
大会コード 18170701 

平成 30年度 飯伊陸上競技春季記録会 
記録集 

 
 

期 日： 平成 30年 4月 7日（土） 

主 催： 飯田市陸上競技協会・下伊那郡陸上競技協会 

共 催： （公財）飯田市体育協会 

主 管： 飯伊陸上競技協会 

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 

     南信地区陸上競技協会 

下伊那地区高等学校体育連盟 

下伊那地区中学校体育連盟 

下伊那校長会 

     下伊那郡体育連盟 

会 場： 飯田市総合運動場陸上競技場（172050） 

総 務： 北原 誠治 

審判長： 熊谷 賢二（トラック） 大坪 章男（フィールド） 

記録主任：清水 美彦 

 

■ この大会で樹立された記録 

 なし 

 

■ グラウンドコンディション 
月  日 時  刻 天  候 風  向 風速 m/s 気温 ℃ 湿度 ％ 計測場所 

2018/4/7 9:00 曇り 西 2.3 13.5 44.0 

 

 10:00 曇り 北西 0.3 15.1 41.0 
 11:00 曇り 東南東 1.6 15.1 41.0 
 12:00 曇り 南 2.1 14.7 41.0 
 13:00 曇り 南東 2.8 12.6 47.0 
 14:00 曇り 南東 3.0 13.1 44.0 
 15:00 曇り 東南東 4.1 12.6 45.0 

 



平成30年度　飯伊陸上競技春季記録会                                              

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】172050  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
04/07 男子 川上 真弥 10.46 近藤 惠哉(3) 高校･松川高 11.49 三嶋 蒼生(2) 11.51 三石 隼斗(3) 11.53 友保 尚樹(3) 11.55 井原 晟斗(3) 11.64 小林 光輝(2) 11.74

100m 一般･飯田病院 嵯峨座  綾(3) 高校･飯田風越高 高校･下伊那農業高 高校･飯田高 高校･飯田高 高校･松川高 高校･松川高
04/07 近藤 惠哉(3) 51.12 青山 諒成(2) 53.71 井原 晟斗(3) 53.77 木下 恵太(3) 54.14 宮外 遼太郎(3) 54.66 近藤 皓哉(2) 55.67 友保 尚樹(3) 56.49 福澤 智樹(3) 58.29

400m 高校･松川高 高校･松川高 高校･松川高 高校･OIDE長姫高 高校･OIDE長姫高 中学校･下伊那松川中 高校･飯田高 高校･飯田高
04/07 山川 拓馬(3) 4,15.17 本島 尚緒(3) 4,15.96 大峽 和(3) 4,15.99 大場 晴仁(3) 4,27.78 後沢 大紀(2) 4,29.23 宮嶋 宇明(2) 4,30.77 大場 翔太(3) 4,41.94 宮下 翔伍(2) 4,43.07

1500m 中学校･箕輪中 中学校･高森中 高校･飯田高 中学校･箕輪中 高校･松川高 高校･松川高 高校･OIDE長姫高 高校･OIDE長姫高
04/07 仁科 利弥 8,55.81 早野 吉信 9,00.04 伊藤 洸介 9,19.33 原 謙二郎 9,21.52 原 武司 9,28.37 宮嶋 宇明(2) 9,36.08 平澤 宏幸 9,37.18 菅沼 蒼太(3) 9,37.73

3000m 一般･飯田市陸協 一般･下伊那郡陸協 一般･飯田市陸協 一般･飯田市陸協 一般･下伊那郡陸協 高校･松川高 一般･飯田市陸協 中学校･駒ヶ根東中
04/07  +2.8 酒井 和馬(3) 15.43 竹折 優太 16.78 安藤 俊輝(3) 19.53

110mH(1.067m) 高校･上伊那農高 一般･みすず 高校･飯田高
04/07 古瀬 友暉(3) 6.43(+2.4) 嵯峨座  綾(3) 6.22(+2.1) 三石 隼斗(3) 5.85(+1.9) 林 力輝(2) 5.75(+2.4) 奥田 裕貴(3) 5.72(+4.5) 椚谷 元(3) 5.68(+1.5) 松岡 裕雅(3) 5.52(+3.4) 熊谷  尚紀(3) 5.47(+2.6)

走幅跳 高校･飯田風越高 高校･飯田風越高 高校･飯田高 高校･飯田風越高 高校･阿南高 中学校･高森中 中学校･高森中 高校･飯田風越高
04/07 上原 隆伸 11.31 友田 利男 11.10 本多 俊平 9.19 大宮 直人 7.30 上條 健 7.09

砲丸投(7.260kg) 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･下伊那郡陸協 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･木曽郡陸協 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
04/07 上原 隆伸 42.55 末元 昂成(3) 38.04 上條 健 25.47 佐々木 久孝 10.74

ﾊﾝﾏｰ投(7.260kg) 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 高校･阿南高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･飯田市陸協
04/07 友田 利男 45.01 本多 俊平 41.49 北村 光(3) 36.13 宮下 琉(3) 30.45 上原 隆伸 28.08

やり投 一般･下伊那郡陸協 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 高校･飯田高 高校･駒ヶ根工高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
04/07 飯田風越高       44.64 松川高       46.40 飯田高       46.46 箕輪中(A)       48.75 高森中       49.84 緑ヶ丘中       50.05 箕輪中(C)       51.89 箕輪中(B)       53.05

4×100mR 嵯峨座  綾(3) 小林 光輝(2) 福澤 智樹(3) 戸田 全飛(3) 中塚 雄太(3) 岩間 琉星(2) 柴 悠翔(2) 有賀 泰徳(3)
林 力輝(2) 青山 諒成(2) 友保 尚樹(3) 松田 拓巳(3) 松岡 裕雅(3) 井原 隆基(3) 松澤 健耶(2) 高倉 駿斗(3)
那須野  敦(3) 井原 晟斗(3) 三石 隼斗(3) 巻渕 来樹(3) 椚谷 元(3) 西尾 洸希(2) 関 幸葉(2) 山川 拓馬(3)
古瀬 友暉(3) 近藤 惠哉(3) 安藤 俊輝(3) 瀧澤 直希(3) 本島 尚緒(3) 遠山 志温(3) 古賀 涼輔(2) 林 秀磨(3)

04/07 小学男子 山口 耕(6) 13.75 保科 陽斗(6) 14.65 塩澤 蒼(5) 14.69 小泉 幸也(6) 14.93 原田 琢己(6) 15.11 森 蒼馬(5) 小学校･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 15.24 春原 秀(5) 15.28
100m 小学校･上郷小 小学校･駒ヶ根中沢RC 小学校･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学校･伊那AC 小学校･駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 今村 悠真(6) 小学校･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学校･座光寺小

04/07 宮内 達矢(5) 3,16.98 福島 圭亮(6) 3,17.90 保科 陽斗(6) 3,22.99 熊谷 駿汰(5) 3,23.63 矢澤 秀成(6) 3,26.38 玉木 輝(5) 3,26.99 木下 斎滉(6) 3,28.14 矢澤 颯介(4) 3,30.10
1000m 小学校･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学校･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学校･駒ヶ根中沢RC 小学校･ISｼﾞｭﾆｱ 小学校･駒ヶ根中沢RC 小学校･駒ヶ根中沢RC 小学校･駒ヶ根中沢RC 小学校･駒ヶ根中沢RC

04/07 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)    1,00.80 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     1,02.04 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     1,02.68 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)    1,05.59 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(C)    1,09.95 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(D)    1,10.68 下條小(A)     1,10.91
4×100mR 佐藤  颯(5) 西村 成(6) 清水 秀一朗(6) 宮内 達矢(5) 岩下 隼絆(3) 宮澤 翔伍(4) 中  綜磨(4)

今村 悠真(6) 森 蒼馬(5) 小林 歩睦(6) 中平  翔(5) 丸山 智之(3) 松村 大輝(3) 伊原  颯太(4)
丸山 由晴(5) 西村 琉汰(6) 大森 瑛稀(6) 宮脇 怜雅(5) 榎本 昊(3) 平澤 輝大(4) 村松  優蘭(4)
中原  稜(6) 塩澤 蒼(5) 原田 琢己(6) 福島 圭亮(6) 筒井  陽(3) 鈴木 拓斗(5) 熊谷  永遠(4)

04/07 中学男子 城取 颯(2) 6.64 市瀬 秀耀(2) 6.53
砲丸投(5.000kg) 中学校･箕輪中 中学校･高森中

04/07 高校男子 藤井 隆聖(3) 12.59 塚田 一勢(3) 9.25 市岡 佳大(2) 6.92
砲丸投(6.000kg) 高校･飯田高 高校･飯田高 高校･OIDE長姫高

04/07 末元 昂成(3) 45.72
ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg) 高校･阿南高



予選 4月7日  9:30
決勝 4月7日 14:30

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 +0.1

 1 深谷 礎(2) 中学校     14.14  1 小林 海惺 中学校     14.16 
ﾌｶﾔ ﾓﾄ 駒ヶ根東中 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲｾｲ 伊那AC

