
平成26年度　第31回飯伊小学生陸上競技大会兼第14回飯伊中学生陸上競技大会          

決勝記録一覧表
(GR:大会新  ) 男  子 【競技場】202050  飯田市陸上競技場

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
05/17 小3以下男子 松下 温寛(3) 9.53 髙橋 鎧(3) 9.87 池田 結太(3) 9.94 伊達 阿莉(3) 小学生･浜井場小 10.03 小川 玲邑(3) 10.22 藤本 音緒(3) 10.28 山田 義揮(3) 10.30

60m 小学生･松尾小 小学生･丸山小 小学生･浜井場小 廣瀬 琉斗(3) 小学生･豊丘南小 小学生･追手町小 小学生･下條小 小学生･丸山小
05/17 小学4年男子  +1.3 筒井 晴太郎(4) 15.31 小池 正一郎(4) 15.45 安藤 静(4) 15.59 西村 拓朗(4) 15.64 牛山悟壱(4) 15.66 池田 峻将(4) 15.75 澤口 琉斗(4) 15.96 下澤 玖来夢(4) 15.96

100m 小学生･喬木第一小 小学生･阿智第一小 小学生･松尾小 小学生･喬木第一小 小学生･山本小 小学生･喬木第一小 小学生･追手町小 小学生･上郷小
05/17 小学5年男子  +3.2 市川 凌大(5) 13.93 ﾄﾞｱﾙﾃｲｽﾃﾌｧﾉﾏﾙﾊﾞｲ 14.14 山田 ロミオ(5) 14.46 肥後 琉之介(5) 14.65 森下 優大(5) 14.90 山根 鼓太朗(5) 15.20 坪井 和輝(5) 15.29 古瀬 尚暉(5) 15.53

100m 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･丸山小 小学生･鼎小 小学生･伊賀良小 小学生･松尾小 小学生･大鹿小 小学生･高森南小 小学生･上郷小
05/17 小学6年男子  +3.8 塩澤 昂(6) 14.21 岡田 颯太(6) 14.60 山口 慧(6) 14.67 北原 明人(6) 15.33 奥村 洸平(6) 15.79 大宮 蒔(6) 15.81 村松 慎之助(6) 15.89

100m 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･上郷小 小学生･鼎小 小学生･座光寺小 小学生･上郷小 小学生･浜井場小 小学生･富草小
05/17 小学5.6年男 松下 優大(6) 3,19.65 瀧澤 健人(5) 3,19.85 仲田 源(6) 3,19.97 中島 快都(6) 3,29.83 秦 圭佑(6) 3,33.43 益山 颯琉(5) 3,36.87 塚田 幸太郎(6) 3,38.72 市瀬 優樹(6) 3,39.14

1000m 小学生･泰阜小 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ小 小学生･富草小 小学生･和田小 小学生･阿智第二小 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ
05/17  +1.3 木下 耀仁(6) 16.89 千葉 恭大(6) 18.12

80mH 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･阿智第二小
05/17 佐藤 友行(6) 1.20 椚谷 元(5) 1.20 橋爪 渉(6) 1.05

走高跳 小学生･高森北小 小学生･高森南小 小学生･下久堅小
05/17 多田井 琢馬(6)3.90(-0.3) 長瀬 成雅(5) 3.29(+0.4) 今村 銀士(6) 3.22(-1.6) 酒井 達樹(5) 3.14(-0.8) 川島　悠星(5) 2.79(0.0) 鈴木 篤史(6) 2.62(-1.9)

走幅跳 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･丸山小 小学生･千栄小 小学生･阿智第二小
05/17 渋谷 桂吾(6) 51.49 原 伊吹(6) 48.52 後藤 信之介(6) 45.50 板倉 駿弥(5) 43.72 大倉 千景(5) 37.47 原 貴之(6) 35.97 園原 優宇人(6) 30.99 勝又 優希(5) 30.41

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 小学生･阿智第一小 小学生･阿智第一小 小学生･天龍小 小学生･大下条小 小学生･富草小 小学生･阿智第二小 小学生･阿智第二小 小学生･大下条小
05/17 中学男子  +4.5 木下 博貴(3) 10.95 近藤 雅哉(3) 11.45 米澤 和真(3) 11.74 園原 悠平(3) 11.81 西村 武登(3) 11.90 板倉 竜史(3) 12.02 大澤 優斗(2) 12.08 近藤 惠哉(2) 12.10

100m 中学生･緑ヶ丘中 中学生･下伊那松川中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･阿智村RC 中学生･高森中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･下伊那松川中
05/17  +0.7 木下 博貴(3) 22.89 米澤 和真(3) 23.92 小池 貫太(3) 24.49 家苗 薫(3) 25.36 友保 尚樹(2) 25.92 櫛原 喬介(3) 29.00

200m 中学生･緑ヶ丘中 GR 中学生･緑ヶ丘中 中学生･下伊那松川中 中学生･下伊那松川中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･飯田高陵中
05/17 西村 武登(3) 55.16 近藤 雅哉(3) 57.89 井原 彪(3) 58.11 柴田 健人(3) 58.22 佐々木 勇人(3) 1,00.12 岩崎 元太(3) 1,03.66 板倉 竜史(3) 1,05.98

400m 中学生･高森中 中学生･下伊那松川中 中学生･飯田高陵中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中 中学生･緑ヶ丘中
05/17  +3.5 松﨑 健悟(3) 9,42.09 大峡 和(2) 9,54.12 松下 哲也(3) 10,07.11 小林 龍矢(2) 10,13.08 宮内 斗輝(2) 10,16.63 小林 大亮(2) 10,26.08 小平 宗弥(3) 10,30.08 牧野 駆(1) 10,33.08

3000m 中学生･高森中 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ 中学生･下伊那松川中 中学生･飯田高陵中 中学生･高森中 中学生･高森中 中学生･高森中 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ
05/17 井原 彪(3) 1.70 秦 翔(3) 1.70 土屋 洸太(3) 1.55 松島 稜之(2) 1.45 村澤 拓斗(3) 1.40 三石 智也(3) 1.40 奈川 裕也(3) 1.35 松延 拓海(2) 1.35

走高跳 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･高森中 中学生･天龍中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･緑ヶ丘中
05/17 小松 良樹(3) 5.88(+4.4) 山口 凌平(3) 5.59(+5.0) 秦 翔(3) 5.53(+4.0) 古瀬 友暉(2) 5.13(+3.2) 清水 俊弥(3) 5.00(+3.7) 嵯峨座 綾(2) 4.90(+1.2) 光沢 陽(2) 4.74(+3.6) 北條 周平(3) 4.68(+5.3)

走幅跳 中学生･緑ヶ丘中 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･緑ヶ丘中 中学生･高森中 中学生･高森中
05/17 藤井 隆聖(2) 8.69 渡久山 円(3) 8.14 松延 拓海(2) 7.87 岩崎 元太(3) 7.56 末元 昂成(2) 7.06 平沢 知大(3) 6.82 林 有人(3) 6.33 木下 峻(3) 5.80

砲丸投 中学生･飯田高陵中 中学生･天龍中 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･緑ヶ丘中 中学生･高森中 中学生･高森中
05/17 髙田 雅也(3) 47.96 山口 凌平(3) 37.85 飛澤 航太(3) 36.96 石井 隼平(3) 34.79 松島 稜之(2) 33.95 清水 俊弥(3) 29.95 福澤 稜也(1) 29.75 櫛原 喬介(3) 25.17

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･高森中 中学生･天龍中 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･飯田高陵中
05/17 緑ヶ丘中(A)       46.61 下伊那松川中       48.68 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC       49.05 高森中(A)       49.35 飯田高陵中(A)      49.52 飯田高陵中(B)      52.89 高森中(B)       53.38 緑ヶ丘中(B)       54.08

4×100mR 板倉 竜史(3) 小池 貫太(3) 山川 滉生(1) 飛澤 航太(3) 土屋 洸太(3) 櫛原 喬介(3) 松﨑 文哉(1) 今村 隼士(1)
小松 良樹(3) 近藤 雅哉(3) 米山 諒(2) 西村 武登(3) 井原 彪(3) 清水 俊弥(3) 林 力輝(1) 嵯峨座 綾(2)
米澤 和真(3) 西永 佳樹(3) 柴田 健人(3) 髙田 雅也(3) 藤井 隆聖(2) 岩崎 元太(3) 北條 拓郎(1) 福澤 稜也(1)
木下 博貴(3) 近藤 惠哉(2) 大澤 優斗(2) 佐々木 直人(3) 山口 凌平(3) 古瀬 友暉(2) 光沢 陽(2) 友保 尚樹(2)

05/17 小学ｵｰﾌﾟﾝ男  +1.5 加藤　輝(5) 16.43 太田　澄空(2) 20.42 清水　康生(2) 21.30
小学ｵｰﾌﾟﾝ男子 小学生･下條小 小学生･千栄小 小学生･千栄小



