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第 36回 飯伊小学生陸上競技大会 
（第 36回長野県小学生陸上競技大会予選会) 

第 20回 飯伊中学生陸上競技大会 

記録集 
 

 
期  日 ： 令和元年５月 19日（日） 

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 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 

        下伊那地区中学校体育連盟・下伊那校長会・㈱南信州新聞社 

会  場 ： 飯田市総合運動場陸上競技場（172050） 

審 判 長 ： 大蔵 豊 

記録主任 ：  清水 美彦 

 

■ この大会で樹立された記録 

種 目 ﾗｳﾝﾄﾞ 記 録 氏  名 男女 所   属 従来の記録 備  考 

小学 4年 100ｍ 予選 15秒 39 柳 美結 女 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 15秒 51 大会新 

 

■ 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 

2019/5/19 9:00 晴れ 南南西 1.5 22.2 42.0 

  

 10:00 晴れ 南南西 1.0 24.4 41.0 
 11:00 晴れ 南南西 2.1 25.9 40.0 
 12:00 晴れ 南 0.9 28.2 39.0 
 13:00 晴れ 南西 3.6 29.0 39.0 
 14:00 晴れ 南西 5.2 29.5 39.0 
 15:00 晴れ 南南西 3.7 29.1 39.0 
 16:00 曇り 南西 4.8 31.0 38.0 
       

 



第20回飯伊中学生陸上競技大会          

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
05/19 中学男子  +4.2 松村 喜道(3) 11.51 伊藤 新(3) 11.79 春原 賢(2) 12.08 山﨑 拓夢(3) 12.11 牧島 由輝(2) 12.26 松村 草児(2) 12.34 岩間 琉星(3) 12.38

100m 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･飯田高陵中 中学生･下伊那松川中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･高森中 中学生･緑ヶ丘中
05/19  +3.7 近藤 皓哉(3) 23.77 伊藤 新(3) 24.33 山﨑 拓夢(3) 25.26 松村 草児(2) 25.72 合津 春快(2) 26.96 倉田 錬(3) 27.23 吉野 匠(3) 27.35

200m 中学生･下伊那松川中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･下伊那松川中 中学生･高森中 中学生･高森中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･緑ヶ丘中
05/19 近藤 皓哉(3) 52.52 西尾 洸希(3) 55.74 田中 隆斗(3) 57.71 松村 青悟(2) 59.58 小野寺 研斗(3) 1,05.13

400m 中学生･下伊那松川中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･阿智中 中学生･高森中 中学生･豊丘中
05/19 小池 莉希(3) 9,55.27 梅原 悠良(2) 9,55.77 熊谷 航陽(2) 9,56.95 山田 隼輔(2) 10,28.30 羽生 大起(2) 10,55.76 宮澤 柊太(2) 11,12.81 小林 竜也(3) 11,22.45 福島 圭亮(1) 11,28.73

3000m 中学生･飯田高陵中 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ 中学生･飯田高陵中 中学生･下伊那松川中
05/19 小平 遥暉(3) 1.70 佐藤 一成(3) 1.40 安藤 義和(2) 1.30

走高跳 中学生･高森中 中学生･飯田東中 中学生･高森中
05/19 松村 喜道(3) 5.81(+2.4) 牧野 楓(3) 5.24(+3.8) 松澤 孝輝(3) 5.18(+3.0) 松下 昇龍(2) 4.90(+3.1) 橘 慶司郎(2) 4.82(+3.4) 安藤 陽人(2) 4.13(+2.7) 塩澤 拓虎(1) 3.27(+4.8)

走幅跳 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･飯田高陵中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･天龍中 中学生･高森中 中学生･緑ヶ丘中
05/19 市瀬 秀耀(3) 7.80 清水 雄斗(1) 5.10

砲丸投(5.000kg) 中学生･高森中 中学生･緑ヶ丘中
05/19 緑ヶ丘中       49.20 飯田高陵中       51.21 高森中(A)       53.06 高森中(B)       54.95

4×100mR 松下 昇龍(2) 加藤 優弥(3) 安藤 義和(2) 圓谷 琉太(1)
岩間 琉星(3) 友竹 歩夢(3) 山田 隼輔(2) 松村 青悟(2)
牧島 由輝(2) 小林 竜也(3) 市瀬 秀耀(3) 原田 尊(1)
西尾 洸希(3) 春原 賢(2) 合津 春快(2) 松村 草児(2)