 2 倉田 錬(2) 中学校     14.22  2 河野 翔平(2) 中学校     14.23 
ｸﾗﾀ ﾚﾝ 緑ヶ丘中 ｺｳﾉ ｼｮｳﾍｲ 箕輪中

 3 松下 龍義(2) 中学校     14.30  3 内藤 陽葵(1) 中学校     14.44 
ﾏﾂｼﾀ ﾘｭｳｷﾞ 緑ヶ丘中 ﾅｲﾄｳ ﾊﾙｷ 天竜SC

 4 伊東 未来翔(2) 中学校     14.59  4 市瀬 秀耀(2) 中学校     14.54 
ｲﾄｳ ﾐｷﾄ 駒ヶ根東中 ｲﾁﾉｾ ﾋﾃﾞﾖ 高森中

 5 安藤 陽人(1) 中学校     14.67  5 荻原 倫世(2) 中学校     14.55 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ 高森中 ｵｷﾞﾊﾗ ﾄﾓｾ 箕輪中

 6 安藤 義和(1) 中学校     14.82  6 山岡 楓生(2) 中学校     14.67 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼｶｽﾞ 天竜SC ﾔﾏｵｶ ﾌｳｷ 箕輪中

 7 後藤 世那(1) 中学校     15.18  7 飯島 颯斗(1) 中学校     14.75 
ｺﾞﾄｳ ｾﾅ 天竜SC ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 駒ヶ根市陸協

 8 榊山 大心(2) 中学校     15.26 梶間 勇斗(3) 中学校
ｻｶｷﾔﾏ ﾀｲｼﾝ 緑ヶ丘中 ｶｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 飯田高陵中

[ 3組] 風速 +0.8 [ 4組] 風速 +2.6

 1 原田 陸人(3) 中学校     12.90  1 西尾 洸希(2) 中学校     13.13 
ﾊﾗﾀﾞ ﾘｸﾄ 緑ヶ丘中 ﾆｼｵ ｺｳｷ 緑ヶ丘中

 2 山崎 拓夢(2) 中学校     13.45  2 青木 健太(3) 中学校     13.14 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾑ 下伊那松川中 ｱｵｷ ｹﾝﾀ 駒ヶ根東中

 3 小出 成悟(2) 中学校     13.50  3 岩間 琉星(2) 中学校     13.21 
ｺｲﾃﾞ ｾｲｺﾞ 駒ヶ根東中 ｲﾜﾏ ﾘｭｳｾｲ 緑ヶ丘中

 4 福与 真生琉(3) 中学校     13.60  4 中塚 雄太(3) 中学校     13.30 
ﾌｸﾖ ﾏｷﾙ 緑ヶ丘中 ﾅｶﾂｶ ﾕｳﾀ 高森中

 5 坂巻 譲太(2) 中学校     13.73  5 北原 樂人(2) 中学校     13.93 
ｻｶﾏｷ ｼﾞｮｳﾀ 豊丘中 ｷﾀﾊﾗ ｶﾞｸﾄ 飯田高陵中

 6 唐澤 悠斗(2) 中学校     13.96  6 馬場 天志(2) 中学校     13.94 
ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ 箕輪中 ﾊﾞﾊﾞ ﾃﾝｼ 箕輪中

 7 澤柳 翔(2) 中学校     14.00  7 加藤 優弥(2) 中学校     14.00 
ｻﾜﾔﾅｷﾞ ｼｮｳ 飯田高陵中 ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 飯田高陵中
堀田 歩夢(2) 中学校  8 松澤 孝輝(2) 中学校     14.17 
ﾎｯﾀ ｱﾕﾑ 飯田高陵中 ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｷ 緑ヶ丘中

[ 5組] 風速 +0.7 [ 6組] 風速 +2.6

 1 松村 喜道(2) 中学校     12.80  1 遠山 志温(3) 中学校     12.51 
ﾏﾂﾑﾗ ｷﾄﾞｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾄｵﾔﾏ ｼｵﾝ 緑ヶ丘中

 2 寺沢 俊輔(3) 高校     13.08  2 古賀 涼輔(2) 中学校     12.75 
ﾃﾗｻﾜ ｼｭﾝｽｹ OIDE長姫高 ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 箕輪中

 3 松澤 健耶(2) 中学校     13.32  3 柴 悠翔(2) 中学校     12.93 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂﾔ 箕輪中 ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ 箕輪中

 4 小平 遥暉(2) 中学校     13.42  4 岩崎 将人(3) 中学校     13.00 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｷ 高森中 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾄ 飯田高陵中

 5 唐澤 貫太(2) 中学校     14.08  5 伊藤 小次郎(3) 中学校     13.24 
ｶﾗｻﾜ ｶﾝﾀ 箕輪中 ｲﾄｳ ｺｼﾞﾛｳ 飯田高陵中

 6 関 幸葉(2) 中学校     14.09  6 赤木 将士(3) 中学校     13.29 
ｾｷ ｺｳﾖｳ 箕輪中 ｱｶｷﾞ ﾏｻﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 7 長瀬 成雅(3) 中学校     17.00 小椋 悠也(3) 中学校
ﾅｶﾞｾ ｾｲｶﾞ 飯田高陵中 ｵｸﾞﾗ ﾕｳﾔ 飯田高陵中

[ 7組] 風速 +3.6 [ 8組] 風速 +1.6

 1 近藤 皓哉(2) 中学校     12.13 q  1 福澤 智樹(3) 高校     12.13 q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾙﾔ 下伊那松川中 ﾌｸｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 飯田高

 2 松岡 裕雅(3) 中学校     12.51  2 竹折 優太 一般     12.16 q
ﾏﾂｵｶ ﾕｳｶﾞ 高森中 ﾀｹｵﾘ ﾕｳﾀ みすず

 3 井原 隆基(3) 中学校     12.53  3 安藤 俊輝(3) 高校     12.20 q
ｲﾊﾗ ﾘｭｳｷ 緑ヶ丘中 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ 飯田高

 4 巻渕 来樹(3) 中学校     12.78  4 伊藤 新(2) 中学校     12.22 q
ﾏｷﾌﾞﾁ ﾗｲｷ 箕輪中 ｲﾄｳ ｱﾗﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 5 上柳 豪 一般     13.18  5 奥田 裕貴(3) 高校     12.40 
ｳｴﾔﾅｷﾞ ﾀｹｼ 伊那市陸協 ｵｸﾀﾞ ﾕｳｷ 阿南高

 6 小松 誠 一般     13.97  6 多田井 琢馬(1) 高校     12.46 
ｺﾏﾂ ﾏｺﾄ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀﾀﾞｲ ﾀｸﾏ 阿南高
椚谷 元(3) 中学校  7 上柳 凌平 一般     12.56 
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾊﾙ 高森中 ｳｴﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 伊那市陸協

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ

男子

100m

１次レース 通過基準  10組  0着 + 16 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
7    90 8    46

8   258 6   215

2   255 5   156

3    87 3    97

6    94 2   213

1   151 4   226

5   153 7    79

4   254 1   170
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   253 7   257

8    59 8    92

1    88 1   252

3   259 3   100

7   208 6   183

2   242 2   244

6   187 4   169

4   185 5   256
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7    21 5   251

3    15 7   221

2   233 3   229

5    98 8   171

6   241 6   166

4   217 4    22

8   180 2   176
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    58 7   163

2    99 8    39

5   250 3   157

8   216 5    20

7    50 4    40

3    32 6    42

6   102 2    51
欠場



[ 9組] 風速 +2.6 [ 10組] 風速 +2.6

 1 友保 尚樹(3) 高校     11.54 q  1 川上 真弥 一般     10.62 q
ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ 飯田高 ｶﾜｶﾐ  ｼﾝﾔ 飯田病院

 2 三石 隼斗(3) 高校     11.65 q  2 近藤 惠哉(3) 高校     11.45 q
ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ 飯田高 ｺﾝﾄﾞｳ  ﾄｼﾔ 松川高

 3 三嶋 蒼生(2) 高校     11.67 q  3 嵯峨座  綾(3) 高校     11.51 q
ﾐｼﾏ ｱｵｲ 下伊那農業高 ｻｶﾞｻﾞ ﾘｮｳ 飯田風越高

 4 瀧澤 直希(3) 中学校     11.92 q  4 小林 光輝(2) 高校     11.70 q
ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ 箕輪中 ｺﾊﾞﾔｼ  ｺｳｷ 松川高

 5 青山 諒成(2) 高校     11.99 q  5 井原 晟斗(3) 高校     11.78 q
ｱｵﾔﾏ  ﾘｮｳｾｲ 松川高 ｲﾊﾗ  ｾｲﾄ 松川高

 6 熊谷  尚紀(3) 高校     12.03 q 吉川 涼平 一般
ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｷ 飯田風越高 ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ みすず
光沢  陽(3) 高校 清水 憲一(3) 高校
ｺｳｻﾞﾜ  ｱｷﾗ 松川高 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｲﾁ 飯田高