予選 5月17日 10:40
決勝 5月17日 14:30

大会新  (GR )       11.33
県中学新(KR )       10.85

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 -2.1

 1 園原 悠平(3) 中学生     11.95 q  1 近藤 雅哉(3) 中学生     11.80 q
ｿﾉﾊﾗ ﾕｳﾍｲ 阿智村RC ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 下伊那松川中

 2 小松 良樹(3) 中学生     12.57  2 大澤 優斗(2) 中学生     12.35 q
ｺﾏﾂ ﾖｼｷ 緑ヶ丘中 ｵｵｻﾜ ﾕｳﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 西永 佳樹(3) 中学生     12.71  3 板倉 竜史(3) 中学生     12.51 q
ﾆｼﾅｶﾞ ﾖｼｷ 下伊那松川中 ｲﾀｸﾗ ﾘｭｳｼﾞ 緑ヶ丘中

 4 北條 周平(3) 中学生     12.96  4 藤井 隆聖(2) 中学生     12.76 
ﾎｳｼﾞｮｳ ｼｭｳﾍｲ 高森中 ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 飯田高陵中

 5 古瀬 友暉(2) 中学生     13.34  5 光沢 陽(2) 中学生     13.11 
ﾌﾙｾ ﾕｳｷ 飯田高陵中 ｺｳｻﾞﾜ ｱｷﾗ 高森中

 6 三嶋 蒼生(1) 中学生     13.86  6 市岡 佳大(1) 中学生     17.53 
ﾐｼﾏ ｱｵｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｲﾁｵｶ ｹｲﾀ 飯田高陵中

 7 植竹 孝明(3) 中学生     15.36 酒井 一(1) 中学生
ｳｴﾀｹ ﾀｶｱｷ 天龍中 ｻｶｲ ﾊｼﾞﾒ 豊丘中

[ 3組] 風速 +0.1 [ 4組] 風速 -0.2

 1 木下 博貴(3) 中学生     11.21 q  1 米澤 和真(3) 中学生     11.99 q
ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ 緑ヶ丘中 ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 緑ヶ丘中

 2 近藤 惠哉(2) 中学生     12.39 q  2 飛澤 航太(3) 中学生     12.69 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ 下伊那松川中 ﾄﾋﾞｻﾜ ｺｳﾀ 高森中

 3 本島 右登(3) 中学生     13.19  3 米山 諒(2) 中学生     12.76 
ﾓﾄｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 高森中 ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 福島 優樹(3) 中学生     13.23  4 末元 昂成(2) 中学生     13.45 
ﾌｸｼﾏ ﾕｳｷ 緑ヶ丘中 ｽｴﾓﾄ ｺｳjｾｲ 飯田高陵中

 5 寺沢 俊輔(2) 中学生     14.40  5 寺澤 勇紀(1) 中学生     13.52 
ﾃﾗｻﾜ ｼｭﾝｽｹ 高森中 ﾃﾗｻﾜ ﾕｳｷ 喬木中
長瀬 和真(2) 中学生  6 林 力輝(1) 中学生     13.63 
ﾅｶﾞｾ ｶｽﾞﾏ 飯田高陵中 ﾊﾔｼ ﾘｷ 高森中
熊谷 尚紀(2) 中学生  7 今村 隼士(1) 中学生     14.71 
ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝｼ 緑ヶ丘中

[ 5組] 風速 -0.9 [ 6組] 風速 -0.1

 1 西村 武登(3) 中学生     12.06 q  1 寺澤 龍吾(3) 中学生     12.53 
ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ 高森中 ﾃﾗｻﾜ ﾘｭｳｺﾞ 喬木中

 2 友保 尚樹(2) 中学生     12.76  2 三石 智也(3) 中学生     12.64 
ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ 緑ヶ丘中 ﾐﾂｲｼ ﾄﾓﾔ 緑ヶ丘中

 3 家苗 薫(3) 中学生     12.92  3 佐々木 直人(3) 中学生     13.09 
ｶﾅｴ ｶｵﾙ 下伊那松川中 ｻｻｷ ﾅｵﾄ 高森中

 4 柴田 健人(3) 中学生     12.94  4 山川 滉生(1) 中学生     13.42 
ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾔﾏｶﾜ ﾋﾛｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 5 井原 晟斗(2) 中学生     13.59  5 田口 時生(2) 中学生     14.63 
ｲﾊﾗ ｾｲﾄ 飯田高陵中 ﾀｸﾞﾁ ﾄｷｵ 飯田高陵中

 6 松﨑 文哉(1) 中学生     14.09  6 北條 拓郎(1) 中学生     14.64 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 高森中 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾀｸﾛｳ 高森中

 7 福澤 稜也(1) 中学生     15.06 園原 昇汰(3) 中学生
ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ 緑ヶ丘中 ｿﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ 阿智村RC

風速 +4.5

 1 木下 博貴(3) 中学生     10.95 
ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ 緑ヶ丘中

 2 近藤 雅哉(3) 中学生     11.45 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 下伊那松川中

 3 米澤 和真(3) 中学生     11.74 
ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 緑ヶ丘中

 4 園原 悠平(3) 中学生     11.81 
ｿﾉﾊﾗ ﾕｳﾍｲ 阿智村RC

 5 西村 武登(3) 中学生     11.90 
ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ 高森中

 6 板倉 竜史(3) 中学生     12.02 
ｲﾀｸﾗ ﾘｭｳｼﾞ 緑ヶ丘中

 7 大澤 優斗(2) 中学生     12.08 
ｵｵｻﾜ ﾕｳﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 8 近藤 惠哉(2) 中学生     12.10 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ 下伊那松川中
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4  8461

7  8596

中学男子

100m                

予選 通過基準  6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17日  9:00
決勝 5月17日 13:30

大会新  (GR )       23.83
県中学新(KR )       21.92

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 +1.1

 1 米澤 和真(3) 中学生     24.76 q  1 木下 博貴(3) 中学生     23.05 q
ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 緑ヶ丘中 ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ 緑ヶ丘中

 2 小池 貫太(3) 中学生     24.79 q  2 友保 尚樹(2) 中学生     25.60 q
ｺｲｹ ｶﾝﾀ 下伊那松川中 ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ 緑ヶ丘中

 3 家苗 薫(3) 中学生     25.57 q 西永 佳樹(3) 中学生
ｶﾅｴ ｶｵﾙ 下伊那松川中 ﾆｼﾅｶﾞ ﾖｼｷ 下伊那松川中

 4 櫛原 喬介(3) 中学生     29.19 q 北原 昂希(3) 中学生
ｸｼﾊﾗ ｷｮｳｽｹ 飯田高陵中 ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ 飯田高陵中
髙田 雅也(3) 中学生
ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾔ 高森中

風速 +0.7

 1 木下 博貴(3) 中学生     22.89 
ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ 緑ヶ丘中

 2 米澤 和真(3) 中学生     23.92 
ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 緑ヶ丘中

 3 小池 貫太(3) 中学生     24.49 
ｺｲｹ ｶﾝﾀ 下伊那松川中

 4 家苗 薫(3) 中学生     25.36 
ｶﾅｴ ｶｵﾙ 下伊那松川中

 5 友保 尚樹(2) 中学生     25.92 
ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ 緑ヶ丘中

 6 櫛原 喬介(3) 中学生     29.00 
ｸｼﾊﾗ ｷｮｳｽｹ 飯田高陵中

予選 5月17日 11:40
決勝 5月17日 15:10

大会新  (GR )       51.98
県中学新(KR )       50.35

[ 1組] [ 2組]

 1 近藤 雅哉(3) 中学生     55.60 q  1 西村 武登(3) 中学生     55.91 q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 下伊那松川中 ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ 高森中

 2 井原 彪(3) 中学生     57.73 q  2 近藤 惠哉(2) 中学生     58.55 q
ｲﾊﾗ ﾋｮｳ 飯田高陵中 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ 下伊那松川中

 3 柴田 健人(3) 中学生     58.46 q  3 岩崎 元太(3) 中学生   1,02.48 q
ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｲﾜｻｷ ｹﾞﾝﾀ 飯田高陵中

 4 佐々木 勇人(3) 中学生   1,00.49 q 北原 昂希(3) 中学生
ｻｻｷ ﾊﾔﾄ 飯田高陵中 ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ 飯田高陵中

 5 板倉 竜史(3) 中学生   1,02.30 q 矢嶋 泰毅(2) 中学生
ｲﾀｸﾗ ﾘｭｳｼﾞ 緑ヶ丘中 ﾔｼﾞﾏ ﾀｲｷ 飯田高陵中

 6 松島 稜之(2) 中学生   1,03.73 
ﾏﾂｼﾏ ﾀｶﾕｷ 高森中

 1 西村 武登(3) 中学生     55.16 
ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ 高森中

 2 近藤 雅哉(3) 中学生     57.89 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 下伊那松川中

 3 井原 彪(3) 中学生     58.11 
ｲﾊﾗ ﾋｮｳ 飯田高陵中

 4 柴田 健人(3) 中学生     58.22 
ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 5 佐々木 勇人(3) 中学生   1,00.12 
ｻｻｷ ﾊﾔﾄ 飯田高陵中

