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■この大会で樹立された記録 
 

男女 種目 予・決 記録 氏名・学年 所属 従来の記録 備考 
男子 走高跳 決勝 1m15 那須 健章(6) 会染 1m15 大会ﾀｲ 
男子 ６年 100m 予選 13秒 4 鈴木 慎吾(6) 松川 13秒７ 大会新 
女子 1000m 決勝 3分 26秒 5 辻 芽衣(6) 安曇野かけっこ 3分31秒6 大会新 
女子 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 決勝 38m76 須澤 梨々愛(6) 会染 18m13 大会新 
女子 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 決勝 33m68 岡澤 優那(5) 大町東 18m13 大会新 
女子 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 決勝 33m63 伊藤 ひなの(6) 大町西 18m13 大会新 
女子 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 決勝 31m59 廣田 若菜(6) 堀金 18m13 大会新 
女子 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 決勝 27m04 御筆 陽南(6) 大町西 18m13 大会新 
女子 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 決勝 25m98 長﨑 乃野子(5) 穂高北 18m13 大会新 
女子 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 決勝 23m95 山中 楓葉(6) 小谷 18m13 大会新 
女子 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 決勝 18m36 柳澤 陽向(5) 会染 18m13 大会新 
男子 80mH 決勝 15秒 9 馬上 太一(6) 大町南 17秒 6 大会新 
女子 80mH 決勝 18秒 9 大月 怜愛(5) 穂高西 AC-A 19秒２ 大会新 
女子 ６年 100m 決勝 14秒 7 丸山 朔加(6) 穂高西 AC-A 14秒 8 大会新 
女子 ６年 100m 決勝 14秒 8 葛原 亜希(6) 会染 14秒 8 大会ﾀｲ 
男子 ６年 100m 決勝 13秒 3 鈴木 慎吾(6) 松川 13秒７ 大会新 
男女 4ｘ100ｍR 決勝 1分 01秒 9 蓮井 瑠菜(5) 

牧田 紗和(5) 
望月 快(5) 
深澤 来仁(5) 

穂高西 AC-A 1分02秒4 大会新 

 
 
 



■グラウンドコンディション 
 
時刻 天候 風向 風速 気温 湿度 時刻 天候 風向 風速 気温 湿度 

   (m/s) (°c) (%)    (m/s) (°c) (%) 
 8:30 曇り 南西 1.2 15.0 48.0 10:00 曇り 北東 2.2 17.5 38.0 
 9:00 曇り 北東 0.7 15.5 44.0 11:00 曇り 東 0.3 19.5 38.0 
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決勝記録一覧表
(GR:大会新,GT:大会タイ) 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
05/07 5年女子  -0.4 大石 葵(5) 16.0 橋本 夏凛(5) 16.6 中野 春実(5) 16.7 千野 さくら(5) 16.8 滝沢 紗彩(5) 17.1 中島 優希菜(5) 17.5 小島 璃実(5) 17.6 遠藤 咲季(5) 19.2

100m 穂高西AC-A 白馬北 豊科南 大町東 安曇野かけっこ 穂高北 堀金 池田
05/07 6年女子  +1.2 丸山 朔加(6) 14.7 葛原 亜希(6) 14.8 奥野 結愛(6) 15.1 深澤 莉子(6) 15.5 佐藤  美唯奈(6) 15.6 藤原 凜(6) 15.7 平沢 千亜希(6) 15.8 篠原 あかり(6) 16.6

100m 穂高西AC-A GR 会染 GT 白馬北 穂高西AC-A 池田 明北 穂高北 豊科東
05/07 女子 辻 芽衣(6) 3,26.5 百瀬 楓子(5) 3,37.7 竹川 希実(6) 3,39.0 西澤 愛姫(5) 3,42.8 水野 夏楓(6) 3,43.8 関谷 千里(6) 3,45.1 西澤 穂姫(5) 3,46.1 太田 瑞莉(6) 3,46.7

