
大会コード 17170551

： ２０１７年９月２４日（日）
： 大町運動公園陸上競技場（競技場コード 174110）
： 大北陸上競技会
： 大北地区各市町村　大北地区各市町村教育委員会　大町市体育協会

北安曇郡体育協会　大北スポーツ推進委員協議会
： 北アルプス広域連合
： 大北陸上競技会
： 駒澤　安正
： 五十川　正彦
： 鳥屋　秀幸

■この大会で樹立された記録

■グラウンドコンディション

■失格の略号の説明 ■フィールド競技における記号の説明
不正スタート (R162-7) 成功・有効試技 
他の競技者を妨害した (R163-2) (走高跳・棒高跳)
他のレーンに入った (R163-3a) 失敗・無効試技
縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った (R163-3b) パス
ブレイクライン手前でレーンを離れ内側に入った (R163-5) 試合放棄
競技者がトラックから勝手に離脱した (R163-6)
ハードルを越えなかった (R168-7)
足又は脚がハードルをはみ出してバーの高さより低い位置を通った (R168-7a)
故意にハードルを倒した (R168-7b)
リレーでテイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった (R170-7)
()内は区間を表す　 (1-2) :1走→2走  (2-3) :2走→3走  (3-4): 3走→4走
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T4 ｒ
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FS 〇
T1
T2 ✖
T3 －

11:00 晴れ 東 0.8 22.0 54
13:00 晴れ 東 0.2 25 4710:00 曇り 南 0.3 19.5 68
12:00 晴れ 北 1.3 24 499:00 晴れ 東 0.1 19.5 72

(m/s) (℃) (%)
風向 風速 気温 湿度

(m/s) (℃) (%)
時刻 天候 風向 風速 気温 湿度 時刻 天候

塩野 七虹(2)
川上 菜(2)

大会新
門松 郁乃(3)

9/24 中学生女子共通 4x100mR 決勝 55秒5 松井 晴香(3) 仁科台中(A) 55秒7
橋本 珠(2)

田中 彩水(2)

大会新
原 知愛(2)

14秒3 大会新
9/24 中学生女子共通 4x100mR 決勝 54秒6 山一 実希(2) 北安松川中(A) 55秒7

松川小 13秒1 大会新
9/24 少学女子 ６年 100m 決勝 14秒2(+0.1) 奥野 結愛（6） 白馬北小
9/24 小学男子 ６年 100m 決勝 12秒9(+0.8) 鈴木 慎吾(6)

大会新
9/24 中学生男子共通 ジャベリックスロー 決勝 39ｍ04 佐藤 舜斗（1） 大町第一中 33ｍ28 大会新

1m54 大会新
9/24 小学男子共通 1000m 決勝 3分09秒3 横澤 静也(6) 松川小 3分12秒0

大町南小 24m73 大会新
9/24 中学男子共通 走高跳 決勝 1m55 田中 快(2) 北安松川中
9/24 小学女子共通 ジャベリックボール投 決勝  30m82 成沢久留美(6)

大会新
9/24 小学女子共通 ジャベリックボール投 決勝  37m38 伊藤 ひなの(6) 大町西小 24m73 大会新

13秒1 大会新
9/24 小学女子共通 ジャベリックボール投 決勝  39m62 岡澤 優那(5) 大町東小 24m73

大町市陸協 4分55秒1 大会新
9/24 小学男子 ６年 100m 予選 13秒0(-0.6) 鈴木 慎吾(6) 松川小
9/24 男子 1500m 決勝 4分52秒4 山岸 和真

備考
9/24 男子 1500m 決勝 4分38秒0 竹村 僚太 大町市陸協 4分55秒1 大会新

種目 予・決 記録 氏名・学年 所属 従来の記録

後 援
主 管
総 務
審 判 長
記録・情報主任

月日 男女

第16回大北スポーツ競技会【陸上競技の部】

記 録 集
期 日
会 場
主 催
共 催



第16回大北スポーツ競技会                                                        
主催：大北陸上競技協会　共催：大町市教育委員会、大北地区各市町村、              
大北地区各市町村教育委員会、大町市体育協会、北安曇郡体育協会、大北スポーツ推進委
後援：北アルプス広域連合                                                        

決勝記録一覧表
(GR:大会新  ) 男  子 【競技場】174110  大町市運動公園陸上競技場

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
09/24 男子  +1.2 窪田 五大 12.1

100m 一般･with
09/24 竹村 僚太 4,38.0 山岸 和真 4,52.4

1500m 一般･大町市陸協 GR 一般･大町市陸協 GR 
09/24 栗林 拓矢 16,20.3 竹村 僚太 17,02.7 中村 恒太 18,10.1 山岸 和真 18,28.0

5000m 一般･大町市陸協 一般･大町市陸協 一般･北安曇郡陸協 一般･大町市陸協
09/24 奥原 隼太 5.74(+1.0)

走幅跳 一般･with
09/24 オープン男子  +1.2 小林 匠己 12.2

100m 一般･ﾄﾐﾀｱｽﾘｰﾂ
09/24 小学4年男子      -1.1 花澤 楓也(4) 15.6 金谷 月輝(4) 15.6 仁科 有貴(4) 15.9 丸山 瑛太(4) 16.1 柏原 康成(4) 16.2 野口 輝(4) 16.5 原 直生(4) 16.6 矢口 琉楓(4) 17.0

100m 小学･白馬北小 小学･大町北小 小学･大町西小 小学･池田小 小学･白馬南小 小学･大町西小 小学･大町東小 小学･小谷小
09/24 小学5年男子      +1.0 太田 龍輝(5) 14.5 山田 愛太(5) 15.3 丸山 開世(5) 15.3 髙山 陽(5) 15.3 中村 大能(5) 15.5 市川 拓海(5) 15.5 二木 鉄平(5) 15.5 太田 歩夢(5) 15.8

100m 小学･大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 小学･白馬北小 小学･白馬北小 小学･松川小 小学･大町北小 小学･大町西小 小学･大町西小 小学･大町西小
09/24 大町西小     1,02.3 大町北小     1,02.3 白馬南小     1,05.5 

