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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) 男  女 【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 男女 穂高西AC-A     1,01.9 穂高西AC-B     1,04.0 大町南(A)     1,05.6 豊科北A     1,05.7 大町南(B)     1,07.0 豊科北C     1,07.2 明南     1,07.6 堀金(A)     1,44.8 

4×100mR 蓮井 瑠菜(5) GR 丸山 椎叶(4) 浅野 真緒(4) 長谷川 奈央(5) 飯島 百香(4) 岩崎 未空(4) 北澤 摩紀(5) 岩下 美波(4)
牧田 紗和(5) 渡邉 あおい(4) 日堂 愛美(4) 木村 歩実(5) 中田 舞花(4) 木村 湊(4) 岩渕 奏恵(5) 中島 杏采(4)
望月 快(5) 望月 奏夢(4) 田場 隆司(4) 太谷 拓斗(5) 槌市 蒼太(4) 林 奨真(4) 堀内 颯太(4) 三村 直斗(4)
深澤 来仁(5) 西尾 誓(4) 横山 純平(4) 東村 寛介(5) 松下 絆(4) 小穴 理人(4) 加々美 歩夢(4) 牛丸 哉人(4)



予選 5月7日  9:25
決勝 5月7日 11:20

県小記録            55.5 
大会記録          1,02.4 

[ 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   5 大町南(A)    52 浅野 真緒(4)    1,05.5 Q  1   2 明南    80 北澤 摩紀(5)    1,07.0 Q

ｵｵﾏﾁﾐﾅﾐA ｱｻﾉ ﾏｵ ﾒｲﾅﾝ ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｷ
   51 日堂 愛美(4)    81 岩渕 奏恵(5)

ﾋﾄﾞｳ ｱﾐ ｲﾜﾌﾞﾁ ｶｴ
   75 田場 隆司(4)   127 堀内 颯太(4)

ﾀﾊﾞ ﾘｭｳｼﾞ ﾎﾘｳﾁ ｿｳﾀ
   76 横山 純平(4)   126 加々美 歩夢(4)

ﾖｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ｶｶﾞﾐ ｱﾕﾑ
 2   3 豊科北C   107 岩崎 未空(4)    1,07.6 q  2   3 大町南(B)    49 飯島 百香(4)    1,07.4 q

ﾄﾖｼﾅｷﾀｼｰ ｲﾜｻｷ ﾐｿﾗ ｵｵﾏﾁﾐﾅﾐB ｲｲｼﾞﾏ ﾓﾓｶ
  108 木村 湊(4)    50 中田 舞花(4)

ｷﾑﾗ ﾐﾅﾄ ﾅｶﾀ ﾋﾗﾘ
  155 林 奨真(4)    72 槌市 蒼太(4)

ﾊﾔｼ ｼｮｳﾏ ﾂﾁｲﾁ ｿｳﾀ
  153 小穴 理人(4)    73 松下 絆(4)

ｵｱﾅ ﾘﾋﾄ ﾏﾂｼﾀ ﾊﾞﾝ
 3   6 堀金(A)   130 岩下 美波(4)    1,07.8 q  3   8 豊科北B   106 真野 結奈(4)    1,08.6 

ﾎﾘｶﾞﾈA ｲﾜｼﾀ ﾐﾅﾐ ﾄﾖｼﾅｷﾀﾋﾞｰ ﾏﾉ ﾕｲﾅ
  131 中島 杏采(4)   105 緑川 かなで(4)

ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾝﾅ ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｶﾅﾃﾞ
  186 三村 直斗(4)   152 後藤 健太(4)

ﾐﾑﾗ ﾅｵﾄ ｺﾞﾄｳ ｹﾝﾀ
  185 牛丸 哉人(4)   151 久保田 大輝(4)

ｳｼﾏﾙ ｶﾅﾄ ｸﾎﾞﾀ ﾀﾞｲｷ
 4   2 松川    58 中村 夢希(4)    1,09.6  4   5 穂高北    86 安土 美來衣(4)    1,10.1 

ﾏﾂｶﾜ ﾅｶﾑﾗ ﾕﾒﾉ ﾎﾀｶｷﾀ ｱﾝﾄﾞ ﾐﾗｲ
   59 横澤 咲蘭(4)    87 小林 星那(4)

ﾖｺｻﾜ ｻﾗ ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾅ
   91 丸山 航汰(4)   136 庄司 裕登(4)

ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾀ ｼｮｳｼﾞ ﾋﾛﾄ
   89 楜澤 功大(4)   137 水間 奏太(4)