1000m 安曇野かけっこ GR 堀金 安曇野かけっこ 小谷 白馬南A 松川 小谷 大町東
05/07  -1.1 大月 怜愛(5) 18.9 塩島 もも(5) 19.7 中田 絢音(5) 29.9

80mH(0.700m) 穂高西AC-A GR 白馬北 穂高西AC-A
05/07 大町北     1,01.8 豊科北A     1,03.3 堀金     1,03.5 豊科南     1,03.7 大町西     1,03.8 

4×100mR 原田 一花(5) 藤倉 苺花(5) 一志 琉月(6) 住吉 深愛(6) 奥村 茉由(5)
平林 杏菜(6) 久保田 愛美(6) 五十嵐 千陽(6) 齋藤 和泉(6) 野口 綾花(6)
槇野 湧水(6) 平田 奈々星(6) 柴野 亜紗実(6) 坂口 美樹(6) 柳原 都月(5)
柴田 桜奈(6) 小穴 都聖(6) 福田 笑未(6) 宮川 真緒(6) 野口 茉優(6)

05/07 塚田 春歌(6) 1.10 越野 沙弥(6) 1.05 杉本 梨紗(6) 1.00 古畑 有唯(5) 0.85
走高跳 豊科南 豊科南 堀金 堀金

05/07 川上 万葉(6) 3.36(-1.4) 上條 優姫(6) 3.07(-1.5) 遠藤 桃華(6) 3.03(-0.3) 木村 莉央(5) 3.01(0.0) 竹内 由菜(6) 2.99(-0.7) 丸山 玲奈(6) 2.76(+1.4) 山﨑 咲弥(6) 2.64(+0.2) 伊藤 美惺(5) 2.49(-0.8)
走幅跳 大町南 会染 会染 豊科北A 会染 豊科南 会染 大町西

05/07 須澤 梨々愛(6) 38.76 岡澤 優那(5) 33.68 伊藤 ひなの(6) 33.63 廣田 若菜(6) 31.59 御筆 陽南(6) 27.04 長﨑 乃野子(5) 25.98 山中 楓葉(6) 23.95 柳澤 陽向(5) 18.36
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 会染 GR 大町東 GR 大町西 GR 堀金 GR 大町西 GR 穂高北 GR 小谷 GR 会染 GR 



決勝 5月7日 10:55

県小記録            13.06
大会記録(GR )       14.6 

風速 -0.4

 1 大石 葵(5) 小学      16.0 
ｵｵｲｼ ｱｵｲ 穂高西AC-A

 2 橋本 夏凛(5) 小学      16.6 
ﾊｼﾓﾄ ｶﾘﾝ 白馬北

 3 中野 春実(5) 小学      16.7 
ﾅｶﾉ ﾊﾙﾐ 豊科南

 4 千野 さくら(5) 小学      16.8 
ﾁﾉ ｻｸﾗ 大町東

 5 滝沢 紗彩(5) 小学      17.1 
ﾀｷｻﾞﾜ ｻﾔ 安曇野かけっこ

 6 中島 優希菜(5) 小学      17.5 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷﾅ 穂高北

 7 小島 璃実(5) 小学      17.6 
ｺｼﾞﾏ ﾘﾐ 堀金

 8 遠藤 咲季(5) 小学      19.2 
ｴﾝﾄﾞｳ  ｻｷ 池田

予選 5月7日  8:50
決勝 5月7日 11:05

県小記録            13.06
大会記録(GR )       14.8 

[ 1組] 風速 -1.3 [ 2組] 風速 -0.1

 1 丸山 朔加(6) 小学      15.3 Q  1 葛原 亜希(6) 小学      15.2 Q
ﾏﾙﾔﾏ ｻｸｶ 穂高西AC-A ｸｽﾞﾊﾗ ｱｷ 会染

 2 奥野 結愛(6) 小学      15.6 Q  2 佐藤  美唯奈(6) 小学      15.2 Q
ｵｸﾉ ﾕﾗ 白馬北 ｻﾄｳ  ﾐｲﾅ 池田

 3 藤原 凜(6) 小学      16.3 Q  3 平沢 千亜希(6) 小学      16.0 Q
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘﾝ 明北 ﾋﾗｻﾜ ﾁｱｷ 穂高北

