
大会コード 19170551

： 2019年9月22日（日）
： 大町運動公園陸上競技場（競技場コード 174110）
： 大北陸上競技協会、大町市陸上競技協会、北安曇郡陸上競技協会
： 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

： 北アルプス広域連合
： 大北陸上競技協会
： 駒澤　安正
： 五十川　正彦
： 藤巻　孝之

■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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曇り 南東 0.820.5 739:00 曇り 南 1.218.5
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ジャベリックボール投 決勝 31ｍ30 松川小4大会新

昭和電工大町

中学男子 ジャベリックスロー（300ｇ） 決勝 38ｍ67
19ｍ79

小学女子 ジャベリックボール投 決勝 26ｍ71 八坂小6 19ｍ79
望月清世
稲垣有希
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小学女子 ジャベリックボール投 決勝 23ｍ65 大町北小4 19ｍ79宮城　杏
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白馬中3 33ｍ28松澤尚弥

小学女子 決勝ジャベリックボール投 22ｍ33 小林千夏

北安曇体育協会、大北スポーツ推進委員協議会

ジャベリックボール投 吉田心優小学女子
走高跳
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第18回大北スポーツ競技会【大会コード19170551】                                  
主催：大北陸上競技協会・大町市陸上競技協会・北安曇郡陸上競技協会                
共催：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
後援：北アルプス広域連合                                                        

決勝記録一覧表
男  子  /  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
09/22 男女        白馬南小     1,08.4 松川小     1,09.5 大町西小     1,09.7 小谷小     1,09.8 大町東小     1,11.1 

4×100mR 松澤 晃佑(4) 望月 清世(4) 金原 藍菜(4) 萩原 優美(4) 中嶌 苺(4)
髙橋 悠(4) 荻窪 夕姫(4) 瀬戸口 心(4) 松澤 美里(4) 松坂 奏汰(4)
林 真穂(4) 望月 翔天(4) 続麻 世稀(4) 上川 凌佑(4) 腰原 桃寧(4)
草本 にこら(4) 松澤 聖斗(4) 栗林 璃士(4) バービック 魁(4) 髙橋 朱里(4)



決勝 9月22日 12:45

県小新              55.50
大会新  (GR )     1,04.7 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 白馬南小    37 松澤 晃佑(4)    1,08.4 

ﾊｸﾊﾞﾐﾅﾐｼｮｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｽｹ
   40 髙橋 悠(4)

ﾀｶﾊｼ ﾕｳ
   36 林 真穂(4)

ﾊﾔｼ ﾏﾎ
   38 草本 にこら(4)

ｸｻﾓﾄ ﾆｺﾗ
 2   3 松川小   113 望月 清世(4)    1,09.5 

ﾏﾂｶﾜｼｮｳ ﾓﾁﾂﾞｷ ｷﾖ
  109 荻窪 夕姫(4)

ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾕｳｷ
  111 望月 翔天(4)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳﾏ
  120 松澤 聖斗(4)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾏｻﾄ
 3   6 大町西小    82 金原 藍菜(4)    1,09.7 

ｵｵﾏﾁﾆｼｼｮｳ ｷﾝﾊﾞﾗ ｱｲﾅ
   81 瀬戸口 心(4)

ｾﾄｸﾞﾁ ｼﾝ
   79 続麻 世稀(4)

ﾂﾂﾞｵ ﾖﾏ
   78 栗林 璃士(4)

ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾘﾄ
 4   2 小谷小     6 萩原 優美(4)    1,09.8 

ｵﾀﾘｼｮｳ ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕﾐ
    7 松澤 美里(4)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｻﾄ
    5 上川 凌佑(4)

ｶﾐｶﾜ ﾘｮｳｽｹ
   10 バービック 魁(4)

ﾊﾞｰﾋﾞｯｸ ｶｲ
 5   5 大町東小    95 中嶌 苺(4)    1,11.1 

ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼ ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｲ
   91 松坂 奏汰(4)

ﾏﾂｻﾞｶ ｶﾅﾀ
   93 腰原 桃寧(4)

ｺｼﾊﾗ ﾓﾓﾈ
   90 髙橋 朱里(4)

ﾀｶﾊｼ ｼｭﾘ
  4 大町北小

ｵｵﾏﾁｷﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ 欠場

男女          

4×100mR            

決勝
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