
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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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
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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
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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
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
09/24 男女        大町北小     1,06.8 松川小     1,07.7 大町東小(A)     1,09.6 大町西小     1,09.8 大町東小(B)     1,10.2 小谷小     1,10.8 白馬南小(A)     1,11.1 白馬南小(B)     1,11.5 

4×100mR 平林 野都栞(4) 横澤 咲蘭(4) 立川 菜桜(4) 松倉 史奈(4) 降籏 そよか(4) 深澤 彩月(4) 山口 舞穏(4) 齋藤 京果(4)
上重 心愛(4) 北沢 真輝(4) 北澤 真織(4) 上條 明日香(4) 中山 里菜(4) 宮澤 結宇(4) 高橋 陽和(4) 山下 小雪(4)
松澤 颯大(4) 丸山 航汰(4) 守屋 大翔(4) 荒井 遙斗(4) 傳刀 誠真(4) 矢口 琉楓(4) 林 暖翔(4) 山下 ろうじ(4)
金谷 月輝(4) 楜澤 功大(4) 内川 遥斗(4) 野口 輝(4) 須澤 凰心(4) 松澤 和壱(4) 水野 颯紀(4) 柏原 康成(4)



予選 9月24日 10:30
決勝 9月24日 13:15

県小記録            55.50
大会新  (GR )     1,04.70

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 大町北小    48 平林 野都栞(4)    1,07.1 Q  1   4 松川小   141 横澤 咲蘭(4)    1,06.8 Q

ｵｵﾏﾁｷﾀｼｮｳ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾉﾄﾞｶ ﾏﾂｶﾜｼｮｳ ﾖｺｻﾜ ｻﾗ
   47 上重 心愛(4)   139 北沢 真輝(4)

ｼﾞｮｳｼﾞｭｳ ｺｺｱ ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｷ
   50 松澤 颯大(4)   133 丸山 航汰(4)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｿｳﾀﾞｲ ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾀ
   51 金谷 月輝(4)   131 楜澤 功大(4)

ｶﾅﾀﾆ ﾙｷ ｸﾙﾐｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ
 2   4 大町東小(A)   112 立川 菜桜(4)    1,07.9 Q  2   5 大町東小(B)   113 降籏 そよか(4)    1,10.1 Q

ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼｼｮｳA ﾀﾁｶﾜ ﾅｵ ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼｼｮｳB ﾌﾘﾊﾀ ｿﾖｶ
  110 北澤 真織(4)   120 中山 里菜(4)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｵﾘ ﾅｶﾔﾏ ﾘﾅ
   97 守屋 大翔(4)    98 傳刀 誠真(4)

ﾓﾘﾔ ﾀﾞｲﾄ ﾃﾞﾝﾄﾞｳ ｾｲﾏ
  104 内川 遥斗(4)   103 須澤 凰心(4)

ｳﾁｶﾜ ﾊﾙﾄ ｽｻﾞﾜ ｺｳｼﾝ
 3   5 大町西小    94 松倉 史奈(4)    1,10.1 Q  3   6 白馬南小(B)    38 齋藤 京果(4)    1,10.5 Q

ｵｵﾏﾁﾆｼｼｮｳ ﾏﾂｸﾗ ｱﾔﾅ ﾊｸﾊﾞﾐﾅﾐｼｮｳB ｻｲﾄｳ ｷｮｳｶ
   93 上條 明日香(4)    39 山下 小雪(4)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｱｽｶ ﾔﾏｼﾀ ｺﾕｷ
   91 荒井 遙斗(4)    35 山下 ろうじ(4)

ｱﾗｲ ﾊﾙﾄ ﾔﾏｼﾀ ﾛｳｼﾞ
   92 野口 輝(4)    34 柏原 康成(4)

ﾉｸﾞﾁ ﾋｶﾙ ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｺｳｾｲ
 4   7 白馬南小(A)    36 山口 舞穏(4)    1,11.3 q  4   7 小谷小    12 深澤 彩月(4)    1,11.7 q

ﾊｸﾊﾞﾐﾅﾐｼｮｳA ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾉﾝ ｵﾀﾘｼｮｳ ﾌｶｻﾜ ｻﾂｷ
   37 高橋 陽和(4)    14 宮澤 結宇(4)

ﾀｶﾊｼ ﾋﾖﾘ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳ
   32 林 暖翔(4)    11 矢口 琉楓(4)

