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気象
日 付 時 間 天 気 気 温 湿 度 風 力 風 向 備 考

5月20日 8:30 晴れ 22.0 46 0.1 西南西
9:30 晴れ 23.2 45 2 南西

10:30 晴れ 25.8 42 2.8 南南西
11:30 晴れ 27.7 41 2.5 西
12:30 くもり 28.2 41 2.3 西北西
13:30 くもり 27.7 41 2.3 南西
14:30 くもり 27.1 41 2.2 南南西
15:30 くもり 25.9 42 2.4 南西

大会記録
日　付 種目 男　女 氏　　名 所　属 記　録 従来の記録 備　考
5月20日 小学6年100m(予) 女 徳竹　美友 松川陸上クラブ 13秒68 13秒７１ +0.9

中学2,3年100m(予) 男 松下　優太 高森中 11秒33 11秒73 +1.６
小学4年100m(決) 女 宮澤　香音 松川陸上クラブ 15秒51 15秒76 +0.5
小学5,6年1000m(決) 男 宮内　斗輝 松川陸上クラブ 3分06秒03 3分08秒36
中学共通1500m(決) 女 松澤　綾音 喬木中 4分54秒80 4分59秒25
中学共通1500m(決) 女 山岸　鈴加 松川中 4分58秒45 4分59秒25
小学5,6年80ｍＨ(決) 男 熊谷　尚紀 いがら陸上クラブ 14秒26 14秒73 +1.0
中学4×100mR(予) 男 久保田・松下・椚谷・松下 高森中 45秒67 46秒14
中学4×100mR(決) 男 久保田・松下・椚谷・松下 高森中 45秒90 46秒14
中学共通砲丸投(5.000kg)(決) 男 齋藤　進次郞 飯田高陵中 10m62 9m71
小学6年100m(決) 女 徳竹　美友 松川陸上クラブ 13秒７１ 13秒７１ +2.0（タイ記録）
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平成24年度　第29回飯伊小学生陸上競技大会兼第13回飯伊中学生陸上競技大会          

決勝記録一覧表
GR(大会新)　GT(大会タイ) 男  子 【競技場】202050  飯田陸上競技場

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
05/20 小3以下男子 宮田 光晟(3) 9.81 竹村 牧(3) 9.97 山上 暁(3) 10.10 宮嶋 孟司(3) 10.17 近藤 皓哉(2) 10.23 久保田 莉生(2) 10.31 木村 柊太(3) 10.34 坪井 和輝(3) 10.35

60m 小学生･追手町小 (+2.3) 小学生･松尾小 (+2.1) (+2.6) 小学生･下條小 (+2.0) (+1.9) 小学生･下條小 (+2.6) (+2.1) 小学生･高森南小 (+1.9)
05/20 小学4年男子  +1.3 近藤 慎之介(4) 15.05 山上 蒼矢(4) 15.35 信末 幸輝(4) 15.75 宮島 拓斗(4) 15.88 多田井 琢馬(4) 15.97 仲田 源(4) 16.09 黒川 裕貴(4) 16.34 原田  飛玖(4) 16.42

100m 小学生･追手町小 小学生･伊賀良小 小学生･喬木第一小学校 小学生･和田小学校 小学生･伊賀良小 小学生･座光寺小 小学生･松尾小
05/20 小学5年男子  +2.3 山川 滉生(5) 14.46 伊藤 和也(5) 14.51 寺澤 勇紀(5) 14.71 酒井 稜太(5) 15.19 下平 健太(5) 15.68 中山 佳樹(5) 15.81 小島 幸輝(5) 16.38 飯島 洋介(5) 16.47

100m 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭ 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭ 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･丸山小 小学生･松尾小 小学生･座光寺小 小学生･竜丘小 小学生･竜丘小
05/20 小学6年男子  +2.2 大澤 優斗(6) 13.46 古内 駿人(6) 13.60 米山 諒(6) 13.98 北沢 智哉(6) 14.18 近藤 恵哉(6) 14.34 大野 輝(6) 14.41 片桐 碧尉(6) 15.48 水野 斗明(6) 15.75

100m 小学生･和田小学校 小学生･高森北小学校 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭ 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･伊賀良小 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭ 小学生･浪合小
05/20 小学5,6年男 宮内 斗輝(6) 3,06.03 石井 慎也(6) 3,13.79 大峡 和(6) 3,14.33 小林 大亮(6) 3,15.24 辻 健志(6) 3,22.89 松下 純也(5) 3,25.25 桐生 智広(5) 3,34.34 友保 尚樹(6) 3,35.76

1000m GR 小学生･丸山小 小学生･鼎小学校 小学生･泰阜小学校 小学生･伊賀良小 小学生･松尾小 小学生･松尾小
05/20  +1.0 熊谷 尚紀(6) 14.26 池野 隆太郎(6) 14.92 杉山 海樹(6) 18.54 三嶋 蒼生(5) 19.95 松澤 嵐史(5) 22.14

80mH GR 小学生･和合小
05/20 松島 稜之(6) 1.15

走高跳 小学生･高森北小学校
05/20 宮澤 大和(6) 3.80(+3.1) 村山将志(6) 3.61(+1.9) 木下 知樹(6) 3.12(+1.2) 滝沢 友志(6) 3.12(+1.2) 宮下 怜也(5) 3.11(+1.7)

走幅跳 小学生･丸山小 小学生･富草小学校 小学生･下久堅小 小学生･下久堅小 小学生･大下條小
05/20 宮井 大介(6) 56.78 大平 惟央(6) 50.92 堤 慎一郎(6) 50.41 小林 弘太(6) 46.88 佐藤 赳流(5) 46.15 黒澤 稔生(5) 43.58 高梨 恭四郎(6) 43.31 川合 魁人(6) 42.23

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 小学生･竜丘小 小学生･丸山小 小学生･竜丘小 小学生･富草小学校 小学生･富草小学校 小学生･追手町小 小学生･竜丘小 小学生･豊丘北小
05/20 下久堅小       56.65 浜井場小       58.77 龍江小(A)       59.33 丸山小       59.90 山本小(A)     1,03.49

4×100mR 久保田 一真(6) 矢高 隆人 三石 隼斗(6) 斎藤 優哉(6) 土屋 賢志郎(6)
藤本 恭輔(6) 深津 風太 窪田 健生(6) 小林 大樹(6) 宮崎 真悟(6)
青島 大和(6) 勝野裕介 上野 雅弘(6) 近藤 柊斗(6) 塩澤 大斗(6)
尾曽 陽太(6) 宮澤 昻也 市木 秀里(6) 伊藤 孝大(6) 佐々木 慎一(6)

05/20 中学1年男子  +1.9 園原 昇汰(1) 12.35 木下 博貴(1) 12.37 近藤 雅哉(1) 12.76 米澤 和真(1) 12.83 三石 智也(1) 13.50 北原 昂希(1) 13.62 小池 貫太(1) 13.72 柴田 健人(1) 17.93
100m 中学生･阿智中学校 中学生･緑ヶ丘中 中学生･伊那松川中 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･伊那松川中 中学生･旭ヶ丘中学校

05/20 石井 悠介(1) 4.56(+1.2) 小松 良樹(1) 4.42(+2.1) 清水 俊弥(1) 4.13(+0.9) 渡久山 円(1) 4.12(+0.7) 奈川 祐也(1) 3.69(+1.1) 岩崎 元太(1) 3.63(+1.5) 平沢 知大(1) 3.28(+1.1)
走幅跳 中学生･飯田東中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･飯田高陵中 中学生･天龍中陸上部 中学生･緑ヶ丘中 中学生･飯田高陵中 中学生･緑ヶ丘中

05/20 中学2,3年男  +2.1 松下 優太(3) 11.40 近藤 裕哉(2) 11.65 松村 慶大(3) 11.83 熊谷 諒平(3) 11.93 下平 和輝(2) 12.23 鎌倉 渉(2) 12.29 大内 健瑠(2) 12.42 松尾 陸(3) 12.89
100m 中学生･高森中 中学生･伊那松川中 中学生･旭ヶ丘中学校 中学生･旭ヶ丘中学校 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･緑ヶ丘中