4×100mR 太田 歩夢(5) 松倉 朋樹(5) 松澤 岳拓(5)
市川 拓海(5) 中村 大能(5) 村上 友音(5)
続麻 陸王(5) 桑崎 晃次(5) 宮澤 風音(5)
二木 鉄平(5) 本堂 司(5) 中島 浬柊(5)

09/24 小学6年男子      +0.8 鈴木 慎吾(6) 12.9 松澤 将大(6) 13.8 大日向 孝雅(6) 14.3 栗林 慮雨(6) 14.7 丸山 幹太(6) 15.4 栗原 蓮太郎(6) 15.6 青田 聖也(6) 小学･大町東小 15.8
100m 小学･松川小 GR 小学･大町北小 小学･大町北小 小学･大町北小 小学･池田小 小学･大町西小 唐澤 亮成(6) 小学･大町北小

09/24 松川小       56.7 大町北小       57.2 大町東小     1,02.3 池田小     1,03.5 
4×100mR 西澤 拓馬(6) 松澤 将大(6) 降籏 星介(6) 丸山 幹太(6)

横澤 静也(6) 栗林 慮雨(6) 青田 聖也(6) 荻窪 彬人(6)
田中 淳稀(6) 唐澤 亮成(6) 高根 夏雪(6) 遠藤 大祐(6)
鈴木 慎吾(6) 大日向 孝雅(6) 坂口 和弥(6) 見田 雄亮(6)

09/24 中学2年男子      -0.1 田中 快(2) 12.2 相澤 翔太(2) 12.3 笠原 大誠(2) 12.5 久保田 玲弥(2) 12.7 飯島 佑京(2) 12.8 相川 透輝(2) 12.9 宮坂 槙(2) 13.0 中原 雄一朗(2) 13.3
100m 中学･北安松川中 中学･小谷中 中学･大町第一中 中学･大町第一中 中学･仁科台中 中学･仁科台中 中学･大町第一中 中学･大町第一中

09/24 中学1年男子      -0.2 丸山 祥太(1) 12.5 内川 洸(1) 13.0 佐藤 舜斗(1) 13.1 原 駿太(1) 13.1 津野尾 広大(1) 13.7 荻野 彪(1) 13.8 小松 景介(1) 14.0 峯村 享明(1) 14.4
100m 中学･北安松川中 中学･小谷中 中学･大町第一中 中学･仁科台中 中学･仁科台中 中学･白馬中 中学･北安松川中 中学･北安松川中

09/24 白馬中       55.3 
4×100mR 江津 祥太朗(1)

荻野 彪(1)
松澤 尚弥(1)
武田 寧登(1)

09/24 中学3年男子       0.0 奥原 健太(3) 12.0 丸山 翔平(3) 12.2 片桐 正太郎(3) 12.5 一本木 弘輝(3) 13.1
100m 中学･仁科台中 中学･仁科台中 中学･仁科台中 中学･仁科台中

09/24 中学男子共通 薛 哲平(3) 10,13.8 片桐 正太郎(3) 10,30.3 中川 雄太(3) 10,35.3 武田 寧登(1) 10,42.7 薛 草吉(1) 10,43.5 吉岡 凜(2) 10,45.9 澁谷 柊斗(3) 10,51.2 奥原 陸(2) 11,08.5
3000m 中学･北安松川中 中学･仁科台中 中学･小谷中 中学･白馬中 中学･北安松川中 中学･北安松川中 中学･仁科台中 中学･仁科台中

09/24 田中 快(2) 1.55 一本木 弘輝(3) 1.35 畠山 史城(1) 1.30
走高跳 中学･北安松川中 GR 中学･仁科台中 中学･北安松川中

09/24 奥原 健太(3) 5.76(+0.2) 飯嶋 大基(2) 5.07(+0.5) 松澤 尚弥(1) 4.40(-0.1) 西澤 蓮(1) 4.29(+2.0)
走幅跳 中学･仁科台中 中学･北安松川中 中学･白馬中 中学･仁科台中

09/24 笠原 大誠(2) 8.00 西澤 巧(2) 7.70 平出 純大(1) 5.06 黑川 涼介(1) 4.65
砲丸投 中学･大町第一中 中学･大町第一中 中学･仁科台中 中学･大町第一中

09/24 佐藤 舜斗(1) 39.04
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･大町第一中 GR 

09/24 仁科台中(C)       48.2 大町第一中       50.3 北安松川中(A)      51.2 仁科台中(A)       51.8 北安松川中(B)      55.5 
4×100mR 一本木 弘輝(3) 宮坂 槙(2) 飯嶋 大基(2) 相川 透輝(2) 峯村 享明(1)

丸山 翔平(3) 佐藤 舜斗(1) 丸山 祥太(1) 飯島 佑京(2) 小松 景介(1)
片桐 正太郎(3) 笠原 大誠(2) 田中 快(2) 奥原 陸(2) 畠山 史城(1)
奥原 健太(3) 久保田 玲弥(2) 吉岡 凜(2) 原 駿太(1) 勝家 崚太(1)



第16回大北スポーツ競技会                                                        
主催：大北陸上競技協会　共催：大町市教育委員会、大北地区各市町村、              
大北地区各市町村教育委員会、大町市体育協会、北安曇郡体育協会、大北スポーツ推進委
後援：北アルプス広域連合                                                        

決勝記録一覧表
(GR:大会新  ) 男  子 【競技場】174110  大町市運動公園陸上競技場

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
09/24 小学男子共通 横澤 静也(6) 3,09.3 小保内 壮太(6) 3,28.1 下條 拓海(6) 3,33.8 松下 絆(4) 3,42.5 横川 眞伯(4) 3,43.5 中島 浬柊(5) 3,44.8 中澤 悠(5) 3,48.5 糸氏 琉人(4) 3,49.7

1000m 小学･松川小 GR 小学･会染小 小学･大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 小学･大町南小 小学･白馬北小 小学･白馬南小 小学･大町南小 小学･白馬北小
09/24 幾田 朋郎(6) 4.10(+0.7) 西澤 拓馬(6) 4.01(0.0) 矢口 歩武(6) 3.80(-0.1) 続麻 陸王(5) 3.67(0.0) 荻窪 彬人(6) 3.61(-0.2) 北澤 青空(6) 3.59(+0.5) 本堂 司(5) 3.55(0.0) 丸山 海翔(6) 3.45(+0.1)