[ 1組] 風速 +4.0 [ 2組] 風速 +4.1

 1 青山 諒成(2) 高校     11.77  1 川上 真弥 一般     10.46 
ｱｵﾔﾏ  ﾘｮｳｾｲ 松川高 ｶﾜｶﾐ  ｼﾝﾔ 飯田病院

 2 瀧澤 直希(3) 中学校     11.90  2 近藤 惠哉(3) 高校     11.49 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ 箕輪中 ｺﾝﾄﾞｳ  ﾄｼﾔ 松川高

 3 熊谷  尚紀(3) 高校     11.94  2 嵯峨座  綾(3) 高校     11.49 
ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｷ 飯田風越高 ｻｶﾞｻﾞ ﾘｮｳ 飯田風越高

 4 安藤 俊輝(3) 高校     12.05  4 三嶋 蒼生(2) 高校     11.51 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ 飯田高 ﾐｼﾏ ｱｵｲ 下伊那農業高

 5 福澤 智樹(3) 高校     12.09  5 三石 隼斗(3) 高校     11.53 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 飯田高 ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ 飯田高

 6 竹折 優太 一般     12.14  6 友保 尚樹(3) 高校     11.55 
ﾀｹｵﾘ ﾕｳﾀ みすず ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ 飯田高

 7 近藤 皓哉(2) 中学校     12.20  7 井原 晟斗(3) 高校     11.64 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾙﾔ 下伊那松川中 ｲﾊﾗ  ｾｲﾄ 松川高
伊藤 新(2) 中学校  8 小林 光輝(2) 高校     11.74 
ｲﾄｳ ｱﾗﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｺﾊﾞﾔｼ  ｺｳｷ 松川高

男子

100m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   165 5   195

7   158 6   111

8    60 3   201

3   238 2   114

2   116 8   109

6   199 4    37
欠場

4   113 7   159
欠場 欠場

２次レース

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   116 3   195

3   238 4   111

5   199 5   201

1   157 8    60

7   163 7   158

8    39 6   165

6    58 2   109

欠場
2    20 1   114



決勝 4月7日 12:40

[ 1組] [ 2組]

 1 木下 恵太(3) 高校     54.14  1 宮外 遼太郎(3) 高校     54.66 
ｷﾉｼﾀ ｹｲﾀ OIDE長姫高 ﾐﾔｶﾞｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ OIDE長姫高

 2 伊藤 新(2) 中学校   1,00.39  2 近藤 皓哉(2) 中学校     55.67 
ｲﾄｳ ｱﾗﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾙﾔ 下伊那松川中

 3 池沼 秋太(3) 高校   1,00.59  3 友保 尚樹(3) 高校     56.49 
ｲｹﾇﾏ ｼｭｳﾀ OIDE長姫高 ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ 飯田高

 4 西尾 洸希(2) 中学校   1,01.76  4 福澤 智樹(3) 高校     58.29 
ﾆｼｵ ｺｳｷ 緑ヶ丘中 ﾌｸｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 飯田高

 5 坂巻 譲太(2) 中学校   1,02.82  5 大久保 海翔(2) 高校     58.57 
ｻｶﾏｷ ｼﾞｮｳﾀ 豊丘中 ｵｵｸﾎﾞ ｶｲﾄ 飯田風越高
杉山 海樹(3) 高校  6 戸田 全飛(3) 中学校   1,00.02 
ｽｷﾞﾔﾏ ｶｲｷ 下伊那農業高 ﾄﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 箕輪中

[ 3組]

 1 近藤 惠哉(3) 高校     51.12 
ｺﾝﾄﾞｳ  ﾄｼﾔ 松川高

 2 青山 諒成(2) 高校     53.71 
ｱｵﾔﾏ  ﾘｮｳｾｲ 松川高

 3 井原 晟斗(3) 高校     53.77 
ｲﾊﾗ  ｾｲﾄ 松川高

 4 小林 光輝(2) 高校     58.47 
ｺﾊﾞﾔｼ  ｺｳｷ 松川高
光沢  陽(3) 高校
ｺｳｻﾞﾜ  ｱｷﾗ 松川高
蟹澤 恭吾 一般
ｶﾆｻﾜ ｷｮｳｺﾞ 下伊那郡陸協

   1 近藤 惠哉(3) 高校 松川高       51.12   3   1
   2 青山 諒成(2) 高校 松川高       53.71   3   2
   3 井原 晟斗(3) 高校 松川高       53.77   3   3
   4 木下 恵太(3) 高校 OIDE長姫高       54.14   1   1
   5 宮外 遼太郎(3) 高校 OIDE長姫高       54.66   2   1
   6 近藤 皓哉(2) 中学校 下伊那松川中       55.67   2   2
   7 友保 尚樹(3) 高校 飯田高       56.49   2   3
   8 福澤 智樹(3) 高校 飯田高       58.29   2   4
   9 小林 光輝(2) 高校 松川高       58.47   3   4
  10 大久保 海翔(2) 高校 飯田風越高       58.57   2   5
  11 戸田 全飛(3) 中学校 箕輪中     1,00.02   2   6
  12 伊藤 新(2) 中学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     1,00.39   1   2
  13 池沼 秋太(3) 高校 OIDE長姫高     1,00.59   1   3
  14 西尾 洸希(2) 中学校 緑ヶ丘中     1,01.76   1   4
  15 坂巻 譲太(2) 中学校 豊丘中     1,02.82   1   5

  222
   20
   18
  257
  208

   12
   58
  165
  163
  114
  204

組 順位
  111
  116
  109
   19

男子

400m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

5   113
欠場

7    52
欠場

4   109

2   114

3   111

6   116

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7    62 3   222

4   208 4   204

3   257 2   163

2    18 6   165

5    20 5    58

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    19 7    12

男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 4月7日 13:55

[ 1組] [ 2組]

 1 岩田 直也(2) 中学校   5,09.15  1 宮澤 柊太(1) 中学校   5,07.45 
ｲﾜﾀ ﾅｵﾔ 箕輪中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ ISｼﾞｭﾆｱ

 2 佐藤 大介マーク 中学校   5,10.81  2 山岸 亮太(1) 中学校   5,07.60 
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹﾏｰｸ 箕輪中 ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳﾀ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 岩波 颯真(3) 中学校   5,18.39  3 井口 喜斗(2) 中学校   5,07.84 
ｲﾜﾅﾐ ｿｳﾏ 箕輪中 ｲｸﾞﾁ ﾖｼﾄ 箕輪中

 4 岡添 智史(2) 中学校   5,18.77  4 河原田 朔也(2) 中学校   5,11.10 
ｵｶｿﾞｴ ｻﾄｼ 箕輪中 ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ｻｸﾔ 箕輪中

 5 西澤 知(2) 中学校   5,20.69  5 小國 陽大(3) 中学校   5,12.68 
ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾄｼ 箕輪中 ｵｸﾆ ﾖｳﾀ 飯田高陵中

 6 北澤 秀征(2) 中学校   5,22.78  6 松下 晃康(2) 中学校   5,13.14 
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｭｳｾｲ 箕輪中 ﾏﾂｼﾀ ｱｷﾔｽ 箕輪中

 7 小林 竜也(2) 中学校   5,28.58  7 村松 俊之介(2) 高校   5,13.86 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 飯田高陵中 ﾑﾗﾏﾂ ｼｭﾝﾉｽｹ 飯田風越高

 8 三澤 芽生(2) 中学校   5,40.43  8 羽生 大起(1) 中学校   5,13.93 
ﾐｻﾜ ﾒｲ 箕輪中 ﾊﾆｭｳﾀﾞｲｷ 飯田高陵中

 9 柴 将斗(2) 中学校   5,41.21  9 山田 隼輔(1) 中学校   5,16.36 
ｼﾊﾞ ﾏｻﾄ 箕輪中 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 高森中

10 松下 龍義(2) 中学校   5,48.62 10 上野 颯太(3) 中学校   5,56.48 
ﾏﾂｼﾀ ﾘｭｳｷﾞ 緑ヶ丘中 ｳｴﾉ ｿｳﾀ 箕輪中

11 折竹 直輝(2) 中学校   6,01.57 11 羽生 祥基(1) 中学校   6,01.29 
ｵﾘﾀｹ ﾅｵｷ 飯田高陵中 ﾊﾆｭｳﾖｼｷ 飯田高陵中

12 倉田 錬(2) 中学校   6,16.69 北原 伶人(3) 中学校
ｸﾗﾀ ﾚﾝ 緑ヶ丘中 ｷﾀﾊﾗ ﾘｮｳﾄ 飯田高陵中

13 榊山 大心(2) 中学校   6,17.26 後沢 大道(3) 中学校
ｻｶｷﾔﾏ ﾀｲｼﾝ 緑ヶ丘中 ｺﾞｻﾞﾜ ﾀｲﾄﾞｵ 飯田高陵中
近藤 来旺(3) 中学校
ｺﾝﾄﾞｳ ﾗｲｵ 飯田高陵中

[ 3組] [ 4組]

