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第６６回 飯伊陸上競技選手権大会 
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期   日： 平成２８年９月３日（土）、４日（日） 

会   場： 飯田市総合運動場陸上競技場（202050） 

主   催： (一財)長野陸上競技協会・飯伊陸上競技協会 

共   催： (公財)飯田市体育協会・下伊那郡体育協会 

後   援： 飯田市教育委員会・飯伊市町村教育委員会連絡協議会 

       下伊那地区高等学校体育連盟・下伊那校長会 

       下伊那中学校体育連盟・㈱南信州新聞社 

主   管： 飯伊陸上競技協会 

審 判 長： トラック／熊谷賢二  フィールド／大坪章男 

記 録 主 任： 松尾 敏文 

 

■この大会で樹立された記録 
月日 種目 ラウンド 記録 氏名 男女 所属 従来の記録 備考 

ｚ
9/3 

5000mW 決勝 23 分 54 秒 88 大和千秋 女 飯田病院 26分 12秒 26 大会新

9/3 100m 予選 12 秒 26(-0.9) 今井沙緒里 女 飯田病院 12 秒 59 大会新
9/3 100m 決勝 12 秒 07(+0.5) 今井沙緒里 女 飯田病院 12 秒 59 大会新
9/3 走高跳 決勝 1m50 北原沙希(1) 女 飯田風越高 1m50 大会ﾀｲ

9/3 中学女子 100mH 決勝 16 秒 07(+1.5) 池野佳帆(2) 女
イイダッシュ

AC 
16 秒 17 大会新

9/3 
中学女子 
4×100mR 

決勝 52 秒 49 

伊藤優凪(2) 
西島美幸(1) 
伊藤鈴音(3) 
池野佳帆(2) 

女
イイダッシュ

AC 
53 秒 16 大会新

9/4 400m 予選 49 秒 56 近藤雅哉(2) 男 松川高 50 秒 03 大会新
9/4 ４年 100ｍ 決勝 14 秒 57(+0.9) 山口耕(4) 男 上郷小 14 秒 70 大会新
9/4 砲丸投 決勝 11m29 遠藤邦彦 男 ターミガンズ 11ｍ28 大会新
9/4 小学女子 1000m 決勝 3 分 16 秒 53 佐藤悠花(6) 女 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 3 分 22 秒 19 大会新

9/4 
小学女子 
4×100mR 

決勝 55 秒 56 

宮下莉湖(6) 
関島瑠愛(6) 
吉澤詩乃(6) 
山城春菜(6) 

女
松川陸上 
クラブ(A) 

55 秒 56 大会新

■グラウンドコンディション 
2016 年 9 月 3 日（土） 2016 年 9 月 4 日（日） 

時刻 天候 風向 風速m/s 気温℃ 湿度% 時刻 天候 風向 風速m/s 気温℃ 湿度%

 9:30 晴れ 北東 0.6 26.8 48.0  9:00 晴れ 西南西 0.2 27.5 52.0 
10:00 晴れ 北北東 0.8 28.7 45.0 10:00 晴れ 南南西 0.3 28.8 49.0 
11:00 晴れ 北北西 1.2 30.1 43.0 11:00 晴れ 西南西 2.5 31.7 43.0 
12:00 晴れ 東北東 0.5 31.7 40.0 12:00 晴れ 南西 5.0 33.0 40.0 
13:00 晴れ 東北東 1.5 33.4 39.0 13:00 晴れ 西南西 0.9 33.2 40.0 

      14:00 晴れ 南西 1.8 34.1 39.0 



決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】202050  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
09/03 男子  +0.4近藤 雅哉(2) 11.25 近藤 裕哉(3) 11.34 小澤 晃平(2) 11.64 秦 翔(2) 11.66 篠田 知樹(2) 11.67 藤井 隆聖(1) 11.69 知沢 和輝(3) 11.70 牛山 一成(3) 11.80

100m 高校･松川高 高校･松川高 高校･飯田OIDE長姫高 高校･松川高 高校･飯田高 高校･飯田高 高校･阿南高 高校･松川高
09/04 近藤 雅哉(2) 51.02 西村 武登(2) 51.37 近藤 惠哉(1) 53.33 後沢 大地(2) 53.64 篠田 知樹(2) 54.60 三石 隼斗(1) 55.14 家苗 薫(2) 56.74

400m 高校･松川高 高校･飯田高 高校･松川高 高校･松川高 高校･飯田高 高校･飯田高 高校･松川高
09/03 松下 悠 2,00.01 後沢 大地(2) 2,00.44 櫻井 雄大(2) 2,03.48 清水 理久(2) 2,05.86 石川 颯(2) 2,10.16 玉置 惇輝(2) 2,12.84 熊谷 勇人(2) 2,13.72 大場 翔太(1) 2,15.09

800m 一般･下伊那郡陸協 高校･松川高 高校･飯田風越高 高校･飯田高 高校･下伊那農業高 高校･飯田OIDE長姫高 高校･松川高 高校･飯田OIDE長姫高
09/04 河合 蓮(3) 4,19.36 櫻井 雄大(2) 4,22.19 松山 克敏 4,24.39 原 武司 4,27.62 小平 俊介(3) 4,30.64 増田 輝(2) 4,35.45 石川 颯(2) 4,36.82 村田 幸平(1) 4,37.25

1500m 高校･松川高 高校･飯田風越高 一般･下伊那郡陸協 一般･下伊那郡陸協 高校･飯田高 高校･飯田OIDE長姫高 高校･下伊那農業高 高校･飯田高
09/04 仁科 利弥 15,08.37 早野 吉信 15,25.53 伊藤 洸介 15,26.43 原 武司 15,36.67 河合 蓮(3) 15,49.86 松村 健一 16,15.69 松山 克敏 16,22.71 代田 貴嗣 16,30.02

5000m 一般･飯田市陸協 一般･下伊那郡陸協 一般･飯田市陸協 一般･下伊那郡陸協 高校･松川高 一般･下伊那郡陸協 一般･下伊那郡陸協 一般･飯田市陸協
09/04  +1.8棚田 駿太(3) 17.01 竹内一弘 17.73 井原 晟斗(1) 18.03 小松 和真(2) 20.19 唐澤 慶大(2) 20.57 秦 翔(2) 20.68

110mH(1.067m) 高校･松川高 一般･DreamAC 高校･松川高 高校･飯田風越高 高校･飯田風越高 高校･松川高
09/03  +0.3西村 武登(2) 58.42 光沢 佑人(3) 1,01.81 竹内一弘 1,03.15 光沢 陽(1) 1,05.89 安藤 俊輝(1) 1,08.36

400mH(0.914m) 高校･飯田高 高校･松川高 一般･DreamAC 高校･松川高 高校･飯田高
09/03 松下 悠 10,19.73 大西 元気(3) 10,25.57 増田 輝(2) 11,07.20 熊谷 勇人(2) 11,18.14 松沢 圭途(2) 12,33.11

3000mSC 一般･下伊那郡陸協 高校･松川高 高校･飯田OIDE長姫高 高校･松川高 高校･飯田風越高
09/03 平澤 太一(3) 25,44.38 湯澤 佑拓(1) 31,26.75

5000mW 高校･松川高 高校･松川高
09/03 井原 彪(2) 1.90 秦 翔(2) 1.70 古瀬 友暉(1) 1.60

走高跳 高校･飯田高 高校･松川高 高校･飯田風越高
09/03 那須野  敦(1) 2.00 佐々木 久孝 1.60

棒高跳 高校･飯田風越高 一般･飯田市陸協
09/03 山口 凌平(2) 6.04(-0.4) 内藤 隆史 5.92(-2.4) 嵯峨座  綾(1)5.72(-0.1) 三石 隼斗(1) 5.53(-0.7) 井原 晟斗(1) 5.44(-0.1) 友保 尚樹(1) 5.37(-2.2) 光沢 陽(1) 5.32(-2.2) 唐澤 慶大(2) 5.31(+0.3)

走幅跳 高校･松川高 一般･天竜SC 高校･飯田風越高 高校･飯田高 高校･松川高 高校･飯田高 高校･松川高 高校･飯田風越高
09/04 山口 凌平(2)11.65(+3.0)

三段跳 高校･松川高
09/04 遠藤 邦彦 11.29 佐々木 久孝 5.32

砲丸投 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ GR 一般･飯田市陸協
09/03 高見澤和希 31.14 遠藤 邦彦 29.54 佐々木 久孝 13.72

円盤投 一般･DreamAC 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 一般･飯田市陸協
09/03 友田 利男 24.53

ﾊﾝﾏｰ投 一般･下伊那郡陸協
09/03 友田 利男 52.13 後藤 魁斗(3) 51.08 小松 和真(2) 47.71 宮島真吾 45.63 牛山 一成(3) 43.73 藤井 隆聖(1) 37.12 山本 光汰(2) 36.75 小林 薫(2) 36.54

やり投 一般･下伊那郡陸協 高校･阿南高 高校･飯田風越高 一般･DreamAC 高校･松川高 高校･飯田高 高校･阿南高 高校･阿南高
09/03 松川高(B)       43.29 松川高(A)       43.82 飯田高       44.07 飯田風越高       45.93

4x100mR 近藤 裕哉(3) 秦 翔(2) 藤井 隆聖(1) 嵯峨座  綾(1)
牛山 一成(3) 近藤 惠哉(1) 篠田 知樹(2) 古瀬 友暉(1)
光沢 佑人(3) 林 龍介(1) 友保 尚樹(1) 熊谷  尚紀(1)
棚田 駿太(3) 近藤 雅哉(2) 西村 武登(2) 唐澤 慶大(2)