 6 岩崎 元太(3) 中学生   1,03.66 
ｲﾜｻｷ ｹﾞﾝﾀ 飯田高陵中

 7 板倉 竜史(3) 中学生   1,05.98 
ｲﾀｸﾗ ﾘｭｳｼﾞ 緑ヶ丘中
近藤 惠哉(2) 中学生
ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ 下伊那松川中

7  8605

2  8410

5  8350

3  8353

記録／備考
4  8598

大会新
6  8590

欠場
3  8412

欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

大会新
4  8605

5   207

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  8598

6  8374
欠場

順 ﾚｰﾝ

2  8353

5  8410

記録／備考
3  8590

4  8350

中学男子

200m                

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

中学男子

400m                

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 記録／備考
2  8351

3  8414

6   204

 8388

順 ﾚｰﾝ

5  8411

7  8591

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  8370

3  8355

4  8415

2  8412
欠場

6  8428
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4

5  8370

4  8351

3  8414

6   204

7  8411

1  8415

2  8591

棄権
8  8355



決勝 5月17日 14:40

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

 1 松﨑 健悟(3) 中学生   9,42.09 
ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ 高森中

 2 大峡 和(2) 中学生   9,54.12 
ｵｵﾊﾞ  ｲｽﾞﾐ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 松下 哲也(3) 中学生  10,07.11 
ﾏﾂｼﾀ ﾃﾂﾔ 下伊那松川中

 4 小林 龍矢(2) 中学生  10,13.08 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾔ 飯田高陵中

 5 宮内 斗輝(2) 中学生  10,16.63 
ﾐﾔｳﾁ ﾄｷ 高森中

 6 小林 大亮(2) 中学生  10,26.08 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 高森中

 7 小平 宗弥(3) 中学生  10,30.08 
ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾔ 高森中

 8 牧野 駆(1) 中学生  10,33.08 
ﾏｷﾉ  ｶｹﾙ ISｼﾞｭﾆｱ

 9 石井 慎也(2) 中学生  10,35.33 
ｲｼｲ ｼﾝﾔ ISｼﾞｭﾆｱ

10 中嶋 紀彰(1) 中学生  10,41.67 
ﾅｶｼﾞﾏ  ﾉﾘｱｷ ISｼﾞｭﾆｱ

11 後沢 大地(3) 中学生  10,43.21 
ｺﾞｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 飯田高陵中

12 石川 颯(3) 中学生  10,46.32 
ｲｼｶﾜ ﾊﾔﾃ 緑ヶ丘中

13 加藤 駿己(3) 中学生  10,51.06 
ｶﾄｳ ｼｭﾝｷ 飯田高陵中

14 古林 拓哉(1) 中学生  10,56.70 
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 下伊那松川中

15 木下 夏樹(2) 中学生  10,56.95 
ｷﾉｼﾀ ﾅﾂｷ 飯田高陵中

16 久保田 隼仁(2) 中学生  10,57.53 
ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ 下伊那松川中

17 大場 翔太(2) 中学生  11,19.98 
ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ 高森中

18 後沢 大紀(1) 中学生  11,48.68 
ｺﾞｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 飯田高陵中

19 成澤 龍哉(2) 中学生  12,10.00 
ﾅﾙｻﾜ ﾀﾂﾔ 高森中

20 宮下 藍斗(1) 中学生  12,28.62 
ﾐﾔｼﾀ ｱｲﾄ 飯田高陵中

21 橋爪 渉(1) 中学生  12,50.87 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｼｮｳ 天龍中

22 山崎 淳平(1) 中学生  13,26.06 
ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 飯田高陵中

23 湯澤 佑拓(2) 中学生  13,44.93 
ﾕｻﾞﾜ ﾕｳﾀｸ 高森中

中学男子

3000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
14  8371

15  8650

8  8354

1  8432

24  8382

10  8381

28  8373

9  8459

17  8580

27  8481

11  8418

3  8600

13  8417

18  8360

21  8427

22  8357

26  8386

19  8434

16  8387

25  8433

6  8518

23  8435

12  8389



決勝 5月17日 13:00

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

1m75
井原 彪(3) 中学生 - - - - - - O O O O
ｲﾊﾗ ﾋｮｳ 飯田高陵中 XXX
秦 翔(3) 中学生 - - - - - O O O XO XO
ﾊﾀ ｼｮｳ 緑ヶ丘中 XXX
土屋 洸太(3) 中学生 - - - - XO O O XXX
ﾂﾁﾔ ｺｳﾀ 飯田高陵中
松島 稜之(2) 中学生 - O O O O XXX
ﾏﾂｼﾏ ﾀｶﾕｷ 高森中
村澤 拓斗(3) 中学生 O O O XO XXX
ﾑﾗｻﾜ ﾀｸﾄ 天龍中
三石 智也(3) 中学生 O O O XXO XXX
ﾐﾂｲｼ ﾄﾓﾔ 緑ヶ丘中
奈川 裕也(3) 中学生 O O O XXX
ﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 緑ヶ丘中
松延 拓海(2) 中学生 O XO XO XXX
ﾏﾂﾉﾌﾞ ﾀｸﾐ 緑ヶ丘中
池沼 秋太(2) 中学生 O O XXX
ｲｹﾇﾏ ｼｭｳﾀ 緑ヶ丘中
田口 時生(2) 中学生 O XO XXX
ﾀｸﾞﾁ ﾄｷｵ 飯田高陵中

決勝 5月17日 13:30

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

小松 良樹(3) 中学生    X    X   5.62   5.54   5.88   5.37    5.88 
ｺﾏﾂ ﾖｼｷ 緑ヶ丘中   +2.1   +6.1   +4.4   +2.0    +4.4
山口 凌平(3) 中学生    X   5.09    X   5.47   5.59   5.47    5.59 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 飯田高陵中   +1.3   +2.7   +5.0   +6.6    +5.0
秦 翔(3) 中学生   4.96   5.31   5.25   5.41   5.30   5.53    5.53 
ﾊﾀ ｼｮｳ 緑ヶ丘中   +0.1   +2.2   +2.2   +2.5   +6.0   +4.0    +4.0
古瀬 友暉(2) 中学生   4.89   4.88   4.94   4.91   5.13   5.06    5.13 
ﾌﾙｾ ﾕｳｷ 飯田高陵中   +2.3   +1.1   +1.1   +2.5   +3.2   +3.4    +3.2
清水 俊弥(3) 中学生   4.61   4.64   4.67   4.48   4.71   5.00    5.00 
ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾔ 飯田高陵中   +3.2   +3.0   +2.2   +3.7   +3.1   +3.7    +3.7
嵯峨座 綾(2) 中学生   4.86   4.90   4.68   4.72   4.89   2.80    4.90 
ｻｶﾞｻﾞ ﾘｮｳ 緑ヶ丘中   +0.8   +1.2   +2.6   +3.4   +2.7   +4.5    +1.2
光沢 陽(2) 中学生   3.77   4.50   4.69   4.62   4.53   4.74    4.74 
ｺｳｻﾞﾜ ｱｷﾗ 高森中   +1.5   +1.2   +3.5   +3.0   +2.7   +3.6    +3.6
北條 周平(3) 中学生   3.41   4.13   4.57    X    X   4.68    4.68 
ﾎｳｼﾞｮｳ ｼｭｳﾍｲ 高森中   +0.9   +0.3   +3.1   +5.3    +5.3
奈川 裕也(3) 中学生   4.40    X   4.52    4.52 
ﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 緑ヶ丘中   +1.8   +0.3    +0.3
井原 晟斗(2) 中学生    X   4.15   4.28    4.28 
ｲﾊﾗ ｾｲﾄ 飯田高陵中   +0.1   +2.6    +2.6
櫻井 駿一(2) 中学生    X   4.02   3.82    4.02 
ｻｸﾗｲ ｼｭﾝｲﾁ 飯田高陵中   +0.7   +2.2    +0.7
三嶋 蒼生(1) 中学生    X   3.97    X    3.97 
ﾐｼﾏ ｱｵｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   +0.4    +0.4
渡久山 凜(1) 中学生    X    X   3.74    3.74 
ﾄｸﾔﾏ ﾘﾝ 天龍中   +1.7    +1.7
長瀬 和真(2) 中学生 欠場
ﾅｶﾞｾ ｶｽﾞﾏ 飯田高陵中
熊谷 尚紀(2) 中学生 欠場
ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

中学男子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
1m25 1m30 1m45 1m50 1m55 1m60 1m65 1m70