ﾊﾔｼ ﾊﾙﾄ ﾔｸﾞﾁ ﾙｶ
   33 水野 颯紀(4)    15 松澤 和壱(4)

ﾐｽﾞﾉ ｻﾂｷ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾜｲﾁ
 5   6 白馬北小    26 湯浅 姫菜(4)    1,12.0  5   3 池田小   145 佐々木 風花(4)    1,14.0 

ﾊｸﾊﾞｷﾀｼｮｳ ﾕｱｻ ﾋﾒﾅ ｲｹﾀﾞｼｮｳ ｻｻｷ ﾌｳｶ
   25 髙原 紅葉(4)   143 荻窪 晴美(4)

ﾀｶﾊﾗ ﾓﾐｼﾞ ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾊﾙﾐ
   23 糸氏 琉人(4)   153 小田 切煌(4)

ｲﾄｳｼﾞ ﾘｭｳﾄ ｵﾀｷﾞﾘ ｺｳ
   24 横川 眞伯(4)   152 山本 遥輝(4)

ﾖｺｶﾜ ﾏｱｸ ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ

男女          

4×100mR            

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 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 大町北小    48 平林 野都栞(4)    1,06.8 

ｵｵﾏﾁｷﾀｼｮｳ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾉﾄﾞｶ
   47 上重 心愛(4)

ｼﾞｮｳｼﾞｭｳ ｺｺｱ
   50 松澤 颯大(4)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｿｳﾀﾞｲ
   51 金谷 月輝(4)

ｶﾅﾀﾆ ﾙｷ
 2   4 松川小   141 横澤 咲蘭(4)    1,07.7 

ﾏﾂｶﾜｼｮｳ ﾖｺｻﾜ ｻﾗ
  139 北沢 真輝(4)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｷ
  133 丸山 航汰(4)

ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾀ
  131 楜澤 功大(4)

ｸﾙﾐｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ
 3   6 大町東小(A)   112 立川 菜桜(4)    1,09.6 

ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼｼｮｳA ﾀﾁｶﾜ ﾅｵ
  110 北澤 真織(4)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｵﾘ
   97 守屋 大翔(4)

ﾓﾘﾔ ﾀﾞｲﾄ
  104 内川 遥斗(4)

ｳﾁｶﾜ ﾊﾙﾄ
 4   8 大町西小    94 松倉 史奈(4)    1,09.8 

ｵｵﾏﾁﾆｼｼｮｳ ﾏﾂｸﾗ ｱﾔﾅ
   93 上條 明日香(4)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｱｽｶ
   91 荒井 遙斗(4)

ｱﾗｲ ﾊﾙﾄ
   92 野口 輝(4)

ﾉｸﾞﾁ ﾋｶﾙ
 5   5 大町東小(B)   113 降籏 そよか(4)    1,10.2 

ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼｼｮｳB ﾌﾘﾊﾀ ｿﾖｶ
  120 中山 里菜(4)

ﾅｶﾔﾏ ﾘﾅ
   98 傳刀 誠真(4)

ﾃﾞﾝﾄﾞｳ ｾｲﾏ
  103 須澤 凰心(4)

ｽｻﾞﾜ ｺｳｼﾝ
 6   2 小谷小    12 深澤 彩月(4)    1,10.8 

ｵﾀﾘｼｮｳ ﾌｶｻﾜ ｻﾂｷ
   14 宮澤 結宇(4)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳ
   11 矢口 琉楓(4)

ﾔｸﾞﾁ ﾙｶ
   15 松澤 和壱(4)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾜｲﾁ
 7   1 白馬南小(A)    36 山口 舞穏(4)    1,11.1 

ﾊｸﾊﾞﾐﾅﾐｼｮｳA ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾉﾝ
   37 高橋 陽和(4)

ﾀｶﾊｼ ﾋﾖﾘ
   32 林 暖翔(4)

ﾊﾔｼ ﾊﾙﾄ
   33 水野 颯紀(4)

ﾐｽﾞﾉ ｻﾂｷ
 8   7 白馬南小(B)    38 齋藤 京果(4)    1,11.5 

ﾊｸﾊﾞﾐﾅﾐｼｮｳB ｻｲﾄｳ ｷｮｳｶ
   39 山下 小雪(4)

ﾔﾏｼﾀ ｺﾕｷ
   35 山下 ろうじ(4)

ﾔﾏｼﾀ ﾛｳｼﾞ
   34 柏原 康成(4)

ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｺｳｾｲ

4×100mR            
決勝

男女          
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