09/04 松川高(A)     3,30.98 松川高(B)     3,31.95 飯田風越高     3,38.48 DreamAC     3,43.41 飯田OIDE長姫高    3,48.41 飯田高     3,57.17 阿南高     4,00.34
4x400mR 近藤 惠哉(1) 光沢 佑人(3) 唐澤 慶大(2) 松尾将文 玉置 惇輝(2) 安藤 俊輝(1) 奥田 裕貴(1)

後沢 大地(2) 近藤 裕哉(3) 櫻井 雄大(2) 林佑太 増田 輝(2) 清水 理久(2) 林 洸希(2)
秦 翔(2) 棚田 駿太(3) 那須野  敦(1) 竹内一弘 木下 恵太(1) 村田 幸平(1) 末元 昂成(1)
近藤 雅哉(2) 牛山 一成(3) 小松 和真(2) 中嶋康晴 松下 哲也(2) 馬場 敦(1) 知沢 和輝(3)

09/04 小学男子　4  +0.9山口 耕(4) 14.57 塩澤 慎(4) 15.28 木下 翔天(4) 15.95 中原 稜(4) 15.98 今村 悠馬(4) 16.25 木下 雷斗(4) 16.54 西村 琉汰(4) 16.56
100m 小学･上郷小 GR 小学･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学･山本小 小学･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

09/04 中学男子　1  +3.4肥後 琉之介(1) 12.02 樋口 創太(1) 12.48 香山 歩熙(1) 13.20 椚谷 元(1) 13.39 伊藤 小次郎(1) 13.42 井原 隆基(1) 13.44 赤木 将士(1) 13.93 梶間 勇斗(1) 15.53
100m 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･高森中 中学･飯田高陵中 中学･緑ヶ丘中 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･飯田高陵中

09/04 小学男子　5  +2.8伊達 阿莉(5) 14.15 池田 結太(5) 14.75 安藤 陽人(5) 15.04 藤本 音緒(5) 15.05 内藤 陽葵(5) 15.23 安藤 義和(5) 15.43 羽生 祥基(5) 18.14
100m 小学･浜井場小 小学･浜井場小 小学･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･下條小 小学･天竜SC 小学･天竜SC 小学･松川陸上ｸﾗﾌﾞ

09/04 小学男子　6   0.0大蔵 永竣(6) 13.74 近藤 皓哉(6) 14.20 松村 喜道(6) 14.33 小平 遥暉(6) 14.40 田中 隆斗(6) 14.82 金田  柊(6) 15.10 山崎 拓夢(6) 15.49 木下 大也(6) 17.00
100m 小学･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学･天竜SC 小学･阿智村RC 小学･下條小 小学･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ



決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】202050  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
09/04 中学男子  +5.0小林 光輝(3) 11.77 林 力輝(3) 11.89 三嶋 蒼生(3) 11.98 大平 雄斗(2) 12.25 金子 昂星(2) 12.29 村澤 和真(2) 12.69 竹内 大輔(2) 12.73 多田井 琢馬(2) 12.87

100m 中学･緑ヶ丘中 中学･高森中 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･緑ヶ丘中 中学･緑ヶ丘中 中学･緑ヶ丘中 中学･高森中 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
09/03  +0.9林 力輝(3) 24.18 小林 光輝(3) 24.39 肥後 琉之介(1) 24.79 正木 太陽(2) 25.55 市瀬 嵩唯(2) 25.67 樋口 創太(1) 26.70

200m 中学･高森中 中学･緑ヶ丘中 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･飯田高陵中 中学･高森中 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
09/04 吉沢 雄人(2) 1,01.38 市瀬 優樹(2) 1,01.48

400m 中学･高森中 中学･緑ヶ丘中
09/03 熊谷 澪(2) 4,36.88 帯川 伊吹(1) 4,52.07 大峡 謙(1) 4,55.24 岩﨑 なつ希(3) 4,55.79 山﨑 淳平(3) 5,02.09 岩﨑 貴平(1) 5,03.78 本島 尚緒(1) 5,19.37 木村 衣音(1) 5,19.57

1500m 中学･ISｼﾞｭﾆｱ 中学･ISｼﾞｭﾆｱ 中学･ISｼﾞｭﾆｱ 中学･高森中 中学･飯田高陵中 中学･高森中 中学･高森中 中学･飯田高陵中
09/04  +0.3中嶋 紀彰(3) 9,44.25 熊谷 澪(2) 9,47.41 宮嶋 宇明(3) 9,56.16 安藤 悠希(3) 9,56.96 松下 純也(3) 9,57.16 宮下 翔伍(3) 10,09.83 酒井 一(3) 10,23.59 帯川 伊吹(1) 10,25.29

3000m 中学･ISｼﾞｭﾆｱ 中学･ISｼﾞｭﾆｱ 中学･阿智村RC 中学･高森中 中学･ISｼﾞｭﾆｱ 中学･高森中 中学･豊丘中 中学･ISｼﾞｭﾆｱ
09/03  +1.1小椋 悠也(1) 21.42

110mH(0.914m) 中学･飯田高陵中
09/03 林 力輝(3) 1.70 佐藤 友行(2) 1.45

走高跳 中学･高森中 中学･高森中
09/03 福澤 稜也(3) 5.47(-2.0) 多田井 琢馬(2)5.39(-0.9) 椚谷 元(1) 4.86(-0.7) 塩澤 昂(2) 4.85(-0.3) 奥村 洸平(2) 4.74(-1.4) 樋口 創太(1) 4.53(-0.4) 香山 歩熙(1) 4.30(-0.1) 岩崎 将人(1) 4.10(-0.5)

走幅跳 中学･緑ヶ丘中 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･高森中 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･飯田高陵中 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･飯田高陵中
09/04 竹内 大輔(2) 7.98 橋本 虎汰郎(1) 6.16

砲丸投 中学･高森中 中学･天龍中
09/04 福澤 稜也(3) 32.39 木下 耀仁(2) 28.27 大平 雄斗(2) 26.47

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･緑ヶ丘中 中学･緑ヶ丘中 中学･緑ヶ丘中
09/03 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC       48.45 高森中       50.08

4x100mR 樋口 創太(1) 椚谷 元(1)
肥後 琉之介(1) 吉沢 雄人(2)
多田井 琢馬(2) 市瀬 嵩唯(2)
三嶋 蒼生(3) 竹内 大輔(2)

09/04 小学男子 山田 隼輔(5) 3,25.78 仲田 初志(5) 3,25.92 藤本 憲伸(5) 3,25.97 山岸 亮太(5) 3,33.70 下平 晃也(6) 3,35.58 熊谷 航陽(5) 3,36.26 羽生 大起(5) 3,36.90 赤羽 大雅(6) 3,47.04
1000m 小学･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･下條小 小学･下條小 小学･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ

09/04 松村 喜道(6) 4.05(+1.5) 松島 秀歩(6) 3.91(+0.5) 熊谷  脩(6) 3.65(+1.2) 後藤 世那(5) 3.04(+0.2)
走幅跳 小学･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学･下條小 小学･下條小 小学･天竜SC

09/04 久保田 莉生(6) 58.64 鎮西 諒汰(6) 46.08 伊東  聖曜(6) 38.28 藤本 尚斗(5) 37.74 古田 昂起(4) 27.70
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･下條小 小学･下條小 小学･下條小 小学･下條小 小学･下條小

09/04 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)      57.11 下條小(A)       58.85 下條小(B)     1,01.55 天竜SC     1,02.08 浜井場小     1,02.57 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)    1,07.01 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(C)    1,07.39 下條小(C)     1,08.74
4x100mR 大蔵 永竣(6) 吉村  優太(6) 熊谷  脩(6) 後藤 世那(5) 金田 琉那(5) 羽生 大起(5) 山口 智司(5) 澤口  諒飛(5)

近藤 皓哉(6) 久保田 莉生(6) 松島 秀歩(6) 安藤 義和(5) 池田 結太(5) 福島 圭亮(4) 今村 悠馬(4) 藤本 音緒(5)
山崎 拓夢(6) 金田  柊(6) 鎮西 諒汰(6) 内藤 陽葵(5) 福田 悠翔(5) 山田 隼輔(5) 中原 稜(4) 北澤  秀真(5)
下平 侑輝(6) 下平 晃也(6) 伊東  聖曜(6) 小平 遥暉(6) 伊達 阿莉(5) 藤本 憲伸(5) 羽生 祥基(5) 熊谷 航陽(5)

09/04 高校男子 藤井 隆聖(1) 10.29 折山 景柊(2) 9.64 末元 昂成(1) 9.01
砲丸投 高校･飯田高 高校･飯田風越高 高校･阿南高

09/03 折山 景柊(2) 31.34
円盤投 高校･飯田風越高

09/03 中嶋 宏太(2) 36.83 末元 昂成(1) 27.06 小林 薫(2) 24.90
ﾊﾝﾏｰ投 高校･阿南高 高校･阿南高 高校･阿南高



予選 9月3日 10:30
決勝 9月3日 12:05

大会新(GR)          10.90

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 -2.3

 1 近藤 裕哉(3) 高校     11.47 Q  1 篠田 知樹(2) 高校     11.71 Q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 松川高 ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓｷ 飯田高

 2 知沢 和輝(3) 高校     11.61 q  2 棚田 駿太(3) 高校     11.93 
ﾁｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 阿南高 ﾀﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 松川高