1 10  8414
 1.70

記録
1m35 1m40

2 9  8592
 1.70

3 8  8419
 1.55

4 4  8388
 1.45

5 6  8515
 1.40

 8604
 1.30

6 5  8597
 1.40

7 7  8599
 1.35

10 2  8422
 1.30

8 1  8602
 1.35

9 3

中学男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 11  8596

-5-

2 13  8416

氏  名 所属名

3 9  8592

4 2  8425

5 1  8413

6 6  8601

7 7  8383

8 14  8378

9 15  8599

10 5  8426

11 3  8430

12 10   202

12   201

13 4  8517

8  8423



決勝 5月17日 13:30

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

藤井 隆聖(2) 中学生
ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 飯田高陵中
渡久山 円(3) 中学生
ﾄｸﾔﾏ ﾏﾄﾞｶ 天龍中
松延 拓海(2) 中学生
ﾏﾂﾉﾌﾞ ﾀｸﾐ 緑ヶ丘中
岩崎 元太(3) 中学生
ｲﾜｻｷ ｹﾞﾝﾀ 飯田高陵中
末元 昂成(2) 中学生
ｽｴﾓﾄ ｺｳjｾｲ 飯田高陵中
平沢 知大(3) 中学生
ﾋﾗｻﾜ ﾄﾓﾋﾛ 緑ヶ丘中
林 有人(3) 中学生
ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 高森中
木下 峻(3) 中学生
ｷﾉｼﾀ ｼｭﾝ 高森中
平栗 広夢(3) 中学生
ﾋﾗｸﾞﾘ ﾋﾛﾑ 飯田高陵中
市岡 佳大(1) 中学生
ｲﾁｵｶ ｹｲﾀ 飯田高陵中

決勝 5月17日 10:40

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

髙田 雅也(3) 中学生
ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾔ 高森中
山口 凌平(3) 中学生
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 飯田高陵中
飛澤 航太(3) 中学生
ﾄﾋﾞｻﾜ ｺｳﾀ 高森中
石井 隼平(3) 中学生
ｲｼｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ 天龍中
松島 稜之(2) 中学生
ﾏﾂｼﾏ ﾀｶﾕｷ 高森中
清水 俊弥(3) 中学生
ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾔ 飯田高陵中
福澤 稜也(1) 中学生
ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ 緑ヶ丘中
櫛原 喬介(3) 中学生
ｸｼﾊﾗ ｷｮｳｽｹ 飯田高陵中

 25.17  25.17 25.1725.17   O  O   O  O  O  O   O  O   O  O
88 33  8410 8410

  O  O   O  O  29.75  29.75   -  -   -  - 29.7529.75

 29.95  29.95 

77 22  8607 8607
  -  -

  O  O   O  O   O  O29.9529.95   O  O   O  O
66 11  8413 8413

  O  O 33.9533.95  33.95  33.95   O  O   O  O   O  O

 34.79  34.79 

55 44  8388 8388
  O  O

  O  O   O  O   O  O  O  O 34.7934.79   O  O
44 55  8510 8510

36.9636.96   O  O  36.96  36.96   -  -   O  O   O  O

 37.85  37.85 

33 66  8377 8377
  -  -

  O  O 37.8537.85   O  O  O  O   O  O   O  O
22 77  8416 8416

  O  O   O  O  47.96  47.96   O  O 47.9647.96   O  O

備考備考
11 88  8374 8374

  O  O

-5--5- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4-氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1-順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ

中学男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

決勝決勝決勝

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 8  8424

 8.69  8.28  8.47  8.55  8.06  7.97   8.69 

2 9  8514
 7.29  7.67  8.14  7.48  7.89  7.60   8.14 

3 10  8602
 6.96   X  7.18  7.20  7.87  7.63   7.87 

4 5  8415
 7.08  7.18  7.04  7.20  7.56  7.21   7.56 

5 3  8431
 5.80  6.78  5.74  7.06  7.00   X   7.06 

6 7  8595
 6.43  6.55  6.17  6.47  6.82  6.64   6.82 

7 6  8379
 5.82  6.33  6.21  6.04  6.04  5.66   6.33 

8 4  8372
 5.59  5.45  5.54  5.16  5.80  5.55   5.80 

9 1  8420
 4.39  4.24  4.43   4.43 

10 2  8436
 4.28  3.70  4.05   4.28 



決勝 5月17日 15:40

大会新(GR)          45.67
県記録(KR)          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 緑ヶ丘中(A)  8591 板倉 竜史(3)     46.61  1   2 下伊那松川中  8350 小池 貫太(3)     48.68 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳA ｲﾀｸﾗ ﾘｭｳｼﾞ ｼﾓｲﾅﾏﾂｶﾜﾁｭｳ ｺｲｹ ｶﾝﾀ
 8596 小松 良樹(3)  8351 近藤 雅哉(3)

ｺﾏﾂ ﾖｼｷ ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ
 8590 米澤 和真(3)   207 西永 佳樹(3)

ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ ﾆｼﾅｶﾞ ﾖｼｷ
 8598 木下 博貴(3)  8355 近藤 惠哉(2)

ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ
 2   4 高森中(A)  8377 飛澤 航太(3)     49.35  2   6 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   203 山川 滉生(1)     49.05 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳA ﾄﾋﾞｻﾜ ｺｳﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾔﾏｶﾜ ﾋﾛｷ
 8370 西村 武登(3)   206 米山 諒(2)

ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ
 8374 髙田 雅也(3)   204 柴田 健人(3)

ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾔ ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾄ
 8376 佐々木 直人(3)   205 大澤 優斗(2)

ｻｻｷ ﾅｵﾄ ｵｵｻﾜ ﾕｳﾄ
 3   2 飯田高陵中(B)  8410 櫛原 喬介(3)     52.89  3   4 飯田高陵中(A)  8419 土屋 洸太(3)     49.52 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳB ｸｼﾊﾗ ｷｮｳｽｹ ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ﾂﾁﾔ ｺｳﾀ
 8413 清水 俊弥(3)  8414 井原 彪(3)

ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾔ ｲﾊﾗ ﾋｮｳ
 8415 岩崎 元太(3)  8424 藤井 隆聖(2)

ｲﾜｻｷ ｹﾞﾝﾀ ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ
 8425 古瀬 友暉(2)  8416 山口 凌平(3)

ﾌﾙｾ ﾕｳｷ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ
 4   3 阿南一中(A)  8493 宮下 怜也(1)     58.34  4   5 高森中(B)  8392 松﨑 文哉(1)     53.38 

ｱﾅﾝｲｯﾁｭｳA ﾐﾔｼﾀ ﾄｷﾔ ﾀｶﾓﾘﾁｭｳB ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ
 8491 伊藤 和也(1)  8391 林 力輝(1)

ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ ﾊﾔｼ ﾘｷ
 8494 村松 信哉(1)  8390 北條 拓郎(1)

ﾑﾗﾏﾂ ﾉﾌﾞﾔ ﾎｳｼﾞｮｳ ﾀｸﾛｳ
 8492 小池 俊雄(1)  8383 光沢 陽(2)

ｺｲｹ ｼｭﾝﾕｳ ｺｳｻﾞﾜ ｱｷﾗ
 5   3 緑ヶ丘中(B)  8606 今村 隼士(1)     54.08 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳB ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝｼ
 8601 嵯峨座 綾(2)

ｻｶﾞｻﾞ ﾘｮｳ
 8607 福澤 稜也(1)

ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ
 8605 友保 尚樹(2)

ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ

中学男子

4×100mR

決勝



   1 緑ヶ丘中(A)     46.61 板倉 竜史(3) 小松 良樹(3) 米澤 和真(3) 木下 博貴(3)   1   1
   2 下伊那松川中     48.68 小池 貫太(3) 近藤 雅哉(3) 西永 佳樹(3) 近藤 惠哉(2)   2   1
   3 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     49.05 山川 滉生(1) 米山 諒(2) 柴田 健人(3) 大澤 優斗(2)   2   2
   4 高森中(A)     49.35 飛澤 航太(3) 西村 武登(3) 髙田 雅也(3) 佐々木 直人(3)   1   2
   5 飯田高陵中(A)     49.52 土屋 洸太(3) 井原 彪(3) 藤井 隆聖(2) 山口 凌平(3)   2   3
   6 飯田高陵中(B)     52.89 櫛原 喬介(3) 清水 俊弥(3) 岩崎 元太(3) 古瀬 友暉(2)   1   3
   7 高森中(B)     53.38 松﨑 文哉(1) 林 力輝(1) 北條 拓郎(1) 光沢 陽(2)   2   4
   8 緑ヶ丘中(B)     54.08 今村 隼士(1) 嵯峨座 綾(2) 福澤 稜也(1) 友保 尚樹(2)   2   5
   9 阿南一中(A)     58.34 宮下 怜也(1) 伊藤 和也(1) 村松 信哉(1) 小池 俊雄(1)   1   4

ｵｰﾀﾞｰ1

中学男子

4×100mR
タイムレース

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4順位 所属名 都道府県 記録 備考



決勝 5月17日 12:15

大会新  (GR )        9.81

[ 1組] 風速 +3.3 [ 2組] 風速 +2.7

 1 藤本 音緒(3) 小学生     10.28  1 倉本 玲央(2) 小学生     10.51 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾈｵ 下條小 ｸﾗﾓﾄ ﾚｵ 追手町小

