
大会コード 17170562 

第 2回大北・安曇野市小学生陸上競技大会 
 
 
 
 

記 録 集 
 

期   日： 平成２9年 5月 7日（日） 
会   場： 大町市運動公園陸上競技場（競技場コード 174110） 
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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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主催：大北陸上競技協会　共催：大町市教育委員会                                  
後援：大町市、大町市体育協会、北安曇教育会、北安曇郡体育協会、信濃毎日新聞社    
主管：大北陸上競技協会、安曇野市陸上競技協会                                    

決勝記録一覧表
(GR:大会新,GT:大会タイ) 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
05/07 5年男子  +0.3 鈴木 颯空(5) 15.0 土屋 隼(5) 15.1 山田 愛太(5) 15.5 山田 涼太郎(5) 15.5 髙山 陽(5) 15.5 宮澤 和琶(5) 15.6 羽賀 元哉(5) 15.6 宮沢 颯(5) 15.7

100m 会染 豊科北A 白馬北 豊科南 松川 堀金 会染 豊科東
05/07 6年男子  -0.7 鈴木 慎吾(6) 13.3 勝野 将(6) 14.1 小保内 壮太(6) 14.4 森谷 優斗(6) 14.7 古畑 遼大(6) 15.1 中村 玲央(6) 15.1 伊藤 晴信(6) 15.6 鷲澤 光(6) 15.8

100m 松川 GR 穂高西AC-A 会染 八坂 堀金 堀金 豊科南 豊科南
05/07 男子 横山 竜成(6) 3,26.3 倉科 颯太(6) 3,26.6 下條 拓海(6) 3,27.0 平林 巧(6) 3,27.4 滝川 満(6) 3,27.7 水野 琉斗(6) 3,29.4 前田 志颯(5) 3,35.0 高根 夏雪(6) 3,41.6

1000m 大町南 大町南 大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 大町西 穂高北 安曇野かけっこ 白馬北 大町東
05/07 男子  -0.1 馬上 太一(6) 15.9 関 陸翔(6) 19.5 遠藤 大祐(6) 20.1 仁科 環樹(6) 21.6

80mH(0.700m) 大町南 GR 大町西 池田 大町西
05/07 男子 大町北       59.9 明南(A)     1,01.3 明南(B)     1,03.6 大町西     1,03.7 大町南     1,04.4 松川     1,05.7 穂高北     1,08.3 

4×100mR 松澤 将大(6) 佐藤 響(6) 浅香 晴輝(5) 仁科 汰一(5) 西澤 篤哉(5) 花村 東世(5) 小笠原 暖日(5)
栗林 慮雨(6) 日高 杜武(6) 森田 一道(5) 市川 拓海(5) 荒井 春樹(5) 長澤 誠馬(5) 木村 瞳太(5)
唐澤 亮成(6) 安里 遥人(6) 長澤 虎士朗(5) 小山 大地(5) 太田 真滉(5) 竹内 淳ノ祐(5) 麻田 瑛一郎(5)
大日向 孝雅(6) 佐藤 玄輝(6) 加々美 湧斗(5) 二木 鉄平(5) 中澤 悠(5) 米野 志門(5) 相野田 侠吾(5)

05/07 男子 那須 健章(6) 1.15
走高跳 会染 GT 

05/07 男子 西澤 拓馬(6) 3.78(+2.3) 小林 怜央(6) 3.46(-0.6) 高橋 蓮(5) 3.46(+2.9) 山口 遥(5) 3.43(+0.4) 岡野 翼(5) 3.41(0.0) 見田 雄亮(6) 3.39(-0.1) 内山 寛太(5) 3.35(+2.8) 宮下 大佑(6) 3.32(+0.2)
走幅跳 松川 穂高北 大町北 豊科南 八坂 池田 豊科南 明南

05/07 男子 石田 涼輔(6) 48.65 遠藤 準也(6) 44.10 佐藤 幸弥(5) 42.48 村越 太一(6) 40.50 池田 泰聖(6) 39.83 宮尾 哲弥(6) 38.00 本堂 司(5) 37.50 武 遥輝(5) 37.38
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 堀金 大町北 大町北 堀金 穂高北 穂高北 大町北 八坂