 3 秦 翔(2) 高校     11.67 q  3 光沢 佑人(3) 高校     11.97 
ﾊﾀ ｼｮｳ 松川高 ｺｳｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 松川高

 4 友保 尚樹(1) 高校     11.96  4 今井 頑馬(2) 高校     12.17 
ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ 飯田高 ｲﾏｲ ｶﾞﾝﾏ 飯田OIDE長姫高

 5 井原 晟斗(1) 高校     12.14  5 家苗 薫(2) 高校     12.38 
ｲﾊﾗ ｾｲﾄ 松川高 ｶﾅｴ ｶｵﾙ 松川高

 6 熊谷  尚紀(1) 高校     12.19  6 奥田 裕貴(1) 高校     12.69 
ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｷ 飯田風越高 ｵｸﾀﾞ ﾕｳｷ 阿南高

 7 三井 隼(1) 高校     13.10  7 寺沢 俊輔(1) 高校     13.56 
ﾐﾂｲ ﾊﾔﾄ 飯田OIDE長姫高 ﾃﾗｻﾜ ｼｭﾝｽｹ 飯田OIDE長姫高
松尾将文 一般 川上 真弥 一般
ﾏﾂｵﾏｻﾌﾐ DreamAC ｶﾜｶﾐ  ｼﾝﾔ 飯田病院

[ 3組] 風速 -1.4 [ 4組] 風速 +0.5

 1 近藤 雅哉(2) 高校     11.38 Q  1 小澤 晃平(2) 高校     11.62 Q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 松川高 ｵｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 飯田OIDE長姫高

 2 牛山 一成(3) 高校     11.93  2 藤井 隆聖(1) 高校     11.76 q
ｳｼﾔﾏ ｶｽﾞﾅﾘ 松川高 ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 飯田高

 3 米澤 和真(2) 高校     12.33  3 山口 凌平(2) 高校     12.05 
ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 飯田高 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 松川高

 4 光沢 陽(1) 高校     12.41  4 近藤 惠哉(1) 高校     12.06 
ｺｳｻﾞﾜ ｱｷﾗ 松川高 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ 松川高

 5 犬飼 悠貴(1) 高校     12.60  5 古瀬 友暉(1) 高校     12.26 
ｲﾇｶﾞｲ ﾕｳｷ 飯田OIDE長姫高 ﾌﾙｾ ﾕｳｷ 飯田風越高
浅野大輔 一般  6 安藤 俊輝(1) 高校     12.63 
ｱｻﾉﾀﾞｲｽｹ DreamAC ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ 飯田高
塩沢 直樹(3) 大学 林佑太 一般
ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ ｷﾞｹｲﾀﾞｲ ﾊﾔｼﾕｳﾀ DreamAC

風速 +0.4

 1 近藤 雅哉(2) 高校     11.25 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 松川高

 2 近藤 裕哉(3) 高校     11.34 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 松川高

 3 小澤 晃平(2) 高校     11.64 
ｵｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 飯田OIDE長姫高

 4 秦 翔(2) 高校     11.66 
ﾊﾀ ｼｮｳ 松川高

 5 篠田 知樹(2) 高校     11.67 
ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓｷ 飯田高

 6 藤井 隆聖(1) 高校     11.69 
ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 飯田高

 7 知沢 和輝(3) 高校     11.70 
ﾁｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 阿南高

 8 牛山 一成(3) 高校     11.80 
ｳｼﾔﾏ ｶｽﾞﾅﾘ 松川高
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予選 9月4日 11:20
決勝 9月4日 13:10

大会新(GR)          50.03

[ 1組] [ 2組]

 1 近藤 惠哉(1) 高校     52.92 Q  1 近藤 雅哉(2) 高校     49.56 Q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ 松川高 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 松川高

 2 三石 隼斗(1) 高校     53.78 Q  2 西村 武登(2) 高校     51.99 Q
ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ 飯田高 ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ 飯田高

 3 篠田 知樹(2) 高校     54.37 Q  3 後沢 大地(2) 高校     53.17 Q
ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓｷ 飯田高 ｺﾞｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 松川高

 4 家苗 薫(2) 高校     55.28 q  4 市瀬 芳明 一般     58.25 
ｶﾅｴ ｶｵﾙ 松川高 ｲﾁﾉｾ ﾖｼｱｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 5 林 洸希(2) 高校     56.50 q  5 安藤 俊輝(1) 高校     58.39 
ﾊﾔｼ ﾃﾙｷ 阿南高 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ 飯田高
犬飼 悠貴(1) 高校 宮外 遼太郎(1) 高校
ｲﾇｶﾞｲ ﾕｳｷ 飯田OIDE長姫高 ﾐﾔｶﾞｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 飯田OIDE長姫高
塩沢 直樹(3) 大学 友保 尚樹(1) 高校
ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ ｷﾞｹｲﾀﾞｲ ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ 飯田高
小澤 晃平(2) 高校
ｵｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 飯田OIDE長姫高

 1 近藤 雅哉(2) 高校     51.02 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 松川高

 2 西村 武登(2) 高校     51.37 
ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ 飯田高

 3 近藤 惠哉(1) 高校     53.33 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ 松川高

 4 後沢 大地(2) 高校     53.64 
ｺﾞｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 松川高

 5 篠田 知樹(2) 高校     54.60 
ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓｷ 飯田高

 6 三石 隼斗(1) 高校     55.14 
ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ 飯田高

 7 家苗 薫(2) 高校     56.74 
ｶﾅｴ ｶｵﾙ 松川高
林 洸希(2) 高校
ﾊﾔｼ ﾃﾙｷ 阿南高
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決勝 9月3日 10:20

大会新(GR)        1,56.03

 1 松下 悠 一般   2,00.01 
ﾏﾂｼﾀ ﾕｳ 下伊那郡陸協

 2 後沢 大地(2) 高校   2,00.44 
ｺﾞｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 松川高

 3 櫻井 雄大(2) 高校   2,03.48 
ｻｸﾗｲ ﾕｳﾀ 飯田風越高

 4 清水 理久(2) 高校   2,05.86 
ｼﾐｽﾞ ﾘｸ 飯田高

 5 石川 颯(2) 高校   2,10.16 
ｲｼｶﾜ ﾊﾔﾃ 下伊那農業高

 6 玉置 惇輝(2) 高校   2,12.84 
ﾀﾏｵｷ ｱﾂｷ 飯田OIDE長姫高

 7 熊谷 勇人(2) 高校   2,13.72 
ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾔﾄ 松川高

 8 大場 翔太(1) 高校   2,15.09 
ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ 飯田OIDE長姫高

 9 木下 恵太(1) 高校   2,19.69 
ｷﾉｼﾀ ｹｲﾀ 飯田OIDE長姫高
中嶋康晴 一般
ﾅｶｼﾏﾔｽﾊﾙ DreamAC

男子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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決勝 9月4日 13:40

大会新(GR)        4,07.66

 1 河合 蓮(3) 高校   4,19.36 
ｶﾜｲ ﾚﾝ 松川高

 2 櫻井 雄大(2) 高校   4,22.19 
ｻｸﾗｲ ﾕｳﾀ 飯田風越高

 3 松山 克敏 一般   4,24.39 
ﾏﾂﾔﾏ ｶﾂﾄｼ 下伊那郡陸協

 4 原 武司 一般   4,27.62 
ﾊﾗ ﾀｹｼ 下伊那郡陸協

 5 小平 俊介(3) 高校   4,30.64 
ｺﾀﾞｲﾗ ｼｭﾝｽｹ 飯田高

 6 増田 輝(2) 高校   4,35.45 
ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾗ 飯田OIDE長姫高

 7 石川 颯(2) 高校   4,36.82 
ｲｼｶﾜ ﾊﾔﾃ 下伊那農業高

 8 村田 幸平(1) 高校   4,37.25 
ﾑﾗﾀ ｺｳﾍｲ 飯田高

 9 小平 宗弥(2) 高校   4,40.63 
ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾔ 松川高

10 大場 翔太(1) 高校   4,41.92 
ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ 飯田OIDE長姫高

11 馬場 敦(1) 高校   4,46.43 
ﾊﾞﾊﾞ ｱﾂｼ 飯田高

12 小野寺 悠人(1) 高校   4,47.92 
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳﾄ 阿南高

13 林 龍介(1) 高校   4,52.24 
ﾊﾔｼ ﾘｭｳｽｹ 松川高

14 玉置 惇輝(2) 高校   4,55.41 
ﾀﾏｵｷ ｱﾂｷ 飯田OIDE長姫高

15 松下 哲也(2) 高校   4,59.81 
ﾏﾂｼﾀ ﾃﾂﾔ 飯田OIDE長姫高

16 山本 光汰(2) 高校   5,00.87 
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ 阿南高

17 松山 准也(1) 高校   5,05.68 
ﾏﾂﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 松川高

18 木下 恵太(1) 高校   5,06.57 
ｷﾉｼﾀ ｹｲﾀ 飯田OIDE長姫高

19 唐沢 一弥 一般   5,14.30 
ｶﾗｻﾜ ｶｽﾞﾔ 下伊那郡陸協
鈴木 智也(1) 高校
ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 飯田風越高
松沢 圭途(2) 高校
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲﾄ 飯田風越高
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決勝 9月4日  9:00

大会新(GR)       14,59.69

 1 仁科 利弥 一般  15,08.37 
ﾆｼﾅ ﾄｼﾔ 飯田市陸協

 2 早野 吉信 一般  15,25.53 
ﾊﾔﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 下伊那郡陸協