 2 佐久間 倖世(3) 小学生     10.83  2 小平 啓太(3) 小学生     10.83 
ｻｸﾏ ｺｳｾｲ 鼎小 ｺﾋﾗ ｹｲﾀ 丸山小

 3 塚田 流大(3) 小学生     10.87  3 高梨 陽色(3) 小学生     10.99 
ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 阿智第一小 ﾀｶﾅｼ ﾋｲﾛ 喬木第一小

 4 小平 駿仁(2) 小学生     10.98  4 竹村 心亜(2) 小学生     11.40 
ｺﾋﾗ ﾊﾔﾄ 丸山小 ﾀｹﾑﾗ ｺｱ 山本小

 5 木下 翔天(2) 小学生     10.98  5 池田 悠人(1) 小学生     11.55 
ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾏ 山本小 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾄ 追手町小

 6 吉川 晴哉(3) 小学生     11.27  6 松井 海渡(2) 小学生     11.79 
ﾖｼｶﾜ ﾊﾙﾔ 追手町小 ﾏﾂｲ ｶｲﾄ 下條小

 7 中平 翔(1) 小学生     12.92  7 後藤 雅杜(1) 小学生     13.07 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｼｮｳ 高森北小 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾄ 上久堅小

 8 岩崎 颯馬(1) 小学生     13.34 鬼頭 涼雅(3) 小学生
ｲﾜｻｷ ｿｳﾏ 高森南小 ｷﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ 浜井場小

[ 3組] 風速 -0.4 [ 4組] 風速 +1.9

 1 吉澤 遼真(3) 小学生     10.44  1 池田 結太(3) 小学生      9.94 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳﾏ 伊賀良小 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾀ 浜井場小

 2 後藤 琉夏(2) 小学生     10.90  2 廣瀬 琉斗(3) 小学生     10.03 
ｺﾞﾄｳ ﾙｶ 浪合小 ﾋﾛｾ ﾘｭｳﾄ 豊丘南小

 3 北澤 一樹(3) 小学生     11.12  3 中山 颯人(2) 小学生     10.70 
ｷﾀｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 高森南小 ﾅｶﾔﾏ ﾊﾔﾄ 山本小

 4 宮澤 遼成(2) 小学生     11.18  4 園原 琉生(3) 小学生     10.90 
ﾐﾔｻﾞﾜ  ﾘｮｳｾｲ 喬木第一小 ｿﾉﾊﾗ ﾘｭｳｷ 阿智村RC

 5 成澤 涼汰(3) 小学生     11.24  5 城田 滉生(2) 小学生     11.06 
ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳﾀ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ小 ｼﾛﾀ ｺｳｾｲ 丸山小

 6 井坪  蓮(2) 小学生     11.63  6 新美 秀忠(3) 小学生     12.22 
ｲﾂﾎﾞ ﾚﾝ 丸山小 ﾆｲﾐ ﾋﾃﾞﾀﾀﾞ 追手町小

 7 代田 大悟(2) 小学生     11.88  7 福島 圭亮(2) 小学生     12.23 
ｼﾛﾀ ﾀﾞｲｺﾞ 下條小 ﾌｸｼﾏ ｹｲｽｹ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ小

 8 岡田 帆希(2) 小学生     12.15  8 宮澤 悠聖(1) 小学生     12.73 
ｵｶﾀﾞ ﾎﾏﾚ 追手町小 ﾐﾔｻﾞﾜ  ﾕｳｾｲ 喬木第一小

[ 5組] 風速 +2.4 [ 6組] 風速 +1.2

 1 松下 温寛(3) 小学生      9.53  1 鵜飼 翼(2) 小学生     10.78 
ﾏﾂｼﾀ ｱﾂﾋﾛ 松尾小 ｳｶｲ ﾂﾊﾞｻ 松尾小

 2 髙橋 鎧(3) 小学生      9.87  2 今村 悠馬(2) 小学生     11.05 
ﾀｶﾊｼ ｶｲ 丸山小 ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾏ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ小

 3 新井 遙人(3) 小学生     10.38  3 松村 悠佑(3) 小学生     11.28 
ｱﾗｲ ﾊﾙﾄ 伊賀良小 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｽｹ 追手町小

 4 松村 青悟(3) 小学生     10.64  4 代田 琉悟(2) 小学生     11.55 
ﾏﾂﾑﾗ ｾｲｺﾞ 高森南小 ｼﾛﾀ ﾘｭｳｺﾞ 下條小

 5 勝又 慎之助(3) 小学生     11.24  5 下原 悠夷(1) 小学生     11.74 
ｶﾂﾏﾀ ｼﾝﾉｽｹ 追手町小 ｼﾓﾊﾗ ﾕｲ 阿智第一小

 6 中島 啓太(3) 小学生     11.67  6 塚田 周太郎(3) 小学生     11.82 
ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲﾀ 泰阜小 ﾂｶﾀﾞ ｼｭｳﾀﾛｳ 阿智第二小

 7 松下 拓人(1) 小学生     12.22  7 信末 知輝(2) 小学生     11.93 
ﾏﾂｼﾀ ﾀｸﾄ 和田小 ﾉﾌﾞｽｴ ﾄﾓｷ 伊賀良小

 8 長沼 航平(1) 小学生     14.03  8 澤柳 智貴(2) 小学生     12.30 
ﾅｶﾞﾇﾏ ｺｳﾍｲ 上久堅小 ｻﾜﾔﾅｷﾞ ﾄﾓｷ 山本小

[ 7組] 風速 +0.3 [ 8組] 風速 +0.1

 1 伊達 阿莉(3) 小学生     10.03  1 山田 義揮(3) 小学生     10.30 
ﾀﾞﾃ ｱﾘ 浜井場小 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｷ 丸山小

 2 宮内 駿多(3) 小学生     10.69  2 宮下 晃輝(3) 小学生     10.42 
ﾐﾔｳﾁ ﾊﾔﾀ 追手町小 ﾐﾔｼﾀ ｺｳｷ 高森南小

 3 藤本 憲伸(3) 小学生     11.05  3 野尻 涼真(3) 小学生     11.23 
ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ小 ﾉｼﾞﾘ ﾘｮｳﾏ 追手町小

 4 滝沢 巧(3) 小学生     11.30  4 村澤 慶(2) 小学生     11.29 
ﾀｷｻﾞﾜ ｺｳ 松尾小 ﾑﾗｻﾜ ｹｲ 和田小

 5 高田 知晶(1) 小学生     11.85  5 是則   遼(1) 小学生     11.92 
ﾀｶﾀ ﾞﾄﾓｱｷ 上久堅小 ｺﾚﾉﾘ ﾘｮｳ 上久堅小

 6 大平 颯人(2) 小学生     11.92  6 伊達 真門(1) 小学生     12.28 
ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾊﾔﾄ 和田小 ﾀﾞﾃ ｼﾓﾝ 浜井場小

 7 宮下 大翔(1) 小学生     12.05  7 前川 颯翔(1) 小学生     13.03 
ﾐﾔｼﾀ ﾋﾛﾄ 高森南小 ﾏｴｶﾜ ﾊﾔﾄ 松尾小
尾澤 涼輔(2) 小学生 大島 聡起(3) 小学生
ｵｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 丸山小 ｵｵｼ ｿｳｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ小

2   121

6   109
欠場

8   127

1   174

3   164

7   194

5    68

4    84

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7    85

5    74
欠場

4   126

2   195

3   112

6   122

1   173

8   153

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8    38

5   102

6    16

1    29

2   157

3    57

7   115

4   105

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6   193

7   128

8   155

3   144

2    39

5    86

1   117

4    75

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   113

1    77

7    73

3   158

8    98

5    15

6   179

4   189

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4    56

6   151

1   108

7    64

3    89

2    78

8    34

5   191

1   175
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7    55

8   124

5    97

6   161

4    70

3    79

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   160

2    92

3    83

4   101

5   152

6    22

7    71

8    59

1   167

小3以下男子

60m                 

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



[ 9組] 風速 -0.2 [ 10組] 風速 -0.2

 1 中山 椋介(3) 小学生     10.60  1 宮内 良輔(3) 小学生     10.38 
ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ 伊賀良小 ﾐﾔｳﾁ ﾘｮｳｽｹ 阿智第一小

 2 中澤 侑磨(3) 小学生     10.63  2 山口 智司(3) 小学生     10.67 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 泰阜小 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾄｼ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ小

 3 宮島 暖斗(3) 小学生     10.71  3 金田 琉那(3) 小学生     10.71 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ 富草小 ｶﾈﾀﾞ ﾙﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 4 羽生 大起(3) 小学生     11.03  4 北村 理一(2) 小学生     10.89 
ﾊﾆｭｳ ﾀﾞｲｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ小 ｷﾀﾑﾗ ﾘｲﾁ 松尾小