浦野 優至(3) 中学校 大場 晴仁(3) 中学校
ｳﾗﾉ ﾕｳｲ 箕輪中 ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾋﾄ 箕輪中
小池 莉希(2) 中学校 山川 拓馬(3) 中学校
ｺｲｹ ﾘｷ 飯田高陵中 ﾔﾏｶﾜ ﾀｸﾏ 箕輪中
中谷 純(3) 中学校 松下 京介 一般
ﾅｶﾔ ｼﾞｭﾝ 箕輪中 ﾏﾂｼﾀ ｷｮｳｽｹ みすず
桐原 尚純(2) 中学校 目黒 道裕(2) 高校
ｷﾘﾊﾗ ﾅｵｽﾐ 飯田高陵中 ﾒｸﾞﾛ  ﾐﾁﾋﾛ 松川高
大平 剛大(3) 高校 大峽 謙(3) 中学校
ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾀｹﾊﾙ OIDE長姫高 ｵｵﾊﾞ ﾕｽﾞﾙ ISｼﾞｭﾆｱ
市瀬 裕馬(2) 高校 後沢 大紀(2) 高校
ｲﾁﾉｾ ﾕｳﾏ 阿南高 ｺﾞｻﾞﾜ  ﾀﾞｲｷ 松川高
森本 隆暉(2) 高校 大場 翔太(3) 高校
ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶｱｷ 下伊那農業高 ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ OIDE長姫高
山﨑 淳平(2) 高校 宮嶋 宇明(2) 高校
ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ OIDE長姫高 ﾐﾔｼﾞﾏ  ﾀｶｱｷ 松川高
木村 衣音(3) 中学校 宮下 翔伍(2) 高校
ｷﾑﾗ ｲｵ 飯田高陵中 ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳｺﾞ OIDE長姫高
岩﨑 貴平(3) 中学校 本島 尚緒(3) 中学校
ｲﾜｻｷ ﾀｶﾗ 高森中 ﾓﾄｼﾞﾏ ﾅｵ 高森中
田口 央士郎(3) 中学校 大峽 和(3) 高校
ﾀｸﾞﾁ ｵｳｼﾞﾛｳ 飯田高陵中 ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ 飯田高
清水 憲一(3) 高校 帯川 伊吹(3) 中学校
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｲﾁ 飯田高 ｵﾋﾞｶﾜ ｲﾌﾞｷ ISｼﾞｭﾆｱ
宮澤 夏樹(3) 中学校 鈴木 智也(3) 高校
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 箕輪中 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 飯田風越高

男子

1500m

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
12   218 12     2

2   224 6     5

8   219 10   210

5   212 4   214

6   236 5   178

1   245 2   231

14   177 13   203

3   225 1   168

7   228 3    96

4   255 8   234

10   179 7   167

13   258 9   182
欠場

9   254 11   174

11   173
欠場

記録／備考記録／備考順 No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

欠場

順

3   175 3   227

2   211 1   237

4   239 4    38

5   172 5   117

6    17 6     7

7    41 7   112

9    61 8    16

10    13 9   110

11   186 10    11

12    95 11   101

13   181 13   160

1   159 2     6
欠場 欠場

8   220 12   207
欠場 欠場



   1 宮澤 柊太(1) 中学校 ISｼﾞｭﾆｱ     5,07.45   2   1
   2 山岸 亮太(1) 中学校 ISｼﾞｭﾆｱ     5,07.60   2   2
   3 井口 喜斗(2) 中学校 箕輪中     5,07.84   2   3
   4 岩田 直也(2) 中学校 箕輪中     5,09.15   1   1
   5 佐藤 大介マーク(2) 中学校 箕輪中     5,10.81   1   2
   6 河原田 朔也(2) 中学校 箕輪中     5,11.10   2   4
   7 小國 陽大(3) 中学校 飯田高陵中     5,12.68   2   5
   8 松下 晃康(2) 中学校 箕輪中     5,13.14   2   6
   9 村松 俊之介(2) 高校 飯田風越高     5,13.86   2   7
  10 羽生 大起(1) 中学校 飯田高陵中     5,13.93   2   8
  11 山田 隼輔(1) 中学校 高森中     5,16.36   2   9
  12 岩波 颯真(3) 中学校 箕輪中     5,18.39   1   3
  13 岡添 智史(2) 中学校 箕輪中     5,18.77   1   4
  14 西澤 知(2) 中学校 箕輪中     5,20.69   1   5
  15 北澤 秀征(2) 中学校 箕輪中     5,22.78   1   6
  16 小林 竜也(2) 中学校 飯田高陵中     5,28.58   1   7
  17 三澤 芽生(2) 中学校 箕輪中     5,40.43   1   8
  18 柴 将斗(2) 中学校 箕輪中     5,41.21   1   9
  19 松下 龍義(2) 中学校 緑ヶ丘中     5,48.62   1  10
  20 上野 颯太(3) 中学校 箕輪中     5,56.48   2  10
  21 羽生 祥基(1) 中学校 飯田高陵中     6,01.29   2  11
  22 折竹 直輝(2) 中学校 飯田高陵中     6,01.57   1  11
  23 倉田 錬(2) 中学校 緑ヶ丘中     6,16.69   1  12
  24 榊山 大心(2) 中学校 緑ヶ丘中     6,17.26   1  13
  25 浦野 優至(3) 中学校 箕輪中   3
  25 小池 莉希(2) 中学校 飯田高陵中   3
  25 中谷 純(3) 中学校 箕輪中   3
  25 桐原 尚純(2) 中学校 飯田高陵中   3
  25 大平 剛大(3) 高校 OIDE長姫高   3
  25 市瀬 裕馬(2) 高校 阿南高   3
  25 森本 隆暉(2) 高校 下伊那農業高   3
  25 山﨑 淳平(2) 高校 OIDE長姫高   3
  25 木村 衣音(3) 中学校 飯田高陵中   3
  25 岩﨑 貴平(3) 中学校 高森中   3
  25 田口 央士郎(3) 中学校 飯田高陵中   3
  25 大場 晴仁(3) 中学校 箕輪中   4
  25 山川 拓馬(3) 中学校 箕輪中   4
  25 松下 京介 一般 みすず   4
  25 目黒 道裕(2) 高校 松川高   4
  25 大峽 謙(3) 中学校 ISｼﾞｭﾆｱ   4
  25 後沢 大紀(2) 高校 松川高   4
  25 大場 翔太(3) 高校 OIDE長姫高   4
  25 宮嶋 宇明(2) 高校 松川高   4
  25 宮下 翔伍(2) 高校 OIDE長姫高   4
  25 本島 尚緒(3) 中学校 高森中   4
  25 大峽 和(3) 高校 飯田高   4

男子
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[ 1組] [ 2組]

 1 菅沼 蒼太(3) 中学校   9,37.73  1 仁科 利弥 一般   8,55.81 
ｽｶﾞﾇﾏ ｿｳﾀ 駒ヶ根東中 ﾆｼﾅ ﾄｼﾔ 飯田市陸協

 2 松下 純也(2) 高校   9,43.13  2 早野 吉信 一般   9,00.04 
ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 飯田風越高 ﾊﾔﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 下伊那郡陸協

 3 瀧澤 健人(3) 中学校   9,46.79  3 伊藤 洸介 一般   9,19.33 
ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ ISｼﾞｭﾆｱ ｲﾄｳ ｺｳｽｹ 飯田市陸協

 4 福澤 刀耶(3) 中学校   9,55.25  4 原 謙二郎 一般   9,21.52 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾄｳﾔ 駒ヶ根東中 ﾊﾗ ｹﾝｼﾞﾛｳ 飯田市陸協

 5 益山 颯琉(3) 中学校   9,56.52  5 原 武司 一般   9,28.37 
ﾏｽﾔﾏ ﾊﾙ ISｼﾞｭﾆｱ ﾊﾗ ﾀｹｼ 下伊那郡陸協

 6 岩﨑 貴平(3) 中学校   9,57.73  6 宮嶋 宇明(2) 高校   9,36.08 
ｲﾜｻｷ ﾀｶﾗ 高森中 ﾐﾔｼﾞﾏ  ﾀｶｱｷ 松川高

 7 大峽 謙(3) 中学校  10,03.45  7 平澤 宏幸 一般   9,37.18 
ｵｵﾊﾞ ﾕｽﾞﾙ ISｼﾞｭﾆｱ ﾋﾗｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 飯田市陸協

 8 松下 京介 一般  10,14.01  8 安藤 悠希(2) 高校   9,40.41 
ﾏﾂｼﾀ ｷｮｳｽｹ みすず ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 飯田風越高

 9 目黒 道裕(2) 高校  10,23.48  9 代田 貴嗣 一般   9,42.24 
ﾒｸﾞﾛ  ﾐﾁﾋﾛ 松川高 ｼﾛﾀ ﾀｶﾂｸﾞ 飯田市陸協

10 森村 徳一(2) 中学校  10,23.81 10 松山 克敏 一般   9,45.48 
ﾓﾘﾑﾗ ﾉﾘｶｽﾞ 駒ヶ根東中 ﾏﾂﾔﾏ ｶﾂﾄｼ 下伊那郡陸協

11 小林 隼人(2) 中学校  10,27.77 11 長谷部 直大(2) 中学校   9,46.15 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 箕輪中 ﾊｾﾍﾞ ﾅｵﾋﾛ 赤穂中

