
平成30年度　第35回飯伊小学生陸上競技大会・第19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
05/20 小3以下男子 津賀 大翔(3) 10.00 熊谷 俊也(3) 10.17 榎本  昊(3) 10.24 伊達 虎太朗(3) 10.47 椎名 海志(3) 10.63 福澤 遼大(3) 10.65 岩下 隼絆(3) 10.68 宮毛 夏暉(2) 10.69

60m 小学生･松尾小 小学生･竜丘小 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･浜井場小 小学生･座光寺小 小学生･座光寺小 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･丸山小
05/20 小学4年男子  -1.0岡村 飛空(4) 15.49 深谷 昴平(4) 15.93 瀧澤 俊紀(4) 16.19 松下 隆倫(4) 16.28 勝又 康介(4) 16.33 鈴木 舜(4) 16.67 牧内 宇龍(4) 小学生･喬木第一小 16.70

100m 小学生･松尾小 小学生･松尾小 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･富草小 小学生･富草小 小学生･丸山小 昼神 歩陸(4) 小学生･喬木第一小
05/20 小学5年男子  -0.3塩澤 蒼(5) 15.03 平澤 文弥(5) 15.12 伊達 真門(5) 15.18 井原 柊(5) 15.21 森 蒼馬(5) 15.25 南 雄生(5) 15.40 鈴木 拓斗(5) 15.46 折山 陽琉(5) 15.75

100m 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･下久堅小 小学生･浜井場小 小学生･阿智第二小 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･上郷小 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･伊賀良小
05/20 小学6年男子  -1.4原 啓哉(6) 13.75 平沢 昂輝(6) 13.96 山口 耕(6) 14.05 片桐 聖也(6) 14.50 木下 拓海(6) 14.91 青嶋 優羽(6) 14.92 齊藤 一真(6) 14.97 南島 柊太(6) 15.14

100m 小学生･川路小 小学生･下久堅小 小学生･上郷小 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･松尾小 小学生･下久堅小 小学生･松尾小 小学生･富草小
05/20 小学5.6年男 宮内 達矢(5) 3,18.84 熊谷 駿汰(5) 3,23.41 福島 圭亮(6) 3,28.61 中平  翔(5) 3,30.31 塚平 琉(6) 3,33.28 金田 健(5) 3,38.61 岩﨑 颯馬(5) 3,44.45 横井 来輝(5) 3,48.86

1000m 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･富草小 小学生･高森南小 小学生･松尾小
05/20  -2.5椎谷 芳貴(6) 16.44 遠藤 誠志郎(6) 18.12 今村 冬鼓(6) 19.91 永田 景人(6) 20.09

80mH 小学生･座光寺小 小学生･伊賀良小 小学生･座光寺小 小学生･大鹿小
05/20 中井 郁斗(6) 1.15 篠田 健太(6) 小学生･座光寺小 1.05 宮島 大輝(6) 1.00

走高跳 小学生･和田小 井原 瑠意(5) 小学生･阿智第二小 小学生･松尾小
05/20 成瀬 陽人(5) 3.71(+6.5) 太田 澄空(6) 3.63(+4.5) 内山 琉偉(5) 3.59(+3.7) 佐藤 岳人(6) 3.29(+3.9) 藤井 瑛大(5) 3.29(+2.8) 後藤 駿弥(6) 3.15(+2.7) 長沼 嘉暢(5) 3.11(+3.6)

走幅跳 小学生･天龍小 小学生･千栄小 小学生･浜井場小 小学生･浪合小 小学生･喬木第一小 小学生･松尾小 小学生･豊丘南小
05/20 福村  大輝(5) 43.24 是則 遼(5) 38.91 矢澤 心英(6) 36.80 野牧 幸芽(5) 36.38 後藤 雅杜(5) 36.25 松下 拓人(5) 35.91 藤本 稜聖(6) 32.55 小池 勇誠(5) 24.14