 5 白上 裕一(3) 小学生     11.21  5 内藤 陽葵(3) 小学生     10.90 
ｼﾗｶﾐ ﾕｳｲﾁ 下條小 ﾅｲﾄｳ ﾊﾙｷ 下條小

 6 佐野 匠(2) 小学生     11.53  6 樋口 誠太(3) 小学生     11.02 
ｻﾉ  ｼﾞｭﾝ 丸山小 ﾋｸﾞﾁ ｾｲﾀ 伊賀良小

 7 古山 光(2) 小学生     11.98  7 野尻 隼(3) 小学生     11.47 
ﾌﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ 追手町小 ﾉｼﾞﾘ ﾊﾔﾄ 追手町小

 8 伊藤 大翔(1) 小学生     12.03 中山 拓真(1) 小学生
ｲﾄｳ ﾀｲｷ 鼎小 ﾅｶﾔﾏ ﾀｸﾏ 下久堅小

[ 11組] 風速 +0.5

 1 小川 玲邑(3) 小学生     10.22 
ｵｶﾞﾜ ﾚｵ 追手町小

 2 門野 翔太(2) 小学生     10.77 
ｶﾄﾞﾉ ｼｮｳﾀ 清内路小

 3 竹村 晃平(2) 小学生     11.12 
ﾀｹﾑﾗ ｺｳﾍｲ 山本小

 4 小林 元気(3) 小学生     11.13 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝｷ 丸山小

 5 筒井 太陽(2) 小学生     11.22 
ﾂﾂｲ ﾀｲﾖｳ 追手町小

 6 牧島 亮太(3) 小学生     11.43 
ﾏｷｼﾏ ﾘｮｳﾀ 下條小

 7 倉科 吹生(1) 小学生     12.28 
ｸﾗｼﾅ ｲﾌﾞｷ 浜井場小
中山 颯太(3) 小学生
ﾅｶﾔﾏ ｿｳﾀ 下久堅小

3   176

2    48
欠場

7   162

8    62

1    96

6    72

5   156

4   141

6    47
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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3    40

2   145

小3以下男子

60m                 
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ



   1 松下 温寛(3) 小学生 松尾小      9.53 (+2.4)   5   1
   2 髙橋 鎧(3) 小学生 丸山小      9.87 (+2.4)   5   2
   3 池田 結太(3) 小学生 浜井場小      9.94 (+1.9)   4   1
   4 伊達 阿莉(3) 小学生 浜井場小     10.03 (+0.3)   7   1
   4 廣瀬 琉斗(3) 小学生 豊丘南小     10.03 (+1.9)   4   2
   6 小川 玲邑(3) 小学生 追手町小     10.22 (+0.5)  11   1
   7 藤本 音緒(3) 小学生 下條小     10.28 (+3.3)   1   1
   8 山田 義揮(3) 小学生 丸山小     10.30 (+0.1)   8   1
   9 宮内 良輔(3) 小学生 阿智第一小     10.38 (-0.2)  10   1
   9 新井 遙人(3) 小学生 伊賀良小     10.38 (+2.4)   5   3
  11 宮下 晃輝(3) 小学生 高森南小     10.42 (+0.1)   8   2
  12 吉澤 遼真(3) 小学生 伊賀良小     10.44 (-0.4)   3   1
  13 倉本 玲央(2) 小学生 追手町小     10.51 (+2.7)   2   1
  14 中山 椋介(3) 小学生 伊賀良小     10.60 (-0.2)   9   1
  15 中澤 侑磨(3) 小学生 泰阜小     10.63 (-0.2)   9   2
  16 松村 青悟(3) 小学生 高森南小     10.64 (+2.4)   5   4
  17 山口 智司(3) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ小     10.67 (-0.2)  10   2
  18 宮内 駿多(3) 小学生 追手町小     10.69 (+0.3)   7   2
  19 中山 颯人(2) 小学生 山本小     10.70 (+1.9)   4   3
  20 宮島 暖斗(3) 小学生 富草小     10.71 (-0.2)   9   3
  20 金田 琉那(3) 小学生 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     10.71 (-0.2)  10   3
  22 門野 翔太(2) 小学生 清内路小     10.77 (+0.5)  11   2
  23 鵜飼 翼(2) 小学生 松尾小     10.78 (+1.2)   6   1
  24 佐久間 倖世(3) 小学生 鼎小     10.83 (+3.3)   1   2
  24 小平 啓太(3) 小学生 丸山小     10.83 (+2.7)   2   2
  26 塚田 流大(3) 小学生 阿智第一小     10.87 (+3.3)   1   3
  27 北村 理一(2) 小学生 松尾小     10.89 (-0.2)  10   4
  28 後藤 琉夏(2) 小学生 浪合小     10.90 (-0.4)   3   2
  28 園原 琉生(3) 小学生 阿智村RC     10.90 (+1.9)   4   4
  28 内藤 陽葵(3) 小学生 下條小     10.90 (-0.2)  10   5
  31 小平 駿仁(2) 小学生 丸山小     10.98 (+3.3)   1   4
  31 木下 翔天(2) 小学生 山本小     10.98 (+3.3)   1   5
  33 高梨 陽色(3) 小学生 喬木第一小     10.99 (+2.7)   2   3
  34 樋口 誠太(3) 小学生 伊賀良小     11.02 (-0.2)  10   6
  35 羽生 大起(3) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ小     11.03 (-0.2)   9   4
  36 今村 悠馬(2) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ小     11.05 (+1.2)   6   2
  36 藤本 憲伸(3) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ小     11.05 (+0.3)   7   3
  38 城田 滉生(2) 小学生 丸山小     11.06 (+1.9)   4   5
  39 北澤 一樹(3) 小学生 高森南小     11.12 (-0.4)   3   3
  39 竹村 晃平(2) 小学生 山本小     11.12 (+0.5)  11   3
  41 小林 元気(3) 小学生 丸山小     11.13 (+0.5)  11   4
  42 宮澤 遼成(2) 小学生 喬木第一小     11.18 (-0.4)   3   4
  43 白上 裕一(3) 小学生 下條小     11.21 (-0.2)   9   5
  44 筒井 太陽(2) 小学生 追手町小     11.22 (+0.5)  11   5
  45 野尻 涼真(3) 小学生 追手町小     11.23 (+0.1)   8   3
  46 成澤 涼汰(3) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ小     11.24 (-0.4)   3   5
  46 勝又 慎之助(3) 小学生 追手町小     11.24 (+2.4)   5   5
  48 吉川 晴哉(3) 小学生 追手町小     11.27 (+3.3)   1   6
  49 松村 悠佑(3) 小学生 追手町小     11.28 (+1.2)   6   3
  50 村澤 慶(2) 小学生 和田小     11.29 (+0.1)   8   4
  51 滝沢 巧(3) 小学生 松尾小     11.30 (+0.3)   7   4
  52 竹村 心亜(2) 小学生 山本小     11.40 (+2.7)   2   4
  53 牧島 亮太(3) 小学生 下條小     11.43 (+0.5)  11   6
  54 野尻 隼(3) 小学生 追手町小     11.47 (-0.2)  10   7
  55 佐野 匠(2) 小学生 丸山小     11.53 (-0.2)   9   6
  56 代田 琉悟(2) 小学生 下條小     11.55 (+1.2)   6   4
  56 池田 悠人(1) 小学生 追手町小     11.55 (+2.7)   2   5
  58 井坪  蓮(2) 小学生 丸山小     11.63 (-0.4)   3   6
  59 中島 啓太(3) 小学生 泰阜小     11.67 (+2.4)   5   6
  60 下原 悠夷(1) 小学生 阿智第一小     11.74 (+1.2)   6   5
  61 松井 海渡(2) 小学生 下條小     11.79 (+2.7)   2   6
  62 塚田 周太郎(3) 小学生 阿智第二小     11.82 (+1.2)   6   6
  63 高田 知晶(1) 小学生 上久堅小     11.85 (+0.3)   7   5
  64 代田 大悟(2) 小学生 下條小     11.88 (-0.4)   3   7
  65 是則   遼(1) 小学生 上久堅小     11.92 (+0.1)   8   5
  65 大平 颯人(2) 小学生 和田小     11.92 (+0.3)   7   6
  67 信末 知輝(2) 小学生 伊賀良小     11.93 (+1.2)   6   7
  68 古山 光(2) 小学生 追手町小     11.98 (-0.2)   9   7
  69 伊藤 大翔(1) 小学生 鼎小     12.03 (-0.2)   9   8
  70 宮下 大翔(1) 小学生 高森南小     12.05 (+0.3)   7   7
  71 岡田 帆希(2) 小学生 追手町小     12.15 (-0.4)   3   8
  72 新美 秀忠(3) 小学生 追手町小     12.22 (+1.9)   4   6
  72 松下 拓人(1) 小学生 和田小     12.22 (+2.4)   5   7
  74 福島 圭亮(2) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ小     12.23 (+1.9)   4   7
  75 伊達 真門(1) 小学生 浜井場小     12.28 (+0.1)   8   6
  75 倉科 吹生(1) 小学生 浜井場小     12.28 (+0.5)  11   7
  77 澤柳 智貴(2) 小学生 山本小     12.30 (+1.2)   6   8
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60m                 
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考



