
大会コード 22170512

： ２０２２年５月２２日(日) 
： 飯田市総合運動場陸上競技場（競技場コード 172050）
： 飯田市陸上競技協会・下伊那郡陸上競技協会
： （公財)飯田市スポーツ協会・下伊那郡体育協会
： 飯伊陸上競技協会
： 飯田市教育委員会・飯伊市町村教育委員会連絡協議会

下伊那校長会・(株)南信州新聞社
： 大坪 章男
： 原 宏旭(トラック)・高野 喜宏(フィールド)
： 清水 美彦

■グラウンドコンディション

■この大会で樹立された記録

風速

第23回 飯伊中学生陸上競技大会

記 録 集
期 日
会 場

記録・情報主任

時刻 天候 風向 風速 気温

主 催
共 催
主 管
後 援

総 務
審 判 長

湿度湿度 時刻 天候 風向 気温
(m/s) (℃) (%)

09:30 晴れ 東北東 2.0 18.9 67.3 13:00 晴れ 北東 1.1 25.2 39.3
(m/s) (℃) (%)

10:00 曇り 北東 0.7 22.7 39.1
11:00 晴れ 北北東 0.7 24.1 43.5 15:00 晴れ 北東

49.5 14:00 晴れ 南南西 0.8 26.1

ラウンド

1.7 26.7 34.6
12:00 晴れ 北北西 2.8 24.6 39.2 16:00

記録 氏名(学年) 所属 従来の記録チーム名 ﾒﾝﾊﾞｰ(学年)

晴れ 南南西 2.1 27.0 35.1

飯田高陵中

松村 華萌(3)

52.70
千葉 唯花(3)
塩澤 みのり(2)

小池 悠(3)

5月22日 大会新 女子 4x100mR 決勝 52.37

日付 記録の種類 クラス 種目



ﾄﾗｯｸ審判長 原 宏旭

跳躍審判長 高野 喜宏
投てき審判長 高野 喜宏

【開催日】 2022年5月22日 ｽﾀｰﾄ審判長 林 努

【主催団体】 飯田下伊那陸上競技協会 決勝記録一覧表 記録主任 清水 美彦

男  子 【競技場】飯田市松尾総合運動場陸上競招集所審判長 関 博文
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

 5/22 中学男子  +0.1 𠮷𠮷澤 悠人(3) 11.82 新井 大誠(3) 11.85 片桐 颯泰(3) 12.11 野口 厚気(3) 12.26 森 蒼馬(3) 12.27 濱島 陸(3) 12.74 後藤 大河(2) 12.86
100m 飯田高陵中 喬木中 緑ヶ丘中 飯田高陵中 緑ヶ丘中 緑ヶ丘中 高森中

 5/22  -0.9 𠮷𠮷澤 悠人(3) 25.13 後藤 大河(2) 27.50 古籏 育(2) 27.91 深谷 昂平(2) 28.10 池田 壱惺(2) 28.60 宮澤 翔伍(2) 29.01
200m 飯田高陵中 高森中 高森中 緑ヶ丘中 緑ヶ丘中 下伊那松川中

 5/22 濱嶋 大輝(3) 59.65 橋爪 千慧(3) 59.71 伊藤 拓実(2) 1:07.92
400m 緑ヶ丘中 緑ヶ丘中 旭ヶ丘中

 5/22 熊谷 駿汰(3) 9:35.38 牧内 宇龍(2) 10:05.64 山本 朝輝(3) 10:09.13 宮内 達矢(3) 10:14.87 筒井 陽(1) 10:50.82 鳥海 倖正(1) 10:53.42 本島 岳(1) 11:09.42 橋本 蒼平(1) 11:09.74
3000m ISｼﾞｭﾆｱ 喬木中 豊丘中 高森中 飯田高陵中 高森中 高森中 高森中

 5/22 新井 大誠(3) 6.14(+0.3) 仲田 駿求(3) 5.89(0.0) 宮下 昇己(3) 4.71(+0.5) 松下 浩也(2) 4.32(-0.6) 平澤 輝大(2) 3.92(+1.5) 山﨑 瑛翔(2) 3.91(+1.4) 小林 健伸(2) 3.67(0.0)
走幅跳 喬木中 旭ヶ丘中 天龍中 緑ヶ丘中 下伊那松川中 天龍中 緑ヶ丘中

