
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

R1

T4 ｒ
T5
T6
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T8

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  ) 女  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6年女子      +0.1 奥野 結愛(6) 14.2 野口 茉優(6) 14.9 槇野 湧水(6) 15.4 平林 杏菜(6) 16.2 宮永 神那(6) 17.3 原 侑愛(6) 17.7 傘木 渚月(6) 18.1

100m 小学･白馬北小 GR 小学･大町西小 小学･大町北小 小学･大町北小 小学･大町北小 小学･松川小 小学･松川小
09/24 大町西小     1,02.1 大町北小     1,04.3 松川小     1,09.7 

4×100mR 野口 綾花(6) 平林 杏菜(6) 原 侑愛(6)
伊藤 ひなの(6) 宮永 神那(6) 樋井 萌菜美(6)
御筆 陽南(6) 槇野 湧水(6) 傘木 渚月(6)
野口 茉優(6) 柴田 桜奈(6) 田代 あい(6)

09/24 小学4年女子      +0.1 上條 明日香(4) 16.2 北沢 真輝(4) 16.6 横澤 咲蘭(4) 16.7 北澤 真織(4) 17.1 中村 夢希(4) 17.1 太田 花梨(4) 17.2 平林 野都栞(4) 17.2 秋山 遥香(4) 17.4
100m 小学･大町西小 小学･松川小 小学･松川小 小学･大町東小 小学･松川小 小学･大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 小学･大町北小 小学･大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

09/24 小学5年女子      -0.4 原田 一花(5) 15.6 千野 さくら(5) 16.6 柳澤 陽向(5) 16.6 海川 怜(5) 16.7 深澤 ひなた(5) 16.9
100m 小学･大町北小 小学･大町東小 小学･会染小 小学･大町北小 小学･小谷小

09/24 中学1年女子      +0.1 高原 つらら(1) 15.7 上條 華奈(1) 16.8
100m 中学･白馬中 中学･仁科台中

09/24 中学2年女子      +1.3 原 知愛(2) 13.3 山一 実希(2) 14.0 川上 菜(2) 14.2 藤井 深雪(2) 中学･北安松川中 14.5 山田 久美子(2) 14.6 原 萌々音(2) 14.6 大藏 莉乃(2) 14.7
100m 中学･北安松川中 中学･北安松川中 中学･仁科台中 田中 彩水(2) 中学･北安松川中 中学･北安松川中 中学･白馬中 中学･大町第一中

09/24 中学女子共通 松下 輝来(1) 11,34.3 宮沢 真那果(3) 11,53.3 栗原 すず(2) 12,14.8 片山 柊(3) 12,21.3 北村 真彩(2) 12,30.8 湯口 朝香(1) 12,44.6 関口 ひかり(3) 12,55.6 白澤 真帆(1) 13,01.7
3000m 中学･仁科台中 中学･仁科台中 中学･大町第一中 中学･小谷中 中学･小谷中 中学･北安松川中 中学･仁科台中 中学･北安松川中

09/24 菅沢 侑希(2) 1.40 橋本 珠(2) 1.30 塩野 七虹(2) 1.30 矢口 静空(2) 1.20 宮沢 真那果(3) 中学･仁科台中 1.15 石塚 玲那(1) 1.05 澤渡 千夏(2) 1.00
走高跳 中学･仁科台中 中学･北安松川中 中学･仁科台中 中学･小谷中 降籏 美宙(3) 中学･仁科台中 中学･小谷中 中学･小谷中

09/24 山田 久美子(2)4.18(-1.0) 国本 梨紗(2) 3.96(+1.5) 松倉 みのり(2)3.92(+0.9) 高原 つらら(1)3.87(-1.4) 石塚 玲那(1) 3.53(0.0) 澤渡 千夏(2) 3.50(+0.1) 松沢 歩奈(1) 3.46(+1.7) 矢口 静空(2) 3.20(-1.6)
走幅跳 中学･北安松川中 中学･白馬中 中学･高瀬中 中学･白馬中 中学･小谷中 中学･小谷中 中学･北安松川中 中学･小谷中

09/24 白河 凜加(2) 9.04 町田 栞(2) 8.10 遠藤 優美菜(3) 7.21 片桐 由莉華(2) 6.86 宮澤 彩音(1) 6.61 関口 ひかり(3) 5.70 白澤 ひかり(1) 5.50
砲丸投 中学･大町第一中 中学･仁科台中 中学･北安松川中 中学･仁科台中 中学･高瀬中 中学･仁科台中 中学･仁科台中