予選 5月7日  8:30
決勝 5月7日 11:00

県小記録            12.27
大会記録(GR )       14.6 

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 +0.9

 1 山田 愛太(5) 小学      15.8 Q  1 土屋 隼(5) 小学      15.4 Q
ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾀ 白馬北 ﾂﾁﾔ ﾊﾔﾄ 豊科北A

 2 髙山 陽(5) 小学      16.0 Q  2 山田 涼太郎(5) 小学      15.8 Q
ﾀｶﾔﾏ ﾊﾙ 松川 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 豊科南

 3 宮沢 颯(5) 小学      16.3 q  3 羽賀 元哉(5) 小学      16.1 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 豊科東 ﾊｶﾞ ｹﾞﾝﾔ 会染

 4 竹内 恒紀(5) 小学      16.5  4 松倉 朋樹(5) 小学      16.6 
ﾀｹｳﾁ ｺｳｷ 堀金 ﾏﾂｸﾗ ﾄﾓｷ 大町北

 5 比田井 椋那(5) 小学      16.8  5 百瀬 雅風(5) 小学      16.7 
ﾋﾀﾞｲ ﾘｮｳﾅ 明南 ﾓﾓｾ ﾏｻｶｾﾞ 堀金

 6 内山 竜之介(5) 小学      17.5  6 宮澤 風音(5) 小学      17.5 
ｳﾁﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 大町東 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｻﾞﾈ 白馬南A

 7 籏町 温大(5) 小学      17.7 
ﾊﾀﾏﾁ ﾊﾙﾄ 堀金

[ 3組] 風速 -0.6

 1 鈴木 颯空(5) 小学      15.9 Q
ｽｽﾞｷ ｿﾗ 会染

 2 宮澤 和琶(5) 小学      16.0 Q
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾊ 堀金

 3 渡辺 友規(5) 小学      17.0 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 才教学園

 4 小野 晴(5) 小学      17.6 
ｵﾉ ﾊﾙ 豊科南

 5 石川 佳駕(5) 小学      17.6 
ｲｼｶﾜ ｹｲｶﾞ 豊科東

 6 松澤 岳拓(5) 小学      18.4 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ 白馬南A

風速 +0.3

 1 鈴木 颯空(5) 小学      15.0 
ｽｽﾞｷ ｿﾗ 会染

 2 土屋 隼(5) 小学      15.1 
ﾂﾁﾔ ﾊﾔﾄ 豊科北A

 3 山田 愛太(5) 小学      15.5 
ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾀ 白馬北

 4 山田 涼太郎(5) 小学      15.5 
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 豊科南

 5 髙山 陽(5) 小学      15.5 
ﾀｶﾔﾏ ﾊﾙ 松川

 6 宮澤 和琶(5) 小学      15.6 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾊ 堀金

 7 羽賀 元哉(5) 小学      15.6 
ﾊｶﾞ ｹﾞﾝﾔ 会染

 8 宮沢 颯(5) 小学      15.7 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 豊科東

5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 No. 氏  名 所属名 記録／備考
7     4

2    80

3    52

8   157

4   173

6   174

順 ﾚｰﾝ

5   117

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   146

7   164

5   107

2    30

4   172

6    14

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   106

6   171

7   190

3   163

5   156

4    15

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   106

6   146

5     4

3   164

8    80

7   171

2   107

1   157



予選 5月7日  9:05
決勝 5月7日 11:10

県小記録            12.27
大会記録(GR )       13.7 

[ 1組] 風速 -1.9 [ 2組] 風速 +0.2

 1 勝野 将(6) 小学      14.4 Q  1 小保内 壮太(6) 小学      14.6 Q
ｶﾂﾉ ﾏｻｼ 穂高西AC-A ｵﾎﾞﾅｲ ｿｳﾀ 会染

