
平成29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
04/08 男子 川上 真弥 10.55 近藤 雅哉(3) 11.25 西村 武登(3) 11.43 篠田 知樹(3) 11.51 園原 昇汰(3) 11.53 藤井 隆聖(2) 11.59 小澤 晃平(3) 11.60 秦 翔(3) 11.61

100m 一般･飯田病院 高校･松川高 高校･飯田高 高校･飯田高 高校･阿智高 高校･飯田高 高校･OIDE長姫高 高校･松川高
04/08 中野 直哉 49.10 近藤 雅哉(3) 50.58 西村 武登(3) 51.60 後沢 大地(3) 52.11 篠田 知樹(3) 53.60 三石 隼斗(2) 53.76 那須野  敦(2) 54.89 清水 理久(3) 54.91

400m 一般･飯田病院 高校･松川高 高校･飯田高 高校･松川高 高校･飯田高 高校･飯田高 高校･飯田風越高 高校･飯田高
04/08 山川 拓馬(2) 4,30.34 大場 晴仁(2) 4,31.95 河西 希隆(3) 4,31.97 松下 純也(4) 4,33.00 石川 颯(3) 4,33.85 安藤 雅陽(3) 4,37.11 帯川 伊吹(2) 4,38.50 島 謙介(3) 4,39.20

1500m 中学校･箕輪中 中学校･箕輪中 中学校･箕輪中 中学校･ISｼﾞｭﾆｱ 高校･下伊那農業高 中学校･駒ヶ根東中 中学校･ISｼﾞｭﾆｱ 中学校･駒ヶ根東中
04/08 熊谷 澪(3) 9,47.69 福澤 刀耶(2) 9,49.55 岩波 響介(3) 9,55.36 宮下 泰智(3) 9,57.09 征矢 快誠(3) 10,06.59 大峽 謙(2) 10,12.89 菅沼 蒼太(2) 10,18.51 芦部 冬馬(3) 10,28.11

3000m 中学校･ISｼﾞｭﾆｱ 中学校･駒ヶ根東中 中学校･箕輪中 中学校･駒ヶ根東中 中学校･箕輪中 中学校･ISｼﾞｭﾆｱ 中学校･駒ヶ根東中 中学校･宮田中
04/08 仁科 利弥 15,18.80 早野 吉信 15,26.21 伊藤 洸介 15,32.55 原 武司 15,54.17 松村 健一 16,10.88 代田 貴嗣 16,32.15 小平 宗弥(3) 16,40.78 平澤 宏幸 16,46.60

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 一般･下伊那郡陸協 一般･飯田市陸協 高校･松川高 一般･飯田市陸協
04/08  +2.0 井原 晟斗(2) 17.70

110mH(1.067m) 高校･松川高
04/08 松島 稜之 1.95 本多 俊平 1.75 秦 翔(3) 1.70 佐藤 友行(3) 1.55 北村 光(2) 1.45 関戸 勝琉(2) 1.45 古瀬 尚暉(2) 1.45 巻渕 来樹(2) 1.30

走高跳 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 高校･松川高 中学校･高森中 高校･飯田高 中学校･野沢中 中学校･飯田高陵中 中学校･箕輪中
有賀 泰徳(2)
中学校･箕輪中

04/08 浦野 快生(3) 6.08(+0.6) 山口 凌平(3) 5.71(+0.9) 三石 隼斗(2) 5.61(+0.7) 嵯峨座  綾(2) 5.43(+0.5) 松田 拓巳(2) 5.38(+1.3) 椚谷 元(2) 5.34(+0.6) 塩澤 昂(3) 5.13(+1.3) 古瀬 尚暉(2) 5.10(+0.8)
走幅跳 中学校･箕輪中 高校･松川高 高校･飯田高 高校･飯田風越高 中学校･箕輪中 中学校･高森中 中学校･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学校･飯田高陵中

04/08 上原 隆伸 11.28 遠藤 邦彦 10.25 上條 健 7.21 佐々木久孝 4.98
砲丸投 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･飯田市陸協

04/08 上原 隆伸 33.80 佐々木久孝 13.63
円盤投 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･飯田市陸協

04/08 上原 隆伸 42.85 上條 健 23.19 佐々木久孝 11.95
ハンマー投 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･飯田市陸協

04/08 友田 利男 52.45 伯耆原 志一(3) 50.72 宮島 真吾 45.64 小松 和真(3) 44.88 園原 昇汰(3) 37.55 本多 俊平 37.45 浜 汐音(2) 33.80 髙田 雅也(3) 32.72
やり投 一般･下伊那郡陸協 高校･岡谷東 一般･DreamA.C 高校･飯田風越高 高校･阿智高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 高校･岡谷東 高校･阿智高