09/24 北安松川中(A)      54.6 仁科台中(A)       55.5 大町第一中       57.2 小谷中     1,01.7 仁科台中(B)     1,01.9 
4×100mR 山一 実希(2) GR 松井 晴香(3) GR 大西 愛菜(2) 淀 葉月(2)

原 知愛(2) 門松 郁乃(3) 大藏 莉乃(2) 澤渡 千夏(2)
田中 彩水(2) 川上 菜(2) 白河 凜加(2) 矢口 静空(2)
橋本 珠(2) 塩野 七虹(2) 栗原 すず(2) 丸山 琳(2)

09/24 小学女子共通 山田 紗羽(5) 3,41.6 水野 夏楓(6) 3,41.9 丸山 佳織(6) 3,47.6 柴田 桜奈(6) 3,51.6 田代 あい(6) 3,52.7 関谷 千里(6) 3,55.2 西澤 愛姫(5) 3,55.9 齋藤 京果(4) 3,56.2
1000m 小学･白馬北小 小学･白馬南小 小学･小谷小 小学･大町北小 小学･松川小 小学･松川小 小学･小谷小 小学･白馬南小

09/24 御筆 陽南(6) 1.10 野口 綾花(6) 1.00
走高跳 小学･大町西小 小学･大町西小

09/24 葛原 亜希(6) 3.81(-0.4) 川上 万葉(6) 3.30(-0.3) 矢口 明日香(5)2.58(0.0)
走幅跳 小学･会染小 小学･大町南小 小学･大町東小

09/24 岡澤 優那(5) 39.62 伊藤 ひなの(6) 37.38 成沢久留美(6) 30.82 山中 楓葉(6) 24.18 山﨑 咲弥(6) 22.55 伊藤 千晴(4) 14.94 渡辺 友梨(4) 7.93
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･大町東小 GR 小学･大町西小 GR 小学･大町南小 GR 小学･小谷小 小学･会染小 小学･大町東小 小学･大町東小



決勝 9月24日 12:35

県中記録            12.05
大会新  (GR )       13.7 

風速 +0.1

 1 高原 つらら(1) 中学      15.7 
ﾀｶﾊﾗ ﾂﾗﾗ 白馬中

 2 上條 華奈(1) 中学      16.8 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｶﾅ 仁科台中

予選 9月24日 10:15
決勝 9月24日 12:45

県中記録            12.05
大会新  (GR )       13.2 

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 +0.6

 1 山一 実希(2) 中学      14.2 Q  1 原 知愛(2) 中学      13.4 Q
ﾔﾏｲﾁ ﾐｷ 北安松川中 ﾊﾗ ﾁﾅﾘ 北安松川中

 2 川上 菜(2) 中学      14.4 Q  2 山田 久美子(2) 中学      14.7 Q
ｶﾜｶﾐ ｻｲ 仁科台中 ﾔﾏﾀﾞ ｸﾐｺ 北安松川中

 3 田中 彩水(2) 中学      14.6 Q  3 藤井 深雪(2) 中学      14.7 Q
ﾀﾅｶ ｱﾔﾐ 北安松川中 ﾌｼﾞｲ ﾐﾕｷ 北安松川中

 4 大藏 莉乃(2) 中学      14.9 q  4 原 萌々音(2) 中学      14.8 q
ｵｵｸﾗ ﾘﾉ 大町第一中 ﾊﾗ ﾓﾓﾈ 白馬中

 5 大西 愛菜(2) 中学      15.0  5 左右田 茜(2) 中学      15.1 
ｵｵﾆｼ ﾏﾅ 大町第一中 ｿｳﾀﾞ ｱｶﾈ 大町第一中

 6 丸山 琳(2) 中学      15.6  6 淀 葉月(2) 中学      15.1 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾝ 小谷中 ﾖﾄﾞ ﾊﾂﾞｷ 小谷中