 5/22 片桐 一平(2) 7.96 渡邊 琉太(2) 7.41 原田 天(2) 6.31

砲丸投(5.000kg) 緑ヶ丘中 旭ヶ丘中 高森中
 5/22 原田 天(2) 35.74 金田 琉(2) 27.37

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 高森中 下條中
 5/22 緑ヶ丘中(A)       46.48 飯田高陵中       49.34 高森中       50.56 緑ヶ丘中(B)       54.49 豊丘中       57.95

4×100m 森 蒼馬(3) 今村 信晴(3) 古籏 育(2) 鈴木 寿哉(1) 松村 和眞(1)
石原 隆(3) 野口 厚気(3) 後藤 大河(2) 深谷 昂平(2) 松川 倖凌(1)
橋爪 千慧(3) 春原 秀(3) 筑丸 心斗(2) 萩原 優汰(1) 山本 朝輝(3)
片桐 颯泰(3) 𠮷𠮷澤 悠人(3) 安藤 康正(3) 池田 壱惺(2) 山﨑 柊(1)



予選 5月22日 11:15
決勝 5月22日 14:45

長野県中学記録(CR)              10.85 塚原 直貴                    岡谷北部         2000/07/09  
大会記録(GR)                    11.21 木下　博貴                   緑ヶ丘中         2014        

[ 1組] 風速 -2.4 [ 2組] 風速 -2.3

 1 萩原 優汰(1)     14.45  1 濱島 陸(3)     13.02 q
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾀ 緑ヶ丘中 ﾊﾏｼﾏ ﾘｸ 緑ヶ丘中

 2 今村 信晴(3)     14.48  2 松村 和眞(1)     13.36 
ｲﾏﾑﾗ ﾉﾌﾞﾊﾙ 飯田高陵中 ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 豊丘中

 3 市瀬 悠斗(2)     14.52  3 宮澤 翔伍(2)     13.87 
ｲﾁﾉｾ ﾕｳﾄ 旭ヶ丘中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 下伊那松川中

 4 永井 真奈斗(1)     14.65  4 近藤 良祐(2)     13.91 
ﾅｶﾞｲ ﾏﾅﾄ 旭ヶ丘中 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｽｹ 高森中

 5 篠田 夏輝(2)     14.81  5 嶽野 瑛人(1)     13.93 
ｼﾉﾀﾞ ﾅﾂｷ 飯田高陵中 ﾀｹﾉ ｴｲﾄ 飯田高陵中

 6 鈴木 寿哉(1)     15.46  6 川尻 悠人(3)     15.72 
ｽｽﾞｷ ﾄｳﾔ 緑ヶ丘中 ｶﾜｼﾞﾘ ﾕｳﾄ 旭ヶ丘中

 7 嵯峨 寛也(1)     16.26   松下 白龍(3)      
ｻｶﾞ ﾋﾛﾔ 緑ヶ丘中 ﾏﾂｼﾀ ﾊｸﾘｭｳ 緑ヶ丘中

  今村 晟南(2)        齊藤 音生(2)      
ｲﾏﾑﾗ ｾﾅ 旭ヶ丘中 ｻｲﾄｳ ﾈｵ 高森中

[ 3組] 風速 -1.9 [ 4組] 風速 -0.4

 1 後藤 大河(2)     12.98 q  1 𠮷𠮷澤 悠人(3)     11.86 q
ｺﾞﾄｳ ﾀｲｶﾞ 高森中 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 飯田高陵中

 2 中原 晃(2)     13.15  2 新井 大誠(3)     11.93 q
ﾅｶﾊﾗ ﾋｶﾙ 下伊那松川中 ｱﾗｲ ﾀｲｾｲ 喬木中

 3 安藤 康正(3)     13.23  3 片桐 颯泰(3)     12.05 q
ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｾｲ 高森中 ｶﾀｷﾞﾘ ｿｳﾀ 緑ヶ丘中

 4 春原 秀(3)     13.29  4 野口 厚気(3)     12.27 q
ｽﾉﾊﾗ ｼｭｳ 飯田高陵中 ﾉｸﾞﾁ ｺｳｷ 飯田高陵中

 5 筑丸 心斗(2)     13.41  5 森 蒼馬(3)     12.27 q
ﾁｸﾏﾙ ｼﾝﾄ 高森中 ﾓﾘ ｿｳﾏ 緑ヶ丘中

 6 髙田 登夢(2)     13.64  6 平澤 文弥(3)     12.63 q
ﾀｶﾀﾞ ﾄﾑ 飯田高陵中 ﾋﾗｻﾜ ﾌﾐﾔ 緑ヶ丘中

 7 福惠 蒼一(2)     14.39   石原 隆(3)      
ﾌｸｴ ｿｳｲﾁ 高森中 ｲｼﾊﾗ ﾀｶｼ 緑ヶ丘中

風速 +0.1

 1 𠮷𠮷澤 悠人(3)     11.82 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 飯田高陵中