走幅跳 小学･小谷小 小学･松川小 小学･会染小 小学･大町西小 小学･池田小 小学･八坂小 小学･大町北小 小学･小谷小
09/24 佐藤 幸弥(5) 50.45 遠藤 準也(6) 45.31 平川 槻斗(5) 42.42 小林 一輝(4) 38.69 小林 由弥(4) 38.16 平田 悠陽(6) 37.93 腰原 陸也(4) 37.72 小林 博(4) 37.04

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･大町北小 小学･大町北小 小学･小谷小 小学･大町東小 小学･大町西小 小学･大町西小 小学･会染小 小学･大町東小



決勝 9月24日 13:00

県記録              10.15
大会新  (GR )       11.4 

風速 +1.2

 1 窪田 五大 一般      12.1 
ｸﾎﾞﾀ ｺﾞﾀﾞｲ with

決勝 9月24日  9:00

県記録            3,38.49
大会新  (GR )     4,55.1 

 1 竹村 僚太 一般    4,38.0 
ﾀｹﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 大町市陸協

 2 山岸 和真 一般    4,52.4 
ﾔﾏｷﾞｼ ｶｽﾞﾏ 大町市陸協

決勝 9月24日 11:35

県記録           13,20.80
大会新  (GR )    15,50.2 

 1 栗林 拓矢 一般   16,20.3 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 大町市陸協

 2 竹村 僚太 一般   17,02.7 
ﾀｹﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 大町市陸協

 3 中村 恒太 一般   18,10.1 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ 北安曇郡陸協

 4 山岸 和真 一般   18,28.0 
ﾔﾏｷﾞｼ ｶｽﾞﾏ 大町市陸協

決勝 9月24日 13:00

風速 +1.2

 1 小林 匠己 一般      12.2 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ ﾄﾐﾀｱｽﾘｰﾂ
藤本 元太 一般
ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ 白馬村
齋藤 武蔵 一般
ｻｲﾄｳ ﾑｻｼ ﾄﾐﾀｱｽﾘｰﾂ

男子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   206

男子

1500m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   203

大会新
1   204

大会新

男子

5000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   202

4   203

3   205

1   204

オープン男子  

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6   209
欠場

4   208

5   201
欠場



決勝 9月24日 12:00

県記録               7.94
大会新  (GR )        6.74

奥原 隼太 一般    X    X   4.47   5.74   5.59   5.72    5.74 
ｵｸﾊﾗ ｼｭﾝﾀ with   +1.2   +0.5   -1.3   +1.0   +2.8   +1.5    +1.0

-6- 記録 備考

男子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名
1 1   207

-3- -4- -5-所属名 -1- -2-



予選 9月24日  9:55
決勝 9月24日 12:30

県中記録            10.85
大会新  (GR )       12.4 

[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速  0.0

 1 佐藤 舜斗(1) 中学      13.1 Q  1 丸山 祥太(1) 中学      12.5 Q
ｻﾄｳ ﾏﾅﾄ 大町第一中 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 北安松川中

 2 内川 洸(1) 中学      13.1 Q  2 荻野 彪(1) 中学      13.8 Q
ｳﾁｶﾜ ｺｳ 小谷中 ｵｷﾞﾉ ﾋｮｳ 白馬中

 3 原 駿太(1) 中学      13.5 Q  3 津野尾 広大(1) 中学      13.8 Q
ﾊﾗ ｼｭﾝﾀ 仁科台中 ﾂﾉｵ ｺｳﾀﾞｲ 仁科台中

 4 小松 景介(1) 中学      14.1 q  4 峯村 享明(1) 中学      14.3 q
ｺﾏﾂ ｹｲｽｹ 北安松川中 ﾐﾈﾑﾗ ﾐﾁｱｷ 北安松川中

 5 松井 和音(1) 中学      14.5 小坂 悠太(1) 中学
ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾈ 仁科台中 ｺｻｶ ﾕｳﾀ 仁科台中

 6 江津 祥太朗(1) 中学      14.6 
ｺﾞｳｽﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 白馬中

風速 -0.2

 1 丸山 祥太(1) 中学      12.5 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 北安松川中

 2 内川 洸(1) 中学      13.0 
ｳﾁｶﾜ ｺｳ 小谷中

 3 佐藤 舜斗(1) 中学      13.1 
ｻﾄｳ ﾏﾅﾄ 大町第一中

 4 原 駿太(1) 中学      13.1 
ﾊﾗ ｼｭﾝﾀ 仁科台中

 5 津野尾 広大(1) 中学      13.7 
ﾂﾉｵ ｺｳﾀﾞｲ 仁科台中

 6 荻野 彪(1) 中学      13.8 
ｵｷﾞﾉ ﾋｮｳ 白馬中

 7 小松 景介(1) 中学      14.0 
ｺﾏﾂ ｹｲｽｹ 北安松川中

 8 峯村 享明(1) 中学      14.4 
ﾐﾈﾑﾗ ﾐﾁｱｷ 北安松川中

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ

中学1年男子       

100m                

予選 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考記録／備考 順
7  6882 5  6775

6  6842 2  6824

5  6892 6  6896

2  6772 3  6776

3  6894 4  6890
欠場

4  6822

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  6775

4  6842

6  6882

7  6892

2  6896

5  6824

1  6772

8  6776



予選 9月24日 10:05
決勝 9月24日 12:40

県中記録            10.85
大会新  (GR )       11.8 

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +0.3

 1 田中 快(2) 中学      12.7 Q  1 相澤 翔太(2) 中学      12.8 Q
ﾀﾅｶ ｶｲ 北安松川中 ｱｲｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 小谷中

 2 久保田 玲弥(2) 中学      13.1 Q  2 笠原 大誠(2) 中学      12.8 Q
ｸﾎﾞﾀ ﾚｲﾔ 大町第一中 ｶｻﾊﾗ ﾀｲｾｲ 大町第一中

 3 宮坂 槙(2) 中学      13.5 Q  3 飯島 佑京(2) 中学      13.3 Q
ﾐﾔｻｶ ｼﾝ 大町第一中 ｲｲｼﾞﾏ ｳｷｮｳ 仁科台中