 4 篠原 あかり(6) 小学      16.8 q  4 深澤 莉子(6) 小学      16.3 q
ｼﾉﾊﾗ ｱｶﾘ 豊科東 ﾌｶｻﾞﾜ ﾘｺ 穂高西AC-A

 5 鈴木 福(6) 小学      17.6 小林 葵(6) 小学
ｽｽﾞｷ ﾌｸ 明北 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 明北

 6 岡江 琉莉(6) 小学      18.2 
ｵｶｴ ﾙﾘ 穂高北

風速 +1.2

 1 丸山 朔加(6) 小学      14.7 
ﾏﾙﾔﾏ ｻｸｶ 穂高西AC-A

 2 葛原 亜希(6) 小学      14.8 
ｸｽﾞﾊﾗ ｱｷ 会染

 3 奥野 結愛(6) 小学      15.1 
ｵｸﾉ ﾕﾗ 白馬北

 4 深澤 莉子(6) 小学      15.5 
ﾌｶｻﾞﾜ ﾘｺ 穂高西AC-A

 5 佐藤  美唯奈(6) 小学      15.6 
ｻﾄｳ  ﾐｲﾅ 池田

 6 藤原 凜(6) 小学      15.7 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘﾝ 明北

 7 平沢 千亜希(6) 小学      15.8 
ﾋﾗｻﾜ ﾁｱｷ 穂高北

 8 篠原 あかり(6) 小学      16.6 
ｼﾉﾊﾗ ｱｶﾘ 豊科東

7    83

2   109

3    61

8    76

5     7

1    91

4    90
大会新

6    67
大会タイ

4    84

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5    74 3    75
欠場

7   109 6    91

3    76 2    83

6     7 5    61

記録／備考
2    90 4    67

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6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 No. 氏  名 所属名

3   121

1    60

5   135

4    82

8   110

6    39

2    92

7     5

5年女子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月7日 10:00

県小記録          3,03.46
大会記録(GR )     3,31.6 

 1 辻 芽衣(6) 小学    3,26.5 
ﾂｼﾞ ﾒｲ 安曇野かけっこ

 2 百瀬 楓子(5) 小学    3,37.7 
ﾓﾓｾ ﾌｳｺ 堀金

 3 竹川 希実(6) 小学    3,39.0 
ﾀｹｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 安曇野かけっこ

 4 西澤 愛姫(5) 小学    3,42.8 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾅｷ 小谷

 5 水野 夏楓(6) 小学    3,43.8 
ﾐｽﾞﾉ ｶｴ 白馬南A

 6 関谷 千里(6) 小学    3,45.1 
ｾｷﾔ ﾁｻﾄ 松川

 7 西澤 穂姫(5) 小学    3,46.1 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾅｷ 小谷

 8 太田 瑞莉(6) 小学    3,46.7 
ｵｵﾀ ﾐｽﾞﾘ 大町東

 9 丸山 佳織(6) 小学    3,47.1 
ﾏﾙﾔﾏ ｶｵﾘ 小谷

10 樋井 萌菜美(6) 小学    3,57.4 
ﾋﾉｲ ﾓﾅﾐ 松川

11 唐澤 萌香(6) 小学    3,58.4 
ｶﾗｻﾜ ﾎﾉｶ 安曇野かけっこ

12 降籏 穂香(6) 小学    4,00.2 
ﾌﾘﾊﾀ ﾎﾉｶ 大町東

13 橋詰 真知(5) 小学    4,00.6 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾏﾁ 豊科北A

14 松沢 意(5) 小学    4,09.9 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｺﾛ 白馬北
田代 あい(6) 小学
ﾀｼﾛ ｱｲ 松川

決勝 5月7日 10:15

県小記録            12.70
大会記録(GR )       19.2 

風速 -1.1

 1 大月 怜愛(5) 小学      18.9 
ｵｵﾂｷ ﾚﾅ 穂高西AC-A

 2 塩島 もも(5) 小学      19.7 
ｼｵｼﾞﾏ ﾓﾓ 白馬北

 3 中田 絢音(5) 小学      29.9 
ﾅｶﾀ ｱﾔﾈ 穂高西AC-A

3    88

5    89
大会新

6     8

女子

80mH(0.700m)        

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

女子

1000m               

決勝

3   136
大会新

順

5   122

1   138

15     4

12    17

6    55

7     3

4    40

13     1

8    57

2     6

11   137

10    41

14    56
欠場

記録／備考所属名氏  名No.