 2 新井 大誠(3)     11.85 
ｱﾗｲ ﾀｲｾｲ 喬木中

 3 片桐 颯泰(3)     12.11 
ｶﾀｷﾞﾘ ｿｳﾀ 緑ヶ丘中

 4 野口 厚気(3)     12.26 
ﾉｸﾞﾁ ｺｳｷ 飯田高陵中

 5 森 蒼馬(3)     12.27 
ﾓﾘ ｿｳﾏ 緑ヶ丘中

 6 濱島 陸(3)     12.74 
ﾊﾏｼﾏ ﾘｸ 緑ヶ丘中

 7 後藤 大河(2)     12.86 
ｺﾞﾄｳ ﾀｲｶﾞ 高森中

  平澤 文弥(3)      
ﾋﾗｻﾜ ﾌﾐﾔ 緑ヶ丘中

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5  8413 7  8884

記録／備考
4  8614 1  8593

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

1  8629 2  8381

7  8731 4  8352

6  8604 3  8622

8  8410 8  8423

 8407
DNS DNS

2  8603 5  8612
DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  8620 6

6  8370 3  8414
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  8376 8  8594

7  8350 7  8532

8  8406 6  8613

5  8416 5  8417

 8591
DNS

3  8418 2  8609

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4  8377 4

6  8594

3  8417

記録／備考
4  8414

5  8532

DNS

2  8370

8  8609

7  8613

1  8593



決勝 5月22日 13:40

長野県中学記録(CR)              21.73 落合 華七斗                  堀金             2019/08/21  
大会記録(GR)                    22.89 木下　博貴                   緑ヶ丘中         2014        

風速 -0.9

 1 𠮷𠮷澤 悠人(3)     25.13 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 飯田高陵中

 2 後藤 大河(2)     27.50 
ｺﾞﾄｳ ﾀｲｶﾞ 高森中

 3 古籏 育(2)     27.91 
ﾌﾙﾊﾀ ﾊｸﾞﾐ 高森中

 4 深谷 昂平(2)     28.10 
ﾌｶﾔ ｺｳﾍｲ 緑ヶ丘中

 5 池田 壱惺(2)     28.60 
ｲｹﾀﾞ ｲｯｾｲ 緑ヶ丘中

 6 宮澤 翔伍(2)     29.01 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 下伊那松川中

  平澤 文弥(3)      
ﾋﾗｻﾜ ﾌﾐﾔ 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  8414

7  8370

5  8404

4  8935

8  8609
DNS

6  8930

2  8352



決勝 5月22日 14:55

長野県中学記録(CR)              49.54 落合 華七斗                  堀金             2019/09/01  
大会記録(GR)                    51.50 近藤　恵哉                   伊那松川中       2015        

 1 濱嶋 大輝(3)     59.65 
ﾊﾏｼﾏ ﾀｲｷ 緑ヶ丘中

 2 橋爪 千慧(3)     59.71 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾁｻﾄ 緑ヶ丘中

 3 伊藤 拓実(2)   1:07.92 
ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 旭ヶ丘中

5  8623

4  8607

3  8601

中学男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月22日 15:05

長野県中学記録(CR)            8:30.96 吉岡 大翔                    川中島           2019/12/15  
大会記録(GR)                  9:07.68 松尾　崇文                   松川中           2002        

 1 熊谷 駿汰(3)   9:35.38 
ｸﾏｶﾞｲ  ｼｭﾝﾀ ISｼﾞｭﾆｱ

 2 牧内 宇龍(2)  10:05.64 
ﾏｷｳﾁ ｳﾘｭｳ 喬木中

 3 山本 朝輝(3)  10:09.13 
ﾔﾏﾓﾄ ｱｻﾋ 豊丘中

 4 宮内 達矢(3)  10:14.87 
ﾐﾔｳﾁ ﾀﾂﾔ 高森中

 5 筒井 陽(1)  10:50.82 
ﾂﾂｲ ﾊﾙ 飯田高陵中

 6 鳥海 倖正(1)  10:53.42 
ﾄﾘｳﾐ ｺｳｾｲ 高森中

 7 本島 岳(1)  11:09.42 
ﾓﾄｼﾞﾏ ﾀｹｼ 高森中

 8 橋本 蒼平(1)  11:09.74 
ﾊｼﾓﾄ ｿｳﾍｲ 高森中

 9 牧内 快(3)  11:17.21 
ﾏｷｳﾁ ｶｲ 緑ヶ丘中

10 野村 一馬(1)  11:21.98 
ﾉﾑﾗ  ｶｽﾞﾏ 下條中

11 下枝 翔(3)  11:28.51 
ｼﾓｴﾀﾞ ｶｹﾙ 緑ヶ丘中

12 藤本 透也(2)  11:31.58 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｷﾔ 緑ヶ丘中