 2 森谷 優斗(6) 小学      15.3 Q  2 古畑 遼大(6) 小学      15.1 Q
ﾓﾘﾀﾆ ﾕｳﾄ 八坂 ﾌﾙﾊﾀ ﾊﾙﾋﾛ 堀金

 3 中村 玲央(6) 小学      15.7 q  3 栗原 蓮太郎(6) 小学      16.3 
ﾅｶﾑﾗ ﾚｵ 堀金 ｸﾘﾊﾗ ﾚﾝﾀﾛｳ 大町西

 4 鷲澤 光(6) 小学      16.1 q  4 青田 聖也(6) 小学      16.8 
ﾜｼｻﾞﾜ ｺｳ 豊科南 ｱｵﾀ ｾｲﾔ 大町東

 5 丸山 幹太(6) 小学      16.2  5 古川 政斗(6) 小学      17.6 
ﾏﾙﾔﾏ  ｶﾝﾀ 池田 ﾌﾙｶﾜ ﾏｻﾄ 豊科南

 5 坂口 楽人(6) 小学      16.2 
ｻｶｸﾞﾁ ｻｻﾄ 豊科東

[ 3組] 風速 -0.4

 1 鈴木 慎吾(6) 小学      13.4 Q
ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 松川

 2 伊藤 晴信(6) 小学      15.6 Q
ｲﾄｳ ﾊﾙﾉﾌﾞ 豊科南

 3 平田 悠陽(6) 小学      16.5 
ﾋﾗﾀ ﾕｳﾋ 大町西
藤田 遙澄(6) 小学
ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙﾄ 堀金
小野 翔雅(6) 小学
ｵﾉ ｼｮｳﾏ 大町南

風速 -0.7

 1 鈴木 慎吾(6) 小学      13.3 
ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 松川

 2 勝野 将(6) 小学      14.1 
ｶﾂﾉ ﾏｻｼ 穂高西AC-A

 3 小保内 壮太(6) 小学      14.4 
ｵﾎﾞﾅｲ ｿｳﾀ 会染

 4 森谷 優斗(6) 小学      14.7 
ﾓﾘﾀﾆ ﾕｳﾄ 八坂

 5 古畑 遼大(6) 小学      15.1 
ﾌﾙﾊﾀ ﾊﾙﾋﾛ 堀金

 6 中村 玲央(6) 小学      15.1 
ﾅｶﾑﾗ ﾚｵ 堀金

 7 伊藤 晴信(6) 小学      15.6 
ｲﾄｳ ﾊﾙﾉﾌﾞ 豊科南

 8 鷲澤 光(6) 小学      15.8 
ﾜｼｻﾞﾜ ｺｳ 豊科南

6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 No. 氏  名 所属名

  162

記録／備考
2   140

6    21

3    92

5   158

4   175

7

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   104

4   176

5    41

3    55

6   161

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    81

大会新
3   160

6    40

2   177
欠場

5    64
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    81

大会新
5   140

4   104

8    21

6   176

2   175

7   160

1   162



決勝 5月7日  9:50

県小記録          2,49.83
大会記録(GR )     3,07.8 

 1 横山 竜成(6) 小学    3,26.3 
ﾖｺﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 大町南

 2 倉科 颯太(6) 小学    3,26.6 
ｸﾗｼﾅ ｿｳﾀ 大町南

 3 下條 拓海(6) 小学    3,27.0 
ｼﾓｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ 大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

 4 平林 巧(6) 小学    3,27.4 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 大町西

 5 滝川 満(6) 小学    3,27.7 
ﾀｷｶﾞﾜ ﾐﾂﾙ 穂高北

 6 水野 琉斗(6) 小学    3,29.4 
ﾐｽﾞﾉ ﾘｭｳﾄ 安曇野かけっこ

 7 前田 志颯(5) 小学    3,35.0 
ﾏｴﾀﾞ ｼﾘｭｳ 白馬北

 8 高根 夏雪(6) 小学    3,41.6 
ﾀｶﾈ ﾅﾂｷ 大町東

 9 平川 湊(6) 小学    3,42.9 
ﾋﾗｶﾜ ﾐﾅﾄ 豊科東

10 上条 統也(5) 小学    3,43.1 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｳﾔ 堀金