05/20 椚谷 和久(2) 5.77(-0.1) 後藤 航平(3) 5.52(+1.3) 大野 敦祐(3) 5.15(+0.5) 北沢 駿弥(3) 5.12(+1.1) 堀越 匡(2) 4.65(+0.6) 松村 悠太(3) 4.54(+0.6) 市岡 朋弥(2) 4.40(+1.3) 塩沢 佳祐(3) 3.95(+1.1)
走幅跳 中学生･高森中 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中 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･高森中

05/20 中学共通男子  +2.8 松島 竜平(3) 24.19 久保田 稜(3) 24.83 山近 拳児(3) 25.11 佐藤 翔太(3) 26.29 光沢 佑人(2) 26.52 棚田 駿太(2) 28.72 板倉 竜史(1) 30.44
200m 中学生･高森中 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中 中学生･高森中 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中 中学生･緑ヶ丘中

05/20 平栗 広大(3) 58.25 塩沢 大樹(3) 59.73 小池 光(3) 1,01.30 松本 光平(2) 1,03.51 知沢 和輝(2) 1,04.19 佐々木 勇人(1) 1,10.90
400m 中学生･飯田高陵中 中学生･高森中 中学生･伊那松川中 中学生･飯田高陵中 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中

05/20 吉川 健成(3) 9,32.16 田畑 嵩明(2) 9,48.21 松下 湧登(3) 10,04.66 塩澤 耕大(3) 10,10.24 松倉 奎也(3) 10,26.37 中村 一貴(3) 10,27.87 北原 和喜(2) 10,29.27 松下 哲也(1) 10,41.45
3000m 中学生･飯田高陵中 中学生･竜峡中 中学生･伊那松川中 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･伊那松川中 中学生･伊那松川中

05/20 牧内 豪(3) 1.60 松澤 貴文(3) 1.60 山岸 流唯(3) 1.55 篠田 治輝(2) 1.45 岩﨑 一徹(2) 1.45 加藤 勝斗(2) 1.40 土屋 洸太(1) 1.20
走高跳 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中

05/20 齋藤 進次郎(3) 10.62 村松 康平(3) 8.98 宮島 雅貴(2) 8.84 枝村 大地(3) 8.66 菅沼 翔紀(3) 7.89 横井 岳人(2) 6.17 切石 拓也(2) 5.88 齋藤 天(2) 5.63
砲丸投 中学生･飯田高陵 GR 中学生･天龍中陸上部 中学生･高森中 中学生･天龍中陸上部 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中

05/20 熊谷 駿(3) 44.91 牧内 純(3) 34.70 原田 巧己(3) 33.06 中村 知樹(3) 31.88 小瀬水 渉(2) 31.62 手塚 貴郁(2) 30.89 花井 有輝(2) 28.37 宮島 泰雅(2) 25.07
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中 中学生･天龍中陸上部 中学生･高森中 中学生･高森中 中学生･高森中

05/20 高森中(A)       45.90 緑ヶ丘中(A)       47.20 飯田高陵中(A)      47.75 飯田高陵中(B)      50.65 高森中(B)       50.91 緑ヶ丘中(B)       50.96 飯田高陵中(D)      52.43 伊那松川中(A)    1,03.82
4×100mR 久保田 稜(3) 松尾 陸(3) 齋藤 進次郎(3) 松村 悠太(3) 佐藤 翔太(3) 木下 博貴(1) 松本 光平(2) 近藤 雅哉(1)

松下 優太(3) 小島 弘(3) 鎌倉 渉(2) 北沢 駿弥(3) 塩沢 大樹(3) 米澤 和真(1) 大野 敦祐(3) 近藤 裕哉(2)
椚谷 和久(2) 下平 和輝(2) 山近 拳児(3) 松澤 貴文(3) 後藤 航平(3) 三石 智也(1) 中村 知樹(3) 小池 光(3)
松島 竜平(3) GR 下平 凌太郎(3) 牧内 豪(3) 原田 巧己(3) 山岸 流唯(3) 下平 竜太(2) 棚田 駿太(2) 井川 真輝(3)

小学生･いがら陸上 小学生･いがら陸上

小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･喬木第一小学校

小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ

小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ

小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ

小学生･いがら陸上

小学生･喬木第一小学校

小学生･喬木第一小学校

小学生･いがら陸上



決勝 5月20日 12:40

大会新               9.90

[ 1組] 風速 +2.0 [ 2組] 風速 +1.5

 1 宮嶋 孟司(3) 小学生    10.17 1 下澤 優也(3) 小学生    10.36 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｹｼ 下條小 ｼﾓｻﾜ ﾕｳﾔ 追手町小

 2 塩沢 望(3) 小学生    10.39 2 小池 正一郎(2) 小学生    10.91 
ｼｵｻﾞﾜ  ﾉｿﾞﾐ 丸山小 ｺｲｹ ｾｲｲﾁﾛｳ 阿智第一小

 3 古川 太(2) 小学生    10.85 3 丸山 哲平(3) 小学生    10.98 
ﾌﾙｶﾜ ﾀﾞｲ 鼎小学校 ﾏﾙﾔﾏ ﾃｯﾍﾟｲ 伊賀良小

 4 林 央暉(3) 小学生    11.10 4 益山 颯流(3) 小学生    11.06 
ﾊﾔｼ ｵｳｷ 追手町小 ﾏｽﾔﾏ ﾊﾙ 和田小学校

 5 北原 大輝(3) 小学生    11.21 5 赤羽 空人(3) 小学生    11.72 
ｷﾀﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 高森南小 ｱｶﾊﾈ ｿﾗﾄ 下條小

 6 仲田 初志(1) 小学生    11.39 6 酒井 達樹(3) 小学生    11.86 
ﾅｶﾀ ﾊﾂｼ 伊賀良小 ｻｶｲ  ﾀﾂｷ 丸山小

 7 中澤 侑磨(1) 小学生    12.46 7 大峡 謙(3) 小学生    13.59 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 泰阜小学校 ｵｵﾊﾞ ﾕｽﾞﾙ 鼎小学校

 8 新美 秀忠(1) 小学生    14.42 8 手塚 洸希(1) 小学生    16.44 
ﾆｲﾐﾋ ﾃﾞﾀｶ 追手町小 ﾃﾂﾞｶ ｺｳｷ 追手町小

[ 3組] 風速 +1.9 [ 4組] 風速 +2.8

 1 近藤 皓哉(2) 小学生    10.23 1 土屋 拓哉(3) 小学生    10.43 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾙﾔ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾂﾁﾔ ﾀｸﾔ 下條小

 2 坪井 和輝(3) 小学生    10.35 2 小林 慶輝(3) 小学生    10.50 
ﾂﾎﾞｲ ｶｽﾞｷ 高森南小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｷ 下久堅小

 3 中川 敬介(3) 小学生    10.91 3 伊藤 颯流星(2) 小学生    10.74 
ﾅｶｶﾞﾜｹｲｽｹ 追手町小 ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 伊賀良小

 4 細田 真仁(3) 小学生    10.95 4 中川 俊介(3) 小学生    11.40 
ﾎｿﾀﾞ ﾏﾅﾄ 下條小 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 追手町小

 5 小島 冴樹(3) 小学生    10.98 5 佐藤 相太(2) 小学生    11.53 
ｺｼﾞﾏ ｻｴｷ 竜丘小 ｻﾄｳ ｿｳﾀ 和田小学校

 6 大日方 優将(1) 小学生    11.62 6 木村 耀太(1) 小学生    12.39 
ｵﾋﾞﾅﾀﾏｻﾕｷ 追手町小 ｷﾑﾗ ﾖｳﾀ 喬木第一小学校

 7 池田 敦哉(1) 小学生    12.20 7 伊本 光希(1) 小学生    13.81 
ｲｹﾀﾞ ｱﾂﾔ 泰阜小学校 ｲﾓﾄ ｺｳｷ 追手町小
松澤 静空(3) 小学生 山崎 拓夢(2) 小学生
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｽﾞｸ 伊賀良小 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾑ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