 4 相川 透輝(2) 中学      13.5 q  4 中原 雄一朗(2) 中学      13.8 q
ｱｲｶﾜ ﾄｳｷ 仁科台中 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大町第一中
丸山 玲旺(2) 中学  5 水口 裕太(2) 中学      14.3 
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 仁科台中 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 大町第一中

風速 -0.1

 1 田中 快(2) 中学      12.2 
ﾀﾅｶ ｶｲ 北安松川中

 2 相澤 翔太(2) 中学      12.3 
ｱｲｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 小谷中

 3 笠原 大誠(2) 中学      12.5 
ｶｻﾊﾗ ﾀｲｾｲ 大町第一中

 4 久保田 玲弥(2) 中学      12.7 
ｸﾎﾞﾀ ﾚｲﾔ 大町第一中

 5 飯島 佑京(2) 中学      12.8 
ｲｲｼﾞﾏ ｳｷｮｳ 仁科台中

 6 相川 透輝(2) 中学      12.9 
ｱｲｶﾜ ﾄｳｷ 仁科台中

 7 宮坂 槙(2) 中学      13.0 
ﾐﾔｻｶ ｼﾝ 大町第一中

 8 中原 雄一朗(2) 中学      13.3 
ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大町第一中

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ

中学2年男子       

100m                

予選 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考記録／備考 順
5  6797 7  6853

7  6881 3  6888

3  6879 5  6930

6  6926 6  6880

4  6935 4  6876
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  6797

4  6853

3  6888

5  6881

7  6930

2  6926

8  6879

1  6880



決勝 9月24日 12:50

県中記録            10.85
大会新  (GR )       11.3 

風速  0.0

 1 奥原 健太(3) 中学      12.0 
ｵｸﾊﾗ ｹﾝﾀ 仁科台中

 2 丸山 翔平(3) 中学      12.2 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 仁科台中

 3 片桐 正太郎(3) 中学      12.5 
ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ 仁科台中

 4 一本木 弘輝(3) 中学      13.1 
ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾋﾛｷ 仁科台中

中学3年男子       

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  6919

4  6925

5  6922

6  6920



決勝 9月24日 10:45

県中記録          8,31.86
大会新  (GR )     9,17.3 

 1 薛 哲平(3) 中学   10,13.8 
ｾﾂ ﾃｯﾍﾟｲ 北安松川中

 2 片桐 正太郎(3) 中学   10,30.3 
ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ 仁科台中

 3 中川 雄太(3) 中学   10,35.3 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 小谷中

 4 武田 寧登(1) 中学   10,42.7 
ﾀｹﾀﾞ ﾈｲﾄ 白馬中

 5 薛 草吉(1) 中学   10,43.5 
ｾﾂ ｿｳｷﾁ 北安松川中

 6 吉岡 凜(2) 中学   10,45.9 
ﾖｼｵｶ ﾘﾝ 北安松川中

 7 澁谷 柊斗(3) 中学   10,51.2 
ｼﾌﾞﾔ ｼｭｳﾄ 仁科台中

 8 奥原 陸(2) 中学   11,08.5 
ｵｸﾊﾗ ﾘｸ 仁科台中

 9 畠山 史城(1) 中学   11,23.8 
ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｷ 北安松川中

10 濱谷 天冴(1) 中学   11,41.5 
ﾊﾏﾀﾆ ﾃﾝｺﾞ 小谷中

11 松澤 礼音(2) 中学   11,42.6 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾚｵﾝ 小谷中

12 勝家 崚太(1) 中学   11,49.4 
ｶﾂｲｴ ﾘｮｳﾀ 北安松川中

13 中川 敬太(1) 中学   11,50.3 
ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲﾀ 小谷中

14 太田 海帆(2) 中学   11,51.3 
ｵｵﾀ ｶｲﾎ 白馬中

15 村越 郁也(1) 中学   11,54.1 
ﾑﾗｺｼ ﾌﾐﾔ 小谷中

16 栗林 良太郎(2) 中学   11,56.9 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 仁科台中

17 青栁 碧(2) 中学   12,04.4 
ｱｵﾔｷﾞ ｱｵｲ 仁科台中

18 寺島 茉尋(2) 中学   12,09.5 
ﾃﾗｼﾏ ﾏﾋﾛ 仁科台中

19 宮嶋 吹雪(2) 中学   12,18.8 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾌﾌﾞｷ 小谷中

20 矢口 翔稀(2) 中学   12,44.1 
ﾔｸﾞﾁ ｼｮｳｷ 小谷中
曽根原 康輝(2) 中学
ｿﾈﾊﾗ ｺｳｷ 仁科台中
相澤 翔太(2) 中学
ｱｲｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 小谷中
岡本 悠甫(1) 中学
ｵｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ 仁科台中
薛 信之介(3) 中学
ｾﾂ ｼﾝﾉｽｹ 北安松川中

決勝 9月24日 13:35

県中記録            46.65
大会新  (GR )       50.4 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 白馬中  6822 江津 祥太朗(1)      55.3 

ﾊｸﾊﾞﾁｭｳ ｺﾞｳｽﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ
 6824 荻野 彪(1)

ｵｷﾞﾉ ﾋｮｳ
 6825 松澤 尚弥(1)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ
 6823 武田 寧登(1)

ﾀｹﾀﾞ ﾈｲﾄ

中学1年男子       

4×100mR            

決勝

中学男子共通  

3000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
24  6791

16  6922

23  6852

9  6823

2  6773

8  6796

22  6921

20  6927

4  6774

15  6840

1  6855

14  6771

13  6847

17  6837

21  6850

3  6933

10  6932

18  6929

5  6854

11  6848

6  6931
欠場

7  6853

欠場

欠場
12  6895

欠場
19  6790



決勝 9月24日 13:45

県中記録            43.57
大会新  (GR )       46.8 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 仁科台中(C)  6920 一本木 弘輝(3)      48.2 

ﾆｼﾅﾀﾞｲﾁｭｳC ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾋﾛｷ
 6925 丸山 翔平(3)

ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ
 6922 片桐 正太郎(3)

ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ
 6919 奥原 健太(3)

ｵｸﾊﾗ ｹﾝﾀ
 2   2 大町第一中  6879 宮坂 槙(2)      50.3 

ｵｵﾏﾁﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳ ﾐﾔｻｶ ｼﾝ
 6882 佐藤 舜斗(1)