9    98



決勝 5月7日 11:25

県小記録            53.07
大会記録(GR )       59.7 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 大町北    22 原田 一花(5)    1,01.8 

ｵｵﾏﾁｷﾀ ﾊﾗﾀﾞ ｲﾁｶ
   25 平林 杏菜(6)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾅ
   23 槇野 湧水(6)

ﾏｷﾉ ﾜｸﾐ
   24 柴田 桜奈(6)

ｼﾊﾞﾀ ｻﾅ
 2   3 豊科北A   102 藤倉 苺花(5)    1,03.3 

ﾄﾖｼﾅｷﾀｴｰ ﾌｼﾞｸﾗ ｲﾁｶ
  101 久保田 愛美(6)

ｸﾎﾞﾀ ﾏﾅﾐ
  100 平田 奈々星(6)

ﾋﾗﾀ ﾅﾅｾ
   99 小穴 都聖(6)

ｵｱﾅ ﾐﾏｻ
 3   5 堀金   127 一志 琉月(6)    1,03.5 

ﾎﾘｶﾞﾈ ｲｯｼ ﾙﾅ
  128 五十嵐 千陽(6)

ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾊﾙ
  129 柴野 亜紗実(6)

ｼﾊﾞﾉ ｱｻﾐ
  126 福田 笑未(6)

ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ
 4   4 豊科南   116 住吉 深愛(6)    1,03.7 

ﾄﾖｼﾅﾐﾅﾐ ｽﾐﾖｼ ﾐｱｲ
  117 齋藤 和泉(6)

ｻｲﾄｳ ｲｽﾞﾐ
  114 坂口 美樹(6)

ｻｶｸﾞﾁ ﾐｷ
  115 宮川 真緒(6)

ﾐﾔｶﾜ ﾏｵ
 5   2 大町西    35 奥村 茉由(5)    1,03.8 

ｵｵﾏﾁﾆｼ ｵｸﾑﾗ ﾏﾕ
   32 野口 綾花(6)

ﾉｸﾞﾁ ｱﾔｶ
   34 柳原 都月(5)

ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾂﾂﾞｷ
   31 野口 茉優(6)

ﾉｸﾞﾁ ﾏﾕ

女子

4×100mR            

決勝



決勝 5月7日  8:30

県小記録             1.38
大会記録(GR )        1.25

塚田 春歌(6) 小学
ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙｶ 豊科南
越野 沙弥(6) 小学
ｺｼﾉ ｻﾔ 豊科南
杉本 梨紗(6) 小学
ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｻ 堀金
古畑 有唯(5) 小学
ﾌﾙﾊﾀ ﾕｲ 堀金