予選 5月19日 10:40
決勝 5月19日 14:45

大会新(GR)          11.21
県中学新(KR)        10.85

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 -0.6

 1 圓谷 琉太(1) 中学生     14.50  1 伊達 阿莉(2) 中学生     13.03 
ﾂﾌﾞﾗﾔ ﾘｭｳﾀ 高森中 ﾀﾞﾃ ｱﾘ 飯田東中

 2 今村 悠真(1) 中学生     14.59  2 安藤 義和(2) 中学生     13.32 
ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾏ 下伊那松川中 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼｶｽﾞ 高森中

 3 佐々木 康多(1) 中学生     15.51  3 合津 春快(2) 中学生     13.40 
ｻｻｷ ｺｳﾀ 下伊那松川中 ｺﾞｳｽﾞ ｼｭﾝｶｲ 高森中

 4 九貫 琉史(1) 中学生     15.53  4 樋口 誠太(2) 中学生     13.67 
ｸﾇｷ ﾘｭｳｼﾞ 飯田高陵中 ﾋｸﾞﾁ ｾｲﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 5 原田 尊(1) 中学生     15.94  5 安藤 陽人(2) 中学生     13.93 
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｯﾄ 高森中 ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ 高森中

 6 古島 祐希(1) 中学生     16.25  6 鵜飼 翼(1) 中学生     14.23 
ﾌﾙｼﾏ ﾕｳｷ 緑ヶ丘中 ｳｶｲ ﾂﾊﾞｻ 緑ヶ丘中

 7 丸山 康佑(1) 中学生     16.93  7 三石 諒(1) 中学生     14.31 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｽｹ 緑ヶ丘中 ﾐﾂｲｼ ﾘｮｳ 飯田高陵中
塩澤 慎(1) 中学生  8 椎谷 芳貴(1) 中学生     15.10 
ｼｵｻﾞﾜ ｼﾝ 飯田高陵中 ｼｲﾔ ﾖｼｷ 飯田高陵中

[ 3組] 風速 +3.2 [ 4組] 風速 +3.9

 1 牧島 由輝(2) 中学生     12.30 q  1 松村 喜道(3) 中学生     11.69 q
ﾏｷｼﾏ ﾕｷ 緑ヶ丘中 ﾏﾂﾑﾗ ｷﾄﾞｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 松村 草児(2) 中学生     12.39 q  2 山﨑 拓夢(3) 中学生     11.92 q
ﾏﾂﾑﾗ ｿｳｼﾞ 高森中 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾑ 下伊那松川中

 3 大藏 永竣(3) 中学生     12.64  3 伊藤 新(3) 中学生     11.92 q
ｵｵｸﾗ ｴｲｼｭﾝ 下伊那松川中 ｲﾄｳ ｱﾗﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 友竹 歩夢(3) 中学生     12.66  4 春原 賢(2) 中学生     12.22 q
ﾄﾓﾀｹ ｱﾕﾑ 飯田高陵中 ｽﾉﾊﾗ ｹﾝ 飯田高陵中

 5 市瀬 秀耀(3) 中学生     12.68  5 岩間 琉星(3) 中学生     12.30 q
ｲﾁﾉｾ ﾋﾃﾞﾖ 高森中 ｲﾜﾏ ﾘｭｳｾｲ 緑ヶ丘中

 6 松村 青悟(2) 中学生     13.08  6 小平 遥暉(3) 中学生     12.59 q
ﾏﾂﾑﾗ ｾｲｺﾞ 高森中 ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｷ 高森中

 7 折竹 直輝(3) 中学生     13.87  7 松下 昇龍(2) 中学生     12.60 
ｵﾘﾀｹ ﾅｵｷ 飯田高陵中 ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾘｭｳ 緑ヶ丘中

風速 +4.2

 1 松村 喜道(3) 中学生     11.51 
ﾏﾂﾑﾗ ｷﾄﾞｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 伊藤 新(3) 中学生     11.79 
ｲﾄｳ ｱﾗﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 春原 賢(2) 中学生     12.08 
ｽﾉﾊﾗ ｹﾝ 飯田高陵中

 4 山﨑 拓夢(3) 中学生     12.11 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾑ 下伊那松川中

 5 牧島 由輝(2) 中学生     12.26 
ﾏｷｼﾏ ﾕｷ 緑ヶ丘中

 6 松村 草児(2) 中学生     12.34 
ﾏﾂﾑﾗ ｿｳｼﾞ 高森中

 7 岩間 琉星(3) 中学生     12.38 
ｲﾜﾏ ﾘｭｳｾｲ 緑ヶ丘中
小平 遥暉(3) 中学生
ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｷ 高森中 欠場

1  8405

8  8595

2  8400

7  8597

4  8368

3  8454

6  8641

氏  名 所属名 記録／備考
5  8625

決勝

順 ﾚｰﾝ No.