 3 伊藤 洸介 一般  15,26.43 
ｲﾄｳ ｺｳｽｹ 飯田市陸協

 4 原 武司 一般  15,36.67 
ﾊﾗ ﾀｹｼ 下伊那郡陸協

 5 河合 蓮(3) 高校  15,49.86 
ｶﾜｲ ﾚﾝ 松川高

 6 松村 健一 一般  16,15.69 
ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 下伊那郡陸協

 7 松山 克敏 一般  16,22.71 
ﾏﾂﾔﾏ ｶﾂﾄｼ 下伊那郡陸協

 8 代田 貴嗣 一般  16,30.02 
ｼﾛﾀ ﾀｶﾂｸﾞ 飯田市陸協

 9 大西 元気(3) 高校  17,01.75 
ｵｵﾆｼ ｹﾞﾝｷ 松川高

10 松下 健 一般  17,21.51 
ﾏﾂｼﾀ ｹﾝ 飯田市陸協

11 小平 宗弥(2) 高校  17,34.59 
ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾔ 松川高

12 山崎 哲也 一般  17,54.96 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾃﾂﾔ 下伊那郡陸協

13 小野寺 悠人(1) 高校  18,09.47 
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳﾄ 阿南高

14 林 龍介(1) 高校  18,22.48 
ﾊﾔｼ ﾘｭｳｽｹ 松川高

15 松下 哲也(2) 高校  18,30.39 
ﾏﾂｼﾀ ﾃﾂﾔ 飯田OIDE長姫高

16 松沢 圭途(2) 高校  18,33.42 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲﾄ 飯田風越高

17 松山 准也(1) 高校  19,49.15 
ﾏﾂﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 松川高
大峽 和(1) 高校
ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ 飯田高

男子

5000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
14    79

18    38

4    77

10    33

11   548

12    37

6    36

8    80

15   560

16    78

5   552

2    34

13   761

3   551

7   647

1   592

9   558

17   579
欠場



決勝 9月4日 13:25

大会新(GR)          16.00

風速 +1.8

 1 棚田 駿太(3) 高校     17.01 
ﾀﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 松川高

 2 竹内一弘 一般     17.73 
ﾀｹｳﾁｶｽﾞﾋﾛ DreamAC

 3 井原 晟斗(1) 高校     18.03 
ｲﾊﾗ ｾｲﾄ 松川高

 4 小松 和真(2) 高校     20.19 
ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾏ 飯田風越高

 5 唐澤 慶大(2) 高校     20.57 
ｶﾗｻﾜ ﾖｼﾋﾛ 飯田風越高

 6 秦 翔(2) 高校     20.68 
ﾊﾀ ｼｮｳ 松川高

7   595

6   555

4   539

5   591

2   547

3     9

男子

110mH(1.067m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月3日 11:25

大会新(GR)          56.30

 1 西村 武登(2) 高校     58.42 
ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ 飯田高

 2 光沢 佑人(3) 高校   1,01.81 
ｺｳｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 松川高

 3 竹内一弘 一般   1,03.15 
ﾀｹｳﾁｶｽﾞﾋﾛ DreamAC

 4 光沢 陽(1) 高校   1,05.89 
ｺｳｻﾞﾜ ｱｷﾗ 松川高

 5 安藤 俊輝(1) 高校   1,08.36 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ 飯田高

男子

400mH(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   570

6   546

5   578

2     9

4   543



決勝 9月3日 13:10

大会新(GR)        9,39.01

 1 松下 悠 一般  10,19.73 
ﾏﾂｼﾀ ﾕｳ 下伊那郡陸協

 2 大西 元気(3) 高校  10,25.57 
ｵｵﾆｼ ｹﾞﾝｷ 松川高

 3 増田 輝(2) 高校  11,07.20 
ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾗ 飯田OIDE長姫高

 4 熊谷 勇人(2) 高校  11,18.14 
ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾔﾄ 松川高

 5 松沢 圭途(2) 高校  12,33.11 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲﾄ 飯田風越高

男子

3000mSC

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    35

1   560

5   592

2   651

3   550



決勝 9月3日  9:30

大会新(GR)       21,45.00

 1 平澤 太一(3) 高校  25,44.38 
ﾋﾗｻﾜ ﾀｲﾁ 松川高

 2 湯澤 佑拓(1) 高校  31,26.75 
ﾕｻﾞﾜ ﾕｳﾀｸ 松川高
平栗 広大 大学
ﾋﾗｸﾞﾘ ｺｳﾀﾞｲ 中京学院大

男子

5000mW

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

2    71
欠場

1   537

3   541



決勝 9月3日 13:35

大会新(GR)          42.81

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 松川高(B)   545 近藤 裕哉(3)     43.29 

ﾏﾂｶﾜｺｳB ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ
  549 牛山 一成(3)

ｳｼﾔﾏ ｶｽﾞﾅﾘ
  546 光沢 佑人(3)

ｺｳｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
  547 棚田 駿太(3)

ﾀﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ
 2   7 松川高(A)   555 秦 翔(2)     43.82 

ﾏﾂｶﾜｺｳA ﾊﾀ ｼｮｳ
  540 近藤 惠哉(1)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ
  551 林 龍介(1)

ﾊﾔｼ ﾘｭｳｽｹ
  553 近藤 雅哉(2)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ
 3   6 飯田高   575 藤井 隆聖(1)     44.07 

ｲｲﾀﾞｺｳ ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ
  573 篠田 知樹(2)

ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓｷ
  577 友保 尚樹(1)

ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ
  570 西村 武登(2)

ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ
 4   8 飯田風越高   613 嵯峨座  綾(1)     45.93 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｻｶﾞｻﾞ ﾘｮｳ
  611 古瀬 友暉(1)

ﾌﾙｾ ﾕｳｷ
  612 熊谷  尚紀(1)

ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｷ
  595 唐澤 慶大(2)

ｶﾗｻﾜ ﾖｼﾋﾛ
  2 DreamAC(A)

ﾄﾞﾘｰﾑｴｰｼｰA 欠場

  3 飯田OIDE長姫高
ｲｲﾀﾞｵｰｱｲﾃﾞｨｰｲｰｵｻ 欠場

  4 DreamAC(B)
ﾄﾞﾘｰﾑｴｰｼｰB 欠場

男子

4x100mR

決勝



決勝 9月4日 14:25

大会新(GR)        3,26.68

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 松川高(A)   540 近藤 惠哉(1)   3,30.98 

ﾏﾂｶﾜｺｳA ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ
  554 後沢 大地(2)

ｺﾞｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ
  555 秦 翔(2)

ﾊﾀ ｼｮｳ
  553 近藤 雅哉(2)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ
 2   1 松川高(B)   546 光沢 佑人(3)   3,31.95 

ﾏﾂｶﾜｺｳB ｺｳｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
  545 近藤 裕哉(3)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ
  547 棚田 駿太(3)

ﾀﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ
  549 牛山 一成(3)

ｳｼﾔﾏ ｶｽﾞﾅﾘ
 3   6 飯田風越高   595 唐澤 慶大(2)   3,38.48 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｶﾗｻﾜ ﾖｼﾋﾛ
  594 櫻井 雄大(2)

ｻｸﾗｲ ﾕｳﾀ
  615 那須野  敦(1)

ﾅｽﾉ ｱﾂｼ
  591 小松 和真(2)

ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾏ
 4   2 DreamAC     6 松尾将文   3,43.41 

ﾄﾞﾘｰﾑｴｰｼｰ ﾏﾂｵﾏｻﾌﾐ
   11 林佑太

ﾊﾔｼﾕｳﾀ
    9 竹内一弘

ﾀｹｳﾁｶｽﾞﾋﾛ
   10 中嶋康晴

ﾅｶｼﾏﾔｽﾊﾙ
 5   4 飯田OIDE長姫高   650 玉置 惇輝(2)   3,48.41 

ｲｲﾀﾞｵｰｱｲﾃﾞｨｰｲｰｵｻ ﾀﾏｵｷ ｱﾂｷ
  651 増田 輝(2)

ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾗ
  653 木下 恵太(1)

ｷﾉｼﾀ ｹｲﾀ
  647 松下 哲也(2)

ﾏﾂｼﾀ ﾃﾂﾔ
 6   3 飯田高   578 安藤 俊輝(1)   3,57.17 

ｲｲﾀﾞｺｳ ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ
  571 清水 理久(2)

ｼﾐｽﾞ ﾘｸ
  576 村田 幸平(1)

ﾑﾗﾀ ｺｳﾍｲ
  574 馬場 敦(1)

ﾊﾞﾊﾞ ｱﾂｼ
 7   7 阿南高   759 奥田 裕貴(1)   4,00.34 

ｱﾅﾝｺｳ ｵｸﾀﾞ ﾕｳｷ
  758 林 洸希(2)

ﾊﾔｼ ﾃﾙｷ
  760 末元 昂成(1)

ｽｴﾓﾄ ｺｳｾｲ
  752 知沢 和輝(3)

ﾁｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ
  8 飯田OIDE長姫高(A)

ｲｲﾀﾞｵｰｱｲﾃﾞｨｰｲｰｵｻ 欠場

男子

4x400mR

決勝



決勝 9月3日 12:30

大会新(GR)           2.03

井原 彪(2) 高校
ｲﾊﾗ ﾋｮｳ 飯田高
秦 翔(2) 高校
ﾊﾀ ｼｮｳ 松川高
古瀬 友暉(1) 高校
ﾌﾙｾ ﾕｳｷ 飯田風越高
池沼 秋太(1) 高校
ｲｹﾇﾏ ｼｭｳﾀ 飯田OIDE長姫高

