
平成29年度　第34回飯伊小学生陸上競技大会・第18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
05/21 小3以下男子 岡村 飛空(3) 9.62 伊原  颯太(3) 10.03 熊谷 俊也(2) 10.08 深谷 昂平(3) 10.09 藤本 透也(3) 10.21 渡 優真(3) 10.27 松下 隆倫(3) 10.30 昼神 歩陸(3) 10.31

60m 小学生･松尾小 小学生･下條小 小学生･竜丘小 小学生･松尾小 小学生･松尾小 小学生･山本小 小学生･富草小 小学生･喬木第一小
05/21 小学4年男子  +2.4 塩澤 蒼(4) 15.02 南 雄生(4) 15.20 平澤 文弥(4) 15.39 鈴木 拓斗(4) 15.41 松澤 昇永(4) 15.42 宮内 達矢(4) 15.49 川上 優真(4) 15.50 折山 陽琉(4) 16.17

100m 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･上郷小 小学生･下久堅小 小学生･ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ 小学生･上郷小 小学生･高森南小 小学生･平谷小 小学生･伊賀良小
05/21 小学5年男子  +3.1 牧内 漣(5) 14.59 塩澤 慎(5) 14.69 中山 颯人(5) 15.12 青嶋 優羽(5) 15.17 城田  滉生(5) 15.22 門野 翔太(5) 15.44 森下 恭伍(5) 15.49 南島 柊太(5) 15.49

100m 小学生･喬木第一小 小学生･上郷小 小学生･山本小 小学生･下久堅小 小学生･丸山小 小学生･清内路小 小学生･鼎小 小学生･富草小
05/21 小学6年男子  +2.7 伊達 阿莉(6) 13.37 廣瀬 琉斗(6) 14.58 安藤 陽人(6) 14.65 塚田 流大(6) 14.68 前野 天音(6) 14.86 藤本 音緒(6) 15.00 中島 尚哉(6) 15.19 玉井 颯真(6) 15.63

100m 小学生･浜井場小 小学生･豊丘南小 小学生･ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ 小学生･阿智第一小 小学生･豊丘南小 小学生･下條小 小学生･下條小 小学生･阿智第一小
05/21 小学5.6年男 山田 隼輔(6) 3,16.30 熊谷 航陽(6) 3,18.75 宮澤 柊太(6) 3,22.23 龍口 慈実(5) 3,23.84 藤本 憲伸(6) 3,24.45 山岸 亮太(6) 3,30.80 福島 圭亮(5) 3,38.53 梅原 悠良(6) 3,39.15

1000m 小学生･ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･高森北小 小学生･ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ 小学生･山本小
05/21  +0.4 椎谷 芳貴(5) 18.11 中井 航生(6) 18.35 三石 諒(5) 18.98 北原 佑治(5) 20.67 今村 冬鼓(5) 23.33

80mH 小学生･座光寺小 小学生･浪合小 小学生･座光寺小 小学生･座光寺小 小学生･座光寺小
05/21 細田 悠貴(6) 1.20 鬼頭 涼雅(6) 1.20 チャーイ陽斗(5) 1.10

走高跳 小学生･下條小 小学生･浜井場小 小学生･浪合小
05/21 樋口 誠太(6) 3.43(-0.8) 北原 慎一朗(5)3.10(+0.5) 太田 澄空(5) 3.01(-2.1) 佐藤 岳人(5) 2.88(-0.2) 伊藤 歩夢(6) 2.84(-1.2)

走幅跳 小学生･伊賀良小 小学生･上郷小 小学生･千栄小 小学生･浪合小 小学生･浪合小
05/21 小笠原 輝星(6) 52.19 前田 優空(6) 52.08 肥後 侑真(6) 43.73 藤本 尚斗(6) 43.21 大平凌輝(6) 42.20 肥後 壮真(6) 40.73 北原 朝希(6) 37.51 村澤 慶(5) 36.31