13 山﨑 柊(1)  11:37.53 
ﾔﾏｻﾞｷ ｼｭｳ 豊丘中

14 熊谷 好晴(2)  11:42.29 
ｸﾏｶﾞｲ ｺｳﾊ 天龍中

15 田中 唯(3)  11:42.70 
ﾀﾅｶ ﾕｲ 高森中

16 橋爪 京葵(1)  11:44.06 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｱﾂｷ 緑ヶ丘中

17 服部 泉寿(3)  11:45.94 
ﾊｯﾄﾘ ｾﾝｼﾞｭ 緑ヶ丘中

18 代田 洵也(3)  11:48.24 
ｼﾛﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 緑ヶ丘中

19 岩田 大輝(3)  11:48.68 
ｲﾜﾀ ﾀﾞｲｷ 高森中

20 橋本 竜樹(1)  12:00.79 
ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｷ 阿智中

21 大平 隼汰(2)  12:07.18 
ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾊﾔﾀ 緑ヶ丘中

22 小笠原 琉成(3)  12:29.57 
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘｭｳｾｲ 緑ヶ丘中

23 代田 真司(1)  12:34.27 
ｼﾛﾀ  ｼﾝｼﾞ ISｼﾞｭﾆｱ

24 中村 俊太(1)  12:35.65 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 緑ヶ丘中

25 林 祐太朗(2)  12:35.71 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾀﾛｳ 高森中

26 松川 倖凌(1)  12:46.17 
ﾏﾂｶﾜ ｺｳﾘｮｳ 豊丘中

27 遠山 蔵之助(1)  14:25.41 
ﾄｵﾔﾏ ｸﾗﾉｽｹ 天龍中

  野村 一馬(1)      
ﾉﾑﾗ  ｶｽﾞﾏ ISｼﾞｭﾆｱ

  熊谷 駿汰(3)      
ｸﾏｶﾞｲ  ｼｭﾝﾀ 下條中

29  8483
DNS

27  8516

24  8480
DNS

22  8656

28  8605

23  8392

17  8883

9  8374

21    18

18  8932

20  8592

11  8375

19  8600

26  8606

6  8596

10  8595

8  8936

25  8885

16  8510

5  8372

13  8405

12  8611

7  8480

4  8543

2  8373

14  8422

15  8395

中学男子

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  8483

3  8533



決勝 5月22日 16:00

長野県中学記録(CR)              43.32                              小諸東           2020        
大会記録(GR)                    45.67                              高森中           2012        
                                      （久保田・松下・梶谷・松下）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 緑ヶ丘中(A)  8613 森 蒼馬(3)     46.48 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ﾓﾘ ｿｳﾏ
 8591 石原 隆(3)

ｲｼﾊﾗ ﾀｶｼ
 8601 橋爪 千慧(3)

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾁｻﾄ
 8594 片桐 颯泰(3)

ｶﾀｷﾞﾘ ｿｳﾀ
 2   3 飯田高陵中  8413 今村 信晴(3)     49.34 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｲﾏﾑﾗ ﾉﾌﾞﾊﾙ
 8417 野口 厚気(3)

ﾉｸﾞﾁ ｺｳｷ
 8416 春原 秀(3)

ｽﾉﾊﾗ ｼｭｳ
 8414 𠮷𠮷澤 悠人(3)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
 3   5 高森中  8404 古籏 育(2)     50.56 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ﾌﾙﾊﾀ ﾊｸﾞﾐ
 8370 後藤 大河(2)

ｺﾞﾄｳ ﾀｲｶﾞ
 8406 筑丸 心斗(2)

ﾁｸﾏﾙ ｼﾝﾄ
 8376 安藤 康正(3)

ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｾｲ
 4   4 緑ヶ丘中(B)  8604 鈴木 寿哉(1)     54.49 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ｽｽﾞｷ ﾄｳﾔ
 8935 深谷 昂平(2)

ﾌｶﾔ ｺｳﾍｲ
 8614 萩原 優汰(1)

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾀ
 8930 池田 壱惺(2)