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学生･下條小 小学生･上久堅小 小学生･伊賀良小 小学生･浜井場小 小学生･上久堅小 小学生･和田小 小学生･松尾小 小学生･浜井場小
05/20 竜丘小     1,04.15 阿智第二小     1,04.95 泰阜小     1,04.99

4×100mR 鶴巻 陽之介(5) 千葉 怜史(6) 半崎 龍星(5)
石原 隆(5) 熊谷 基哉(6) 清水 千滉(6)
牧内 快(5) 原 大智(6) 半崎 佑心(6)
濱嶋 大輝(5) 熊谷 颯太(6) 松下 共貴(6)

05/20 中学男子   0.0近藤 皓哉(2) 12.10 伊藤 新(2) 12.23 古瀬 尚暉(3) 12.42 遠山 志温(3) 12.61 小椋 悠也(3) 12.62 松村 喜道(2) 12.65 井原 隆基(3) 12.79 山﨑 拓夢(2) 12.89
100m 中学生･下伊那松川中 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･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･下伊那松川中

05/20  -2.3肥後 琉之介(3) 23.72 井原 隆基(3) 25.57 山﨑 拓夢(2) 26.37 田中 隆斗(2) 27.04 加藤 優弥(2) 27.57 赤木 将士(3) 27.71 松村 青悟(1) 32.41
200m 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･緑ヶ丘中 中学生･下伊那松川中 中学生･阿智中 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

05/20 肥後 琉之介(3) 53.94 近藤 皓哉(2) 56.75 西尾 洸希(2) 57.47 田中 隆斗(2) 1,01.54 桐原 尚純(2) 1,01.60 松下 龍義(2) 1,05.35 倉田 錬(2) 1,10.30 折竹 直輝(2) 1,13.17
400m 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 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･飯田高陵中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･飯田高陵中

05/20 岩﨑 貴平(3) 9,38.32 益山 颯琉(3) 9,43.17 帯川 伊吹(3) 9,46.93 大峽 謙(3) 9,48.20 瀧澤 健人(3) 9,56.28 福与 真生琉(3) 9,58.70 熊谷 航陽(1) 10,34.86 木村 衣音(3) 10,41.73
3000m 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･ISｼﾞｭﾆｱ 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ 中学生･緑ヶ丘中 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ 中学生･飯田高陵中

05/20 椚谷 元(3) 6.02(+4.3) 古瀬 尚暉(3) 5.25(+4.1) 松村 喜道(2) 5.20(+4.4) 岩崎 将人(3) 5.13(+4.4) 松岡 裕雅(3) 5.11(+4.2) 原田 陸人(3) 4.85(+3.6) 大澤 和誠(3) 4.63(+3.4) 小平 遥暉(2) 4.45(+3.2)
走幅跳 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 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･高森中

05/20 橋本 虎汰郎(3) 8.31 市瀬 秀耀(2) 6.48
砲丸投 中学生･天龍中 中学生･高森中

05/20 伊藤 新(2) 48.02
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

05/20 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC       48.84 緑ヶ丘中(A)       48.88 高森中(A)       49.55 飯田高陵中(A)      49.66 高森中(B)       55.42
4×100mR 松村 喜道(2) 原田 陸人(3) 中塚 雄太(3) 北原 伶人(3) 市瀬 秀耀(2)

伊藤 新(2) 井原 隆基(3) 松岡 裕雅(3) 小椋 悠也(3) 安藤 陽人(1)
赤木 将士(3) 西尾 洸希(2) 椚谷 元(3) 岩崎 将人(3) 安藤 義和(1)
肥後 琉之介(3) 遠山 志温(3) 本島 尚緒(3) 古瀬 尚暉(3) 小平 遥暉(2)

05/20 小学ｵｰﾌﾟﾝ男  -2.3今村 信晴(5) 18.39
小学ｵｰﾌﾟﾝ男子 小学生･座光寺小