12 熊谷 航陽(1) 中学校  10,42.10 12 帯川 伊吹(3) 中学校   9,49.80 
ｸﾏｶﾞｲ ｺｳﾖｳ ISｼﾞｭﾆｱ ｵﾋﾞｶﾜ ｲﾌﾞｷ ISｼﾞｭﾆｱ

13 福与 真生琉(3) 中学校  10,50.05 13 出澤 周大(3) 中学校   9,59.52 
ﾌｸﾖ ﾏｷﾙ 緑ヶ丘中 ﾃﾞｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 赤穂中

14 南郷 友輝(2) 中学校  11,21.30 14 駒澤 信二 一般  10,18.06 
ﾅﾝｺﾞｳ ﾕｳｷ 箕輪中 ｺﾏｻﾞﾜｼﾝｼﾞ 飯田市陸協

15 田中 惠介(2) 中学校  11,23.12 15 中村 賢太郎 一般  10,21.80 
ﾀﾅｶ ｹｲｽｹ 箕輪中 ﾅｶﾑﾗ  ｹﾝﾀﾛｳ 飯田病院

16 林  龍介(3) 高校  11,35.61 唐沢 一弥 一般
ﾊﾔｼ  ﾘｭｳｽｹ 松川高 ｶﾗｻﾜ ｶｽﾞﾔ 下伊那郡陸協

17 浅石 晴成(3) 中学校  11,46.69 矢澤 蓮太郎(2) 中学校
ｱｻｲｼ ﾊﾙ 赤穂中 ﾔｻﾞﾜ ﾚﾝﾀﾛｳ 赤穂中

18 小野寺 研斗(2) 中学校  12,57.42 保科 大樹(3) 中学校
ｵﾉﾃﾞﾗ ｹﾝﾄ 豊丘中 ﾎｼﾅ ﾀﾞｲｷ 赤穂中
松山 准也(3) 高校 山川 拓馬(3) 中学校
ﾏﾂﾔﾏ  ｼﾞｭﾝﾔ 松川高 ﾔﾏｶﾜ ﾀｸﾏ 箕輪中

   1 仁科 利弥 一般 飯田市陸協     8,55.81   2   1
   2 早野 吉信 一般 下伊那郡陸協     9,00.04   2   2
   3 伊藤 洸介 一般 飯田市陸協     9,19.33   2   3
   4 原 謙二郎 一般 飯田市陸協     9,21.52   2   4
   5 原 武司 一般 下伊那郡陸協     9,28.37   2   5
   6 宮嶋 宇明(2) 高校 松川高     9,36.08   2   6
   7 平澤 宏幸 一般 飯田市陸協     9,37.18   2   7
   8 菅沼 蒼太(3) 中学校 駒ヶ根東中     9,37.73   1   1
   9 安藤 悠希(2) 高校 飯田風越高     9,40.41   2   8
  10 代田 貴嗣 一般 飯田市陸協     9,42.24   2   9
  11 松下 純也(2) 高校 飯田風越高     9,43.13   1   2
  12 松山 克敏 一般 下伊那郡陸協     9,45.48   2  10
  13 長谷部 直大(2) 中学校 赤穂中     9,46.15   2  11
  14 瀧澤 健人(3) 中学校 ISｼﾞｭﾆｱ     9,46.79   1   3
  15 帯川 伊吹(3) 中学校 ISｼﾞｭﾆｱ     9,49.80   2  12
  16 福澤 刀耶(3) 中学校 駒ヶ根東中     9,55.25   1   4
  17 益山 颯琉(3) 中学校 ISｼﾞｭﾆｱ     9,56.52   1   5
  18 岩﨑 貴平(3) 中学校 高森中     9,57.73   1   6
  19 出澤 周大(3) 中学校 赤穂中     9,59.52   2  13
  20 大峽 謙(3) 中学校 ISｼﾞｭﾆｱ    10,03.45   1   7
  21 松下 京介 一般 みすず    10,14.01   1   8
  22 駒澤 信二 一般 飯田市陸協    10,18.06   2  14
  23 中村 賢太郎 一般 飯田病院    10,21.80   2  15
  24 目黒 道裕(2) 高校 松川高    10,23.48   1   9
  25 森村 徳一(2) 中学校 駒ヶ根東中    10,23.81   1  10
  26 小林 隼人(2) 中学校 箕輪中    10,27.77   1  11
  27 熊谷 航陽(1) 中学校 ISｼﾞｭﾆｱ    10,42.10   1  12
  28 福与 真生琉(3) 中学校 緑ヶ丘中    10,50.05   1  13
  29 南郷 友輝(2) 中学校 箕輪中    11,21.30   1  14
  30 田中 惠介(2) 中学校 箕輪中    11,23.12   1  15
  31 林  龍介(3) 高校 松川高    11,35.61   1  16
  32 浅石 晴成(3) 中学校 赤穂中    11,46.69   1  17
  33 小野寺 研斗(2) 中学校 豊丘中    12,57.42   1  18

男子
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風速 +2.8

 1 酒井 和馬(3) 高校     15.43 
ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ 上伊那農高

 2 竹折 優太 一般     16.78 
ﾀｹｵﾘ ﾕｳﾀ みすず

 3 安藤 俊輝(3) 高校     19.53 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ 飯田高

4   157

2   142

3    39

男子

110mH(1.067m)

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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[ 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 高森中   100 中塚 雄太(3)     49.84  1   3 飯田風越高   201 嵯峨座  綾(3)     44.64 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ﾅｶﾂｶ ﾕｳﾀ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｻｶﾞｻﾞ ﾘｮｳ
   99 松岡 裕雅(3)   206 林 力輝(2)

ﾏﾂｵｶ ﾕｳｶﾞ ﾊﾔｼ ﾘｷ
  102 椚谷 元(3)   205 那須野  敦(3)

ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾊﾙ ﾅｽﾉ ｱﾂｼ
  101 本島 尚緒(3)   200 古瀬 友暉(3)

ﾓﾄｼﾞﾏ ﾅｵ ﾌﾙｾ ﾕｳｷ
 2   4 緑ヶ丘中   252 岩間 琉星(2)     50.05  2   4 松川高   114 小林 光輝(2)     46.40 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ｲﾜﾏ ﾘｭｳｾｲ ﾏﾂｶﾜｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ  ｺｳｷ
  250 井原 隆基(3)   116 青山 諒成(2)

ｲﾊﾗ ﾘｭｳｷ ｱｵﾔﾏ  ﾘｮｳｾｲ
  257 西尾 洸希(2)   109 井原 晟斗(3)

ﾆｼｵ ｺｳｷ ｲﾊﾗ  ｾｲﾄ
  251 遠山 志温(3)   111 近藤 惠哉(3)

ﾄｵﾔﾏ ｼｵﾝ ｺﾝﾄﾞｳ  ﾄｼﾔ
 3   3 箕輪中(B)   247 有賀 泰徳(3)     53.05  3   2 飯田高   163 福澤 智樹(3)     46.46 

ﾐﾉﾜﾁｭｳB ｱﾙｶﾞ ﾔｽﾉﾘ ｲｲﾀﾞｺｳ ﾌｸｻﾞﾜ ﾄﾓｷ
  223 高倉 駿斗(3)   165 友保 尚樹(3)

ﾀｶｸﾗ ﾊﾔﾄ ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ
  227 山川 拓馬(3)   158 三石 隼斗(3)

ﾔﾏｶﾜ ﾀｸﾏ ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ
  248 林 秀磨(3)   157 安藤 俊輝(3)

ﾊﾔｼ ｼｭｳﾏ ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ
 4   6 飯田高陵中   169 加藤 優弥(2)     53.19  4   6 箕輪中(A)   222 戸田 全飛(3)     48.75 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｶﾄｳ ﾕｳﾔ ﾐﾉﾜﾁｭｳA ﾄﾀﾞ ﾏｻﾀｶ
  172 桐原 尚純(2)   232 松田 拓巳(3)

ｷﾘﾊﾗ ﾅｵｽﾐ ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ
  183 北原 樂人(2)   216 巻渕 来樹(3)

ｷﾀﾊﾗ ｶﾞｸﾄ ﾏｷﾌﾞﾁ ﾗｲｷ
  166 伊藤 小次郎(3)   238 瀧澤 直希(3)

ｲﾄｳ ｺｼﾞﾛｳ ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ
 5   5 箕輪中(D)   244 馬場 天志(2)     54.93  5   5 箕輪中(C)   229 柴 悠翔(2)     51.89 

ﾐﾉﾜﾁｭｳD ﾊﾞﾊﾞ ﾃﾝｼ ﾐﾉﾜﾁｭｳC ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ
  242 唐澤 悠斗(2)   233 松澤 健耶(2)

ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂﾔ
  226 山岡 楓生(2)   217 関 幸葉(2)

ﾔﾏｵｶ ﾌｳｷ ｾｷ ｺｳﾖｳ
  237 大場 晴仁(3)   221 古賀 涼輔(2)

ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾋﾄ ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ
 6   7 箕輪中(E)   215 河野 翔平(2)     57.51 