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75 1m80 1m90 2m00 記録 備考
1 4   572

- - - - - - XO O X-  1.90

2 3   555
- - - O XXO XXX  1.70

3 2   611
- O XXO XXX  1.60

1   655
- XXX



決勝 9月3日 10:00

大会新(GR)           4.10

那須野  敦(1) 高校
ﾅｽﾉ ｱﾂｼ 飯田風越高
佐々木 久孝 一般
ｻｻｷ ﾋｻﾀｶ 飯田市陸協

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m50 1m60 1m70 1m80 1m90 2m00 2m10 記録 備考
1 1   615

- - - - - XXO XXX  2.00

2 2    88
XO XO - XXX  1.60



決勝 9月3日  9:30

大会新(GR)           6.88

山口 凌平(2) 高校   5.83   5.90   6.04   5.99   6.04    X    6.04 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 松川高   -0.3   -1.4   -0.4   -0.2   -1.1    -0.4
内藤 隆史 一般    X   5.71    X   5.91   5.90   5.92    5.92 
ﾅｲﾄｳ ﾀｶｼ 天竜SC   -2.7   -2.4   -0.2   -2.4    -2.4
嵯峨座  綾(1) 高校    X   5.49    X    X   5.72   5.38    5.72 
ｻｶﾞｻﾞ ﾘｮｳ 飯田風越高   -2.3   -0.1   -1.2    -0.1
三石 隼斗(1) 高校    X   5.53   5.21    X   5.26    X    5.53 
ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ 飯田高   -0.7   -0.6   -0.3    -0.7
井原 晟斗(1) 高校   5.11   5.33   5.44    X   3.81   5.08    5.44 
ｲﾊﾗ ｾｲﾄ 松川高    0.0   -1.1   -0.1    0.0   -2.9    -0.1
友保 尚樹(1) 高校   5.10   5.37    -    -    -   4.82    5.37 
ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ 飯田高   -0.1   -2.2   -2.0    -2.2
光沢 陽(1) 高校    X   5.19   5.32    X    -    -    5.32 
ｺｳｻﾞﾜ ｱｷﾗ 松川高   -2.1   -2.2    -2.2
唐澤 慶大(2) 高校   4.58   4.70   4.97   5.02   5.31   4.95    5.31 
ｶﾗｻﾜ ﾖｼﾋﾛ 飯田風越高   -0.2   -0.6   -0.8    0.0   +0.3   -1.1    +0.3
吉川  七洋(1) 高校   4.45   4.60   4.59    4.60 
ﾖｼｶﾜ ﾅﾅﾐ 飯田風越高   -0.4   -0.5   -1.7    -0.5
小松 和真(2) 高校   4.10   4.49   4.14    4.49 
ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾏ 飯田風越高   -0.8   -2.6   -1.4    -2.6

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 備考
1 9   557

2 8    76

3 6   613

4 10   580

5 5   539

6 7   577

7 3   543

8 4   595

9 1   614

10 2   591



決勝 9月4日 13:00

大会新(GR)          15.28

山口 凌平(2) 高校  11.02  11.08  11.34  11.65  11.35  11.42   11.65 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 松川高   +2.6   +1.8   +1.2   +3.0   +3.0   +1.1    +3.0

-6- 記録 備考

男子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名
1 1   557

-3- -4- -5-所属名 -1- -2-



決勝 9月4日  9:20

大会新(GR)          11.28

遠藤 邦彦 一般 大会新
ｴﾝﾄﾞｳ ｸﾆﾋｺ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
佐々木 久孝 一般
ｻｻｷ ﾋｻﾀｶ 飯田市陸協

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- -4- -5- -6- 記録 備考
1 1    30

10.80   X   X

2 2    88
 4.78  4.84  4.91  4.69  4.85  5.32   5.32 

11.29   X   X  11.29 



決勝 9月3日  9:30

大会新(GR)          31.73

高見澤和希 一般
ﾀｶﾐｻﾞﾜｶｽﾞｷ DreamAC
遠藤 邦彦 一般
ｴﾝﾄﾞｳ ｸﾆﾋｺ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
佐々木 久孝 一般
ｻｻｷ ﾋｻﾀｶ 飯田市陸協

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- -4- -5- -6- 記録 備考
1 2     3

  O 31.14   O   O   O   O  31.14 

2 1    30
  O   X 29.54

3 3    88
13.41   X   O   O   X 13.72  13.72 

  O   X   X  29.54 



決勝 9月3日 10:40

大会新(GR)          54.08

友田 利男 一般
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 下伊那郡陸協
後藤 魁斗(3) 高校
ｺﾞﾄｳ ｶｲﾄ 阿南高
小松 和真(2) 高校
ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾏ 飯田風越高
宮島真吾 一般
ﾐﾔｼﾞﾏｼﾝｺﾞ DreamAC
牛山 一成(3) 高校
ｳｼﾔﾏ ｶｽﾞﾅﾘ 松川高
藤井 隆聖(1) 高校
ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 飯田高
山本 光汰(2) 高校
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ 阿南高
小林 薫(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｵﾙ 阿南高
市瀬 芳明 一般
ｲﾁﾉｾ ﾖｼｱｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
佐々木 久孝 一般
ｻｻｷ ﾋｻﾀｶ 飯田市陸協

男子

やり投(0.800kg)

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    40

  O   O   O   O   O 52.13  52.13 

2 9   753
51.08   O   X   X   O   X  51.08 

3 5   591
  O   X   X   O 47.71  47.71 

4 7     2
  O   O   O   O 45.63   O  45.63 

5 6   549
  O   X   O   -   - 43.73  43.73 

6 1   575
  O 37.12   O   -   -   O  37.12 

7 4   756
  O   O 36.75   O   O   O  36.75 

8 2   757
  O   X   X   O 36.54   O  36.54 

9 3    20
  -   O 26.63

10 10    88
  O 14.02   X  14.02 

 26.63 



決勝 9月3日 13:00

友田 利男 一般
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 下伊那郡陸協

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- -4- -5- -6- 記録 備考

  O   O   X
1    40

  O   X 24.53



決勝 9月4日  9:20

大会新(GR)          11.79

藤井 隆聖(1) 高校
ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 飯田高
折山 景柊(2) 高校
ｵﾘﾔﾏ ｹｲｼｭｳ 飯田風越高
末元 昂成(1) 高校
ｽｴﾓﾄ ｺｳｾｲ 阿南高

高校男子

砲丸投(6.000kg)

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 3   575

10.14  9.90   X 10.29 10.13 10.05  10.29 

2 2   593
  X  9.64  9.40

3 1   760
 8.38  9.01  8.61   X  8.78   X   9.01 

  X  9.28   X   9.64 



決勝 9月3日  9:30

大会新(GR)          34.05

折山 景柊(2) 高校
ｵﾘﾔﾏ ｹｲｼｭｳ 飯田風越高
大平 剛大(1) 高校 欠場
ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾀｹﾊﾙ 飯田OIDE長姫高

高校男子

円盤投(1.750kg)

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 2   593

30.95   X   X

1   656

  O 31.34   X  31.34 



決勝 9月3日 13:00

中嶋 宏太(2) 高校
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾀ 阿南高
末元 昂成(1) 高校
ｽｴﾓﾄ ｺｳｾｲ 阿南高
小林 薫(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｵﾙ 阿南高

高校男子

ハンマー投(6.000kg) 

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 3   754

  O 36.83   O   X   X   O  36.83 

2 2   760
  O   O 26.25

3 1   757
24.90   X   X   X   O   O  24.90 

  O   O 27.06  27.06 



決勝 9月4日 12:15

大会新(GR)          11.90

風速 +3.4

 1 肥後 琉之介(1) 中学     12.02 
ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 樋口 創太(1) 中学     12.48 
ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 香山 歩熙(1) 中学     13.20 
ｶﾔﾏ ﾎﾉｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 椚谷 元(1) 中学     13.39 
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾊﾙ 高森中

 5 伊藤 小次郎(1) 中学     13.42 
ｲﾄｳ ｺｼﾞﾛｳ 飯田高陵中

 6 井原 隆基(1) 中学     13.44 
ｲﾊﾗ ﾘｭｳｷ 緑ヶ丘中

 7 赤木 将士(1) 中学     13.93 
ｱｶｷﾞ ﾏｻﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 8 梶間 勇斗(1) 中学     15.53 
ｶｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 飯田高陵中

8  8622

3  8439

7  8445

1  8590

6  8732

5  8388

4  8627

2  8730

中学男子　1年

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 9月4日 10:30
決勝 9月4日 12:05

大会新(GR)          11.63

[ 1組] 風速 +1.8 [ 2組] 風速 +0.5

 1 小林 光輝(3) 中学     12.01 Q  1 林 力輝(3) 中学     12.10 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 緑ヶ丘中 ﾊﾔｼ ﾘｷ 高森中

 2 村澤 和真(2) 中学     12.92 Q  2 三嶋 蒼生(3) 中学     12.18 Q
ﾑﾗｻﾜ ｶｽﾞﾏ 緑ヶ丘中 ﾐｼﾏ ｱｵｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 多田井 琢馬(2) 中学     13.10 Q  3 大平 雄斗(2) 中学     12.53 Q
ﾀﾀﾞｲ ﾀｸﾏ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾄ 緑ヶ丘中

 4 竹内 大輔(2) 中学     13.11 q  4 金子 昂星(2) 中学     12.74 q
ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 高森中 ｶﾈｺ ｺｳｾｲ 緑ヶ丘中