風速 +1.3

 1 原 知愛(2) 中学      13.3 
ﾊﾗ ﾁﾅﾘ 北安松川中

 2 山一 実希(2) 中学      14.0 
ﾔﾏｲﾁ ﾐｷ 北安松川中

 3 川上 菜(2) 中学      14.2 
ｶﾜｶﾐ ｻｲ 仁科台中

 4 藤井 深雪(2) 中学      14.5 
ﾌｼﾞｲ ﾐﾕｷ 北安松川中

 4 田中 彩水(2) 中学      14.5 
ﾀﾅｶ ｱﾔﾐ 北安松川中

 6 山田 久美子(2) 中学      14.6 
ﾔﾏﾀﾞ ｸﾐｺ 北安松川中

 7 原 萌々音(2) 中学      14.6 
ﾊﾗ ﾓﾓﾈ 白馬中

 8 大藏 莉乃(2) 中学      14.7 
ｵｵｸﾗ ﾘﾉ 大町第一中

中学1年女子       

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

No. 氏  名 所属名

3  6823

4  6892

No. 氏  名 所属名

中学2年女子       

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
5  6786 2  6787

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

6  6930 7  6791

3  6788 6  6789

4  6885 5  6822

2  6880 3  6884

7  6843 4  6853

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  6787

4  6786

6  6930

1  6789

7  6788

3  6791

8  6822

2  6885



決勝 9月24日 11:00

県中記録          9,25.24
大会新  (GR )    11,11.2 

 1 松下 輝来(1) 中学   11,34.3 
ﾏﾂｼﾀ ｷﾗ 仁科台中

 2 宮沢 真那果(3) 中学   11,53.3 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾅｶ 仁科台中

 3 栗原 すず(2) 中学   12,14.8 
ｸﾘﾊﾗ ｽｽﾞ 大町第一中

 4 片山 柊(3) 中学   12,21.3 
ｶﾀﾔﾏ ｼｭｳ 小谷中

 5 北村 真彩(2) 中学   12,30.8 
ｷﾀﾑﾗ ﾏｱﾔ 小谷中

 6 湯口 朝香(1) 中学   12,44.6 
ﾕｸﾞﾁ ｱｻｶ 北安松川中

 7 関口 ひかり(3) 中学   12,55.6 
ｾｷｸﾞﾁ ﾋｶﾘ 仁科台中

 8 白澤 真帆(1) 中学   13,01.7 
ｼﾗｻﾜ ﾏﾎ 北安松川中

 9 荻久保 結野(1) 中学   13,08.8 
ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾕﾉ 北安松川中

10 西澤 瑞姫(1) 中学   13,20.1 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ 小谷中

11 飯沢 志峰(3) 中学   13,39.5 
ｲｲｻﾞﾜ ｼﾎ 仁科台中

12 楜澤 里美(3) 中学   14,50.4 
ｸﾙﾐｻﾞﾜ ｻﾄﾐ 北安松川中
下澤 実央(2) 中学
ｼﾓｻﾞﾜ ﾐｵ 白馬中
松本 詩季菜(3) 中学
ﾏﾂﾓﾄ ｼｷﾅ 小谷中

中学女子共通  

3000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
13  6894

11  6927

3  6881

4  6840

2  6841

8  6795

9  6924

1  6793

12  6792

6  6850

7  6928

10  6782

5  6821
欠場

14  6847
欠場



決勝 9月24日 13:40

県中記録            48.17
大会新              55.7 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 北安松川中(A)  6786 山一 実希(2)      54.6 

ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜﾁｭｳA ﾔﾏｲﾁ ﾐｷ 大会新
 6787 原 知愛(2)

ﾊﾗ ﾁﾅﾘ
 6788 田中 彩水(2)

ﾀﾅｶ ｱﾔﾐ
 6790 橋本 珠(2)

ﾊｼﾓﾄ ｽｽﾞ
 2   7 仁科台中(A)  6926 松井 晴香(3)      55.5 

ﾆｼﾅﾀﾞｲﾁｭｳA ﾏﾂｲ ﾊﾙｶ 大会新
 6920 門松 郁乃(3)

ｶﾄﾞﾏﾂ ｶﾉ
 6930 川上 菜(2)

ｶﾜｶﾐ ｻｲ
 6933 塩野 七虹(2)

ｼｵﾉ ﾅﾅﾐ
 3   8 大町第一中  6880 大西 愛菜(2)      57.2 

ｵｵﾏﾁﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳ ｵｵﾆｼ ﾏﾅ
 6885 大藏 莉乃(2)

ｵｵｸﾗ ﾘﾉ
 6883 白河 凜加(2)