[ 5組] 風速 +2.3 [ 6組] 風速 +2.6

 1 宮田 光晟(3) 小学生     9.81 1 山上 暁(3) 小学生    10.10 
ﾐﾔﾀ ｺｳｾｲ 追手町小 ﾔﾏｶﾞﾐ ｱｶﾂｷ 喬木第一小学校

 2 本田 周平(3) 小学生    10.70 2 久保田 莉生(2) 小学生    10.31 
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 伊賀良小 ｸﾎﾞﾀ ﾘｵ 下條小

 3 今村 孝太郎(3) 小学生    11.23 3 吉川 快里(3) 小学生    10.51 
ｲﾏﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ いがら陸上 ﾖｼｶﾜ ｶｲﾘ 松尾小

 4 池田 航太朗(3) 小学生    11.50 4 樋口 創太(3) 小学生    10.80 
ｲｹﾀﾞ  ｺｳﾀﾛｳ 丸山小 ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾀ 伊賀良小

 5 古田 龍翔(5) 小学生    11.77 5 市瀬 海(3) 小学生    10.88 
ﾌﾙﾀ ﾘｭｳｼｮｳ 追手町小 ｲﾁﾉｾ ｶｲ 追手町小

 6 内藤 陽葵(1) 小学生    12.44 6 伊藤 僚汰郎(3) 小学生    11.69 
ﾅｲﾄｳ ﾊﾙｷ 下條小 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ いがら陸上

 7 宇佐美 敬大(1) 小学生    12.67 7 代田 蒼(2) 小学生    11.70 
ｳｻﾐ ｹｲﾀ 追手町小 ｼﾛﾀ ｱｵｲ 下條小

 8 小林 叶優(1) 小学生    13.08 8 山﨑 萌斗(2) 小学生    13.42 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅｳ 喬木第一小学校 ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾕﾄ 泰阜小学校

[ 7組] 風速 +2.1 [ 8組] 風速 +1.3

 1 竹村 牧(3) 小学生     9.97 1 森下 優大(3) 小学生    10.51 
ﾀｹﾑﾗ ﾓｸ 松尾小 ﾓﾘｼﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 松尾小

 2 木村 柊太(3) 小学生    10.34 2 濱島 潤(3) 小学生    10.65 
ｷﾑﾗ ｼｭｳﾀ 喬木第一小学校 ﾊﾏｼﾏ  ｼﾞｭﾝ 丸山小

 3 肥後 琉之介(3) 小学生    10.38 3 澤口 琉斗(2) 小学生    10.86 
ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 伊賀良小 ｻﾜｸﾞﾁ ﾘｭｳﾄ 追手町小

 4 寺沢 快晟(3) 小学生    10.86 4 代田 樹(3) 小学生    11.17 
ﾃﾗｻﾜ ｶｲｾｲ 高森北小学校 ｼﾛﾀ ｲﾂｷ 下條小

 5 松下 暖大(3) 小学生    10.88 5 松村 喜道(2) 小学生    11.22 
ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙﾄ 下條小 ﾏﾂﾑﾗ ｷﾄﾞｳ 伊賀良小

 6 高橋 鎧(1) 小学生    11.01 6 渡邉 晴紀(2) 小学生    11.60 
ﾀｶﾊｼ  ｶｲ 丸山小 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾊﾙｷ 鼎小学校

 7 手塚 一希(1) 小学生    15.32 7 宮内 駿多(1) 小学生    12.00 
ﾃﾂﾞｶ ｶｽﾞｷ 追手町小 ﾐﾔｳﾁ ﾊﾔﾀ 追手町小
山田 雄士(3) 小学生 大平 弘樹(1) 小学生
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｼ 追手町小 ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾋﾛｷ 追手町小
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[ 9組] 風速 +4.1

 1 池田 晃樹(2) 小学生    10.68 
ｲｹﾀﾞ ｺｳｷ 泰阜小学校

 2 桐生 力輝(2) 小学生    10.78 
ｷﾘｭｳ ﾘｷ 下條小

 3 平林 世凪(3) 小学生    10.78 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｾﾅ 鼎小学校