11 竹岡 孝多孔(5) 小学    3,43.7 
ﾀｹｵｶ ｺｳﾀｸ 堀金

12 勝野 類(5) 小学    3,45.7 
ｶﾂﾉ ﾙｲ 大町北

13 臼井 伸次(6) 小学    3,46.6 
ｳｽｲ ｼﾝｼﾞ 堀金

14 平川 槻斗(5) 小学    3,48.7 
ﾋﾗｶﾜ ﾂｷﾄ 小谷

15 丸山 朋也(5) 小学    3,49.6 
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾔ 大町東

16 井原 蒼太(5) 小学    3,50.6 
ｲﾊﾗ ｿｳﾀ 穂高西AC-A

17 宮田 陽叶(6) 小学    3,51.0 
ﾐﾔﾀ ｱｷﾄ 大町西

18 太田 龍輝(5) 小学    3,51.6 
ｵｵﾀ ﾘｭｳｷ 大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

19 新山 堅太(5) 小学    3,55.2 
ﾆｲﾔﾏ ｹﾝﾀ 大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

20 片山 芽(6) 小学    4,00.3 
ｶﾀﾔﾏ ﾒｸﾞﾑ 小谷

21 藤崎 誠士郎(6) 小学    4,16.8 
ﾌｼﾞｻｷ ｾｲｼﾞﾛｳ 小谷

22 清水 俊輔(5) 小学    4,22.8 
ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝｽｹ 大町東
山口 健介(5) 小学
ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｽｹ 堀金
横澤 静也(6) 小学
ﾖｺｻﾜ ｼｽﾞﾔ 松川
黒岩 啓人(5) 小学
ｸﾛｲﾜ ｹｲﾄ 大町北
桑崎 晃次(5) 小学
ｸﾜｻﾞｷ ｺｳｼﾞ 大町北

決勝 5月7日 10:10

県小記録            11.72
大会記録(GR )       17.6 

風速 -0.1

 1 馬上 太一(6) 小学      15.9 
ﾏｶﾞﾐ ﾀｲﾁ 大町南

 2 関 陸翔(6) 小学      19.5 
ｾｷ ﾘｸﾄ 大町西

 3 遠藤 大祐(6) 小学      20.1 
ｴﾝﾄﾞｳ  ﾀﾞｲｽｹ 池田

 4 仁科 環樹(6) 小学      21.6 
ﾆｼﾅ ﾀﾏｷ 大町西
鈴木 那由多(5) 小学
ｽｽﾞｷ ﾅﾕﾀ 穂高西AC-A

男子

1000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
15    66

13    65

6   109

1    44

11   128

17   189

14     5

10    56

12   159

19   179

7   178

23    28

25   181

26     3

16    54

2   139

21    45

22   111

18   110

20     1

24     2

8    53

3   180
欠場

4    82
欠場

5    26
欠場

9    27
欠場

男子

80mH(0.700m)        

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    67

大会新
4    42

3   138
欠場

5    93

2    43



決勝 5月7日 11:30

県小記録            51.04
大会記録(GR )       59.8 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 大町北    34 松澤 将大(6)      59.9 

ｵｵﾏﾁｷﾀ ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾀﾞｲ
   36 栗林 慮雨(6)

ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ
   33 唐澤 亮成(6)

ｶﾗｻﾜ ﾘｮｳｾｲ
   35 大日向 孝雅(6)

ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｶﾞ
 2   5 明南(A)   118 佐藤 響(6)    1,01.3 

ﾒｲﾅﾝA ｻﾄｳ ﾋﾋﾞｷ
  119 日高 杜武(6)

ﾋﾀﾞｶ ﾄﾑ
  120 安里 遥人(6)

ｱｻﾄ ﾊﾙﾄ
  121 佐藤 玄輝(6)