ｼﾗｶﾜ ﾘﾝｶ
 6881 栗原 すず(2)

ｸﾘﾊﾗ ｽｽﾞ
 4   2 小谷中  6853 淀 葉月(2)    1,01.7 

ｵﾀﾘﾁｭｳ ﾖﾄﾞ ﾊﾂﾞｷ
 6842 澤渡 千夏(2)

ｻﾜﾄﾞ ﾁｶ
 6851 矢口 静空(2)

ﾔｸﾞﾁ ｼｽﾞｸ
 6843 丸山 琳(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾝ
 5   3 仁科台中(B)    1,01.9 

ﾆｼﾅﾀﾞｲﾁｭｳB

  5 白馬中
ﾊｸﾊﾞﾁｭｳ 欠場

  6 北安松川中(B)  6789 藤井 深雪(2)
ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜﾁｭｳB ﾌｼﾞｲ ﾐﾕｷ 欠場

 6791 山田 久美子(2)
ﾔﾏﾀﾞ ｸﾐｺ

 6792 荻久保 結野(1)
ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾕﾉ

 6794 松沢 歩奈(1)
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾕﾅ

中学女子共通  

4×100mR            

決勝



決勝 9月24日  9:00

県中記録             1.75
大会新  (GR )        1.54

菅沢 侑希(2) 中学
ｽｹﾞｻﾜ ﾕｳｷ 仁科台中
橋本 珠(2) 中学
ﾊｼﾓﾄ ｽｽﾞ 北安松川中
塩野 七虹(2) 中学
ｼｵﾉ ﾅﾅﾐ 仁科台中
矢口 静空(2) 中学
ﾔｸﾞﾁ ｼｽﾞｸ 小谷中
宮沢 真那果(3) 中学
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾅｶ 仁科台中
降籏 美宙(3) 中学
ﾌﾘﾊﾀ ﾐｿﾗ 仁科台中
石塚 玲那(1) 中学
ｲｼﾂﾞｶ ﾚﾅ 小谷中
澤渡 千夏(2) 中学
ｻﾜﾄﾞ ﾁｶ 小谷中
太田 さくら(1) 中学 欠場
ｵｵﾀ ｻｸﾗ 高瀬中

決勝 9月24日 10:30

県中記録             5.74
大会新  (GR )        4.91

山田 久美子(2) 中学   4.04    X   4.04   4.18   3.07    X    4.18 
ﾔﾏﾀﾞ ｸﾐｺ 北安松川中   +0.1   +0.5   +0.3   -1.0   +1.0   +0.9    -1.0
国本 梨紗(2) 中学   3.66   3.85   3.68   3.84   3.75   3.96    3.96 
ｸﾆﾓﾄ ﾘｻ 白馬中   -0.9   +1.4   -0.7   -0.9    0.0   +1.5    +1.5
松倉 みのり(2) 中学   3.81   3.92   3.87   3.83   3.87   3.54    3.92 
ﾏﾂｸﾗ ﾐﾉﾘ 高瀬中   -0.9   +0.9   -0.7    0.0   -0.5   -0.1    +0.9
高原 つらら(1) 中学   3.87   3.63   3.73   3.54   3.58   3.55    3.87 
ﾀｶﾊﾗ ﾂﾗﾗ 白馬中   -1.4   +1.2   +0.8   -0.3   +0.1   +1.0    -1.4
石塚 玲那(1) 中学   3.53   3.22   3.36   3.37   3.52   3.53    3.53 
ｲｼﾂﾞｶ ﾚﾅ 小谷中    0.0   +0.5   +0.3   -1.0    0.0   +0.4     0.0
澤渡 千夏(2) 中学   3.28    X   3.50   3.45   3.44   3.35    3.50 
ｻﾜﾄﾞ ﾁｶ 小谷中   -1.5   +2.4   +0.1   -1.4   -0.2   +1.2    +0.1
松沢 歩奈(1) 中学   3.29   3.24   2.99   2.76   3.11   3.46    3.46 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾕﾅ 北安松川中   +0.1   +0.7   +0.5   -1.2   -0.2   +1.7    +1.7
矢口 静空(2) 中学   2.85   3.11   3.13   3.20    X   3.17    3.20 
ﾔｸﾞﾁ ｼｽﾞｸ 小谷中   +0.1   +1.1   +0.1   -1.6   -0.6   +1.4    -1.6