ｻﾄｳ ﾏﾅﾄ
 6888 笠原 大誠(2)

ｶｻﾊﾗ ﾀｲｾｲ
 6881 久保田 玲弥(2)

ｸﾎﾞﾀ ﾚｲﾔ
 3   6 北安松川中(A)  6798 飯嶋 大基(2)      51.2 

ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜﾁｭｳA ｲｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ
 6775 丸山 祥太(1)

ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ
 6797 田中 快(2)

ﾀﾅｶ ｶｲ
 6796 吉岡 凜(2)

ﾖｼｵｶ ﾘﾝ
 4   5 仁科台中(A)  6926 相川 透輝(2)      51.8 

ﾆｼﾅﾀﾞｲﾁｭｳA ｱｲｶﾜ ﾄｳｷ
 6930 飯島 佑京(2)

ｲｲｼﾞﾏ ｳｷｮｳ
 6927 奥原 陸(2)

ｵｸﾊﾗ ﾘｸ
 6892 原 駿太(1)

ﾊﾗ ｼｭﾝﾀ
 5   4 北安松川中(B)  6776 峯村 享明(1)      55.5 

ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜﾁｭｳB ﾐﾈﾑﾗ ﾐﾁｱｷ
 6772 小松 景介(1)

ｺﾏﾂ ｹｲｽｹ
 6774 畠山 史城(1)

ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｷ
 6771 勝家 崚太(1)

ｶﾂｲｴ ﾘｮｳﾀ
  3 仁科台中(B)

ﾆｼﾅﾀﾞｲﾁｭｳB 欠場

中学男子共通  

4×100mR            

決勝



決勝 9月24日  9:00

県中記録             1.97
大会新  (GR )        1.54

1m60
田中 快(2) 中学 - - - - O O O O XO XO 大会新
ﾀﾅｶ ｶｲ 北安松川中 XXX
一本木 弘輝(3) 中学 - - - - O XXO XXX
ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾋﾛｷ 仁科台中
畠山 史城(1) 中学 - O O O O XXX
ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｷ 北安松川中

決勝 9月24日 12:00

県中記録             7.04
大会新  (GR )        6.61

奥原 健太(3) 中学   5.68   5.76   4.39    -   5.58    X    5.76 
ｵｸﾊﾗ ｹﾝﾀ 仁科台中   +0.3   +0.2   -0.9   +0.2   +2.5    +0.2
飯嶋 大基(2) 中学   5.07   4.99   4.84   5.04   4.84   4.67    5.07 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 北安松川中   +0.5    0.0   +0.7   +1.6   -0.4   +1.9    +0.5
松澤 尚弥(1) 中学   4.40   4.26   4.08   4.13   4.28   4.37    4.40 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ 白馬中   -0.1   +1.0   +2.0   -0.3   +0.3    0.0    -0.1
西澤 蓮(1) 中学   4.22   4.11    X   4.23   4.29    X    4.29 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾚﾝ 仁科台中   -1.3   +1.0   +0.6   -1.6   +2.0   -0.3    +2.0

決勝 9月24日 12:00

県中記録            13.45
大会新  (GR )       10.56

笠原 大誠(2) 中学
ｶｻﾊﾗ ﾀｲｾｲ 大町第一中
西澤 巧(2) 中学
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 大町第一中
平出 純大(1) 中学
ﾋﾗｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝﾀ 仁科台中
黑川 涼介(1) 中学
ｸﾛｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 大町第一中

決勝 9月24日  9:00

県中記録            72.60
大会新  (GR )       33.28

佐藤 舜斗(1) 中学 大会新
ｻﾄｳ ﾏﾅﾄ 大町第一中

 1.35

3 1  6774
 1.30

1m50 1m55
記録

1m45
備考

1 3  6797
 1.55

1m20 1m25 1m30 1m35 1m40

中学男子共通  

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m10 1m15

中学男子共通  

走幅跳              

2 2  6920

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

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考
1 4  6919

2 3  6798

-1- -2-

3 1  6825

4 2  6891

中学男子共通  

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 3  6888

 6.91  6.91  7.59  6.99  8.00   -   8.00 

2 4  6889
 7.07  6.94  7.40  7.23  7.16  7.70   7.70 

3 1  6893
 4.68  5.06  4.25  4.37  4.68  4.55   5.06 

4 2  6887
 4.25  4.10  3.49  3.78  4.10  4.65   4.65 

中学男子共通  

ジャベリックスロー  

-6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

  O   O

-1- -2- -3- -4- -5-

  O  39.04 

記録 備考
1 1  6882

  O   O 39.04



予選 9月24日  9:10
決勝 9月24日 12:00

県小記録            12.27
大会新  (GR )       14.9 

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 +1.3

 1 柏原 康成(4) 小学      16.2 Q  1 仁科 有貴(4) 小学      15.8 Q
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｺｳｾｲ 白馬南小 ﾆｼﾅ ﾕｳｷ 大町西小

 2 原 直生(4) 小学      16.5 Q  2 丸山 瑛太(4) 小学      16.0 Q
ﾊﾗ ﾅｵｷ 大町東小 ﾏﾙﾔﾏ ｴｲﾀ 池田小

 3 松澤 颯大(4) 小学      16.8  3 矢口 琉楓(4) 小学      16.4 q
ﾏﾂｻﾞﾜ ｿｳﾀﾞｲ 大町北小 ﾔｸﾞﾁ ﾙｶ 小谷小

 4 春井 健人(4) 小学      17.5  4 守屋 大翔(4) 小学      17.1 
ﾊﾙｲ ｹﾝﾄ 大町西小 ﾓﾘﾔ ﾀﾞｲﾄ 大町東小

 5 荒井 遙斗(4) 小学      18.8  5 青島 咲(4) 小学      20.4 
ｱﾗｲ ﾊﾙﾄ 大町西小 ｱｵｼﾏ ｻｸ 大町北小

[ 3組] 風速 +0.9

 1 花澤 楓也(4) 小学      15.5 Q
ﾊﾅｻﾞﾜ ﾌｳﾔ 白馬北小

 2 金谷 月輝(4) 小学      15.6 Q
ｶﾅﾀﾆ ﾙｷ 大町北小

 3 野口 輝(4) 小学      16.1 q
ﾉｸﾞﾁ ﾋｶﾙ 大町西小

 4 山本 遥輝(4) 小学      17.1 
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ 池田小

