  福島 圭亮(3) 下伊那松川      
ﾌｸｼﾏ ｹｲｽｹ

  鈴木 建人(1) 下伊那松川      
ｽｽﾞｷ ｹﾝﾄ

中学男子

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  8483

4  8373

16  8533

8  8602

5  8366

3  8543

18  8510

15  8372

9  8620

11  8599

14  8374

6  8883

13  8375

19  8596

7  8632

10  8611

20  8595

17  8592

12  8351
DNS

21  8392

2  8354
DNS



決勝 5月23日 16:00

大会記録(GR)                    45.67                              高森中           2012        
長野県中学記録(CR)              43.32                              小諸東           2020

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 飯田高陵中  8444 塩澤 慎(3)     48.52 

ｼｵｻﾞﾜ ｼﾝ
 8417 野口 厚気(2)

ﾉｸﾞﾁ ｺｳｷ
 8442 椎谷 芳貴(3)

ｼｲﾔ ﾖｼｷ
 8414 𠮷𠮷澤 悠人(2)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
 2   7 緑ヶ丘中(B)  8936 藤本 透也(1)     52.88 

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｷﾔ
 8613 森 蒼馬(2)

ﾓﾘ ｿｳﾏ
 8935 深谷 昂平(1)

ﾌｶﾔ ｺｳﾍｲ
 8601 橋爪 千慧(2)

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾁｻﾄ
 3   4 高森中  8373 宮内 達矢(2)     55.24 

ﾐﾔｳﾁ ﾀﾂﾔ
 8370 後藤 大河(1)

ｺﾞﾄｳ ﾀｲｶﾞ
 8406 筑丸 心斗(1)

ﾁｸﾏﾙ ｼﾝﾄ
 8376 安藤 康正(2)

ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｾｲ
 4   3 旭ヶ丘中  8622 川尻 悠人(2)     58.42 

ｶﾜｼﾞﾘ ﾕｳﾄ
 8621 仲田 駿求(2)

ﾅｶﾀ ﾄｼﾋﾃﾞ
 8731 市瀬 悠斗(1)

ｲﾁﾉｾ ﾕｳﾄ
 8733 渡邊 琉太(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾀ
    5 緑ヶ丘中(A)  8609 平澤 文弥(2)      

ﾋﾗｻﾜ ﾌﾐﾔ DNS
 8591 石原 隆(2)

ｲｼﾊﾗ ﾀｶｼ
 8604 鵜飼 翼(3)

ｳｶｲ ﾂﾊﾞｻ
 8594 片桐 颯泰(2)

ｶﾀｷﾞﾘ ｿｳﾀ

中学男子

4×100m

決勝



決勝 5月23日  9:30

1m85 1m90 1m95
今村 悠真(3) 下伊那松川 o o xxo xxx
ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾏ

記録 備考

1 1  8353
 1.45

1m60 1m65 1m70 1m75 1m80

中学男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m35 1m40 1m45 1m50 1m55



決勝 5月23日 13:00

 ３回の
 最高記録

仲田 駿求(2) 旭ヶ丘中    x   5.19  5.35   5.35   4.96  5.16  5.29   5.35 
ﾅｶﾀ ﾄｼﾋﾃﾞ         +1.7  +1.7   +1.7   +1.2  +0.8  +2.2   +1.7
新井 大誠(2) 喬木中    x    x    x       5.04   x   5.18   5.18 
ｱﾗｲ ﾀｲｾｲ                            +1.4        +1.6   +1.6
宮下 昇己(2) 天龍中   4.24  4.32  4.34   4.34   4.38  3.67  3.91   4.38 
ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳｷ   +2.0  +2.9  +1.6   +1.6   +2.5  +2.9  +3.4   +2.5
塩澤 拓虎(3) 緑ヶ丘中   4.10  3.94  4.10   4.10    x    x   2.65   4.10 
ｼｵｻﾞﾜ ﾀｸﾄ   +2.4  +0.7  +1.5   +1.5               +2.3   +1.5
平澤 輝大(1) 下伊那松川   3.50  3.69  3.71   3.71   3.85  3.96  3.98   3.98 
ﾋﾗｻﾜ ｱｷﾋﾛ   +2.0  +3.7  +1.9   +1.9   +1.7  +2.8  +3.3   +3.3
宮澤 翔伍(1) 下伊那松川   3.66  3.61  3.69   3.69   3.52  3.44  3.87   3.87 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ   +3.1  +1.3  +2.7   +2.7   +1.0  +2.8  +1.1   +1.1
山﨑 瑛翔(1) 天龍中    x    x    x        x   3.29  2.95   3.29 
ﾔﾏｻﾞｷ ｴｲﾄ                                  +2.4  +1.5   +2.4

7 3  8511

5 4  8369

6 1  8352

3 5  8512

4 2  8600

1 7  8621

2 6  8532

備考

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



決勝 5月23日 15:00

大会記録(GR)                    10.62 齋藤　進次郎                 飯田高陵中       2011        
長野県中学記録(CR)              14.11 髙橋 勇翔                    開成             2019/10/05  

 ３回の
 最高記録

清水 雄斗(3) 緑ヶ丘中
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ
松下 白龍(2) 緑ヶ丘中 DNS
ﾏﾂｼﾀ ﾊｸﾘｭｳ

記録 備考

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-

  8.68

-3- -4- -5- -6-

1 2  8593
  8.38  8.74

1  8612
          

   8.74   8.76  8.14  7.71  8.76 

                



決勝 5月23日 12:30

大会記録(GR)                          
長野県中学記録(CR)              72.60 小林 竜也                    高社             2013/10/25  

 ３回の
 最高記録

渡邊 琉太(1) 旭ヶ丘中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾀ

 16.52
1 1  8733

   o    o   16.52    x    o  17.54 17.54 

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- -3- -4- -5- -6-
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