ﾐﾉﾜﾁｭｳE ｺｳﾉ ｼｮｳﾍｲ
  241 唐澤 貫太(2)

ｶﾗｻﾜ ｶﾝﾀ
  213 荻原 倫世(2)

ｵｷﾞﾊﾗ ﾄﾓｾ
  224 佐藤 大介マーク(2)

ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹﾏｰｸ

   1 飯田風越高     44.64 嵯峨座  綾(3) 林 力輝(2) 那須野  敦(3) 古瀬 友暉(3)   2   1
   2 松川高     46.40 小林 光輝(2) 青山 諒成(2) 井原 晟斗(3) 近藤 惠哉(3)   2   2
   3 飯田高     46.46 福澤 智樹(3) 友保 尚樹(3) 三石 隼斗(3) 安藤 俊輝(3)   2   3
   4 箕輪中(A)     48.75 戸田 全飛(3) 松田 拓巳(3) 巻渕 来樹(3) 瀧澤 直希(3)   2   4
   5 高森中     49.84 中塚 雄太(3) 松岡 裕雅(3) 椚谷 元(3) 本島 尚緒(3)   1   1
   6 緑ヶ丘中     50.05 岩間 琉星(2) 井原 隆基(3) 西尾 洸希(2) 遠山 志温(3)   1   2
   7 箕輪中(C)     51.89 柴 悠翔(2) 松澤 健耶(2) 関 幸葉(2) 古賀 涼輔(2)   2   5
   8 箕輪中(B)     53.05 有賀 泰徳(3) 高倉 駿斗(3) 山川 拓馬(3) 林 秀磨(3)   1   3
   9 飯田高陵中     53.19 加藤 優弥(2) 桐原 尚純(2) 北原 樂人(2) 伊藤 小次郎(3)  1   4
  10 箕輪中(D)     54.93 馬場 天志(2) 唐澤 悠斗(2) 山岡 楓生(2) 大場 晴仁(3)   1   5
  11 箕輪中(E)     57.51 河野 翔平(2) 唐澤 貫太(2) 荻原 倫世(2) 佐藤 大介マーク  1   6

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

男子

4×100mR

男子

4×100mR
タイムレース

ｵｰﾀﾞｰ2
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1m90 1m95
松島 稜之 一般 - - - - - - - O XO XO
ﾏﾂｼﾏ ﾀｶﾕｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 O XXX (  2)
林 力輝(2) 高校 - - - - - - O XO XXX
ﾊﾔｼ ﾘｷ 飯田風越高 (  2)
大久保 海翔(2) 高校 - - - - O O O XXX
ｵｵｸﾎﾞ ｶｲﾄ 飯田風越高 (  2)
本多 俊平 一般 - - - - O XO XO XXX
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 (  2)
林 秀磨(3) 中学校 O XO XO XXX
ﾊﾔｼ ｼｭｳﾏ 箕輪中 (  1)
高倉 駿斗(3) 中学校 XO O XXX
ﾀｶｸﾗ ﾊﾔﾄ 箕輪中 (  1)
有賀 泰徳(3) 中学校 O XO XXX
ｱﾙｶﾞ ﾔｽﾉﾘ 箕輪中 (  1)
巻渕 来樹(3) 中学校 欠場
ﾏｷﾌﾞﾁ ﾗｲｷ 箕輪中

4   216

6 1   223
 1.35

7 2   247
 1.35

4 7    36
 1.70

5 3   248
 1.40

2 6   206
 1.75

3 5   204
 1.70

備考

1 8    33
 1.90

1m40 1m45
氏  名 所属名

1m30 1m85
記録

1m35 1m60 1m65 1m70 1m75

男子

走高跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ
1m80
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古瀬 友暉(3) 高校   6.43   6.36   6.12    6.43 
ﾌﾙｾ ﾕｳｷ 飯田風越高   +2.4   +4.1   +3.1    +2.4
嵯峨座  綾(3) 高校   6.04   6.22   5.96    6.22 
ｻｶﾞｻﾞ ﾘｮｳ 飯田風越高   +1.3   +2.1   +1.5    +2.1
三石 隼斗(3) 高校    X    X   5.85    5.85 
ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ 飯田高   +1.9    +1.9
林 力輝(2) 高校   5.68    X   5.75    5.75 
ﾊﾔｼ ﾘｷ 飯田風越高   +3.6   +2.4    +2.4
奥田 裕貴(3) 高校   5.72   5.28   5.06    5.72 
ｵｸﾀﾞ ﾕｳｷ 阿南高   +4.5   +1.9   +0.7    +4.5
椚谷 元(3) 中学校   5.68   5.62   5.39    5.68 
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾊﾙ 高森中   +1.5   +0.7   +3.5    +1.5
松岡 裕雅(3) 中学校   5.52   5.29   5.18    5.52 
ﾏﾂｵｶ ﾕｳｶﾞ 高森中   +3.4   +2.3   +0.5    +3.4
熊谷  尚紀(3) 高校   5.47   5.19   5.10    5.47 
ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｷ 飯田風越高   +2.6   +2.3   +0.8    +2.6
吉川  七洋(3) 高校   5.01   4.81   4.34    5.01 
ﾖｼｶﾜ ﾅﾅﾐ 飯田風越高   +0.7   +1.7   +1.3    +0.7
宮下 琉(3) 高校   4.82    X    X    4.82 
ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳ 駒ヶ根工高   +2.7    +2.7
松村 喜道(2) 中学校   4.78   4.55   4.59    4.78 
ﾏﾂﾑﾗ ｷﾄﾞｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   +1.6   +3.0   +0.3    +1.6
原田 陸人(3) 中学校   4.62   4.52   4.55    4.62 
ﾊﾗﾀﾞ ﾘｸﾄ 緑ヶ丘中   +2.5   +1.7   +0.6    +2.5
小平 遥暉(2) 中学校    X   4.45   4.15    4.45 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｷ 高森中   +2.0   +1.7    +2.0
松澤 孝輝(2) 中学校   4.37   2.63   2.51    4.37 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｷ 緑ヶ丘中   +2.7   +0.7   +0.6    +2.7
中塚 雄太(3) 中学校    X    X   4.29    4.29 
ﾅｶﾂｶ ﾕｳﾀ 高森中   +1.2    +1.2
唐澤 悠斗(2) 中学校   3.78   4.08   3.87    4.08 
ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ 箕輪中   +2.9   +0.8   +1.6    +0.8
牧野 楓(2) 中学校   3.87   3.82   3.86    3.87 
ﾏｷﾉ ｶｴﾃﾞ 飯田高陵中   +2.8   +3.0   +2.3    +2.8
松田 拓巳(3) 中学校    X    X    X
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ 箕輪中
多田井 琢馬(1) 高校    X    X    X
ﾀﾀﾞｲ ﾀｸﾏ 阿南高
那須野  敦(3) 高校 欠場
ﾅｽﾉ ｱﾂｼ 飯田風越高

男子

走幅跳

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 20   200

2 19   201

3 18   158

4 12   206

5 14    40

6 17   102

7 9    99

8 8   199

9 10   198

10 11    71

11 2    21

12 5   253

13 6    98

14 4   256

15 3   100

16 7   242

17 1   184

16   205

13   232

15    42
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上原 隆伸 一般
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
友田 利男 一般
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 下伊那郡陸協
本多 俊平 一般
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
大宮 直人 一般
ｵｵﾐﾔ ﾅｵﾄ 木曽郡陸協
上條 健 一般
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
佐々木 久孝 一般 欠場
ｻｻｷ ﾋｻﾀｶ 飯田市陸協

2   191

 7.22

  X

  7.30 

5 3    35
  X  7.09   7.09 

 9.04   9.19 

4 1   249
 7.30   X

10.84  11.10 

3 4    36
 9.19  9.03

11.31  11.31 

2 5    57
11.10   X

-4- -5- -6- 記録 備考
1 6    34

11.13 11.13

男子

砲丸投(7.260kg)

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-
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藤井 隆聖(3) 高校
ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 飯田高
塚田 一勢(3) 高校
ﾂｶﾀﾞ ｲｯｾｲ 飯田高
市岡 佳大(2) 高校
ｲﾁｵｶ ｹｲﾀ OIDE長姫高
清水 憲一(3) 高校 欠場
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｲﾁ 飯田高

高校男子

砲丸投(6.000kg)

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   162

12.59 12.09   X  12.59 

2 3   161
 9.25  8.63   X   9.25 

3 1    14
  X  6.91  6.92

2   159

  6.92 
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城取 颯(2) 中学校
ｼﾛﾄﾘ ｿｳ 箕輪中
市瀬 秀耀(2) 中学校
ｲﾁﾉｾ ﾋﾃﾞﾖ 高森中

中学男子

砲丸投(5.000kg)

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   235

 6.45  6.64  6.35

2 1    97
 6.24  6.53   -   6.53 

  6.64 
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友田 利男 一般
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 下伊那郡陸協
本多 俊平 一般
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
北村 光(3) 高校
ｷﾀﾑﾗ ﾋｶﾙ 飯田高
宮下 琉(3) 高校
ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳ 駒ヶ根工高
上原 隆伸 一般
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
佐々木 久孝 一般 欠場
ｻｻｷ ﾋｻﾀｶ 飯田市陸協