 5 傳刀 誠真(4) 小学      17.4 
ﾃﾞﾝﾄﾞｳ ｾｲﾏ 大町東小

風速 -1.1

 1 花澤 楓也(4) 小学      15.6 
ﾊﾅｻﾞﾜ ﾌｳﾔ 白馬北小

 2 金谷 月輝(4) 小学      15.6 
ｶﾅﾀﾆ ﾙｷ 大町北小

 3 仁科 有貴(4) 小学      15.9 
ﾆｼﾅ ﾕｳｷ 大町西小

 4 丸山 瑛太(4) 小学      16.1 
ﾏﾙﾔﾏ ｴｲﾀ 池田小

 5 柏原 康成(4) 小学      16.2 
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｺｳｾｲ 白馬南小

 6 野口 輝(4) 小学      16.5 
ﾉｸﾞﾁ ﾋｶﾙ 大町西小

 7 原 直生(4) 小学      16.6 
ﾊﾗ ﾅｵｷ 大町東小

 8 矢口 琉楓(4) 小学      17.0 
ﾔｸﾞﾁ ﾙｶ 小谷小

8    96

1    11

5    34

7    92

3    90

2   144

6    21

4    51

6    98

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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3   152
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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小学4年男子       

100m                

予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考記録／備考 順No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ



予選 9月24日  9:35
決勝 9月24日 12:10

県小記録            12.27
大会新  (GR )       13.9

[ 1組] 風速 +0.2 [ 2組] 風速 -1.2

 1 丸山 開世(5) 小学      15.6 Q  1 太田 龍輝(5) 小学      15.1 Q
ﾏﾙﾔﾏ ｶｲｾｲ 白馬北小 ｵｵﾀ ﾘｭｳｷ 大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

 2 市川 拓海(5) 小学      15.7 Q  2 髙山 陽(5) 小学      15.7 Q
ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾐ 大町西小 ﾀｶﾔﾏ ﾊﾙ 松川小

 3 二木 鉄平(5) 小学      15.9 Q  3 山田 愛太(5) 小学      16.0 Q
ﾌﾀﾂｷﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 大町西小 ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾀ 白馬北小

 4 中村 大能(5) 小学      16.0 q  4 太田 歩夢(5) 小学      16.3 q
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾉ 大町北小 ｵｵﾀ ｱﾕﾑ 大町西小

 5 清水 俊輔(5) 小学      18.6  5 内山 竜之介(5) 小学      16.6 
ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝｽｹ 大町東小 ｳﾁﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 大町東小

 6 森田 真斗(5) 小学      19.5  6 水野 いぶ季(5) 小学      17.2 
ﾓﾘﾀ ﾏｺﾄ 大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ﾐｽﾞﾉ ｲﾌﾞｷ 会染小

風速 +1.0

 1 太田 龍輝(5) 小学      14.5 
ｵｵﾀ ﾘｭｳｷ 大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

 2 山田 愛太(5) 小学      15.3 
ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾀ 白馬北小

 3 丸山 開世(5) 小学      15.3 
ﾏﾙﾔﾏ ｶｲｾｲ 白馬北小

 4 髙山 陽(5) 小学      15.3 
ﾀｶﾔﾏ ﾊﾙ 松川小

 5 中村 大能(5) 小学      15.5 
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾉ 大町北小

 6 市川 拓海(5) 小学      15.5 
ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾐ 大町西小

 7 二木 鉄平(5) 小学      15.5 
ﾌﾀﾂｷﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 大町西小

 8 太田 歩夢(5) 小学      15.8 
ｵｵﾀ ｱﾕﾑ 大町西小

7    78

2    79

1    60

5    80

3    17

6   142

4   164

8    18

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

7   100

3   168
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5    60
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小学5年男子       

100m                

予選 通過基準  2組  3着 + 2 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



予選 9月24日  9:45
決勝 9月24日 12:20

県小記録            12.27
大会新  (GR )       13.1 

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -0.6

 1 松澤 将大(6) 小学      14.0 Q  1 鈴木 慎吾(6) 小学      13.0 Q
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾀﾞｲ 大町北小 ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 松川小

 2 栗林 慮雨(6) 小学      15.0 Q  2 大日向 孝雅(6) 小学      14.4 Q
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 大町北小 ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｶﾞ 大町北小

 3 栗原 蓮太郎(6) 小学      15.8 Q  3 丸山 幹太(6) 小学      15.9 Q
ｸﾘﾊﾗ ﾚﾝﾀﾛｳ 大町西小 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾝﾀ 池田小

 4 青田 聖也(6) 小学      16.1 q  4 唐澤 亮成(6) 小学      16.3 q
ｱｵﾀ ｾｲﾔ 大町東小 ｶﾗｻﾜ ﾘｮｳｾｲ 大町北小
平林 大知(6) 小学  5 降籏 星介(6) 小学      17.2 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾁ 池田小 ﾌﾘﾊﾀ ｼｮｳｽｹ 大町東小

風速 +0.8

 1 鈴木 慎吾(6) 小学      12.9 
ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 松川小

 2 松澤 将大(6) 小学      13.8 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾀﾞｲ 大町北小

 3 大日向 孝雅(6) 小学      14.3 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｶﾞ 大町北小

 4 栗林 慮雨(6) 小学      14.7 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 大町北小

 5 丸山 幹太(6) 小学      15.4 
ﾏﾙﾔﾏ ｶﾝﾀ 池田小

 6 栗原 蓮太郎(6) 小学      15.6 
ｸﾘﾊﾗ ﾚﾝﾀﾛｳ 大町西小

 7 青田 聖也(6) 小学      15.8 
ｱｵﾀ ｾｲﾔ 大町東小

 7 唐澤 亮成(6) 小学      15.8 
ｶﾗｻﾜ ﾘｮｳｾｲ 大町北小

1   101

2    67

8   151

7    71
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6    69
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小学6年男子       

100m                

予選 通過基準  2組  3着 + 2 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



決勝 9月24日 11:15

県中記録          2,49.83
大会新  (GR )     3,12.0 

 1 横澤 静也(6) 小学    3,09.3 
ﾖｺｻﾜ ｼｽﾞﾔ 松川小

 2 小保内 壮太(6) 小学    3,28.1 
ｵﾎﾞﾅｲ ｿｳﾀ 会染小

 3 下條 拓海(6) 小学    3,33.8 
ｼﾓｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ 大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