 5 宮下 司(2) 中学     13.91  5 吉沢 雄人(2) 中学     13.17 
ﾐﾔｼﾀ ﾂｶｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 高森中

 6 中塚 雄太(1) 中学     14.64  6 塩澤 昂(2) 中学     13.22 
ﾅｶﾂｶ ﾕｳﾀ 高森中 ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
市瀬 嵩唯(2) 中学  7 佐藤 友行(2) 中学     14.93 
ｲﾁﾉｾ ｺｳｲ 高森中 ｻﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 高森中
奥村 洸平(2) 中学
ｵｸﾑﾗ ｺｳﾍｲ 飯田高陵中

風速 +5.0

 1 小林 光輝(3) 中学     11.77 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 緑ヶ丘中

 2 林 力輝(3) 中学     11.89 
ﾊﾔｼ ﾘｷ 高森中

 3 三嶋 蒼生(3) 中学     11.98 
ﾐｼﾏ ｱｵｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 大平 雄斗(2) 中学     12.25 
ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾄ 緑ヶ丘中

 5 金子 昂星(2) 中学     12.29 
ｶﾈｺ ｺｳｾｲ 緑ヶ丘中

 6 村澤 和真(2) 中学     12.69 
ﾑﾗｻﾜ ｶｽﾞﾏ 緑ヶ丘中

 7 竹内 大輔(2) 中学     12.73 
ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 高森中

 8 多田井 琢馬(2) 中学     12.87 
ﾀﾀﾞｲ ﾀｸﾏ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

1  8401

7  8561

8  8605

6  8598

5  8625

2  8603

4  8596

3  8391

5  8438
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  8400 6  8402
欠場

7  8389 7  8631

8  8620 4  8399

1  8401 5  8605

4  8561 8  8603

2  8598 3  8625

6  8596 2  8391

中学男子

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



予選 9月3日 11:10
決勝 9月3日 12:20

大会新(GR)          22.63

[ 1組] 風速 -1.6 [ 2組] 風速 -1.2

 1 小林 光輝(3) 中学     24.62 Q  1 林 力輝(3) 中学     24.60 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 緑ヶ丘中 ﾊﾔｼ ﾘｷ 高森中

 2 肥後 琉之介(1) 中学     25.17 Q  2 三嶋 蒼生(3) 中学     25.13 Q
ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾐｼﾏ ｱｵｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 正木 太陽(2) 中学     25.40 Q  3 多田井 琢馬(2) 中学     26.73 Q
ﾏｻｷ ﾀｲﾖｳ 飯田高陵中 ﾀﾀﾞｲ ﾀｸﾏ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 市瀬 嵩唯(2) 中学     25.57 q  4 竹内 大輔(2) 中学     27.38 
ｲﾁﾉｾ ｺｳｲ 高森中 ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 高森中

 5 樋口 創太(1) 中学     26.83 q  5 宮下 司(2) 中学     28.82 
ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾐﾔｼﾀ ﾂｶｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 6 原田 侑(2) 中学     28.49  6 田口 央士郎(1) 中学     34.81 
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｽｸ 高森中 ﾀｸﾞﾁ ｵｳｼﾞﾛｳ 飯田高陵中

 7 赤木 将士(1) 中学     30.53 
ｱｶｷﾞ ﾏｻﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

風速 +0.9

 1 林 力輝(3) 中学     24.18 
ﾊﾔｼ ﾘｷ 高森中

 2 小林 光輝(3) 中学     24.39 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 緑ヶ丘中

 3 肥後 琉之介(1) 中学     24.79 
ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 正木 太陽(2) 中学     25.55 
ﾏｻｷ ﾀｲﾖｳ 飯田高陵中

 5 市瀬 嵩唯(2) 中学     25.67 
ｲﾁﾉｾ ｺｳｲ 高森中

 6 樋口 創太(1) 中学     26.70 
ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
三嶋 蒼生(3) 中学
ﾐｼﾏ ｱｵｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
多田井 琢馬(2) 中学
ﾀﾀﾞｲ ﾀｸﾏ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ

中学男子

200m

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 記録／備考記録／備考 順
5  8596 4  8391

8  8627 3  8625

2  8437 7  8561

7  8400 6  8401

4  8730 5  8620

3  8403 8  8453

6  8622

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  8391

3  8596

4  8627

8  8437

1  8400

2  8730

6  8625
欠場

7  8561
欠場



決勝 9月4日 13:00

大会新(GR)          53.55

 1 吉沢 雄人(2) 中学   1,01.38 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 高森中

 2 市瀬 優樹(2) 中学   1,01.48 
ｲﾁﾉｾ ﾕｳｷ 緑ヶ丘中

3  8399

2  8597

中学男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月3日 13:00

大会新(GR)        4,20.23

 1 熊谷 澪(2) 中学   4,36.88 
ｸﾏｶﾞｲ ﾚｲ ISｼﾞｭﾆｱ

 2 帯川 伊吹(1) 中学   4,52.07 
ｵﾋﾞｶﾜ ｲﾌﾞｷ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 大峡 謙(1) 中学   4,55.24 
ｵｵﾊﾞ ﾕｽﾞﾙ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 岩﨑 なつ希(3) 中学   4,55.79 
ｲﾜｻｷ ﾅﾂｷ 高森中

 5 山﨑 淳平(3) 中学   5,02.09 
ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 飯田高陵中

 6 岩﨑 貴平(1) 中学   5,03.78 
ｲﾜｻｷ ﾀｶﾗ 高森中

 7 本島 尚緒(1) 中学   5,19.37 
ﾓﾄｼﾞﾏ ﾅｵ 高森中

 8 木村 衣音(1) 中学   5,19.57 
ｷﾑﾗ ｲｵ 飯田高陵中

 9 後沢 大道(1) 中学   5,38.49 
ｺﾞｻﾞﾜ ﾀｲﾄﾞｵ 飯田高陵中

10 北原 伶人(1) 中学   5,46.74 
ｷﾀﾊﾗ ﾘｮｳﾄ 飯田高陵中

11 近藤 来旺(1) 中学   5,52.21 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾗｲｵ 飯田高陵中

12 小國 陽大(1) 中学   5,54.00 
ｵｸﾆ ﾖｳﾀ 飯田高陵中

13 山崎 成央(1) 中学   6,01.05 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵ ISｼﾞｭﾆｱ
瀧澤 健人(1) 中学
ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ ISｼﾞｭﾆｱ
松下 純也(3) 中学
ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ ISｼﾞｭﾆｱ

中学男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  8632

7  8629

9  8654

14  8394

12  8435

2  8385

10  8384

1  8449

15  8441

8  8440

4  8447

6  8448

13  8624
欠場

11  8628

3  8655
欠場



決勝 9月4日  9:45

大会新(GR)        9,14.47

 1 中嶋 紀彰(3) 中学   9,44.25 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾘｱｷ ISｼﾞｭﾆｱ

 2 熊谷 澪(2) 中学   9,47.41 
ｸﾏｶﾞｲ ﾚｲ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 宮嶋 宇明(3) 中学   9,56.16 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ 阿智村RC

 4 安藤 悠希(3) 中学   9,56.96 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 高森中

 5 松下 純也(3) 中学   9,57.16 
ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ ISｼﾞｭﾆｱ

 6 宮下 翔伍(3) 中学  10,09.83 
ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳｺﾞ 高森中

 7 酒井 一(3) 中学  10,23.59 
ｻｶｲ ﾊｼﾞﾒ 豊丘中

 8 帯川 伊吹(1) 中学  10,25.29 
ｵﾋﾞｶﾜ ｲﾌﾞｷ ISｼﾞｭﾆｱ

 9 瀧澤 健人(1) 中学  10,34.77 
ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ ISｼﾞｭﾆｱ

10 岩﨑 なつ希(3) 中学  10,35.93 
ｲﾜｻｷ ﾅﾂｷ 高森中

11 大峡 謙(1) 中学  10,39.46 
ｵｵﾊﾞ ﾕｽﾞﾙ ISｼﾞｭﾆｱ

12 岩﨑 貴平(1) 中学  10,39.98 
ｲﾜｻｷ ﾀｶﾗ 高森中

13 山﨑 淳平(3) 中学  10,50.93 
ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 飯田高陵中

14 山本 蒼天(2) 中学  11,01.13 
ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀ 豊丘中

15 菅沼 昂生(3) 中学  11,08.04 
ｽｶﾞﾇﾏ ｺｳｷ 豊丘中

16 木下 善(2) 中学  11,24.33 
ｷﾉｼﾀ ｾﾞﾝ 緑ヶ丘中

17 福与 眞生琉(1) 中学  11,24.81 
ﾌｸﾖ ﾏｷﾙ 緑ヶ丘中

18 中島 快都(3) 中学  11,33.31 
ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲﾄ 下伊那松川中

19 本島 尚緒(1) 中学  11,58.44 
ﾓﾄｼﾞﾏ ﾅｵ 高森中

20 山崎 成央(1) 中学  12,03.74 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵ ISｼﾞｭﾆｱ
森田 健太郎(3) 中学
ﾓﾘﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 豊丘中

8    86
欠場

14  8384

5  8628

19  8591

16  8368

10    87

1  8602

21  8435

20    90

9  8654

6  8385

17  8655

18  8394

12    89

7  8629

11  8624

4  8395

13  8465

2  8396

15  8481

3  8632

中学男子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月3日 12:40

大会新(GR)          15.64

風速 +1.1

 1 小椋 悠也(1) 中学     21.42 
ｵｸﾞﾗ ﾕｳﾔ 飯田高陵中

中学男子

110mH(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  8442



決勝 9月3日 13:45

大会新(GR)          47.00

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC    23 樋口 創太(1)     48.45 

ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾀ
   22 肥後 琉之介(1)

ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ
   21 多田井 琢馬(2)

ﾀﾀﾞｲ ﾀｸﾏ
   19 三嶋 蒼生(3)

ﾐｼﾏ ｱｵｲ
 2   4 高森中  8388 椚谷 元(1)     50.08 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾊﾙ
 8399 吉沢 雄人(2)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
 8400 市瀬 嵩唯(2)

ｲﾁﾉｾ ｺｳｲ
 8401 竹内 大輔(2)

ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ
  3 飯田高陵中  8437 正木 太陽(2)

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾏｻｷ ﾀｲﾖｳ 失格
 8443 古瀬 尚暉(1)

ﾌﾙｾ ﾅｵｷ
 8445 伊藤 小次郎(1)

ｲﾄｳ ｺｼﾞﾛｳ
 8438 奥村 洸平(2)

ｵｸﾑﾗ ｺｳﾍｲ

中学男子

4x100mR

決勝



決勝 9月3日 12:30

大会新(GR)           1.82

林 力輝(3) 中学
ﾊﾔｼ ﾘｷ 高森中
佐藤 友行(2) 中学
ｻﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 高森中
古瀬 尚暉(1) 中学
ﾌﾙｾ ﾅｵｷ 飯田高陵中
正木 健登(1) 中学
ﾏｻｷ ｹﾝﾄ 飯田高陵中

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 1m60 1m65 1m70 1m75 記録 備考
1 4  8391

- - - - - - O XO XXX  1.70

2 2  8402
XO XO XXO XXX  1.45

1  8443
XXX

3  8444
XXX



決勝 9月3日  9:30

大会新(GR)           6.66

福澤 稜也(3) 中学   5.40    X   5.26   5.09   5.30   5.47    5.47 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ 緑ヶ丘中   -0.4   -2.8   -2.7   -3.1   -2.0    -2.0
多田井 琢馬(2) 中学   5.19   5.32    X    X   5.39    X    5.39 
ﾀﾀﾞｲ ﾀｸﾏ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   -1.7   -2.3   -0.9    -0.9
椚谷 元(1) 中学   4.78    X   4.86   4.81    X   4.77    4.86 
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾊﾙ 高森中   -1.1   -0.7   +1.1   -2.5    -0.7
塩澤 昂(2) 中学    X   4.79   4.85    X   4.44   4.85    4.85 
ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   -1.3   -0.3   -0.7   -0.9    -0.3
奥村 洸平(2) 中学   4.55    -   3.14   4.74    -    -    4.74 
ｵｸﾑﾗ ｺｳﾍｲ 飯田高陵中    0.0    0.0   -1.4    -1.4
樋口 創太(1) 中学   4.53   4.24   4.27   4.31   4.37    -    4.53 
ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   -0.4   -1.2   -0.6   -0.3   -2.0    -0.4
香山 歩熙(1) 中学   4.30    X   4.20   4.03   4.18   3.85    4.30 
ｶﾔﾏ ﾎﾉｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   -0.1   -0.2   -1.4   -0.7   -2.4    -0.1
岩崎 将人(1) 中学   3.86    X   4.10    -    -    -    4.10 
ｲﾜｻｷ ﾏｻﾄ 飯田高陵中   +0.2   -0.5    -0.5
長瀬 成雅(1) 中学    X   3.77   4.06    4.06 
ﾅｶﾞｾ ｾｲｶﾞ 飯田高陵中   -1.1   -1.4    -1.4
野牧 慶人(1) 中学    X   3.88   3.86    3.88 
ﾉﾏｷ ﾖｼﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   -1.5   -0.8    -1.5
大澤 和誠(1) 中学   3.60   3.75   3.60    3.75 
ｵｵｻﾜ ｶｽﾞﾏｻ 天龍中   -2.1   -1.3   +0.8    -1.3

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 備考
1 11  8595

2 9  8561

3 8  8388

4 1  8631

5 4  8438

6 3  8730

7 5  8732

8 6  8446

11 7  8512

9 10  8450

10 2  8733



決勝 9月4日  9:20

大会新(GR)          11.25

竹内 大輔(2) 中学
ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 高森中
橋本 虎汰郎(1) 中学
ﾊｼﾓﾄ ｺﾀﾛｳ 天龍中

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 2  8401

 7.29  7.78  7.63

2 1  8513
 6.06  5.41  5.50  5.69  6.16  5.89   6.16 

 7.93  7.98   X   7.98 



決勝 9月4日 13:30

大会新(GR)          52.18

福澤 稜也(3) 中学
ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ 緑ヶ丘中
木下 耀仁(2) 中学
ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ 緑ヶ丘中
大平 雄斗(2) 中学
ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾄ 緑ヶ丘中
森田 健太郎(3) 中学 欠場
ﾓﾘﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 豊丘中

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- 記録 備考
1 4  8595

32.39   O   O   O   O   O  32.39 

2 1  8606
  O 28.27   O   O   O   O  28.27 

3 2  8603
26.47   O   O

3    86

  O   O   O  26.47 



決勝 9月4日 12:45

大会新(GR)          14.70

風速 +0.9

 1 山口 耕(4) 小学     14.57 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳ 上郷小

 2 塩澤 慎(4) 小学     15.28 
ｼｵｻﾞﾜ ｼﾝ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 3 木下 翔天(4) 小学     15.95 
ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾏ 山本小

 4 中原 稜(4) 小学     15.98 
ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 今村 悠馬(4) 小学     16.25 
ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾏ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 木下 雷斗(4) 小学     16.54 
ｷﾉｼﾀ ﾗｲﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 7 西村 琉汰(4) 小学     16.56 
ﾆｼﾑﾗ ﾘｭｳﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

小学男子　4年

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    70

大会新
6    24

2    55

7    67

8    26

3    61

4    28



決勝 9月4日 12:35

大会新(GR)          13.68

風速 +2.8

 1 伊達 阿莉(5) 小学     14.15 
ﾀﾞﾃ ｱﾘ 浜井場小

 2 池田 結太(5) 小学     14.75 
ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾀ 浜井場小

 3 安藤 陽人(5) 小学     15.04 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 藤本 音緒(5) 小学     15.05 
ﾌｼﾞﾓﾄ   ﾈｵ 下條小

 5 内藤 陽葵(5) 小学     15.23 
ﾅｲﾄｳ ﾊﾙｷ 天竜SC

 6 安藤 義和(5) 小学     15.43 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼｶｽﾞ 天竜SC

 7 羽生 祥基(5) 小学     18.14 
ﾊﾆｭｳ ﾖｼｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ
中山 椋介(5) 小学
ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ ISｼﾞｭﾆｱ

小学男子　5年

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2    82

6    84

7    56

3    51

8    75

4    72

1    57

5    15
欠場



予選 9月4日 10:55
決勝 9月4日 12:25

大会新(GR)          12.27

[ 1組] 風速 +2.0 [ 2組] 風速 +1.3

 1 小平 遥暉(6) 小学     14.29 Q  1 大蔵 永竣(6) 小学     13.66 Q
ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｷ 天竜SC ｵｵｸﾗ ｴｲｼｭﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 金田  柊(6) 小学     14.93 Q  2 近藤 皓哉(6) 小学     14.09 Q
ｶﾅﾀﾞ  ｼｭｳ 下條小 ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾙﾔ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 山崎 拓夢(6) 小学     15.29 Q  3 松村 喜道(6) 小学     14.39 Q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾑ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾏﾂﾑﾗ ｷﾄﾞｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 4 木下 大也(6) 小学     16.62 q  4 田中 隆斗(6) 小学     14.74 q
ｷﾉｼﾀ ﾀﾞｲﾔ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾄ 阿智村RC
下平 侑輝(6) 小学
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

風速  0.0

 1 大蔵 永竣(6) 小学     13.74 
ｵｵｸﾗ ｴｲｼｭﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 近藤 皓哉(6) 小学     14.20 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾙﾔ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 松村 喜道(6) 小学     14.33 
ﾏﾂﾑﾗ ｷﾄﾞｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 4 小平 遥暉(6) 小学     14.40 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｷ 天竜SC

 5 田中 隆斗(6) 小学     14.82 
ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾄ 阿智村RC

 6 金田  柊(6) 小学     15.10 
ｶﾅﾀﾞ  ｼｭｳ 下條小

 7 山崎 拓夢(6) 小学     15.49 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾑ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 8 木下 大也(6) 小学     17.00 
ｷﾉｼﾀ ﾀﾞｲﾔ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

8    63

1    27

2    32

3    45

7    25

5    74

4    65

6    60

4    59
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3    27 5    32

6    63 3    25

2    45 4    60

5    74 2    65

小学男子　6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 記録／備考記録／備考 順No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ



決勝 9月4日 14:00

大会新(GR)        3,07.16

 1 山田 隼輔(5) 小学   3,25.78 
ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 仲田 初志(5) 小学   3,25.92 
ﾅｶﾀ ﾊﾂｼ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 藤本 憲伸(5) 小学   3,25.97 
ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 山岸 亮太(5) 小学   3,33.70 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳﾀ ISｼﾞｭﾆｱ

 5 下平 晃也(6) 小学   3,35.58 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ   ｺｳﾔ 下條小