 28.08 28.08

1   191

30.45  30.45 

5 3    34
  O   O

  O  36.13 

4 4    71
  -   X

  O  41.49 

3 2   164
  O 36.13

  O  45.01 

2 5    36
41.49   O

-4- -5- -6- 記録 備考
1 6    57

  O 45.01

男子

やり投

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-
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上原 隆伸 一般
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
末元 昂成(3) 高校
ｽｴﾓﾄ ｺｳｾｲ 阿南高
上條 健 一般
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
佐々木 久孝 一般
ｻｻｷ ﾋｻﾀｶ 飯田市陸協

男子

ハンマー投(7.260kg)

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    34

  X 42.55   O  42.55 

2 3    43
  O 38.04   X  38.04 

3 2    35
25.47   X   X

4 1   191
10.74   O   O  10.74 

 25.47 
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末元 昂成(3) 高校
ｽｴﾓﾄ ｺｳｾｲ 阿南高

高校男子

ハンマー投(6.000kg)

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

 45.72 
1 1    43

45.72   X   O
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[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 +1.8

 1 榎本 昊(3) 小学校     16.97  1 岩下 隼絆(3) 小学校     16.87 
ｴﾉﾓﾄ ｿﾗ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｲﾜｼﾀ ﾊﾔﾄ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 丸山 智之(3) 小学校     17.78  2 筒井  陽(3) 小学校     17.20 
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾂﾂｲ ﾊﾙ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 塩澤 佑真(2) 小学校     17.95  3 小畑 涼輔(3) 小学校     17.33 
ｼｵｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｵﾊﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 4 小畑 圭輔(3) 小学校     17.99  4 鳥海 倖正(3) 小学校     18.00 
ｵﾊﾞﾀ ｹｲｽｹ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾄﾘｳﾐ ｺｳｾｲ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 宮澤 知己(2) 小学校     18.03  5 宮澤 翔伍(4) 小学校     18.08 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾐﾔｱｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 林 旺史朗(1) 小学校     18.88  6 原 凜乃介(4) 小学校     18.17 
ﾊﾔｼ ｵｳｼﾛ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊﾗ ﾘﾝﾉｽｹ 伊那AC

 7 鈴木 楓(3) 小学校     19.24  7 清水 翔大(2) 小学校     18.44 
ｽｽﾞｷ ｶｴﾃﾞ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｼﾐｽﾞ ﾄｱ 天竜SC

 8 鳥海 宏陽(1) 小学校     21.59 中平  櫂(3) 小学校
ﾄﾘｳﾐ ﾋﾛﾊﾙ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｶｲ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

[ 3組] 風速 +1.6 [ 4組] 風速 +1.7

 1 今村 信晴(5) 小学校     17.00  1 鈴木 拓斗(5) 小学校     15.68 
ｲﾏﾑﾗ ﾉﾌﾞﾊﾙ 座光寺小 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾄ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 外山  稜真(3) 小学校     17.08  2 仲田 駿求(5) 小学校     15.72 
ﾄﾔﾏ     ﾘｮｳﾏ 下條小 ﾅｶﾀ ﾄｼﾋﾃﾞ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 3 北原 奏人(2) 小学校     17.30  3 吉澤 悠人(5) 小学校     15.80 
ｷﾀﾊﾗ ｶﾅﾄ 伊那AC ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 座光寺小

 4 唐澤 将貴(6) 小学校     17.45  4 宮澤 悠悟(3) 小学校     16.15 
ｶﾗｻﾜ ｼｮｳｷ 伊那AC ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｺﾞ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 5 松村 大輝(3) 小学校     17.48  5 安藤 康正(5) 小学校     16.31 
ｶﾂﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｾｲ 天竜SC

 6 後藤 千空(5) 小学校     17.60  6 代田 洵也(5) 小学校     16.40 
ｺﾞﾄｳ ﾁﾋﾛ 座光寺小 ｼﾛﾀ ｼﾞｭﾝﾔ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 7 平澤 輝大(4) 小学校     17.63  7 田原 隼(5) 小学校     16.88 
ﾋﾗｻﾜ ｱｷﾋﾛ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾀﾊﾗ ﾊﾔﾄ 座光寺小

 8 後藤 俐生(5) 小学校     18.21  8 鎭西  清登(4) 小学校     19.58 
ｺﾞﾄｳ ﾘｵ 天竜SC ﾁﾝｻﾞｲ   ｷﾖﾄ 下條小

[ 5組] 風速 +2.6 [ 6組] 風速 +2.2

 1 春原 秀(5) 小学校     15.28  1 森 蒼馬(5) 小学校     15.24 
ｽﾉﾊﾗ ｼｭｳ 座光寺小 ﾓﾘ ｿｳﾏ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 2 木内 憲琉(5) 小学校     15.38  1 今村 悠真(6) 小学校     15.24 
ｷｳﾁ ｹﾝﾘｭｳ 座光寺小 ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾏ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 宮脇 怜雅(5) 小学校     15.91  3 佐藤  颯(5) 小学校     15.29 
ﾐﾔﾜｷ ﾘｮｳｶﾞ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｻﾄｳ ﾊﾔﾃ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 松澤 結翔(4) 小学校     16.07  4 丸山 由晴(5) 小学校     15.31 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｲﾄ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼﾊﾙ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 西村 琉汰(6) 小学校     16.12  5 小林 歩睦(6) 小学校     15.45 
ﾆｼﾑﾗ ﾘｭｳﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 6 西村 成(6) 小学校     16.17  6 中原  稜(6) 小学校     15.46 
ﾆｼﾑﾗ ﾅﾙ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾅkﾊﾗ ﾘｮｳ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 伊原  颯太(4) 小学校     16.66  7 野村 陽斗(4) 小学校     15.68 
ｲﾊﾗ     ｿｳﾀ 下條小 ﾉﾑﾗ ﾊﾙﾄ 伊那AC

 8 櫻井 陽輝(4) 小学校     16.77  8 湯澤 幸大(5) 小学校     16.12 
ｻｸﾗｲ ﾊﾙｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾕｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

[ 7組] 風速 +3.6

 1 山口 耕(6) 小学校     13.75 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳ 上郷小

 2 保科 陽斗(6) 小学校     14.65 
ﾎｼﾅ ﾊﾙﾄ 駒ヶ根中沢RC

 3 塩澤 蒼(5) 小学校     14.69 
ｼｵｻﾞﾜ ｿｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 4 小泉 幸也(6) 小学校     14.93 
ｺｲｽﾞﾐ ﾕｷﾔ 伊那AC

 5 原田 琢己(6) 小学校     15.11 
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 6 木下  匠海(6) 小学校     15.40 
ｷﾉｼﾀ    ﾀｸﾐ 下條小

 7 清水 秀一朗(6) 小学校     15.58 
ｼﾐｽﾞ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 8 下平  陽斗(5) 小学校     15.64 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ   ﾊﾙﾄ 下條小