決勝 5月7日 10:00

県小記録             4.75
大会記録(GR )        3.41

川上 万葉(6) 小学   2.97   2.72   3.06   3.36   3.03   2.79    3.36 
ｶﾜｶﾐ ﾏﾖ 大町南   +1.0   -1.3   -0.4   -1.4   +0.2   +1.1    -1.4
上條 優姫(6) 小学   2.72   2.74   3.07   2.78   2.75    X    3.07 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｷ 会染   +2.1   -0.8   -1.5   -2.0   -0.2    -1.5
遠藤 桃華(6) 小学   2.89   2.83   3.03   3.02   2.85   3.00    3.03 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾓﾓｶ 会染   -0.2   -1.6   -0.3   -0.5    0.0   +0.1    -0.3
木村 莉央(5) 小学   2.78   2.81   2.93   2.85   3.01   2.80    3.01 
ｷﾑﾗ ﾘｵ 豊科北A   +1.7   -2.0   -2.6   -0.3    0.0   +0.7     0.0
竹内 由菜(6) 小学    X   2.68   2.99   2.71    X   2.99    2.99 
ﾀｹｳﾁ ﾕﾅ 会染   -1.1   -0.7   -0.3   +0.1    -0.7
丸山 玲奈(6) 小学   2.76    X    X   2.26   2.60   2.53    2.76 
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｲﾅ 豊科南   +1.4   -1.4   +0.9    0.0    +1.4
山﨑 咲弥(6) 小学   2.40   2.64   2.32   2.38    X   2.39    2.64 
ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾔ 会染   +0.8   +0.2   -2.0   -0.9    0.0    +0.2
伊藤 美惺(5) 小学   2.27   2.36   2.49   2.34   2.42    X    2.49 
ｲﾄｳ ﾊﾙｾ 大町西    0.0   -2.3   -0.8   -1.0   +1.1    -0.8

決勝 5月7日  9:00

県小記録            54.86
大会記録            18.13

須澤 梨々愛(6) 小学 大会新
ｽｻﾞﾜ ﾘﾘｱ 会染
岡澤 優那(5) 小学 大会新
ｵｶｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 大町東
伊藤 ひなの(6) 小学 大会新
ｲﾄｳ ﾋﾅﾉ 大町西
廣田 若菜(6) 小学 大会新
ﾋﾛﾀ ﾜｶﾅ 堀金
御筆 陽南(6) 小学 大会新
ﾐﾌﾃﾞ ﾋﾅ 大町西
長﨑 乃野子(5) 小学 大会新
ﾅｶﾞｻｷ ﾉﾉｺ 穂高北
山中 楓葉(6) 小学 大会新
ﾔﾏﾅｶ ｶｴﾃﾞ 小谷
柳澤 陽向(5) 小学 大会新
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾅﾀ 会染
矢口 明日香(5) 小学
ﾔｸﾞﾁ ｱｽｶ 大町東
江端 真里菜(5) 小学
ｴﾊﾞﾀ ﾏﾘﾅ 大町東
宮下 心優桜(6) 小学
ﾐﾔｼﾀ ﾐﾕｶ 会染
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走高跳              
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順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投      

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 9    70

  O   O 38.76   O   O   X  38.76 

2 4    37
31.64   X   O 33.68   X   O  33.68 

3 3    28
32.70   O   O   O   O 33.63  33.63 

4 11   125
  O   O 30.38   O   O 31.59  31.59 

5 6    29
  O   X 27.04   O   O   O  27.04 

6 8    85
  O 25.98   O   O   O   O  25.98 

7 10     2
23.95   O   O   O   O   O  23.95 

8 7    69
18.36   X   O   X   O   O  18.36 

9 1    38
  O   X 15.92  15.92 

10 2    36
11.82   X   O

11 5    73
 9.33   O   O   9.33 

 11.82 



5月7日 10:40

風速 +1.2

 1 藤本 泉月(6) 小学      14.3 
ﾌｼﾞﾓﾄ ｲﾂｷ 横浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

 2 倉科 律香(6) 小学      16.8 
ｸﾗｼﾅ ﾘﾂｶ 大町西

 3 太田 花梨(4) 小学      16.9 
ｵｵﾀ ｶﾘﾝ 大町北

 4 中野 百恵(4) 小学      17.8 
ﾅｶﾉ ﾓﾓｴ 豊科南

 5 丸山 真愛(4) 小学      18.5 
ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾅ 堀金

 6 伊藤 恵依(4) 小学      19.0 
ｲﾄｳ ﾒｲ 明北

5月7日 10:15

風速 -1.1

 1 藤本 泉月(6) 小学      15.6 
ﾌｼﾞﾓﾄ ｲﾂｷ 横浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

2   120

3   133

4    79

  139

6    33

7    26

記録／備考

オープン女子

100m                
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5

4   139

オープン女子

80mH(0.700m)        

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
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