9  6742
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3 6  6933
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2 7  6790
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1m40 1m45 記録 備考
1 8  6934

- - -

1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35

中学女子共通  

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m00 1m05

中学女子共通  

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 8  6791

2 7  6820

3 6  6758

4 4  6823

5 3  6849

6 5  6842

7 2  6794

8 1  6851



決勝 9月24日 12:00

県中記録            13.55
大会新  (GR )       10.49

白河 凜加(2) 中学
ｼﾗｶﾜ ﾘﾝｶ 大町第一中
町田 栞(2) 中学
ﾏﾁﾀﾞ ｼｵﾘ 仁科台中
遠藤 優美菜(3) 中学
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾅ 北安松川中
片桐 由莉華(2) 中学
ｶﾀｷﾞﾘ ﾕﾘｶ 仁科台中
宮澤 彩音(1) 中学
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 高瀬中
関口 ひかり(3) 中学
ｾｷｸﾞﾁ ﾋｶﾘ 仁科台中
白澤 ひかり(1) 中学
ｼﾗｻﾜ ﾋｶﾘ 仁科台中

中学女子共通  

砲丸投(2.721kg）    

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 7  6883

  X  8.33  9.04  8.17  8.82  8.53   9.04 

2 6  6935
 6.60  7.82  8.10  7.94  7.16  7.07   8.10 

3 5  6781
 7.04  6.16  6.94  6.72  7.21  7.05   7.21 

4 3  6932
 6.16  6.00  6.20  6.86  6.60  6.73   6.86 

5 4  6743
 5.85  6.61  6.39  6.37  6.34  5.80   6.61 

6 1  6924
 5.65  5.67  5.02

7 2  6893
 4.61  4.63  4.79  5.50  5.41  5.48   5.50 

 4.99  5.70  5.46   5.70 



予選 9月24日  9:25
決勝 9月24日 12:05

県小記録            13.06
大会新  (GR )       16.00

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速  0.0

 1 北沢 真輝(4) 小学      16.6 Q  1 横澤 咲蘭(4) 小学      16.6 Q
ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｷ 松川小 ﾖｺｻﾜ ｻﾗ 松川小

 2 中村 夢希(4) 小学      16.6 Q  2 上條 明日香(4) 小学      16.6 Q
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾒﾉ 松川小 ｶﾐｼﾞｮｳ ｱｽｶ 大町西小

 3 太田 花梨(4) 小学      17.1 Q  3 秋山 遥香(4) 小学      17.5 Q
ｵｵﾀ ｶﾘﾝ 大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ｱｷﾔﾏ ﾊﾙｶ 大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

 4 北澤 真織(4) 小学      17.2 q  4 平林 野都栞(4) 小学      17.5 q
ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｵﾘ 大町東小 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾉﾄﾞｶ 大町北小

 5 荻窪 晴美(4) 小学      17.9  5 深澤 彩月(4) 小学      18.3 
ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾊﾙﾐ 池田小 ﾌｶｻﾜ ｻﾂｷ 小谷小

 6 髙原 紅葉(4) 小学      18.2  6 松倉 史奈(4) 小学      18.4 
ﾀｶﾊﾗ ﾓﾐｼﾞ 白馬北小 ﾏﾂｸﾗ ｱﾔﾅ 大町西小

 7 安倍 天恵(4) 小学      18.7  7 佐々木 風花(4) 小学      20.2 
ｱﾝﾊﾞｲ ｱｶﾘ 大町西小 ｻｻｷ ﾌｳｶ 池田小

風速 +0.1

 1 上條 明日香(4) 小学      16.2 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｱｽｶ 大町西小

 2 北沢 真輝(4) 小学      16.6 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｷ 松川小

 3 横澤 咲蘭(4) 小学      16.7 
ﾖｺｻﾜ ｻﾗ 松川小

 4 北澤 真織(4) 小学      17.1 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｵﾘ 大町東小

 5 中村 夢希(4) 小学      17.1 
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾒﾉ 松川小

 6 太田 花梨(4) 小学      17.2 
ｵｵﾀ ｶﾘﾝ 大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

 7 平林 野都栞(4) 小学      17.2 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾉﾄﾞｶ 大町北小