  78 宮澤 悠聖(1) 小学生 喬木第一小     12.73 (+1.9)   4   8
  79 中平 翔(1) 小学生 高森北小     12.92 (+3.3)   1   7
  80 前川 颯翔(1) 小学生 松尾小     13.03 (+0.1)   8   7
  81 後藤 雅杜(1) 小学生 上久堅小     13.07 (+2.7)   2   7
  82 岩崎 颯馬(1) 小学生 高森南小     13.34 (+3.3)   1   8
  83 長沼 航平(1) 小学生 上久堅小     14.03 (+2.4)   5   8

   77
所属名 記録（風）

   83
  128

   92
  121
  124

60m                 
順位 No. 氏  名 組 順位都道府県

小3以下男子

備考



予選 5月17日  9:20
決勝 5月17日 14:00

大会新  (GR )       13.23
県小学新(KR )       12.27

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -0.1

 1 塩澤 昂(6) 小学生     14.47 q  1 岡田 颯太(6) 小学生     14.75 q
ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ｵｶﾀﾞ ｿｳﾀ 上郷小

 2 北原 明人(6) 小学生     15.52 q  2 山口 慧(6) 小学生     15.21 q
ｷﾀﾊﾗ ｱｷﾄ 座光寺小 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲ 鼎小

 3 奥村 洸平(6) 小学生     16.11 q  3 中原 晶(6) 小学生     15.21 q
ｵｸﾑﾗ ｺｳﾍｲ 上郷小 ﾅｶﾊﾗ ｼｮｳ 豊丘南小

 4 村松 慎之助(6) 小学生     16.29 q  4 大宮 蒔(6) 小学生     16.27 q
ﾑﾗﾏﾂ ｼﾝﾉｽｹ 富草小 ｵｵﾐﾔ ﾏｷ 浜井場小

 5 櫻井 佑也(6) 小学生     16.87  5 佐々木 伸二(6) 小学生     16.79 
ｻｸﾗｲ ﾕｳﾔ 清内路小 ｻｻｷ ｼﾝｼﾞ 富草小

 6 山口 聖司(6) 小学生     17.80  6 片桐 慧翔(6) 小学生     17.32 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾄｼ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ小 ｶﾀｷﾞﾘ ｹｲｼｮｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

風速 +3.8

 1 塩澤 昂(6) 小学生     14.21 
ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 2 岡田 颯太(6) 小学生     14.60 
ｵｶﾀﾞ ｿｳﾀ 上郷小

 3 山口 慧(6) 小学生     14.67 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲ 鼎小

 4 北原 明人(6) 小学生     15.33 
ｷﾀﾊﾗ ｱｷﾄ 座光寺小

 5 奥村 洸平(6) 小学生     15.79 
ｵｸﾑﾗ ｺｳﾍｲ 上郷小

 6 大宮 蒔(6) 小学生     15.81 
ｵｵﾐﾔ ﾏｷ 浜井場小

 7 村松 慎之助(6) 小学生     15.89 
ﾑﾗﾏﾂ ｼﾝﾉｽｹ 富草小

予選 5月17日  9:40
決勝 5月17日 14:10

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

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速  0.0

 1 市川 凌大(5) 小学生     14.24 q  1 肥後 琉之介(5) 小学生     15.08 q
ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 伊賀良小

 2 山田 ロミオ(5) 小学生     14.88 q  2 森下 優大(5) 小学生     15.63 q
ﾔﾏﾀﾞ ﾛﾐｵ 鼎小 ﾓﾘｼﾀ ﾕｳﾀ 松尾小

 3 坪井 和輝(5) 小学生     15.73 q  3 本田 周平(5) 小学生     16.14 
ﾂﾎﾞｲ ｶｽﾞｷ 高森南小 ﾎﾝﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 4 古瀬 尚暉(5) 小学生     15.82 q  4 今村 広太(5) 小学生     16.60 
ﾌﾙｾ ﾅｵｷ 上郷小 ｲﾏﾑﾗ ｺｳﾀ 丸山小

 5 高田 光希(5) 小学生     16.14  5 細田 真仁(5) 小学生     17.24 
ﾀｶﾀﾞ ﾐﾂｷ 上久堅小 ﾎｿﾀﾞ ﾏﾅﾄ 下條小

 6 春日 流星(5) 小学生     16.95  6 中塚 雄太(5) 小学生     17.64 
ｶｽｶﾞ ﾘｭｳｾｲ 大下条小 ﾅｶﾂｶ ﾕｳﾀ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ小

 7 小池 将史(5) 小学生     17.42  7 川手　健太(5) 小学生     18.03 
ｺｲｹ ﾏｻﾄ 阿智第一小 ｶﾜﾃ ｹﾝﾀ 千栄小

[ 3組] 風速 +0.7 風速 +3.2

 1 ﾄﾞｱﾙﾃｲｽﾃﾌｧﾉﾏﾙﾊﾞｲ小学生     14.94 q  1 市川 凌大(5) 小学生     13.93 
ﾄﾞｱﾙﾃｲｽﾃﾌｧﾉﾏﾙﾊﾞｲ丸山小 ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 2 山根 鼓太朗(5) 小学生     15.53 q  2 ﾄﾞｱﾙﾃｲｽﾃﾌｧﾉﾏﾙﾊﾞｲ小学生     14.14 
ﾔﾏﾈ ｺﾀﾛｳ 大鹿小 ﾄﾞｱﾙﾃｲｽﾃﾌｧﾉﾏﾙﾊﾞｲ丸山小

 3 樋口 創太(5) 小学生     16.07  3 山田 ロミオ(5) 小学生     14.46 
ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾀ 伊賀良小 ﾔﾏﾀﾞ ﾛﾐｵ 鼎小

 4 秦 優真(5) 小学生     16.19  4 肥後 琉之介(5) 小学生     14.65 
ﾊﾀ ﾕｳﾏ 松尾小 ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 伊賀良小

 5 小椋 悠也(5) 小学生     16.32  5 森下 優大(5) 小学生     14.90 
ｵｸﾞﾗ ﾕｳﾔ 上郷小 ﾓﾘｼﾀ ﾕｳﾀ 松尾小

 6 小池 航大(5) 小学生     18.31  6 山根 鼓太朗(5) 小学生     15.20 
ｺｲｹ ｺｳﾀﾞｲ ISｼﾞｭﾆｱ ﾔﾏﾈ ｺﾀﾛｳ 大鹿小

 7 坪井 和輝(5) 小学生     15.29 
ﾂﾎﾞｲ ｶｽﾞｷ 高森南小

 8 古瀬 尚暉(5) 小学生     15.53 
ﾌﾙｾ ﾅｵｷ 上郷小

予選 5月17日 10:00
決勝 5月17日 14:20
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大会新  (GR )       14.87
県小学新(KR )       12.27

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速  0.0

 1 西村 拓朗(4) 小学生     15.82 q  1 牛山悟壱(4) 小学生     15.91 q
ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾛｳ 喬木第一小 ｳｼﾔﾏ ｺﾞｲﾁ 山本小

 2 澤口 琉斗(4) 小学生     16.07 q  2 菅沼 心太(4) 小学生     16.28 
ｻﾜｸﾞﾁ ﾘｭｳﾄ 追手町小 ｽｶﾞﾇﾏ ｼﾝﾀ 豊丘南小

 3 小平 遥暉(4) 小学生     16.90  3 鎮西 諒汰(4) 小学生     16.73 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｷ 天竜SC ﾁﾝｻﾞｲ ﾘｮｳﾀ 下條小

 4 濱島 周蓮(4) 小学生     16.96  4 原 阿天夢(4) 小学生     17.05 
ﾊﾏｼﾏ ｼｭｳﾚﾝ 山本小 ﾊﾗ ｱﾃﾑ 上郷小

 5 伊藤 颯流星(4) 小学生     17.53  5 西尾 洸希(4) 小学生     17.39 
ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 伊賀良小 ﾆｼｵ ｺｳｷ 松尾小

 6 田中 颯(4) 小学生     17.64  6 大宮 奏(4) 小学生     17.92 
ﾀﾅｶ ﾊﾔﾃ 下久堅小 ｵｵﾐﾔ ｿｳ 浜井場小

 7 牧野 楓(4) 小学生     18.85  7 岩本 諒一(4) 小学生     18.56 
ﾏｷﾉ ｶｴﾃﾞ 上郷小 ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳｲﾁ 喬木第一小

[ 3組] 風速 -0.4 [ 4組] 風速 -0.3

 1 池田 峻将(4) 小学生     16.00 q  1 筒井 晴太郎(4) 小学生     15.66 q
ｲｹﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 喬木第一小 ﾂﾂｲ ﾊﾙﾀﾛｳ 喬木第一小