 4 廣瀬　琉斗(3) 小学生    10.88 
ﾋﾛｾ ﾘｭｳﾄ 豊丘南小

 5 牧内 蒼空(3) 小学生    11.03 
ﾏｷｳﾁ ｿﾗ 伊賀良小

 6 山野 羽琉(2) 小学生    11.39 
ﾔﾏﾉ ﾊﾙ 喬木第一小学校

 7 三宅 俊輝(3) 小学生    11.55 
ﾐﾔｹ ﾄｼｷ 追手町小

 8 吉川 晴哉(1) 小学生    11.83 
ﾖｼｶﾜ ﾊﾙﾔ 追手町小
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   1 宮田 光晟(3) 小学生 追手町小     9.81 (+2.3)  5  1
   2 竹村 牧(3) 小学生 松尾小     9.97 (+2.1)  7  1
   3 山上 暁(3) 小学生 喬木第一小学校    10.10 (+2.6)  6  1
   4 宮嶋 孟司(3) 小学生 下條小    10.17 (+2.0)  1  1
   5 近藤 皓哉(2) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ    10.23 (+1.9)  3  1
   6 久保田 莉生(2) 小学生 下條小    10.31 (+2.6)  6  2
   7 木村 柊太(3) 小学生 喬木第一小学校    10.34 (+2.1)  7  2
   8 坪井 和輝(3) 小学生 高森南小    10.35 (+1.9)  3  2
   9 下澤 優也(3) 小学生 追手町小    10.36 (+1.5)  2  1
  10 肥後 琉之介(3) 小学生 伊賀良小    10.38 (+2.1)  7  3
  11 塩沢 望(3) 小学生 丸山小    10.39 (+2.0)  1  2
  12 土屋 拓哉(3) 小学生 下條小    10.43 (+2.8)  4  1
  13 小林 慶輝(3) 小学生 下久堅小    10.50 (+2.8)  4  2
  14 森下 優大(3) 小学生 松尾小    10.51 (+1.3)  8  1
  14 吉川 快里(3) 小学生 松尾小    10.51 (+2.6)  6  3
  16 濱島 潤(3) 小学生 丸山小    10.65 (+1.3)  8  2
  17 池田 晃樹(2) 小学生 泰阜小学校    10.68 (+4.1)  9  1
  18 本田 周平(3) 小学生 伊賀良小    10.70 (+2.3)  5  2
  19 伊藤 颯流星(2) 小学生 伊賀良小    10.74 (+2.8)  4  3
  20 桐生 力輝(2) 小学生 下條小    10.78 (+4.1)  9  2
  20 平林 世凪(3) 小学生 鼎小学校    10.78 (+4.1)  9  3
  22 樋口 創太(3) 小学生 伊賀良小    10.80 (+2.6)  6  4
  23 古川 太(2) 小学生 鼎小学校    10.85 (+2.0)  1  3
  24 澤口 琉斗(2) 小学生 追手町小    10.86 (+1.3)  8  3
  24 寺沢 快晟(3) 小学生 高森北小学校    10.86 (+2.1)  7  4
  26 廣瀬　琉斗(3) 小学生 豊丘南小    10.88 (+4.1)  9  4
  26 市瀬 海(3) 小学生 追手町小    10.88 (+2.6)  6  5
  26 松下 暖大(3) 小学生 下條小    10.88 (+2.1)  7  5
  29 小池 正一郎(2) 小学生 阿智第一小    10.91 (+1.5)  2  2
  29 中川 敬介(3) 小学生 追手町小    10.91 (+1.9)  3  3
  31 細田 真仁(3) 小学生 下條小    10.95 (+1.9)  3  4
  32 丸山 哲平(3) 小学生 伊賀良小    10.98 (+1.5)  2  3
  32 小島 冴樹(3) 小学生 竜丘小    10.98 (+1.9)  3  5
  34 高橋 鎧(1) 小学生 丸山小    11.01 (+2.1)  7  6
  35 牧内 蒼空(3) 小学生 伊賀良小    11.03 (+4.1)  9  5
  36 益山 颯流(3) 小学生 和田小学校    11.06 (+1.5)  2  4
  37 林 央暉(3) 小学生 追手町小    11.10 (+2.0)  1  4
  38 代田 樹(3) 小学生 下條小    11.17 (+1.3)  8  4
  39 北原 大輝(3) 小学生 高森南小    11.21 (+2.0)  1  5
  40 松村 喜道(2) 小学生 伊賀良小    11.22 (+1.3)  8  5
  41 今村 孝太郎(3) 小学生 いがら陸上    11.23 (+2.3)  5  3
  42 仲田 初志(1) 小学生 伊賀良小    11.39 (+2.0)  1  6
  42 山野 羽琉(2) 小学生 喬木第一小学校    11.39 (+4.1)  9  6
  44 中川 俊介(3) 小学生 追手町小    11.40 (+2.8)  4  4
  45 池田 航太朗(3) 小学生 丸山小    11.50 (+2.3)  5  4
  46 佐藤 相太(2) 小学生 和田小学校    11.53 (+2.8)  4  5
  47 三宅 俊輝(3) 小学生 追手町小    11.55 (+4.1)  9  7
  48 渡邉 晴紀(2) 小学生 鼎小学校    11.60 (+1.3)  8  6
  49 大日方 優将(1) 小学生 追手町小    11.62 (+1.9)  3  6
  50 伊藤 僚汰郎(3) 小学生 いがら陸上    11.69 (+2.6)  6  6
  51 代田 蒼(2) 小学生 下條小    11.70 (+2.6)  6  7
  52 赤羽 空人(3) 小学生 下條小    11.72 (+1.5)  2  5
  53 古田 龍翔(5) 小学生 追手町小    11.77 (+2.3)  5  5
  54 吉川 晴哉(1) 小学生 追手町小    11.83 (+4.1)  9  8
  55 酒井 達樹(3) 小学生 丸山小    11.86 (+1.5)  2  6
  56 宮内 駿多(1) 小学生 追手町小    12.00 (+1.3)  8  7
  57 池田 敦哉(1) 小学生 泰阜小学校    12.20 (+1.9)  3  7
  58 木村 耀太(1) 小学生 喬木第一小学校    12.39 (+2.8)  4  6
  59 内藤 陽葵(1) 小学生 下條小    12.44 (+2.3)  5  6
  60 中澤 侑磨(1) 小学生 泰阜小学校    12.46 (+2.0)  1  7
  61 宇佐美 敬大(1) 小学生 追手町小    12.67 (+2.3)  5  7
  62 小林 叶優(1) 小学生 喬木第一小学校    13.08 (+2.3)  5  8
  63 山﨑 萌斗(2) 小学生 泰阜小学校    13.42 (+2.6)  6  8
  64 大峡 謙(3) 小学生 鼎小学校    13.59 (+1.5)  2  7
  65 伊本 光希(1) 小学生 追手町小    13.81 (+2.8)  4  7
  66 新美 秀忠(1) 小学生 追手町小    14.42 (+2.0)  1  8
  67 手塚 一希(1) 小学生 追手町小    15.32 (+2.1)  7  7
  68 手塚 洸希(1) 小学生 追手町小    16.44 (+1.5)  2  8  177
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順位 No. 氏  名 都道府県



予選 5月20日 9:20
決勝 5月20日 14:25

大会新              13.05
県記録              12.27

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 +0.6

 1 大澤 優斗(6) 小学生    13.59 q 1 古内 駿人(6) 小学生    13.78 q
ｵｵｻﾜ ﾕｳﾄ 和田小学校 ﾌﾙｳﾁ ﾊﾔﾄ 高森北小学校

 2 近藤 恵哉(6) 小学生    14.55 q 2 米山 諒(6) 小学生    14.10 q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 3 片桐 碧尉(6) 小学生    15.59 q 3 北沢 智哉(6) 小学生    14.19 q
ｶﾀｷﾞﾘ ｱｵｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ｷﾀｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 水野 斗明(6) 小学生    15.85 q 4 大野 輝(6) 小学生    14.46 q
ﾐｽﾞﾉ ﾄｱ 浪合小 ｵｵﾉ ﾋｶﾙ 伊賀良小

 5 佐々木 雅央(6) 小学生    17.01 北沢 智哉(6) 小学生
ｻｻｷ ﾏﾋﾛ 高森北小学校 ｷﾀｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ 松川中央小

 6 岸 竜我(6) 小学生    19.67 
ｷｼ ﾘｭｳｶﾞ 泰阜小学校

風速 +2.2

 1 大澤 優斗(6) 小学生    13.46 
ｵｵｻﾜ ﾕｳﾄ 和田小学校

 2 古内 駿人(6) 小学生    13.60 
ﾌﾙｳﾁ ﾊﾔﾄ 高森北小学校

 3 米山 諒(6) 小学生    13.98 
ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 4 北沢 智哉(6) 小学生    14.18 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 近藤 恵哉(6) 小学生    14.34 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 大野 輝(6) 小学生    14.41 
ｵｵﾉ ﾋｶﾙ 伊賀良小

 7 片桐 碧尉(6) 小学生    15.48 
ｶﾀｷﾞﾘ ｱｵｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 8 水野 斗明(6) 小学生    15.75 
ﾐｽﾞﾉ ﾄｱ 浪合小

予選 5月20日 9:40
決勝 5月20日 14:35

大会新              13.70
県記録              12.27

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +0.6

 1 伊藤 和也(5) 小学生    14.64 q 1 山川 滉生(5) 小学生    14.48 q
ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ﾔﾏｶﾜ ﾋﾛｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 2 下平 健太(5) 小学生    15.66 q 2 寺澤 勇紀(5) 小学生    14.97 q
ｼﾓﾀﾞｲﾗ  ｹﾝﾀ 松尾小 ﾃﾗｻﾜ ﾕｳｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 中山 佳樹(5) 小学生    15.72 q 3 酒井 稜太(5) 小学生    15.19 q
ﾅｶﾔﾏ ﾖｼｷ 座光寺小 ｻｶｲ  ﾘｮｳﾀ 丸山小

 4 小島 幸輝(5) 小学生    16.41 q 4 飯島 洋介(5) 小学生    16.68 q
ｺｼﾞﾏ ｺｳｷ 竜丘小 ｲｲｼﾞﾏ ﾖｳｽｹ 竜丘小

 5 芦部 悠斗(5) 小学生    17.68 
ｱｼﾍﾞ ﾕｳﾄ 和田小学校
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5   123
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小学6年男子

100m

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 順



風速 +2.3

 1 山川 滉生(5) 小学生    14.46 
ﾔﾏｶﾜ ﾋﾛｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 2 伊藤 和也(5) 小学生    14.51 
ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 3 寺澤 勇紀(5) 小学生    14.71 
ﾃﾗｻﾜ ﾕｳｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 酒井 稜太(5) 小学生    15.19 
ｻｶｲ  ﾘｮｳﾀ 丸山小

 5 下平 健太(5) 小学生    15.68 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ  ｹﾝﾀ 松尾小

 6 中山 佳樹(5) 小学生    15.81 
ﾅｶﾔﾏ ﾖｼｷ 座光寺小

 7 小島 幸輝(5) 小学生    16.38 
ｺｼﾞﾏ ｺｳｷ 竜丘小

 8 飯島 洋介(5) 小学生    16.47 
ｲｲｼﾞﾏ ﾖｳｽｹ 竜丘小

予選 5月20日 10:05
決勝 5月20日 14:45

大会新              14.87
県記録              12.27

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +2.5

 1 近藤 慎之介(4) 小学生    15.66 q 1 山上 蒼矢(4) 小学生    15.27 q
ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾉｽｹ 追手町小 ﾔﾏｶﾞﾐ ｿｳﾔ 喬木第一小学校