ｻﾄｳ ｹﾞﾝｷ
 3   1 明南(B)   125 浅香 晴輝(5)    1,03.6 

ﾒｲﾅﾝB ｱｻｶ ﾊﾙｷ
  124 森田 一道(5)

ﾓﾘﾀ ｶｽﾞﾐﾁ
  123 長澤 虎士朗(5)

ﾅｶﾞｻﾜ ｺｼﾞﾛｳ
  122 加々美 湧斗(5)

ｶｶﾞﾐ ﾕｳﾄ
 4   4 大町西    51 仁科 汰一(5)    1,03.7 

ｵｵﾏﾁﾆｼ ﾆｼﾅ ﾀｲﾁ
   49 市川 拓海(5)

ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾐ
   50 小山 大地(5)

ｺﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ
   48 二木 鉄平(5)

ﾌﾀﾂｷﾞ ﾃｯﾍﾟｲ
 5   8 大町南    71 西澤 篤哉(5)    1,04.4 

ｵｵﾏﾁﾐﾅﾐ ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾂﾔ
   68 荒井 春樹(5)

ｱﾗｲ ﾊﾙｷ
   69 太田 真滉(5)

ｵｵﾀ ﾏﾋﾛ
   70 中澤 悠(5)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳ
 6   3 松川    87 花村 東世(5)    1,05.7 

ﾏﾂｶﾜ ﾊﾅﾑﾗ ﾄｳｾｲ
   86 長澤 誠馬(5)

ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲﾏ
   85 竹内 淳ノ祐(5)

ﾀｹｳﾁ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ
   88 米野 志門(5)

ﾖﾈﾉ ｼﾓﾝ
 7   7 穂高北   135 小笠原 暖日(5)    1,08.3 

ﾎﾀｶｷﾀ ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾊﾙﾋ
  132 木村 瞳太(5)

ｷﾑﾗ ﾄｳﾀ
  134 麻田 瑛一郎(5)

ｱｻﾀﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ
  133 相野田 侠吾(5)

ｱｲﾉﾀ ｷｮｳｺﾞ
  6 池田    96 荻窪 彬人(6)

ｲｹﾀﾞ ｵｷﾞｸﾎﾞ ｱﾔﾄ 失格
   98 平林 大知(6) R1(3-4)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾁ
   97 井口 真翔(6)

ｲｸﾞﾁ ﾏﾅﾄ
   99 丸山 輝(6)

ﾏﾙﾔﾏ ﾃﾙ

男子

4×100mR            

決勝



決勝 5月7日  8:30

県小記録             1.46
大会記録(GR )        1.15

那須 健章(6) 小学 大会タイ
ﾅｽ ｹﾝｼｮｳ 会染

決勝 5月7日  8:30

県小記録             5.47
大会記録(GR )        3.69

西澤 拓馬(6) 小学   3.66   3.78   3.50   3.47   3.61   3.33    3.78 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 松川   +0.7   +2.3   +0.3   +0.4   +1.3   -0.2    +2.3
小林 怜央(6) 小学    X   3.32   3.46    X   3.25   3.42    3.46 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵ 穂高北   +1.8   -0.6   -0.4   -0.7    -0.6
高橋 蓮(5) 小学   3.27   3.35    X   3.46   3.27   3.29    3.46 
ﾀｶﾊｼ ﾚﾝ 大町北   +2.6   +1.9   +2.9   +0.6   +1.1    +2.9
山口 遥(5) 小学   3.43    X   3.36   3.40   3.41   3.38    3.43 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 豊科南   +0.4    0.0   +2.0   +0.6   -1.5    +0.4
岡野 翼(5) 小学   3.12   3.20   3.41   3.02   3.13   3.21    3.41 
ｵｶﾉ ﾂﾊﾞｻ 八坂   +1.4   +0.7    0.0   +1.4    0.0   +0.8     0.0
見田 雄亮(6) 小学    X   3.30   2.82    X   3.39    X    3.39 
ｹﾝﾀﾞ  ﾕｳｽｹ 池田   +1.1    0.0   -0.1    -0.1
内山 寛太(5) 小学   3.25    X   3.35   3.20    X   3.03    3.35 
ｳﾁﾔﾏ ｶﾝﾀ 豊科南   +2.2   +2.8   -0.2    0.0    +2.8
宮下 大佑(6) 小学    X   3.10   3.20   3.32   3.05    X    3.32 
ﾐﾔｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 明南   +3.3    0.0   +0.2   +0.6    +0.2
中村 大能(5) 小学   3.15   2.90   3.05    3.15 
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾉ 大町北   +0.7   +1.9   +1.2    +0.7
西沢 颯馬(6) 小学   2.34   2.44   2.98    2.98 
ﾆｼｻﾞﾜ ｿｳﾏ 豊科南   +0.4   +0.8   +0.5    +0.5
降籏 星介(6) 小学   2.85   2.84   2.50    2.85 
ﾌﾘﾊﾀ ｼｮｳｽｹ 大町東   +0.7   +0.7   +1.6    +0.7