6  85983  8417

8  8405

2  8595

3  8454

5  8641

4  8368

7  8625
氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

2  8404

4  8406

7  8416

8  8369

6  8400

5  8597
氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

1  8442

5  8445

7  8604

8  8396

6  8738

2  8392

4  8403

3   300
氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

4  8444

1  8605

7  8608

3  8371

6  8443

8  8366

No.

2  8353

5  8370

中学男子

100m

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ



決勝 5月19日 13:45

大会新(GR)          22.89
県中学新(KR)        21.88

風速 +3.7

 1 近藤 皓哉(3) 中学生     23.77 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾙﾔ 下伊那松川中

 2 伊藤 新(3) 中学生     24.33 
ｲﾄｳ ｱﾗﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 山﨑 拓夢(3) 中学生     25.26 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾑ 下伊那松川中

 4 松村 草児(2) 中学生     25.72 
ﾏﾂﾑﾗ ｿｳｼﾞ 高森中

 5 合津 春快(2) 中学生     26.96 
ｺﾞｳｽﾞ ｼｭﾝｶｲ 高森中

 6 倉田 錬(3) 中学生     27.23 
ｸﾗﾀ ﾚﾝ 緑ヶ丘中

 7 吉野 匠(3) 中学生     27.35 
ﾖｼﾉ ﾀｸﾐ 緑ヶ丘中

中学男子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  8367

7  8641

5  8368

4  8400

8  8609

6  8392

2  8601



決勝 5月19日 15:00

大会新(GR)          51.50
県中学新(KR)        50.35

 1 近藤 皓哉(3) 中学生     52.52 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾙﾔ 下伊那松川中

 2 西尾 洸希(3) 中学生     55.74 
ﾆｼｵ ｺｳｷ 緑ヶ丘中

 3 田中 隆斗(3) 中学生     57.71 
ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾄ 阿智中

 4 松村 青悟(2) 中学生     59.58 
ﾏﾂﾑﾗ ｾｲｺﾞ 高森中

 5 小野寺 研斗(3) 中学生   1,05.13 
ｵﾉﾃﾞﾗ  ｹﾝﾄ 豊丘中

中学男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  8367

4  8596

6  8543

5  8466

2  8404



決勝 5月19日 15:10

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

 1 小池 莉希(3) 中学生   9,55.27 
ｺｲｹ ﾘｷ 飯田高陵中

 2 梅原 悠良(2) 中学生   9,55.77 
ｳﾒﾊﾗ ﾕﾗ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 熊谷 航陽(2) 中学生   9,56.95 
ｸﾏｶﾞｲ ｺｳﾖｳ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 山田 隼輔(2) 中学生  10,28.30 
ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 高森中

 5 羽生 大起(2) 中学生  10,55.76 
ﾊﾆｭｳ ﾀﾞｲｷ 飯田高陵中

 6 宮澤 柊太(2) 中学生  11,12.81 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ ISｼﾞｭﾆｱ

 7 小林 竜也(3) 中学生  11,22.45 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 飯田高陵中

 8 福島 圭亮(1) 中学生  11,28.73 
ﾌｸｼﾏ ｹｲｽｹ 下伊那松川中

 9 加藤 優弥(3) 中学生  11,34.18 
ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 飯田高陵中

10 塚平 琉(1) 中学生  11,43.97 
ﾂｶﾀﾞｲﾗ ﾙｲ ISｼﾞｭﾆｱ

11 藤本 崚聖(1) 中学生  12,00.61 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳｾｲ 緑ヶ丘中

12 熊谷 蓮(1) 中学生  12,35.12 
ｸﾏｶﾞｲ ﾚﾝ 緑ヶ丘中

13 嵯峨 健介(1) 中学生  12,55.21 
ｻｶﾞ ｹﾝｽｹ 緑ヶ丘中

14 猪野 夏生(1) 中学生  13,31.90 
ｲﾉ  ﾅﾂｷ 豊丘中
山岸 亮太(2) 中学生
ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳﾀ ISｼﾞｭﾆｱ