 2 信末 幸輝(4) 小学生    15.78 q 2 黒川 裕貴(4) 小学生    16.20 q
ﾉﾌﾞｽｴ ｺｳｷ 伊賀良小 ｸﾛｶﾜ ﾕｳｷ 座光寺小

 3 滝澤 龍一郎(4) 小学生    16.78 3 實原 大己(4) 小学生    16.80 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 座光寺小 ｼﾞﾂﾊﾗ  ﾀﾞｲｷ 丸山小

 4 古田 昂樹(4) 小学生    17.09 4 森 亮太(4) 小学生    17.05 
ﾌﾙﾀ  ｺｳｷ 鼎小学校 ﾓﾘ ﾘｮｳﾀ 伊賀良小

 5 下島 遼亮(4) 小学生    18.79 5 中島 快都(4) 小学生    17.11 
ｼﾓｼﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ 浜井場小 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲﾄ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ
関口 来緒(4) 小学生 6 橋爪 渉(4) 小学生    17.22 
ｾｷｸﾞﾁ ﾗｲｵ 喬木第一小学校 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾜﾀﾙ 下久堅小
藤本 啓吾(4) 小学生 7 中島 猛(4) 小学生    18.93 
ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｺﾞ 上郷小 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹｼ 追手町小

[ 3組] 風速 +1.9 [ 4組] 風速 +1.8

 1 宮島 拓斗(4) 小学生    15.93 q 1 多田井 琢馬(4) 小学生    16.13 q
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｸﾄ 喬木第一小学校 ﾀﾀﾞｲ ﾀｸﾏ 和田小学校

 2 原田  飛玖(4) 小学生    16.06 q 2 仲田 源(4) 小学生    16.14 q
ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾗｸ 松尾小 ﾅｶﾀ ﾐﾅﾓﾄ 伊賀良小

 3 熊谷 大輝(4) 小学生    16.34 3 林 雄大(4) 小学生    16.45 
ｸﾏｶﾞｲ ﾀﾞｲｷ 和田小学校 ﾊﾔｼ ﾕｳﾀﾞｲ 松尾小

 4 坂井 勇(4) 小学生    16.80 4 福澤 勇太(4) 小学生    16.55 
ｻｶｲ ｲｻﾑ 竜丘小 ﾌｸｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 下條小

 5 村松 慎之助(4) 小学生    17.79 5 櫻井  佑也(4) 小学生    17.13 
ﾑﾗﾏﾂ ｼﾝﾉｽｹ 富草小学校 ｻｸﾗｲ    ﾕｳﾔ 清内路小

 6 山下 大悟(4) 小学生    17.86 6 清水 喬介(4) 小学生    17.21 
ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｺﾞ 下久堅小 ｼﾐｽﾞ ﾀﾀﾞｽｹ 高森北小学校

 7 片桐 慧翔(4) 小学生    23.06 7 秦 圭佑(4) 小学生    18.06 
ｶﾀｷﾞﾘ ｹｲｼｮｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ﾊﾀ ｹｲｽｹ 富草小学校

決勝 5月20日 10:45
風速 +1.3 風速 -0.1

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 近藤 慎之介(4) 小学生    15.05 1 4  247 関島 大輔 小学生    16.46 

ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾉｽｹ 追手町小 ｾｷｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 浜井場小
 2 山上 蒼矢(4) 小学生    15.35 2 3   12 木下 耀仁(4) 小学生    17.34 

ﾔﾏｶﾞﾐ ｿｳﾔ 喬木第一小学校 ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭ
 3 信末 幸輝(4) 小学生    15.75 3 2  184 古田 龍翔(4) 小学生    17.97 

ﾉﾌﾞｽｴ ｺｳｷ 伊賀良小 ﾌﾙﾀ ﾘｭｳｼｮｳ 追手町小
 4 宮島 拓斗(4) 小学生    15.88 

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｸﾄ 喬木第一小学校
 5 多田井 琢馬(4) 小学生    15.97 

ﾀﾀﾞｲ ﾀｸﾏ 和田小学校
 6 仲田 源(4) 小学生    16.09 

ﾅｶﾀ ﾐﾅﾓﾄ 伊賀良小
 7 黒川 裕貴(4) 小学生    16.34 

ｸﾛｶﾜ ﾕｳｷ 座光寺小
 8 原田  飛玖(4) 小学生    16.42 

ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾗｸ 松尾小
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小学4年男子
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決勝 5月20日 13:45

大会新            3,08.36
県記録            2,52.94

 1 宮内 斗輝(6) 小学生  3,06.03 
ﾐﾔｳﾁ ﾄｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 石井 慎也(6) 小学生  3,13.79 
ｲｼｲ  ｼﾝﾔ 丸山小

 3 大峡 和(6) 小学生  3,14.33 
ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ 鼎小学校

 4 小林 大亮(6) 小学生  3,15.24 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 辻 健志(6) 小学生  3,22.89 
ﾂｼﾞ ｹﾝｼﾞ 泰阜小学校

 6 松下 純也(5) 小学生  3,25.25 
ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 伊賀良小

 7 桐生 智広(5) 小学生  3,34.34 
ｷﾘｭｳ ﾄﾓﾋﾛ 松尾小

 8 友保 尚樹(6) 小学生  3,35.76 
ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ 松尾小

 9 酒井　一(5) 小学生  3,37.71 
ｻｶｲ ﾊｼﾞﾒ 豊丘南小

10 中嶋 紀彰(5) 小学生  3,41.94 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾘｱｷ 下條小

11 松下 航喜(5) 小学生  3,42.09 
ﾏﾂｼﾀ ｺｳｷ 竜丘小

12 久保田 隼仁(6) 小学生  3,46.89 
ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

13 青柳 天馬(6) 小学生  3,48.22 
ｱｵﾔｷﾞ ﾃﾝﾏ 浪合小

14 山口 直央(5) 小学生  3,48.26 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵ 阿智村RC

15 佐々木 柊斗(5) 小学生  3,48.65 
ｻｻｷ ｼｭｳﾄ 下條小

16 森本 隆暉(5) 小学生  4,05.90 
ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾃﾙ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ
牧野 駆(5) 小学生
ﾏｷﾉ  ｶｹﾙ ISｼﾞｭﾆｱ

小学5,6年男子
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決勝 5月20日 12:25

大会新              14.73
県記録              11.72

風速 +1.0

 1 熊谷 尚紀(6) 小学生    14.26 
ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｷ いがら陸上

 2 池野 隆太郎(6) 小学生    14.92 
ｲｹﾉ ｺｳﾀﾛｳ いがら陸上クラ

 3 杉山 海樹(6) 小学生    18.54 
ｽｷﾞﾔﾏ ｶｲｷ 和合小

 4 三嶋 蒼生(5) 小学生    19.95 
ﾐｼﾏ ｱｵｲ いがら陸上

 5 松澤 嵐史(5) 小学生    22.14 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾗｼ いがら陸上

小学5,6年男子

80mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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決勝 5月20日 9:30