ｲｹﾀﾞ ｲｯｾｲ
 5   6 豊丘中  8884 松村 和眞(1)     57.95 

ﾄﾖｵｶﾁｭｳ ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞﾏ
 8883 松川 倖凌(1)

ﾏﾂｶﾜ ｺｳﾘｮｳ
 8543 山本 朝輝(3)

ﾔﾏﾓﾄ ｱｻﾋ
 8885 山﨑 柊(1)

ﾔﾏｻﾞｷ ｼｭｳ

中学男子

4×100m

決勝



決勝 5月22日 11:30

長野県中学記録(CR)               1.97 中野 昌幸                    波田             1981/09/23  
大会記録(GR)                     1.95 小林　論                     喬木中           1990        

嶽野 瑛人(1) NM
ﾀｹﾉ ｴｲﾄ 飯田高陵中

     

記録 備考
1  8423 xxx

中学男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m20 1m25



決勝 5月22日 14:00

長野県中学記録(CR)               7.04 内川 佳祐                    白馬             2010/09/04  
大会記録(GR)                     6.61 伊藤　健一                   竜峡中           1991        

 ３回の
 最高記録

新井 大誠(3)   6.14  5.85  6.02   6.14    x    -    -    6.14 
ｱﾗｲ ﾀｲｾｲ 喬木中   +0.3  +1.5  +0.4   +0.3                      +0.3
仲田 駿求(3)   5.56  5.76  5.84   5.84   5.76  5.89  5.55   5.89 
ﾅｶﾀ ﾄｼﾋﾃﾞ 旭ヶ丘中   +0.8  +0.7  +0.4   +0.4   -0.5   0.0  -2.6    0.0
宮下 昇己(3)    x   4.71   x    4.71    x    x   4.49   4.71 
ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳｷ 天龍中         +0.5         +0.5               +0.3   +0.5
松下 浩也(2)    x   4.13  4.19   4.19   4.32   x    x    4.32 
ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛﾔ 緑ヶ丘中          0.0  +1.7   +1.7   -0.6               -0.6
平澤 輝大(2)   3.91  3.77   x    3.91   3.51  3.92  3.74   3.92 
ﾋﾗｻﾜ ｱｷﾋﾛ 下伊那松川中   +0.6  +1.2         +0.6   -1.7  +1.5  +0.4   +1.5
山﨑 瑛翔(2)   3.91   x   3.79   3.91   3.87  2.90  3.63   3.91 
ﾔﾏｻﾞｷ ｴｲﾄ 天龍中   +1.4        -0.8   +1.4    0.0  +1.5  -0.4   +1.4
小林 健伸(2)   3.38  3.17  3.30   3.38   3.47  3.67  3.62   3.67 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾝ 緑ヶ丘中   +0.6  +0.7  -0.1   +0.6   -1.3   0.0  -0.4    0.0
石原 龍輝(2)                            DNS
ｲｼﾊﾗ ﾘｭｳｷ 緑ヶ丘中                                                   

備考

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

1 8  8532

2 7  8621

3 5  8512

4 6  8937

5 4  8369

6 3  8511

7 2  8934

1  8931



決勝 5月22日 15:00

長野県中学記録(CR)              14.25 髙橋 勇翔                    開成             2019/10/05  
大会記録(GR)                    10.62 齋藤　進次郎                 飯田高陵中       2011        

 ３回の
 最高記録

片桐 一平(2)
ｶﾀｷﾞﾘ ｲｯﾍﾟｲ 緑ヶ丘中
渡邊 琉太(2)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾀ 旭ヶ丘中
原田 天(2)
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶｸ 高森中

記録 備考

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-

  7.95

-3- -4- -5- -6-

1 3  8933   6.74  6.64

2 1  8733   6.24  6.29   7.41  7.41 

   7.95   6.17  7.49  7.96  7.96 

  7.05   7.05   6.74  6.78

   6.29   6.21  6.12  6.31  6.31 3 2  8396    x   6.29   x



決勝 5月22日  9:30

長野県中学記録(CR)              72.60 小林 竜也                    高社             2013/10/25  
大会記録(GR)                    50.12 北原　大気                   旭ヶ丘中         2012        

 ３回の
 最高記録

原田 天(2)
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶｸ 高森中
金田 琉(2)
ｶﾅﾀﾞ ﾘｭｳ 下條中

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

 35.741 1  8396    o    o  35.74 

2 2  8486    o    o  23.69  23.69    o  27.37   o  27.37 

 32.75  32.75    o    o
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