5  8737
欠場

12  8602

13   230

14  8603

8  8590

2  8413

15  8632

10  8419

1  8354

6  8455

9     1

7  8480

11  8381

4  8411

3  8626

中学男子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月19日 16:05

大会新(GR)          45.67
県記録(KR)          43.57

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 緑ヶ丘中  8598 松下 昇龍(2)     49.20 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾘｭｳ
 8595 岩間 琉星(3)

ｲﾜﾏ ﾘｭｳｾｲ
 8597 牧島 由輝(2)

ﾏｷｼﾏ ﾕｷ
 8596 西尾 洸希(3)

ﾆｼｵ ｺｳｷ
 2   6 飯田高陵中  8413 加藤 優弥(3)     51.21 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｶﾄｳ ﾕｳﾔ
 8416 友竹 歩夢(3)

ﾄﾓﾀｹ ｱﾕﾑ
 8419 小林 竜也(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ
 8454 春原 賢(2)

ｽﾉﾊﾗ ｹﾝ
 3   3 高森中(A)  8403 安藤 義和(2)     53.06 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳA ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼｶｽﾞ
 8381 山田 隼輔(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ
 8406 市瀬 秀耀(3)

ｲﾁﾉｾ ﾋﾃﾞﾖ
 8392 合津 春快(2)

ｺﾞｳｽﾞ ｼｭﾝｶｲ
 4   5 高森中(B)  8370 圓谷 琉太(1)     54.95 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳB ﾂﾌﾞﾗﾔ ﾘｭｳﾀ
 8404 松村 青悟(2)

ﾏﾂﾑﾗ ｾｲｺﾞ
 8371 原田 尊(1)

ﾊﾗﾀﾞ ﾀｯﾄ
 8400 松村 草児(2)

ﾏﾂﾑﾗ ｿｳｼﾞ

中学男子

4×100mR

決勝



決勝 5月19日  9:30

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

1m70 1m75
小平 遥暉(3) 中学生 - - - - O - O - O -
ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｷ 高森中 XO -
佐藤 一成(3) 中学生 - - - O O XXX
ｻﾄｳ ｶｽﾞﾅﾘ 飯田東中
安藤 義和(2) 中学生 O O XO XXX
ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼｶｽﾞ 高森中

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
1m20 1m25 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m65

1 3  8405  1.70

記録
1m30 1m35

2 2  8570  1.40

 1.303 1  8403



決勝 5月19日 12:00

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

松村 喜道(3) 中学生    X    X   5.81    X    X   5.80    5.81 
ﾏﾂﾑﾗ ｷﾄﾞｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   +2.4   +2.1    +2.4
牧野 楓(3) 中学生   4.74   5.03   5.17   5.24   5.06   5.00    5.24 
ﾏｷﾉ ｶｴﾃﾞ 飯田高陵中   +2.5   +1.4   +0.8   +3.8   +1.5   +1.8    +3.8
松澤 孝輝(3) 中学生   4.86   5.03    X   5.18   5.06    X    5.18 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｷ 緑ヶ丘中   -0.5   +2.6   +3.0   +3.0    +3.0
松下 昇龍(2) 中学生   3.97   4.90   4.73   4.79   4.60   4.12    4.90 
ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾘｭｳ 緑ヶ丘中   +2.1   +3.1   +1.8   +3.4   +3.8   +1.8    +3.1
橘 慶司郎(2) 中学生   4.56   4.82   4.64   4.50   4.52   4.41    4.82 
ﾀﾁﾊﾞﾅ ｹｲｼﾞﾛｳ 天龍中   +2.3   +3.4   +4.7   +3.8   +2.9   +1.7    +3.4
安藤 陽人(2) 中学生   4.13    X    -    -    -    -    4.13 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ 高森中   +2.7    +2.7
塩澤 拓虎(1) 中学生    X    X   3.07   3.04   2.98   3.27    3.27 
ｼｵｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 緑ヶ丘中   +2.6   +2.6   +1.8   +4.8    +4.8

中学男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 7  8625

-5-

2 3  8412

3 5  8599

4 4  8598

7 1  8600

5 6  8515

6 2  8396



決勝 5月19日 15:00

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

市瀬 秀耀(3) 中学生
ｲﾁﾉｾ ﾋﾃﾞﾖ 高森中
清水 雄斗(1) 中学生
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ 緑ヶ丘中

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  8406  7.80  7.49  7.37

2 1  8593  4.66  5.03  5.10   5.10  4.63  4.06  4.14

  X   X  7.20   7.80 
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