大会新               1.30
県記録               1.46

松島 稜之(6) 小学生
ﾏﾂｼﾏ ﾀｶﾕｷ 高森北小学校

決勝 5月20日 13:30

大会新               4.71
県記録               5.47

宮澤 大和(6) 小学生  3.56  3.80  3.12  3.26  3.74   3.74    3.80 
ﾐﾔｻﾞﾜ  ﾔﾏﾄ 丸山小  -0.1  +3.1  +2.2  +1.2  +2.0   +1.8    +3.1
村山将志(6) 小学生  3.34  3.51  3.53  3.49  2.80   3.61    3.61 
ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳｼﾞ 富草小学校  +1.6  +2.0  +2.9  +3.2  +2.9   +1.9    +1.9
木下 知樹(6) 小学生  3.05  2.83  2.91  2.85  3.07   3.12    3.12 
ｷﾉｼﾀ  ﾄﾓｷ 下久堅小  +1.5  +1.5  +1.9  +3.0  +1.3   +1.2    +1.2
滝沢 友志(6) 小学生  3.02   X  2.86  3.01  3.00   3.12    3.12 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｼ 下久堅小  +1.6  +2.2  +1.1  +0.3   +1.2    +1.2
宮下 怜也(5) 小学生  2.91  2.92  3.11  3.08  3.04   3.06    3.11 
ﾐﾔｼﾀ  ﾄｷﾔ 大下條小  -0.5  +1.7  +1.7  +2.9  +2.6   +1.5    +1.7

決勝 5月20日 9:30

大会新              62.06
県記録              74.23

宮井 大介(6) 小学生
ﾐﾔｲ ﾀﾞｲｽｹ 竜丘小
大平 惟央(6) 小学生
ｵｵﾀﾞｲﾗ  ｲｵ 丸山小
堤 慎一郎(6) 小学生
ﾂﾂﾐ ｼﾝｲﾁﾛｳ 竜丘小
小林 弘太(6) 小学生
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 富草小学校
佐藤 赳流(5) 小学生
ｻﾄｳ ﾀｹﾙ 富草小学校
黒澤 稔生(5) 小学生
ｸﾛｻﾜ ﾄｼｷ 追手町小
高梨 恭四郎(6) 小学生
ﾀｶﾅｼ ｷｮｳｼﾛｳ 竜丘小
川合 魁人(6) 小学生
ｶﾜｲ ｶｲﾄ 豊丘北小
鶯巣 龍斗(6) 小学生
ｳｸﾞｽ ﾘｭｳﾄ 竜丘小
村瀬 昇太(6) 小学生
ﾑﾗｾ ｼｮｳﾀ 竜丘小
伊藤 龍之介(6) 小学生
ｲﾄｳ  ﾘｭｳﾉｽｹ 丸山小
林 俊輔(6) 小学生
ﾊﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 上郷小
小林 弘哉(6) 小学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾔ 富草小学校
高見  海斗(5) 小学生
ﾀｶﾐ     ｶｲﾄ 清内路小
中島 広大(5) 小学生
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾀﾞｲ 高森北小学校
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予選 5月20日 11:25
決勝 5月20日 14:15

大会新              12.05
県記録              10.85

[ 1組] 風速 +2.5 [ 2組] 風速 +1.0

 1 園原 昇汰(1) 中学生    12.27 q 1 近藤 雅哉(1) 中学生    12.88 q
ｿﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ 阿智中学校 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 伊那松川中

 2 木下 博貴(1) 中学生    12.36 q 2 三石 智也(1) 中学生    13.65 q
ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ 緑ヶ丘中 ﾐﾂｲｼ ﾄﾓﾔ 緑ヶ丘中

 3 西永 佳樹(1) 中学生    13.87 3 西村 武登(1) 中学生    14.24 
ﾆｼﾅｶﾞ ﾖｼｷ 伊那松川中 ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ 高森中

 4 山口 凌平(1) 中学生    14.88 4 家苗 薫(1) 中学生    14.88 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 飯田高陵中 ｶﾅｴ ｶｵﾙ 伊那松川中

 5 平栗 広夢(1) 中学生    17.00 5 村澤 拓斗(1) 中学生    14.94 
ﾋﾗｸﾞﾘ ﾋﾛﾑ 飯田高陵中 ﾑﾗｻﾜ ﾀｸﾄ 天龍中陸上部

 6 植竹 孝明(1) 中学生    17.60 6 櫛原 喬介(1) 中学生    15.89 
ｳｴﾀｹ ﾀｶｱｷ 天龍中陸上部 ｸｼﾊﾗ ｷｮｳｽｹ 飯田高陵中

[ 3組] 風速 +0.7

 1 米澤 和真(1) 中学生    12.93 q
ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 緑ヶ丘中

 2 小池 貫太(1) 中学生    13.67 q
ｺｲｹ ｶﾝﾀ 伊那松川中

 3 柴田 健人(1) 中学生    13.70 q
ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾄ 旭ヶ丘中学校

 4 北原 昂希(1) 中学生    13.77 q
ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ 飯田高陵中

 5 秦 翔(1) 中学生    14.28 
ﾊﾀ ｼｮｳ 緑ヶ丘中

 6 木下 利輝(1) 中学生    17.17 
ｷﾉｼﾀ ﾘｷ 阿智中学校

風速 +1.9

 1 園原 昇汰(1) 中学生    12.35 
ｿﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ 阿智中学校

 2 木下 博貴(1) 中学生    12.37 
ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ 緑ヶ丘中

 3 近藤 雅哉(1) 中学生    12.76 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 伊那松川中

 4 米澤 和真(1) 中学生    12.83 
ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 緑ヶ丘中

 5 三石 智也(1) 中学生    13.50 
ﾐﾂｲｼ ﾄﾓﾔ 緑ヶ丘中

 6 北原 昂希(1) 中学生    13.62 
ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ 飯田高陵中

 7 小池 貫太(1) 中学生    13.72 
ｺｲｹ ｶﾝﾀ 伊那松川中

 8 柴田 健人(1) 中学生    17.93 
ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾄ 旭ヶ丘中学校

7    42

1    20

8   281

2   236

6    39

5   293

記録／備考
3    15

4   295

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

7   289

6    17

5    20

2   236

3   293

4    42

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   195 3   211

7   235 6   199

3   217 2    38

5    46 7   113

4   295 5   281

記録／備考
6    15 4    39

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

中学1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 No. 氏  名 所属名



予選 5月20日 11:05
決勝 5月20日 14:05

大会新              11.73
県記録              10.85

[ 1組] 風速 +3.5 [ 2組] 風速 +1.6

 1 近藤 裕哉(2) 中学生    11.37 q 1 松下 優太(3) 中学生    11.33 q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 伊那松川中 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀ 高森中

 2 松村 慶大(3) 中学生    11.75 q 2 熊谷 諒平(3) 中学生    11.90 q
ﾏﾂﾑﾗ ｹｲﾀﾞｲ 旭ヶ丘中学校 ｸﾏｶﾞｲ ﾘｮｳﾍｲ 旭ヶ丘中学校

 3 下平 和輝(2) 中学生    12.04 q 3 鎌倉 渉(2) 中学生    12.24 q
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞｷ 緑ヶ丘中 ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ 飯田高陵中

 4 大内 健瑠(2) 中学生    12.26 q 4 松尾 陸(3) 中学生    12.87 q
ｵｵｳﾁ ﾀｹﾙ 飯田高陵中 ﾏﾂｵ ﾘｸ 緑ヶ丘中

 5 石井 涼太(3) 中学生    13.55 5 熊谷 奎亮(2) 中学生    13.22 
ｲｼｲ ﾘｮｳﾀ 天龍中陸上部 ｸﾏｶﾞｲ ｹｲｽｹ 緑ヶ丘中

風速 +2.1

 1 松下 優太(3) 中学生    11.40 
ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀ 高森中

 2 近藤 裕哉(2) 中学生    11.65 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 伊那松川中

 3 松村 慶大(3) 中学生    11.83 
ﾏﾂﾑﾗ ｹｲﾀﾞｲ 旭ヶ丘中学校

 4 熊谷 諒平(3) 中学生    11.93 
ｸﾏｶﾞｲ ﾘｮｳﾍｲ 旭ヶ丘中学校

 5 下平 和輝(2) 中学生    12.23 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞｷ 緑ヶ丘中

 6 鎌倉 渉(2) 中学生    12.29 
ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ 飯田高陵中