 4 松下 絆(4) 小学    3,42.5 
ﾏﾂｼﾀ ﾊﾞﾝ 大町南小

 5 横川 眞伯(4) 小学    3,43.5 
ﾖｺｶﾜ ﾏｱｸ 白馬北小

 6 中島 浬柊(5) 小学    3,44.8 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｼｭｳ 白馬南小

 7 中澤 悠(5) 小学    3,48.5 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳ 大町南小

 8 糸氏 琉人(4) 小学    3,49.7 
ｲﾄｳｼﾞ ﾘｭｳﾄ 白馬北小

 9 宮田 陽叶(6) 小学    3,50.6 
ﾐﾔﾀ ｱｷﾄ 大町西小

10 手銭 利玖(6) 小学    3,51.3 
ﾃｾﾞﾝ ﾘｸ 大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

11 新山 堅太(5) 小学    3,52.1 
ﾆｲﾔﾏ ｹﾝﾀ 大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

12 相澤 伸一(4) 小学    3,53.6 
ｱｲｻﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 会染小

13 遠藤 大祐(6) 小学    3,53.9 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 池田小

14 塩月 直己(5) 小学    3,57.9 
ｼｵﾂｷ ﾅｵﾐ 池田小

15 宮澤 風音(5) 小学    3,59.0 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｻﾞﾈ 白馬南小

16 吉田 龍馬(4) 小学    3,59.2 
ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 八坂小

17 松澤 岳拓(5) 小学    4,03.6 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ 白馬南小

18 奥原 星(4) 小学    4,04.7 
ｵｸﾊﾗ ｾｲ 大町南小

19 村上 友音(5) 小学    4,06.7 
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾄ 白馬南小

20 林 暖翔(4) 小学    4,07.1 
ﾊﾔｼ ﾊﾙﾄ 白馬南小

21 山下 ろうじ(4) 小学    4,09.0 
ﾔﾏｼﾀ ﾛｳｼﾞ 白馬南小

22 水野 颯紀(4) 小学    4,11.4 
ﾐｽﾞﾉ ｻﾂｷ 白馬南小
小林 嶺(4) 小学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ 白馬北小
林 空良(4) 小学
ﾊﾔｼ ｿﾗ 白馬北小
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決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月24日 13:20

県中記録            51.04
大会新  (GR )       59.9 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 大町西小    79 太田 歩夢(5)    1,02.3 

ｵｵﾏﾁﾆｼｼｮｳ ｵｵﾀ ｱﾕﾑ
   80 市川 拓海(5)

ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾐ
   81 続麻 陸王(5)

ﾂﾂﾞｵ ﾘｵ
   78 二木 鉄平(5)

ﾌﾀﾂｷﾞ ﾃｯﾍﾟｲ
 2   5 大町北小    55 松倉 朋樹(5)    1,02.3 

ｵｵﾏﾁｷﾀｼｮｳ ﾏﾂｸﾗ ﾄﾓｷ
   60 中村 大能(5)

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾉ
   70 桑崎 晃次(5)

ｸﾜｻﾞｷ ｺｳｼﾞ
   58 本堂 司(5)

ﾎﾝﾄﾞｳ ﾂｶｻ
 3   3 白馬南小    30 松澤 岳拓(5)    1,05.5 

ﾊｸﾊﾞﾐﾅﾐｼｮｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ
   31 村上 友音(5)

ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾄ
   29 宮澤 風音(5)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｻﾞﾈ
   28 中島 浬柊(5)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｼｭｳ

小学5年男子       

4×100mR            

決勝



決勝 9月24日 13:30

県中記録            51.04
大会新  (GR )       54.6 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 松川小   128 西澤 拓馬(6)      56.7 

ﾏﾂｶﾜｼｮｳ ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｸﾏ
  127 横澤 静也(6)

ﾖｺｻﾜ ｼｽﾞﾔ
  129 田中 淳稀(6)

ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｷ
  126 鈴木 慎吾(6)

ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ
 2   6 大町北小    66 松澤 将大(6)      57.2 

ｵｵﾏﾁｷﾀｼｮｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾀﾞｲ
   69 栗林 慮雨(6)

ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ
   67 唐澤 亮成(6)

ｶﾗｻﾜ ﾘｮｳｾｲ
   68 大日向 孝雅(6)

ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｶﾞ
 3   4 大町東小   102 降籏 星介(6)    1,02.3 

ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼｼｮｳ ﾌﾘﾊﾀ ｼｮｳｽｹ
  101 青田 聖也(6)

ｱｵﾀ ｾｲﾔ
  119 高根 夏雪(6)

ﾀｶﾈ ﾅﾂｷ
  118 坂口 和弥(6)

ｻｶｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ
 4   3 池田小   151 丸山 幹太(6)    1,03.5 

ｲｹﾀﾞｼｮｳ ﾏﾙﾔﾏ ｶﾝﾀ
  147 荻窪 彬人(6)

ｵｷﾞｸﾎﾞ ｱﾔﾄ
  148 遠藤 大祐(6)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ
  149 見田 雄亮(6)