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学生･伊賀良小 小学生･伊賀良小 小学生･伊賀良小 小学生･下條小 小学生･上久堅小 小学生･伊賀良小 小学生･川路小 小学生･和田小
05/21 天竜SC     1,00.15 浜井場小     1,02.92

4×100mR 北城 正登(6) 松澤 りゅう(6)
安藤 義和(6) 内山 海琉(6)
後藤 世那(6) 福田 悠翔(6)
内藤 陽葵(6) 金田 琉那(6)

05/21 中学男子  +4.9 肥後 琉之介(2) 11.58 樋口 創太(2) 11.89 村澤 和真(3) 12.07 木下 耀仁(3) 12.23 古瀬 尚暉(2) 12.26 奥村 洸平(3) 12.41 塩澤 昂(3) 12.42 松岡 裕雅(2) 12.73
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･緑ヶ丘中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･高森中

05/21  +1.6 肥後 琉之介(2) 24.24 市瀬 嵩唯(3) 24.76 金子 昂星(3) 24.95 市瀬 優樹(3) 26.51 宮下 司(3) 27.10 赤木 将士(2) 28.89 坂巻 譲太(1) 29.78
200m 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･高森中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･緑ヶ丘中 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･豊丘中

05/21 正木 太陽(3) 56.26 多田井 琢馬(3) 57.09 市瀬 優樹(3) 58.36 吉沢 雄人(3) 59.53 正木 健登(2) 1,07.81
400m 中学生･飯田高陵中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･緑ヶ丘中 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中

05/21 熊谷 澪(3) 9,49.84 帯川 伊吹(2) 10,12.33 瀧澤 健人(2) 10,19.88 本島 尚緒(2) 10,28.08 岩﨑 貴平(2) 10,31.16 大峽 謙(2) 10,33.90 益山 颯琉(2) 10,44.01 福与 真生琉(2) 10,49.90
3000m 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ 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･高森中 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ 中学生･緑ヶ丘中

05/21 佐藤 友行(3) 1.50 佐藤 一成(1) 1.35
走高跳 中学生･高森中 中学生･高森中

05/21 椚谷 元(2) 5.47(+1.2) 塩澤 昂(3) 5.26(+4.6) 松岡 裕雅(2) 4.94(+4.7) 長瀬 成雅(2) 4.54(+1.8) 中塚 雄太(2) 4.33(+3.5) 松澤 孝輝(1) 4.30(+4.4) 大澤 和誠(2) 4.29(+3.2) 中川 大和(1) 3.61(+2.2)
走幅跳 中学生･高森中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中 中学生･高森中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･天龍中 中学生･大鹿中

05/21 竹内 大輔(3) 8.48 橋本 虎汰郎(2) 7.15
砲丸投 中学生･高森中 中学生･天龍中

05/21 奥村 洸平(3) 32.09
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学生･飯田高陵中

05/21 緑ヶ丘中(B)       47.09 高森中(A)       48.96 飯田高陵中       49.12 緑ヶ丘中(A)       54.30 高森中(B)       56.00
4×100mR 金子 昂星(3) 椚谷 元(2) 伊藤 小次郎(2) 岩間 琉星(1) 佐藤 一成(1)

大平 雄斗(3) 吉沢 雄人(3) 奥村 洸平(3) 井原 隆基(2) 小平 遥暉(1)
木下 耀仁(3) 市瀬 嵩唯(3) 古瀬 尚暉(2) 西尾 洸希(1) 中塚 雄太(2)
村澤 和真(3) 竹内 大輔(3) 正木 太陽(3) 遠山 志温(2) 松岡 裕雅(2)

05/21 小学ｵｰﾌﾟﾝ男   0.0 原 大智(5) 15.89 池田 光輝(6) 17.79
小学ｵｰﾌﾟﾝ男子

100m
小学生･阿智第二小 小学生･浜井場小