04/08 松川高       44.50 飯田高(A)       44.99 飯田風越高       46.75 箕輪中(A)       47.49 飯田高(B)       47.72 緑ヶ丘中       48.00 高森中       48.21 駒ヶ根東中       48.56
4×100mR 秦 翔(3) 米澤 和真(3) 嵯峨座  綾(2) 松田 拓巳(2) 松島 有軌(2) 金子 昂星(3) 椚谷 元(2) 竹村 晃多(3)

近藤 雅哉(3) 篠田 知樹(3) 吉川  七洋(2) 浦野 快生(3) 三石 隼斗(2) 大平 雄斗(3) 吉沢 雄人(3) 深谷 朝海(3)
山口 凌平(3) 友保 尚樹(2) 那須野  敦(2) 古賀 直信(3) 安藤 俊輝(2) 木下 耀仁(3) 市瀬 嵩唯(3) 小澤 拓哉(3)
井原 晟斗(2) 西村 武登(3) 唐澤 慶大(3) 瀧澤 直希(2) 清水 憲一(2) 村澤 和真(3) 竹内 大輔(3) 林 雅斗(3)

04/08 小学男子 山口 耕(5) 13.86 吉澤 遼真(6) 14.08 高野 善郎(6) 14.80 中山 椋介(6) 14.88 飯島 颯斗(6) 14.97 塩澤 蒼(4) 小学校･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 14.99 伊藤 嶺(6) 15.02
100m 小学校･上郷小 小学校･ISｼﾞｭﾆｱ 小学校･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学校･ISｼﾞｭﾆｱ 小学校･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 安藤 陽人(6) 小学校･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学校･伊那AC

04/08 山田 隼輔(6) 3,20.57 吉澤 遼真(6) 3,25.07 宮澤 柊太(6) 3,25.95 藤本 憲伸(6) 3,26.31 熊谷  航陽(6) 3,26.60 山岸 亮太(6) 3,28.33 中山 椋介(6) 3,30.19 仲田 初志(6) 3,33.98
1000m 小学校･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学校･ISｼﾞｭﾆｱ 小学校･ISｼﾞｭﾆｱ 小学校･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学校･下條小 小学校･ISｼﾞｭﾆｱ 小学校･ISｼﾞｭﾆｱ 小学校･ISｼﾞｭﾆｱ

04/08 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(A)    1,02.84 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)    1,03.65 下條小(A)     1,04.39 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     1,04.52 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)    1,06.63
4×100mR 飯島 颯斗(6) 今村 悠真(5) 熊谷  駿汰(4) 塩澤 蒼(4) 佐藤  颯(4)

高野 善郎(6) 羽生 祥基(6) 熊谷  航陽(6) 仲田 駿求(4) 丸山 由晴(4)
中野 聡太(6) 中原  稜(5) 中島  尚哉(6) 西村 成(5) 宮脇 怜雅(4)
山下 竣太郎(6) 安藤 陽人(6) 藤本  音緒(6) 西村 琉汰(5) 鈴木 拓斗(4)

04/08 中学男子  +2.5 飯島 大陽(3) 15.69 木下 耀仁(3) 18.16 小椋 悠也(2) 20.51 正木 健登(2) 22.81
110mH(0.914m) 中学校･野沢中 中学校･緑ヶ丘中 中学校･飯田高陵中 中学校･飯田高陵中

04/08 白鳥 和弥(2) 8.92 竹内 大輔(3) 8.33 鷹野 羽也斗(2) 4.73
砲丸投

(5.000kg)
中学校･箕輪中 中学校･高森中 中学校･野沢中

04/08 白鳥 和弥(2) 19.61
円盤投

(1.500kg)
中学校･箕輪中

04/08 奥村 洸平(3) 27.12
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学校･飯田高陵中

04/08 高校男子 藤井 隆聖(2) 10.77 折山 景柊(3) 10.63 カルロス アウグスト(8.71 塚田 一勢(2) 7.80
砲丸投 高校･飯田高 高校･飯田風越高 高校･駒ｹ根工高 高校･飯田高

04/08 折山 景柊(3) 33.94 塚田 一勢(2) 16.91
円盤投 高校･飯田風越高 高校･飯田高

04/08 中嶋 宏太(3) 34.82 末元 昂成(2) 34.41 小林 薫(3) 30.42 伯耆原 志一(3) 22.53
ハンマー投 高校･阿南高 高校･阿南高 高校･阿南高 高校･岡谷東