ｹﾝﾀﾞ ﾕｳｽｹ

6年男子       

4×100mR            

決勝



決勝 9月24日  9:00

県小記録             5.47
大会新  (GR )        5.04

幾田 朋郎(6) 小学   4.06   4.10   4.01   3.85   3.94   4.09    4.10 
ｲｸﾀ ﾄﾓﾛｳ 小谷小   -0.8   +0.7   +0.2    0.0   +0.1    0.0    +0.7
西澤 拓馬(6) 小学   3.71   3.85   3.88    X   3.90   4.01    4.01 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 松川小   -0.8   +0.8   +0.3   +0.2    0.0     0.0
矢口 歩武(6) 小学   3.80   2.67   3.74    X   3.62   3.74    3.80 
ﾔｸﾞﾁ ｱﾕﾑ 会染小   -0.1   +1.0   +0.3    0.0   +0.3    -0.1
続麻 陸王(5) 小学   3.59   3.43   3.37   3.44   3.67   3.59    3.67 
ﾂﾂﾞｵ ﾘｵ 大町西小   +0.3   -0.8    0.0   +0.5    0.0    0.0     0.0
荻窪 彬人(6) 小学   3.46   3.15   3.27    X   3.61   3.42    3.61 
ｵｷﾞｸﾎﾞ ｱﾔﾄ 池田小   -0.3   -1.2    0.0   -0.2   -0.5    -0.2
北澤 青空(6) 小学   3.40   3.59   3.37   3.34   3.41   3.29    3.59 
ｷﾀｻﾞﾜ ｱｵｿﾞﾗ 八坂小   +0.7   +0.5   +0.7    0.0   +0.1   -0.8    +0.5
本堂 司(5) 小学   3.54    X   3.38   3.55   3.51   3.43    3.55 
ﾎﾝﾄﾞｳ ﾂｶｻ 大町北小   +1.1   +0.4    0.0   -0.5   -0.8     0.0
丸山 海翔(6) 小学   3.45    X   3.34   2.49   3.15   3.44    3.45 
ﾏﾙﾔﾏ ｶｲﾄ 小谷小   +0.1    0.0    0.0   -0.3    0.0    +0.1
仁科 環樹(6) 小学   3.33   3.06   3.09    3.33 
ﾆｼﾅ ﾀﾏｷ 大町西小   -0.1   +0.2    0.0    -0.1
岡野 翼(5) 小学    X   3.32    X    3.32 
ｵｶﾉ ﾂﾊﾞｻ 八坂小   -0.7    -0.7
見田 雄亮(6) 小学   3.23   3.08   3.31    3.31 
ｹﾝﾀﾞ ﾕｳｽｹ 池田小   +0.9   -0.1   +0.4    +0.4
栗林 琉翔(4) 小学   3.23   2.97   3.11    3.23 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ  ﾙｶ 大町西小   +0.7   -1.4   -0.4    +0.7
高橋 蓮(5) 小学   3.19    X   3.18    3.19 
ﾀｶﾊｼ ﾚﾝ 大町北小   +0.9   +0.2    +0.9
須澤 凰心(4) 小学    X   3.11   3.17    3.17 
ｽｻﾞﾜ ｺｳｼﾝ 大町東小   +0.6    0.0     0.0
丸山 航汰(4) 小学   2.86   2.90    X    2.90 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾀ 松川小   +0.6   -1.2    -1.2
仁科 悠佳(4) 小学   2.54   2.49   2.16    2.54 
ﾆｼﾅ ﾊﾙｶ 大町西小   +0.7   +0.1    0.0    +0.7
下條 将雅(5) 小学 欠場
ｼﾓｼﾞｮｳ ｼｮｳｶﾞ 大町北小

小学男子共通  

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 備考
1 15     1

2 16   128

3 17   154

4 11    81

5 5   147

6 1    40

7 7    58

8 13     2

9 4    72

10 6    43

11 8   149

12 9    86

13 14    57

14 12   103

3    59

15 10   133

16 2    85
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県小記録            61.92
大会新  (GR )       59.18

佐藤 幸弥(5) 小学
ｻﾄｳ ﾕｷﾔ 大町北小
遠藤 準也(6) 小学
ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝﾔ 大町北小
平川 槻斗(5) 小学
ﾋﾗｶﾜ ﾂｷﾄ 小谷小
小林 一輝(4) 小学
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 大町東小
小林 由弥(4) 小学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ 大町西小
平田 悠陽(6) 小学
ﾋﾗﾀ ﾕｳﾋ 大町西小
腰原 陸也(4) 小学
ｺｼﾊﾗ ﾘｸﾔ 会染小
小林 博(4) 小学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ 大町東小
伊藤 蒼都(5) 小学
ｲﾄｳ ｱｵﾄ 大町東小
町田 純一(5) 小学
ﾏﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大町西小
西澤 怜也(4) 小学
ﾆｼｻﾞﾜ ﾚｲﾔ 大町東小
内川 遥斗(4) 小学
ｳﾁｶﾜ ﾊﾙﾄ 大町東小
田中 淳稀(6) 小学
ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｷ 松川小
松倉 朋樹(5) 小学
ﾏﾂｸﾗ ﾄﾓｷ 大町北小
楜澤 功大(4) 小学
ｸﾙﾐｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 松川小
西澤 和真(4) 小学
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 松川小
丸山 陸斗(4) 小学
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｸﾄ 大町西小
坂中 悠惺(4) 小学
ｻｶﾅｶ ﾕｳｾｲ 大町東小
栗林 凰芽(4) 小学
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｵｳｶﾞ 大町西小
大日向 結弦(4) 小学
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾕｲﾄ 大町北小
中村 眞海(6) 小学
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾋﾛ 松川小
平林 陸(4) 小学
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｸ 八坂小
森山 賢志(5) 小学
ﾓﾘﾔﾏ ｹﾝｼ 八坂小
青木 大空(4) 小学
ｱｵｷ ｿﾗ 八坂小
武 遥輝(5) 小学 棄権
ﾀｹ ﾊﾙｷ 八坂小

小学男子共通  

ジャベリックボール投

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 25    56

  O 50.45   X  50.45 

2 18    65
  O 45.31   O  45.31 

3 15     4
42.42   O   O  42.42 

4 7   105
38.69   O   O  38.69 

5 12    88
38.16   O   O  38.16 

6 20    73
37.93   X   O  37.93 

7 5   160
37.72   O   O  37.72 

8 13   106
37.04   O   O  37.04 

9 9   109
  O 36.64   O  36.64 

10 10    82
35.37   O   O  35.37 

11 2   108
  O   O 34.58  34.58 

12 16   104
34.38   O   O  34.38 

13 19   129
33.28   O   O  33.28 

14 23    55
  O 33.18   O  33.18 

15 24   131
31.68   O   O  31.68 

16 22   132
  O 31.49   O  31.49 

17 4    89
  O   O 31.39  31.39 

18 11   107
30.04   O   O  30.04 

19 14    87
  O 28.74   O  28.74 

20 21    52
  O   O 23.62  23.62 

21 17   130
  O   O 22.79  22.79 

22 1    46
  O 18.96   O  18.96 

23 6    42
  O 17.09   O  17.09 

24 8    45
  X  7.83   O

3    41

  7.83 
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