 2 田中 隆斗(4) 小学生     16.14  2 安藤 静(4) 小学生     15.70 q
ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾄ 阿智第二小 ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾞｮｳ 松尾小

 3 内山 裕太(4) 小学生     16.78  3 市瀬 俊介(4) 小学生     16.61 
ｳﾁﾔﾏ ﾕｳﾀ 山本小 ｲﾁﾉｾ ｼｭﾝｽｹ 下條小

 4 岡田 宏輝(4) 小学生     17.02  4 北原 樂人(4) 小学生     16.97 
ｵｶﾀﾞ ｺｳｷ 上郷小 ｷﾀﾊﾗ ｶﾞｸﾄ 上郷小

 5 工藤 蓮(4) 小学生     17.56  5 中谷 駿佑(4) 小学生     17.41 
ｸﾄﾞｳ ﾚﾝ 松尾小 ﾅｶﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 山本小

 6 原 世那(4) 小学生     18.30  6 尾曽 裕樹(4) 小学生     18.00 
ﾊﾗ  ｾﾅ 丸山小 ｵｿ ﾋﾛｷ 下久堅小
小林 謙斗(4) 小学生
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾄ 伊賀良小

[ 5組] 風速 +0.6

 1 小池 正一郎(4) 小学生     15.82 q
ｺｲｹ ｾｲｲﾁﾛｳ 阿智第一小

 2 下澤 玖来夢(4) 小学生     16.10 q
ｼﾓｻﾜ ｸﾗﾑ 上郷小

 3 中川 大和(4) 小学生     16.52 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾔﾏﾄ 大鹿小

 4 西部 裕(4) 小学生     17.00 
ﾆｼﾍﾞ ﾕｳ 追手町小

 5 原 汰知(4) 小学生     17.75 
ﾊﾗ ﾀｲﾁ 下條小

 6 片桐 健聖(4) 小学生     21.24 
ｶﾀｷﾞﾘ ｹﾝｾｲ 高森南小

決勝 5月17日 11:25
風速 +1.3 風速 +1.5

 1 筒井 晴太郎(4) 小学生     15.31  1 加藤　輝(5) 小学生     16.43 
ﾂﾂｲ ﾊﾙﾀﾛｳ 喬木第一小 ｶﾄｳ ﾋｶﾙ 下條小

 2 小池 正一郎(4) 小学生     15.45  2 太田　澄空(2) 小学生     20.42 
ｺｲｹ ｾｲｲﾁﾛｳ 阿智第一小 ｵｵﾀ ｿﾗ 千栄小

 3 安藤 静(4) 小学生     15.59  3 清水　康生(2) 小学生     21.30 
ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾞｮｳ 松尾小 ｼﾐｽﾞ ｺｳｾｲ 千栄小

 4 西村 拓朗(4) 小学生     15.64 
ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾛｳ 喬木第一小

 5 牛山悟壱(4) 小学生     15.66 
ｳｼﾔﾏ ｺﾞｲﾁ 山本小

 6 池田 峻将(4) 小学生     15.75 
ｲｹﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 喬木第一小

 7 澤口 琉斗(4) 小学生     15.96 
ｻﾜｸﾞﾁ ﾘｭｳﾄ 追手町小

 8 下澤 玖来夢(4) 小学生     15.96 
ｼﾓｻﾜ ｸﾗﾑ 上郷小
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決勝 5月17日 13:40

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

 1 松下 優大(6) 小学生   3,19.65 
ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀ 泰阜小

 2 瀧澤 健人(5) 小学生   3,19.85 
ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 仲田 源(6) 小学生   3,19.97 
ﾅｶﾀ  ﾐﾅﾓﾄ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 中島 快都(6) 小学生   3,29.83 
ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲﾄ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ小

 5 秦 圭佑(6) 小学生   3,33.43 
ﾊﾀ ｹｲｽｹ 富草小

 6 益山 颯琉(5) 小学生   3,36.87 
ﾏｽﾔﾏ ﾊﾙ 和田小

 7 塚田 幸太郎(6) 小学生   3,38.72 
ﾂｶﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 阿智第二小

 8 市瀬 優樹(6) 小学生   3,39.14 
ｲﾁﾉｾ ﾕｳｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 9 恵美 文貴(5) 小学生   3,39.38 
ｴﾐ ﾌﾐﾀｶ 浪合小

10 平林 世凪(5) 小学生   3,40.11 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｾﾅ 鼎小

11 森本 大翔(5) 小学生   3,44.93 
ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾄ 山本小

12 北沢 綜太(5) 小学生   3,45.91 
ｷﾀｻﾞﾜ ｿｳﾀ 上郷小

13 帯川 伊吹(5) 小学生   3,49.19 
ｵﾋﾞｶﾜ ｲﾌﾞｷ ISｼﾞｭﾆｱ

14 大峡 謙(5) 小学生   3,50.78 
ｵｵﾊﾞ ﾕｽﾞﾙ ISｼﾞｭﾆｱ

15 羽場崎 雄太(6) 小学生   3,52.33 
ﾊﾊﾞｻﾞｷ ﾕｳﾀ 阿智第二小

16 山崎　成央(5) 小学生   3,52.83 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵ ISｼﾞｭﾆｱ

17 小國 陽大(5) 小学生   4,01.90 
ｵｸﾆ ﾖｳﾀ 上郷小

18 原 佑弥(5) 小学生   4,14.40 
ﾊﾗ ﾕｳﾔ 下條小

9   136

13    52

11    23

14     1

12     3

6     4

10    95

1   139

18   190

7   170

5    28

4     9

2   183

15   192

16     6

17   111

3   143

8     5

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17日 12:00

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

風速 +1.3

 1 木下 耀仁(6) 小学生     16.89 
ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 2 千葉 恭大(6) 小学生     18.12 
ﾁﾊﾞ ﾔｽﾋﾛ 阿智第二小

6    14

7    27

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17日  9:20

大会新  (GR )        1.30
県小学新(KR )        1.46

佐藤 友行(6) 小学生
ｻﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 高森北小
椚谷 元(5) 小学生
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾊﾙ 高森南小
橋爪 渉(6) 小学生
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾜﾀﾙ 下久堅小

決勝 5月17日  9:20

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

多田井 琢馬(6) 小学生   3.11   3.11   3.42   3.51   3.50   3.90    3.90 
ﾀﾀﾞｲ ﾀｸﾏ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ   -1.2   -1.2   -1.3   -1.5   -1.4   -0.3    -0.3
長瀬 成雅(5) 小学生   3.29   3.24   2.98   3.20   3.26   3.23    3.29 
ﾅｶﾞｾ  ｾｲｶﾞ 上郷小   +0.4   +0.1   -2.0    0.0   -1.6   -1.2    +0.4
今村 銀士(6) 小学生   2.63   2.68   2.23   3.22   3.01    X    3.22 
ｲﾏﾑﾗ ｷﾞﾝｼﾞ 下久堅小   +0.9   +0.1   -1.4   -1.6   -1.4    -1.6
酒井 達樹(5) 小学生   3.05    X   3.08   2.95   3.13   3.14    3.14 
ｻｶｲ ﾀﾂｷ 丸山小   +0.5   -1.4    0.0    0.0   -0.8    -0.8
川島　悠星(5) 小学生   2.79   2.77    X    X    X   2.45    2.79 
ｶﾜｼﾏ ﾕｳｾｲ 千栄小    0.0   -0.1   -0.7     0.0
鈴木 篤史(6) 小学生   2.58   2.59   2.62   2.14   2.51   2.55    2.62 
ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ 阿智第二小   +0.9   +1.1   -1.9   -1.0   -1.2    0.0    -1.9

決勝 5月17日  9:20

大会新  (GR )       62.06
県小学新(KR )       80.09

渋谷 桂吾(6) 小学生
ｼﾌﾞﾔ ｹｲｺﾞ 阿智第一小
原 伊吹(6) 小学生
ﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 阿智第一小
後藤 信之介(6) 小学生
ｺﾞﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 天龍小
板倉 駿弥(5) 小学生
ｲﾀｸﾗ ｼｭﾝﾔ 大下条小
大倉 千景(5) 小学生
ｵｵｸﾗ ﾁｶｹﾞ 富草小
原 貴之(6) 小学生
ﾊﾗ ﾀｶﾕｷ 阿智第二小
園原 優宇人(6) 小学生
ｿﾉﾊﾗ ﾕｳﾄ 阿智第二小
勝又 優希(5) 小学生
ｶﾂﾏﾀ ﾕｳｷ 大下条小
佐々木 大悟(6) 小学生
ｻｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ 富草小
熊谷 達哉(6) 小学生
ｸﾏｶﾞｲ ﾀﾂﾔ 阿智第二小
倉田 大輝(5) 小学生
ｸﾗﾀ ﾀﾞｲｷ 富草小

小学5.6年男子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m05 1m10 備考m90 1m00 1m15 1m20
1 3    91
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2 2    90
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小学5.6年男子

走幅跳              

決勝
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小学5.6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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 4    19
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