 7 大内 健瑠(2) 中学生    12.42 
ｵｵｳﾁ ﾀｹﾙ 飯田高陵中

 8 松尾 陸(3) 中学生    12.89 
ﾏﾂｵ ﾘｸ 緑ヶ丘中

2   225

1   288

7   277

8   206

4    21

3    19

6   109

5    40

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   288

2   279

大会新
6    19

3   206

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   109

6   197

順 ﾚｰﾝ

2   277

5   225

記録／備考
4    40

3    21

中学2,3年男子

100m

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



大会新              23.83 大会新              54.17
県記録              21.92 県記録              50.35

決勝 5月20日 12:10 決勝 5月20日 12:00

風速 +2.8

 1 松島 竜平(3) 中学生    24.19 1 平栗 広大(3) 中学生    58.25 
ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ 高森中 ﾋﾗｸﾞﾘ ｺｳﾀﾞｲ 飯田高陵中

 2 久保田 稜(3) 中学生    24.83 2 塩沢 大樹(3) 中学生    59.73 
ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳ 高森中 ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 高森中

 3 山近 拳児(3) 中学生    25.11 3 小池 光(3) 中学生  1,01.30 
ﾔﾏﾁｶ ｹﾝｼﾞ 飯田高陵中 ｺｲｹ ﾋｶﾙ 伊那松川中

 4 佐藤 翔太(3) 中学生    26.29 4 松本 光平(2) 中学生  1,03.51 
ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 高森中 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ 飯田高陵中

 5 光沢 佑人(2) 中学生    26.52 5 知沢 和輝(2) 中学生  1,04.19 
ｺｳｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 高森中 ﾁｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 高森中

 6 棚田 駿太(2) 中学生    28.72 6 佐々木 勇人(1) 中学生  1,10.90 
ﾀﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 飯田高陵中 ｻｻｷ ﾊﾔﾄ 飯田高陵中

 7 板倉 竜史(1) 中学生    30.44 
ｲﾀｸﾗ ﾘｭｳｼﾞ 緑ヶ丘中

4   104

5   280

3   227

7   216

6   105

2   110

8    99

記録／備考

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6    96

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

7   215

3   221

4   114

200m
中学共通男子 中学共通男子

2    43

5   234





決勝 5月20日 10:10

大会新               1.95
県記録               1.97

 

牧内 豪(3) 中学生
ﾏｷｳﾁ ｺﾞｳ 飯田高陵中
松澤 貴文(3) 中学生
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ 飯田高陵中
山岸 流唯(3) 中学生
ﾔﾏｷﾞｼ ﾙｲ 高森中
篠田 治輝(2) 中学生
ｼﾉﾀﾞ ﾖｼｷ 飯田高陵中
岩﨑 一徹(2) 中学生
ｲﾜｻｷ ｲｯﾃﾂ 高森中
加藤 勝斗(2) 中学生
ｶﾄｳ ﾏｽﾄ 飯田高陵中
土屋 洸太(1) 中学生
ﾂﾁﾔ ｺｳﾀ 飯田高陵中

決勝 5月20日 9:15

大会新               5.48
県記録               7.04

石井 悠介(1) 中学生  4.56  4.17   X  4.10   X    X    4.56 
ｲｼｲ ﾕｳｽｹ 飯田東中  +1.2  +1.3  +1.6    +1.2
小松 良樹(1) 中学生  4.07   X  3.80  4.34  4.34   4.42    4.42 
ｺﾏﾂ ﾖｼｷ 緑ヶ丘中  +0.5  +0.9  +1.5  +1.5   +2.1    +2.1
清水 俊弥(1) 中学生  4.13  3.93  3.70  4.04  3.96    X    4.13 
ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾔ 飯田高陵中  +0.9  -0.1  +1.4  +2.5  +1.3    +0.9
渡久山 円(1) 中学生  3.69  3.70  3.84  3.89  4.06   4.12    4.12 
ﾄｸﾔﾏ ﾏﾄﾞｶ 天龍中陸上部  +1.2  +1.4   0.0  +1.7  +1.1   +0.7    +0.7
奈川 祐也(1) 中学生  3.69   X   X   X   X   3.36    3.69 
ﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 緑ヶ丘中  +1.1   +0.1    +1.1
岩崎 元太(1) 中学生  3.63  3.50  3.39   X  3.45   3.58    3.63 
ｲﾜｻｷ ｹﾞﾝﾀ 飯田高陵中  +1.5  +0.4  +1.1  +1.5   -0.7    +1.5
平沢 知大(1) 中学生   X  3.17  3.28  3.14  3.17   3.26    3.28 
ﾋﾗｻﾜ ﾄﾓﾋﾛ 緑ヶ丘中  +0.1  +1.1  +1.0  +0.6   -0.4    +1.1

決勝 5月20日 9:15

大会新               6.61
県記録               7.04

椚谷 和久(2) 中学生  5.77  5.71   X   X   X   5.73    5.77 
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ 高森中  -0.1  +0.5   +3.0    -0.1
後藤 航平(3) 中学生  2.65  5.52  5.36  5.42   X   5.43    5.52 
ｺﾞﾄｳ ｺｳﾍｲ 高森中   0.0  +1.3  +0.6  +2.2   +1.1    +1.3
大野 敦祐(3) 中学生  5.15   X   X   X  5.04    X    5.15 
ｵｵﾉ ｼｭﾝｽｹ 飯田高陵中  +0.5  +2.2    +0.5
北沢 駿弥(3) 中学生  4.88  4.80  5.12  4.78  5.10   5.03    5.12 
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 飯田高陵中  -0.2  +0.4  +1.1  +1.3  +1.3   +1.4    +1.1
堀越 匡(2) 中学生  4.41   X  4.48  4.32  4.64   4.65    4.65 
ﾎﾘｺｼ ｷｮｳ 緑ヶ丘中  +0.2  +0.6  +1.6  +1.9   +0.6    +0.6
松村 悠太(3) 中学生  4.53  4.54  4.45   X  3.82   3.67    4.54 
ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳﾀ 飯田高陵中  +0.1  +0.6  +0.4  +1.2   +1.3    +0.6
市岡 朋弥(2) 中学生  3.97  3.88  4.28   X  4.33   4.40    4.40 
ｲﾁｵｶ ﾄﾓﾔ 飯田高陵中  +0.9  +0.4  +2.4  +0.8   +1.3    +1.3
塩沢 佳祐(3) 中学生   X  3.89  3.56  3.40  3.95   3.65    3.95 
ｼｵｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 高森中  +0.9  +1.8  +1.8  +1.1   +1.5    +1.1
酒井 渉(2) 中学生  3.43   X  3.89    3.89 
ｻｶｲ ﾜﾀﾙ 緑ヶ丘中  +0.7  +1.4    +1.4
木下 翔太(2) 中学生   X   X   X
ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾀ 緑ヶ丘中

10 4   296

中学2,3年男子

8 5    95

9 2   283

6 1   220

7 3   218
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記録 備考
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走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

中学1年男子
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決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考
1 8   245
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中学共通男子

走高跳

決勝
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O XXO
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5 4    98
- - - XO XO

O XO

XXO XXX

6 3   205
XO O O XXX

 1.45

 1.40

7 1   231
XXO XXX  1.20



決勝 5月20日 13:30

大会新               9.71
県記録              13.25

齋藤 進次郎(3) 中学生 大会新
ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞﾛｳ 飯田高陵中
村松 康平(3) 中学生
ﾑﾗﾏﾂ ｺｳﾍｲ 天龍中陸上部
宮島 雅貴(2) 中学生
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾏｻｷ 高森中
枝村 大地(3) 中学生
ｴﾀﾞﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 天龍中陸上部
菅沼 翔紀(3) 中学生
ｽｶﾞﾇﾏ ｼｮｳｷ 高森中
横井 岳人(2) 中学生
ﾖｺｲ ﾀｹﾋﾄ 飯田高陵中
切石 拓也(2) 中学生
ｷﾘｲｼ ﾀｸﾔ 飯田高陵中
齋藤 天(2) 中学生
ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 飯田高陵中
平岩 圭介(2) 中学生
ﾋﾗｲﾜ ｹｲｽｹ 飯田高陵中