5    76

6    64

3    73

8    69

2    23

4    45

1   143

7    82

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6    31 1    78

2    63 5    49

4    27 6   131

8    28 3    74

1    75 2   122

7   125 4   129

5   108 8   128

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   106 7    26

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

8   154 7    70

5   138 1   107

6   104 8    29

7   130 6   152

3    47 2    72

1    48 5   103

4    65 4    30

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   105 3   140

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

1   135 7   132

7   141 6   155

5   139 4    44

3   126 5   127

2    24 8   134

4   120 2    25

8   121 3   136

No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   119 1   123

小学男子

100m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ



   1 山口 耕(6) 小学校 上郷小     13.75 (+3.6)   7   1
   2 保科 陽斗(6) 小学校 駒ヶ根中沢RC     14.65 (+3.6)   7   2
   3 塩澤 蒼(5) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     14.69 (+3.6)   7   3
   4 小泉 幸也(6) 小学校 伊那AC     14.93 (+3.6)   7   4
   5 原田 琢己(6) 小学校 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     15.11 (+3.6)   7   5
   6 森 蒼馬(5) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     15.24 (+2.2)   6   1
   6 今村 悠真(6) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.24 (+2.2)   6   1
   8 春原 秀(5) 小学校 座光寺小     15.28 (+2.6)   5   1
   9 佐藤  颯(5) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.29 (+2.2)   6   3
  10 丸山 由晴(5) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.31 (+2.2)   6   4
  11 木内 憲琉(5) 小学校 座光寺小     15.38 (+2.6)   5   2
  12 木下  匠海(6) 小学校 下條小     15.40 (+3.6)   7   6
  13 小林 歩睦(6) 小学校 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     15.45 (+2.2)   6   5
  14 中原  稜(6) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.46 (+2.2)   6   6
  15 清水 秀一朗(6) 小学校 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     15.58 (+3.6)   7   7
  16 下平  陽斗(5) 小学校 下條小     15.64 (+3.6)   7   8
  17 鈴木 拓斗(5) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.68 (+1.7)   4   1
  17 野村 陽斗(4) 小学校 伊那AC     15.68 (+2.2)   6   7
  19 仲田 駿求(5) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     15.72 (+1.7)   4   2
  20 吉澤 悠人(5) 小学校 座光寺小     15.80 (+1.7)   4   3
  21 宮脇 怜雅(5) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.91 (+2.6)   5   3
  22 松澤 結翔(4) 小学校 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     16.07 (+2.6)   5   4
  23 西村 琉汰(6) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     16.12 (+2.6)   5   5
  23 湯澤 幸大(5) 小学校 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     16.12 (+2.2)   6   8
  25 宮澤 悠悟(3) 小学校 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     16.15 (+1.7)   4   4
  26 西村 成(6) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     16.17 (+2.6)   5   6
  27 安藤 康正(5) 小学校 天竜SC     16.31 (+1.7)   4   5
  28 代田 洵也(5) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     16.40 (+1.7)   4   6
  29 伊原  颯太(4) 小学校 下條小     16.66 (+2.6)   5   7
  30 櫻井 陽輝(4) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     16.77 (+2.6)   5   8
  31 岩下 隼絆(3) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.87 (+1.8)   2   1
  32 田原 隼(5) 小学校 座光寺小     16.88 (+1.7)   4   7
  33 榎本 昊(3) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.97 (+1.0)   1   1
  34 今村 信晴(5) 小学校 座光寺小     17.00 (+1.6)   3   1
  35 外山  稜真(3) 小学校 下條小     17.08 (+1.6)   3   2
  36 筒井  陽(3) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     17.20 (+1.8)   2   2
  37 北原 奏人(2) 小学校 伊那AC     17.30 (+1.6)   3   3
  38 小畑 涼輔(3) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     17.33 (+1.8)   2   3
  39 唐澤 将貴(6) 小学校 伊那AC     17.45 (+1.6)   3   4
  40 松村 大輝(3) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     17.48 (+1.6)   3   5
  41 後藤 千空(5) 小学校 座光寺小     17.60 (+1.6)   3   6
  42 平澤 輝大(4) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     17.63 (+1.6)   3   7
  43 丸山 智之(3) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     17.78 (+1.0)   1   2
  44 塩澤 佑真(2) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     17.95 (+1.0)   1   3
  45 小畑 圭輔(3) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     17.99 (+1.0)   1   4
  46 鳥海 倖正(3) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     18.00 (+1.8)   2   4
  47 宮澤 知己(2) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     18.03 (+1.0)   1   5
  48 宮澤 翔伍(4) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     18.08 (+1.8)   2   5
  49 原 凜乃介(4) 小学校 伊那AC     18.17 (+1.8)   2   6
  50 後藤 俐生(5) 小学校 天竜SC     18.21 (+1.6)   3   8
  51 清水 翔大(2) 小学校 天竜SC     18.44 (+1.8)   2   7
  52 林 旺史朗(1) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     18.88 (+1.0)   1   6
  53 鈴木 楓(3) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     19.24 (+1.0)   1   7
  54 鎭西  清登(4) 小学校 下條小     19.58 (+1.7)   4   8
  55 鳥海 宏陽(1) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     21.59 (+1.0)   1   8
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決勝 4月7日 14:50

 1 宮内 達矢(5) 小学校   3,16.98 
ﾐﾔｳﾁ ﾀﾂﾔ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 福島 圭亮(6) 小学校   3,17.90 
ﾌｸｼﾏ ｹｲｽｹ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 保科 陽斗(6) 小学校   3,22.99 
ﾎｼﾅ ﾊﾙﾄ 駒ヶ根中沢RC

 4 熊谷 駿汰(5) 小学校   3,23.63 
ｸﾏｶﾞｲ ｼｭﾝﾀ ISｼﾞｭﾆｱ

 5 矢澤 秀成(6) 小学校   3,26.38 
ﾔｻﾞﾜ ｼｭｳｾｲ 駒ヶ根中沢RC

 6 玉木 輝(5) 小学校   3,26.99 
ﾀﾏｷ ﾋｶﾙ 駒ヶ根中沢RC

 7 木下 斎滉(6) 小学校   3,28.14 
ｷﾉｼﾀ ｲｯｺｳ 駒ヶ根中沢RC

 8 矢澤 颯介(4) 小学校   3,30.10 
ﾔｻﾞﾜ ｿｳｽｹ 駒ヶ根中沢RC

 9 小松 竹千代(4) 小学校   3,37.73 
ｺﾏﾂ ﾀｹﾁﾖ 駒ヶ根中沢RC

10 塚平 琉(6) 小学校   3,38.64 
ﾂｶﾀﾞｲﾗ ﾙｲ ISｼﾞｭﾆｱ

11 中平  翔(5) 小学校   3,39.05 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｼｮｳ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

12 宮脇 怜雅(5) 小学校   3,40.41 
ﾐﾔﾜｷ ﾘｮｳｶﾞ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

13 大森 瑛稀(6) 小学校   3,41.96 
ｵｵﾓﾘ ｴｲｷ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

14 塩沢 虎太郎(6) 小学校   3,44.37 
ｼｵｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ 川路小

15 鈴木 凱斗(5) 小学校   3,45.17 
ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 駒ヶ根中沢RC

16 梅木 優太(4) 小学校   4,02.44 
ｳﾒｷ ﾕｳﾀ ISｼﾞｭﾆｱ

17 鳥海 倖正(3) 小学校   4,18.95 
ﾄﾘｳﾐ ｺｳｾｲ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

18 宮澤 翔伍(4) 小学校   4,23.53 
ﾐﾔｱｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

19 南島 稟太(6) 小学校   4,25.53 
ﾐﾅﾐｼﾏ ﾘﾝﾀ 川路小
宮澤 知己(2) 小学校
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

小学男子
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欠場



決勝 4月7日 15:30

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A  129 佐藤  颯(5)   1,00.80 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞA ｻﾄｳ ﾊﾔﾃ
  128 今村 悠真(6)

ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾏ
  122 丸山 由晴(5)

ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼﾊﾙ
  131 中原  稜(6)

ﾅkﾊﾗ ﾘｮｳ
 2   2 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ    27 西村 成(6)   1,02.04 

ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾆｼﾑﾗ ﾅﾙ
   26 森 蒼馬(5)

ﾓﾘ ｿｳﾏ
   28 西村 琉汰(6)

ﾆｼﾑﾗ ﾘｭｳﾀ
   23 塩澤 蒼(5)

ｼｵｻﾞﾜ ｿｳ
 3   6 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少    76 清水 秀一朗(6)   1,02.68 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳ ｼﾐｽﾞ ｼｭｳｲﾁﾛｳ
   74 小林 歩睦(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ
   77 大森 瑛稀(6)

ｵｵﾓﾘ ｴｲｷ
   73 原田 琢己(6)

ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ
 4   1 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B  124 宮内 達矢(5)   1,05.59 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞB ﾐﾔｳﾁ ﾀﾂﾔ
  133 中平  翔(5)

ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｼｮｳ
  125 宮脇 怜雅(5)

ﾐﾔﾜｷ ﾘｮｳｶﾞ
  137 福島 圭亮(6)

ﾌｸｼﾏ ｹｲｽｹ
 5   3 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(C  123 岩下 隼絆(3)   1,09.95 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞC ｲﾜｼﾀ ﾊﾔﾄ
  121 丸山 智之(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ
  119 榎本 昊(3)

ｴﾉﾓﾄ ｿﾗ
  136 筒井  陽(3)

ﾂﾂｲ ﾊﾙ
 6   5 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(D  127 宮澤 翔伍(4)   1,10.68 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞD ﾐﾔｱｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ
  130 松村 大輝(3)

ｶﾂﾑﾗ ﾀﾞｲｷ
  138 平澤 輝大(4)

ﾋﾗｻﾜ ｱｷﾋﾛ
  140 鈴木 拓斗(5)

ｽｽﾞｷ ﾀｸﾄ
 7   8 下條小(A)    68 中  綜磨(4)   1,10.91 

ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳA ﾅｶ   ｿｳﾏ
   63 伊原  颯太(4)

ｲﾊﾗ     ｿｳﾀ
   67 村松  優蘭(4)

ﾑﾗﾏﾂ   ﾕﾗﾝ
   66 熊谷  永遠(4)

ｸﾏｶﾞｲ    ﾄﾜ
  4 座光寺小   107 田原 隼(5)

ｻﾞｺｳｼﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ ﾀﾊﾗ ﾊﾔﾄ 失格
  106 春原 秀(5)

ｽﾉﾊﾗ ｼｭｳ
  108 木内 憲琉(5)

ｷｳﾁ ｹﾝﾘｭｳ
  103 吉澤 悠人(5)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ

小学男子

4×100mR


	100m
	400m
	1500m
	3000m
	110mH(1.067m)
	4x100mR
	走高跳
	走幅跳
	男子砲丸投(7.260kg)
	高校砲丸投(6.000kg)
	中学砲丸投(5.000kg)
	やり投(0.800kg)
	ハンマー投(7.260kg)
	高校ハンマー投(6.000kg)
	小学100m
	小学1000m
	小学4x100mR
	男子
	決勝記録一覧表