11 7    57

9 4    31

10 5   165

7 1   167

8 10   116

5 2    23

6 9    95

3 6    29

4 3   166

1 8    83

2 11   129

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

男子

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 1m18 記録 備考
1 1   105

O O O  1.15O O XO XXX



決勝 5月7日  9:00

県小記録            61.92
大会記録            52.53

石田 涼輔(6) 小学
ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 堀金
遠藤 準也(6) 小学
ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝﾔ 大町北
佐藤 幸弥(5) 小学
ｻﾄｳ ﾕｷﾔ 大町北
村越 太一(6) 小学
ﾑﾗｺｼ ﾀｲﾁ 堀金
池田 泰聖(6) 小学
ｲｹﾀﾞ ﾀｲｾｲ 穂高北
宮尾 哲弥(6) 小学
ﾐﾔｵ ﾃﾂﾔ 穂高北
本堂 司(5) 小学
ﾎﾝﾄﾞｳ ﾂｶｻ 大町北
武 遥輝(5) 小学
ﾀｹ ﾊﾙｷ 八坂
若林 輝空(6) 小学
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 会染
井澤 眞成(5) 小学
ｲｻﾞﾜ ﾏｻﾅﾘ 堀金
堀田 晃志(6) 小学
ﾎｯﾀ ｺｳｼ 明南
柳沢 一輝(6) 小学
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ 大町西
田中 淳稀(6) 小学
ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｷ 松川
町田 純一(5) 小学
ﾏﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大町西
三船 武英(6) 小学
ﾐﾌﾈ ﾀｹﾋﾃﾞ 八坂
松澤 春(6) 小学
ﾏﾂｻﾞﾜ  ﾊﾙ 池田
宮澤 翼(5) 小学
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 明北
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決勝
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5月7日 10:25

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 +1.7

 1 萩原 賢太郎(4) 小学      16.4  1 永澤 良大(4) 小学      16.7 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 穂高西AC-B ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｮｳﾀ 大町北

 2 槇野 立太朗(4) 小学      17.3  1 赤羽 漣(4) 小学      16.7 
ﾏｷﾉ ﾀﾂﾀﾛｳ 大町北 ｱｶﾊﾈ ﾚﾝ 大町南

 3 西澤 和真(4) 小学      18.0  3 松澤 悠(4) 小学      16.8 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 松川 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳ 豊科北B

 4 青栁 吉紀(4) 小学      18.0  4 寺島 泰志(4) 小学      17.3 
ｱｵﾔｷﾞ ﾖｼｷ 豊科北A ﾃﾗｼﾏ ﾀｲｼ 豊科北C

 5 奥原 星(4) 小学      18.2  5 松澤 颯大(4) 小学      17.4 
ｵｸﾊﾗ ｾｲ 大町南 ﾏﾂｻﾞﾜ ｿｳﾀﾞｲ 大町北

5    39

6   150

4   154

所属名 記録／備考
2    38

3    74

5    77

順 ﾚｰﾝ No.

2    90
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3   145

4    37
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