 8 秋山 遥香(4) 小学      17.4 
ｱｷﾔﾏ ﾊﾙｶ 大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

8    48

1   166

5   140

7   165

6   141

2   110

記録／備考
4    93

3   139

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5    95 7   145

7    25 6    94

6   143 3    12

4   110 5    48

3   165 4   166

2   140 8    93

8   139 2   141

小学4年女子       

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No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ



決勝 9月24日 12:15

県小記録            13.06
大会新  (GR )       14.6 

風速 -0.4

 1 原田 一花(5) 小学      15.6 
ﾊﾗﾀﾞ ｲﾁｶ 大町北小

 2 千野 さくら(5) 小学      16.6 
ﾁﾉ ｻｸﾗ 大町東小

 3 柳澤 陽向(5) 小学      16.6 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾅﾀ 会染小

 4 海川 怜(5) 小学      16.7 
ｳﾐｶﾜ ﾚｲ 大町北小

 5 深澤 ひなた(5) 小学      16.9 
ﾌｶｻﾜ ﾋﾅﾀ 小谷小

決勝 9月24日 12:25

県小記録            13.06
大会新  (GR )       14.3 

風速 +0.1

 1 奥野 結愛(6) 小学      14.2 
ｵｸﾉ ﾕﾗ 白馬北小

 2 野口 茉優(6) 小学      14.9 
ﾉｸﾞﾁ ﾏﾕ 大町西小

 3 槇野 湧水(6) 小学      15.4 
ﾏｷﾉ ﾜｸﾐ 大町北小

 4 平林 杏菜(6) 小学      16.2 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾅ 大町北小

 5 宮永 神那(6) 小学      17.3 
ﾐﾔﾅｶﾞ ｶﾝﾅ 大町北小

 6 原 侑愛(6) 小学      17.7 
ﾊﾗ ﾕｳｱ 松川小

 7 傘木 渚月(6) 小学      18.1 
ｶｻｷﾞ ﾅﾂ 松川小

7    10

6   159

3    54

5    53

4   111

小学5年女子       

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

小学6年女子       

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    16

大会新
3    77

4    62

8    64

7   134

2    63

5   135



決勝 9月24日 13:25

県中記録            53.07
大会新  (GR )     1,00.2 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 大町西小    75 野口 綾花(6)    1,02.1 

ｵｵﾏﾁﾆｼｼｮｳ ﾉｸﾞﾁ ｱﾔｶ
   76 伊藤 ひなの(6)

ｲﾄｳ ﾋﾅﾉ
   74 御筆 陽南(6)

ﾐﾌﾃﾞ ﾋﾅ
   77 野口 茉優(6)

ﾉｸﾞﾁ ﾏﾕ
 2   5 大町北小    64 平林 杏菜(6)    1,04.3 

ｵｵﾏﾁｷﾀｼｮｳ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾅ
   63 宮永 神那(6)

ﾐﾔﾅｶﾞ ｶﾝﾅ
   62 槇野 湧水(6)

ﾏｷﾉ ﾜｸﾐ
   61 柴田 桜奈(6)

ｼﾊﾞﾀ ｻﾅ
 3   3 松川小   135 原 侑愛(6)    1,09.7 

ﾏﾂｶﾜｼｮｳ ﾊﾗ ﾕｳｱ
  138 樋井 萌菜美(6)

ﾋﾉｲ ﾓﾅﾐ
  134 傘木 渚月(6)

ｶｻｷﾞ ﾅﾂ
  137 田代 あい(6)

ﾀｼﾛ ｱｲ

小学6年女子       

4×100mR            

決勝



決勝 9月24日 11:25

県中記録          3,03.46
大会新  (GR )     3,28.2 

 1 山田 紗羽(5) 小学    3,41.6 
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾜ 白馬北小

 2 水野 夏楓(6) 小学    3,41.9 
ﾐｽﾞﾉ ｶｴ 白馬南小

 3 丸山 佳織(6) 小学    3,47.6 
ﾏﾙﾔﾏ ｶｵﾘ 小谷小

 4 柴田 桜奈(6) 小学    3,51.6 
ｼﾊﾞﾀ ｻﾅ 大町北小

 5 田代 あい(6) 小学    3,52.7 
ﾀｼﾛ ｱｲ 松川小

 6 関谷 千里(6) 小学    3,55.2 
ｾｷﾔ ﾁｻﾄ 松川小

 7 西澤 愛姫(5) 小学    3,55.9 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾅｷ 小谷小