 6 熊谷 航陽(5) 小学   3,36.26 
ｸﾏｶﾞｲ  ｺｳﾖｳ 下條小

 7 羽生 大起(5) 小学   3,36.90 
ﾊﾆｭｳ ﾀﾞｲｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 8 赤羽 大雅(6) 小学   3,47.04 
ｱｶﾊﾞ ﾀｲｶﾞ ISｼﾞｭﾆｱ

 9 福島 圭亮(4) 小学   3,50.68 
ﾌｸｼﾏ ｹｲｽｹ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ
中山 椋介(5) 小学
ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ ISｼﾞｭﾆｱ
園原 琉生(5) 小学
ｿﾉﾊﾗ ﾘｭｳｷ 阿智村RC
原 阿天夢(6) 小学
ﾊﾗ ｱﾃﾑ ISｼﾞｭﾆｱ

小学男子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
9    64

6    16

7    68

12    13

3    42

5    46

1    58

10    14

11    69

2    15
欠場

4    31
欠場

8    12
欠場



予選 9月4日 10:05
決勝 9月4日 14:15

大会新(GR)          52.77

[ 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   2 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)   65 大蔵 永竣(6)     56.20 Q  1   4 下條小(A)    43 吉村  優太(6)     58.73 Q

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞA ｵｵｸﾗ ｴｲｼｭﾝ ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳA ﾖｼﾑﾗ   ﾕｳﾀ
   60 近藤 皓哉(6)    44 久保田 莉生(6)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾙﾔ ｸﾎﾞﾀ   ﾘｵ
   63 山崎 拓夢(6)    45 金田  柊(6)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾑ ｶﾅﾀﾞ  ｼｭｳ
   59 下平 侑輝(6)    42 下平 晃也(6)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ ｼﾓﾀﾞｲﾗ   ｺｳﾔ
 2   5 下條小(B)    47 熊谷  脩(6)   1,00.26 Q  2   5 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)   58 羽生 大起(5)   1,04.98 Q

ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳB ｸﾏｶﾞｲ   ｼｭｳ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞB ﾊﾆｭｳ ﾀﾞｲｷ
   49 松島 秀歩(6)    69 福島 圭亮(4)

ﾏﾂｼﾏ   ｼｭｳﾄ ﾌｸｼﾏ ｹｲｽｹ
   50 鎮西 諒汰(6)    64 山田 隼輔(5)

ﾁﾝｻﾞｲ  ﾘｮｳﾀ ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ
   41 伊東  聖曜(6)    68 藤本 憲伸(5)

ｲﾄｳ    ｻﾄｱｷ ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾝｼﾝ
 3   6 天竜SC    73 後藤 世那(5)   1,00.60 Q  3   2 下條小(C)    54 澤口  諒飛(5)   1,05.58 Q

ﾃﾝﾘｭｳSC ｺﾞﾄｳ ｾﾅ ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳC ｻﾜｸﾞﾁ   ｱｻﾋ
   72 安藤 義和(5)    51 藤本 音緒(5)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼｶｽﾞ ﾌｼﾞﾓﾄ   ﾈｵ
   75 内藤 陽葵(5)    53 北澤  秀真(5)

ﾅｲﾄｳ ﾊﾙｷ ｷﾀｻﾞﾜ   ｼｭｳﾏ
   74 小平 遥暉(6)    46 熊谷 航陽(5)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｷ ｸﾏｶﾞｲ  ｺｳﾖｳ
 4   3 浜井場小    83 金田 琉那(5)   1,01.56 q   0 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ    24 塩澤 慎(4)

ﾊﾏｲﾊﾞｼｮｳ ｶﾈﾀﾞ ﾙﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ｼｵｻﾞﾜ ｼﾝ 失格
   84 池田 結太(5)    26 西村 琉汰(4)

ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾀ ﾆｼﾑﾗ ﾘｭｳﾀ
   85 福田 悠翔(5)    27 木下 大也(6)

ﾌｸﾀ ﾕｳﾄ ｷﾉｼﾀ ﾀﾞｲﾔ
   82 伊達 阿莉(5)    25 松村 喜道(6)

ﾀﾞﾃ ｱﾘ ﾏﾂﾑﾗ ｷﾄﾞｳ
 5   4 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(C)   62 山口 智司(5)   1,05.62 q

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞC ﾔﾏｸﾞﾁﾄﾓｶｽﾞ
   61 今村 悠馬(4)

ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾏ
   67 中原 稜(4)

ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳ
   57 羽生 祥基(5)

ﾊﾆｭｳ ﾖｼｷ

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)   65 大蔵 永竣(6)     57.11 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞA ｵｵｸﾗ ｴｲｼｭﾝ
   60 近藤 皓哉(6)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾙﾔ
   63 山崎 拓夢(6)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾑ
   59 下平 侑輝(6)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ
 2   3 下條小(A)    43 吉村  優太(6)     58.85 

ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳA ﾖｼﾑﾗ   ﾕｳﾀ
   44 久保田 莉生(6)

ｸﾎﾞﾀ   ﾘｵ
   45 金田  柊(6)

ｶﾅﾀﾞ  ｼｭｳ
   42 下平 晃也(6)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ   ｺｳﾔ
 3   5 下條小(B)    47 熊谷  脩(6)   1,01.55 

ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳB ｸﾏｶﾞｲ   ｼｭｳ
   49 松島 秀歩(6)

ﾏﾂｼﾏ   ｼｭｳﾄ
   50 鎮西 諒汰(6)

ﾁﾝｻﾞｲ  ﾘｮｳﾀ
   41 伊東  聖曜(6)

ｲﾄｳ    ｻﾄｱｷ
 4   8 天竜SC    73 後藤 世那(5)   1,02.08 

ﾃﾝﾘｭｳSC ｺﾞﾄｳ ｾﾅ

4x100mR
決勝

小学男子

4x100mR

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

小学男子



   72 安藤 義和(5)
ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼｶｽﾞ

   75 内藤 陽葵(5)
ﾅｲﾄｳ ﾊﾙｷ

   74 小平 遥暉(6)
ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｷ

 5   1 浜井場小    83 金田 琉那(5)   1,02.57 
ﾊﾏｲﾊﾞｼｮｳ ｶﾈﾀﾞ ﾙﾅ

   84 池田 結太(5)
ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾀ

   85 福田 悠翔(5)
ﾌｸﾀ ﾕｳﾄ

   82 伊達 阿莉(5)
ﾀﾞﾃ ｱﾘ

 6   4 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)   58 羽生 大起(5)   1,07.01 
ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞB ﾊﾆｭｳ ﾀﾞｲｷ

   69 福島 圭亮(4)
ﾌｸｼﾏ ｹｲｽｹ

   64 山田 隼輔(5)
ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ

   68 藤本 憲伸(5)
ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾝｼﾝ

 7   2 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(C)   62 山口 智司(5)   1,07.39 
ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞC ﾔﾏｸﾞﾁﾄﾓｶｽﾞ

   61 今村 悠馬(4)
ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾏ

   67 中原 稜(4)
ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳ

   57 羽生 祥基(5)
ﾊﾆｭｳ ﾖｼｷ

 8   7 下條小(C)    54 澤口  諒飛(5)   1,08.74 
ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳC ｻﾜｸﾞﾁ   ｱｻﾋ

   51 藤本 音緒(5)
ﾌｼﾞﾓﾄ   ﾈｵ

   53 北澤  秀真(5)
ｷﾀｻﾞﾜ   ｼｭｳﾏ

   46 熊谷 航陽(5)
ｸﾏｶﾞｲ  ｺｳﾖｳ
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大会新(GR)           4.37

松村 喜道(6) 小学   4.05   3.86   3.77    X   3.65    X    4.05 
ﾏﾂﾑﾗ ｷﾄﾞｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ   +1.5   +0.4    0.0   -0.7    +1.5
松島 秀歩(6) 小学   3.69   3.87    X    X   3.77   3.91    3.91 
ﾏﾂｼﾏ   ｼｭｳﾄ 下條小   +1.3   +1.4   -1.2   +0.5    +0.5
熊谷  脩(6) 小学   3.65   3.31   3.26   3.57   3.17   3.54    3.65 
ｸﾏｶﾞｲ   ｼｭｳ 下條小   +1.2   +1.1    0.0   +1.0   -1.4   +0.4    +1.2
後藤 世那(5) 小学   2.52   2.61   3.04    X   2.63    X    3.04 
ｺﾞﾄｳ ｾﾅ 天竜SC   +1.4   +0.7   +0.2   -2.5    +0.2
山口 智司(5) 小学 欠場
ﾔﾏｸﾞﾁﾄﾓｶｽﾞ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

小学男子

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 備考
1 5    25

2 2    49

1    62

3 4    47

4 3    73
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久保田 莉生(6) 小学
ｸﾎﾞﾀ   ﾘｵ 下條小
鎮西 諒汰(6) 小学
ﾁﾝｻﾞｲ  ﾘｮｳﾀ 下條小
伊東  聖曜(6) 小学
ｲﾄｳ    ｻﾄｱｷ 下條小
藤本 尚斗(5) 小学
ﾌｼﾞﾓﾄ  ﾅｵﾄ 下條小
古田 昂起(4) 小学
ﾌﾙﾀ  ｺｳｷ 下條小
下平 侑輝(6) 小学 欠場
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

  O   O   O  27.70 

3    59

  O   O   O  37.74 

5 1    48
  O   O 27.70

  O   O 38.28  38.28 

4 2    52
  O   O 37.74

  O   O   O  46.08 

3 4    41
  O   O 38.22

  O   O  58.64 

2 5    50
  O   O 46.08

1 6    44
  O 58.64   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

小学男子

ジャベリックボール投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-
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