決勝 5月20日 12:00

大会新              50.12
県記録              66.44

熊谷 駿(3) 中学生
ｸﾏｶﾞｲ ｼｭﾝ 高森中
牧内 純(3) 中学生
ﾏｷｳﾁ ｼﾞｭﾝ 飯田高陵中
原田 巧己(3) 中学生
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 飯田高陵中
中村 知樹(3) 中学生
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｷ 飯田高陵中
小瀬水 渉(2) 中学生
ｺｾﾐｽﾞ ﾜﾀﾙ 天龍中陸上部
手塚 貴郁(2) 中学生
ﾃﾂﾞｶ ﾀｶﾌﾐ 高森中
花井 有輝(2) 中学生
ﾊﾅｲ ﾕｳｷ 高森中
宮島 泰雅(2) 中学生
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｲｶﾞ 高森中
吉川 勇太郎(2) 中学生
ﾖｼｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 緑ヶ丘中
木下 翼(2) 中学生
ｷﾉｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 飯田高陵中
渡辺 大晴(2) 中学生
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ 高森中
山口 幸大(2) 中学生
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀ 高森中
金原 諒(2) 中学生
ｶﾅﾊﾗ ﾏｺﾄ 飯田高陵中
澤柳 拓海(1) 中学生
ｻﾜﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾐ 飯田高陵中
下平 竜太(2) 中学生
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｭｳﾀ 緑ヶ丘中
北條 耕太(3) 中学生
ﾎｳｼﾞｮｳ ｺｳﾀ 高森中
池田 佳希(2) 中学生
ｲｹﾀﾞ ﾖｼｷ 飯田高陵中
石井 隼平(1) 中学生
ｲｼｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ 天龍中陸上部
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中学共通男子

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-

中学共通男子

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-
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記録 備考
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予選 5月20日 9:00
決勝 5月20日 15:50

大会新              46.14
県記録              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   5 飯田高陵中(A)   243 齋藤 進次郎(3)    46.74 q 1  4 高森中(A)   99 久保田 稜(3)    45.67 q

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞﾛｳ ﾀｶﾓﾘﾁｭｳA ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳ 大会新
  206 鎌倉 渉(2)  109 松下 優太(3)

ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀ
  216 山近 拳児(3)  119 椚谷 和久(2)

ﾔﾏﾁｶ ｹﾝｼﾞ ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ
  238 牧内 豪(3)  110 松島 竜平(3)

ﾏｷｳﾁ ｺﾞｳ ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ
 2   6 緑ヶ丘中(A)   288 松尾 陸(3)    47.33 q 2  7 伊那松川中(A)   39 近藤 雅哉(1)    46.84 q

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳA ﾏﾂｵ ﾘｸ ｲﾅﾏﾂｶﾜﾁｭｳA ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ
  286 小島 弘(3)   40 近藤 裕哉(2)

ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｼ ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ
  277 下平 和輝(2)   43 小池 光(3)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞｷ ｺｲｹ ﾋｶﾙ
  276 下平 凌太郎(3)   37 井川 真輝(3)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ ｲｶﾜ ﾏｻｷ
 3   2 高森中(B)   105 佐藤 翔太(3)    49.74 q 3  3 飯田高陵中(B)  220 松村 悠太(3)    49.50 q

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳB ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳB ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳﾀ
   96 塩沢 大樹(3)  237 北沢 駿弥(3)

ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾛｷ ｷﾀｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ
  103 後藤 航平(3)  222 松澤 貴文(3)

ｺﾞﾄｳ ｺｳﾍｲ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ
  106 山岸 流唯(3)  213 原田 巧己(3)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾙｲ ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ
 4   7 飯田高陵中(C)   224 切石 拓也(2)    52.66 4  6 緑ヶ丘中(B)  295 木下 博貴(1)    50.11 q

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳC ｷﾘｲｼ ﾀｸﾔ ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳB ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ
  236 北原 昂希(1)  293 米澤 和真(1)

ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ
  202 井原 彪(1)  281 三石 智也(1)

ｲﾊﾗ ﾋｮｳ ﾐﾂｲｼ ﾄﾓﾔ
  225 大内 健瑠(2)  275 下平 竜太(2)

ｵｵｳﾁ ﾀｹﾙ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ
 5   4 伊那松川中(B)    38 家苗 薫(1)    53.84 5  5 飯田高陵中(D)  221 松本 光平(2)    51.68 q

ｲﾅﾏﾂｶﾜﾁｭｳB ｶﾅｴ ｶｵﾙ ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳD ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ
   42 小池 貫太(1)  226 大野 敦祐(3)

ｺｲｹ ｶﾝﾀ ｵｵﾉ ｼｭﾝｽｹ
   46 西永 佳樹(1)  230 中村 知樹(3)

ﾆｼﾅｶﾞ ﾖｼｷ ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｷ
   41 今井 頑馬(1)  227 棚田 駿太(2)

ｲﾏｲ ｶﾞﾝﾏ ﾀﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ
 6   3 飯田高陵中(E)   218 市岡 朋弥(2)    54.99 6  2 高森中(C)  104 光沢 佑人(2)    52.07 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳE ｲﾁｵｶ ﾄﾓﾔ ﾀｶﾓﾘﾁｭｳC ｺｳｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
  205 加藤 勝斗(2)  113 西村 武登(1)

ｶﾄｳ ﾏｽﾄ ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ
  203 横井 岳人(2)  111 松﨑 健悟(1)

ﾖｺｲ ﾀｹﾋﾄ ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ
  231 土屋 洸太(1)  114 知沢 和輝(2)

ﾂﾁﾔ ｺｳﾀ ﾁｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ

中学共通男子

4×100mR

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



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
  1 飯田高陵中(D)   221 松本 光平(2)

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳD ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ
  226 大野 敦祐(3)

ｵｵﾉ ｼｭﾝｽｹ
  230 中村 知樹(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｷ
  227 棚田 駿太(2)

ﾀﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ
  2 緑ヶ丘中(B)   295 木下 博貴(1)

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳB ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ
  293 米澤 和真(1)

ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ
  281 三石 智也(1)

ﾐﾂｲｼ ﾄﾓﾔ
  275 下平 竜太(2)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ
  3 伊那松川中(A)    39 近藤 雅哉(1)

ｲﾅﾏﾂｶﾜﾁｭｳA ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ
   40 近藤 裕哉(2)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ
   43 小池 光(3)

ｺｲｹ ﾋｶﾙ
   37 井川 真輝(3)

ｲｶﾜ ﾏｻｷ
  4 飯田高陵中(A)   243 齋藤 進次郎(3)

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞﾛｳ
  206 鎌倉 渉(2)

ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ
  216 山近 拳児(3)

ﾔﾏﾁｶ ｹﾝｼﾞ
  238 牧内 豪(3)

ﾏｷｳﾁ ｺﾞｳ
  5 緑ヶ丘中(A)   288 松尾 陸(3)

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳA ﾏﾂｵ ﾘｸ
  286 小島 弘(3)

ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｼ
  277 下平 和輝(2)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞｷ
  276 下平 凌太郎(3)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ
  6 高森中(A)    99 久保田 稜(3)

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳA ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳ
  109 松下 優太(3)

ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀ
  119 椚谷 和久(2)

ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ
  110 松島 竜平(3)

ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ
  7 高森中(B)   105 佐藤 翔太(3)

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳB ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ
   96 塩沢 大樹(3)

ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾛｷ
  103 後藤 航平(3)

ｺﾞﾄｳ ｺｳﾍｲ
  106 山岸 流唯(3)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾙｲ
  8 飯田高陵中(B)   220 松村 悠太(3)

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳB ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳﾀ
  237 北沢 駿弥(3)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ
  222 松澤 貴文(3)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ
  213 原田 巧己(3)

ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ

中学共通男子

4×100mR
決勝


	表紙
	男子01
	男子02
	男子03
	男子04