 8 齋藤 京果(4) 小学    3,56.2 
ｻｲﾄｳ ｷｮｳｶ 白馬南小

 9 西澤 穂姫(5) 小学    3,56.7 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾅｷ 小谷小

10 上重 心愛(4) 小学    4,07.7 
ｼﾞｮｳｼﾞｭｳ ｺｺｱ 大町北小

11 樋井 萌菜美(6) 小学    4,13.6 
ﾋﾉｲ ﾓﾅﾐ 松川小

12 降籏 そよか(4) 小学    4,16.8 
ﾌﾘﾊﾀ ｿﾖｶ 大町東小

13 高橋 陽和(4) 小学    4,17.8 
ﾀｶﾊｼ ﾋﾖﾘ 白馬南小

14 石木田 彩(5) 小学    4,19.0 
ｲｼｷﾀﾞ ｱﾔ 小谷小

15 立川 菜桜(4) 小学    4,19.3 
ﾀﾁｶﾜ ﾅｵ 大町東小

16 山口 舞穏(4) 小学    4,19.7 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾉﾝ 白馬南小

17 猪又 すず(5) 小学    4,19.9 
ｲﾉﾏﾀ ｽｽﾞ 小谷小

18 湯浅 姫菜(4) 小学    4,36.6 
ﾕｱｻ ﾋﾒﾅ 白馬北小
石川 希和子(5) 小学
ｲｼｶﾜ ｷﾜｺ 小谷小

1     5
欠場

15     7

9    26

3   112

18    36

16    37

13     6

6   138

5   113

11     8

14    47

7     9

10    38

2   137

4   136

19    13

8    61

17    19

12    27

小学女子共通  

1000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月24日 11:00

県小記録             1.38
大会新  (GR )        1.35

御筆 陽南(6) 小学
ﾐﾌﾃﾞ ﾋﾅ 大町西小
野口 綾花(6) 小学
ﾉｸﾞﾁ ｱﾔｶ 大町西小

決勝 9月24日  9:00

県小記録             4.75
大会新  (GR )        4.34

葛原 亜希(6) 小学   3.33   3.70   3.76   3.50   3.76   3.81    3.81 
ｸｽﾞﾊﾗ ｱｷ 会染小   +0.5   +1.3   -0.1   -0.3   -1.1   -0.4    -0.4
川上 万葉(6) 小学   2.69   2.73   3.19    X   2.94   3.30    3.30 
ｶﾜｶﾐ ﾏﾖ 大町南小   +0.5   +0.7    0.0   -0.3   -0.9   -0.3    -0.3
矢口 明日香(5) 小学   2.41   2.24   2.20   2.30   2.44   2.58    2.58 
ﾔｸﾞﾁ ｱｽｶ 大町東小    0.0   +1.0   -0.1    0.0   -0.1    0.0     0.0

決勝 9月24日  9:00

県小記録            54.86
大会新  (GR )       24.73

岡澤 優那(5) 小学 大会新
ｵｶｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 大町東小
伊藤 ひなの(6) 小学 大会新
ｲﾄｳ ﾋﾅﾉ 大町西小
成沢久留美(6) 小学 大会新
ﾅﾙｻﾜ ｸﾙﾐ 大町南小
山中 楓葉(6) 小学
ﾔﾏﾅｶ ｶｴﾃﾞ 小谷小
山﨑 咲弥(6) 小学
ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾔ 会染小
伊藤 千晴(4) 小学
ｲﾄｳ ﾁﾊﾙ 大町東小
渡辺 友梨(4) 小学
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾘ 大町東小

小学女子共通  

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 m90 m95 1m00 1m05 1m10 1m15 記録 備考
1 2    74

O O O O O XXX  1.10

2 1    75
O O XXO XXX  1.00

小学女子共通  

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 2   157

2 3   122

3 1   114

小学女子共通  

ジャベリックボール投

決勝

記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 備考
1 2   117

  X 39.62   O  39.62 

2 5    76
  O 37.38   O  37.38 

3 1   121
  O   O 30.82  30.82 

4 7     3
  O 24.18   O  24.18 

5 3   156
  O   O 22.55  22.55 

6 6   115
  O 14.94   O

  7.93 

 14.94 

7 4   116
  X   X  7.93
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