ｸﾙﾐｻﾜ ｺｳﾀﾞｲ ﾐｽﾞﾏ ｿｳﾀ
 5   8 大町東(A)    43 立川 菜桜(4)    1,09.9  5   6 白馬北(D)    16 松原 三木姫(4)    1,10.1 

ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼA ﾀﾁｶﾜ ﾅｵ ﾊｸﾊﾞｷﾀD ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾓｸﾒ
   42 北澤 真織(4)    15 山崎 桜子(4)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｵﾘ ﾔﾏｻﾞｷ ｻｸﾗｺ
   59 坂中 悠惺(4)    12 小林 剛志(4)

ｻｶﾅｶ ﾕｳｾｲ ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾞｳｼ
   58 内川 遥斗(4)    13 横川 眞伯(4)

ｳﾁｶﾜ ﾊﾙﾄ ﾖｺｶﾜ ﾏｱｸ
 6   7 白馬北(C)    14 荻野 幸来(4)    1,12.8  6   7 池田(B)    64 竹村 羽未(4)    1,12.3 

ﾊｸﾊﾞｷﾀC ｵｷﾞﾉ ﾕﾗ ｲｹﾀﾞB ﾀｹﾑﾗ ｳﾐ
   13 丸山 愛季(4)    65 矢口 桃花(4)

ﾏﾙﾔﾏ ｱｲｷ ﾔｸﾞﾁ ﾓﾓｶ
   11 矢口 駿(4)   102 勝野 瑞樹(4)

ﾔｸﾞﾁ ｼｭﾝ ｶﾂﾉ ﾐｽﾞｷ
   10 糸氏 琉人(4)   103 森屋 将人(4)

ｲﾄｳｼﾞ ﾘｭｳﾄ ﾓﾘﾔ ﾏｻﾄ
 7   4 白馬南B    20 青木 育未(4)    1,15.7   4 大町東(B)    45 髙橋 李寧(4)

ﾊｸﾊﾞﾐﾅﾐB ｱｵｷ ﾊｸﾞﾐ ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼB ﾀｶﾊｼ ﾘﾈ 失格
   21 山下 小雪(4)    44 江端 美沙紀(4)

ﾔﾏｼﾀ ｺﾕｷ ｴﾊﾞﾀ ﾐｻｷ
   19 林 暖翔(4)    60 西澤 怜也(4)

ﾊﾔｼ ﾊﾙﾄ ﾆｼｻﾞﾜ ﾚｲﾔ
   18 水野 颯紀(4)    61 原 直生(4)

ﾐｽﾞﾉ ｻﾂｷ ﾊﾗ ﾅｵｷ

Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

男女

4×100mR            

予選 通過基準  4組  1着 + 4



[ 3組] [ 4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   6 穂高西AC-A    94 蓮井 瑠菜(5)    1,06.2 Q  1   3 穂高西AC-B    95 丸山 椎叶(4)    1,03.9 Q

ﾎﾀｶﾆｼｴｰｼｰｴｰ ﾊｽｲ ﾙﾅ ﾎﾀｶﾆｼｴｰｼｰﾋﾞｰ ﾏﾙﾔﾏ ｼｲｶ
   93 牧田 紗和(5)    96 渡邉 あおい(4)

ﾏｷﾀ ｻﾜ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵｲ
  141 望月 快(5)   144 望月 奏夢(4)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｶｲ ﾓﾁﾂﾞｷ ｶﾅﾒ
  142 深澤 来仁(5)   143 西尾 誓(4)

ﾌｶｻﾜ ﾗｲﾄ ﾆｼｵ ｾｲ
 2   7 豊科北A   104 長谷川 奈央(5)    1,06.7 q  2   2 池田(A)    63 那須 真琴(4)    1,09.8 

ﾄﾖｼﾅｷﾀｴｰ ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵ ｲｹﾀﾞA ﾅｽ ﾏｺﾄ
  103 木村 歩実(5)    62 荻窪 晴美(4)

ｷﾑﾗ ｱﾕﾐ ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾊﾙﾐ
  147 太谷 拓斗(5)   101 山本 遥輝(4)

ｵｵﾀﾆ ﾀｸﾄ ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ
  148 東村 寛介(5)   100 丸山 瑛太(4)

ﾋｶﾞｼﾑﾗ ｶﾝｽｹ ﾏﾙﾔﾏ ｴｲﾀ
 3   3 堀金(B)   132 古旗 杏純(4)    1,10.8  3   6 大町南(C)    53 田中 遥凪(4)    1,10.3 

ﾎﾘｶﾞﾈB ﾌﾙﾊﾀ ｱｽﾐ ｵｵﾏﾁﾐﾅﾐC ﾀﾅｶ ﾊﾙﾅ
  134 望月 凛菜(4)    54 原山 あかり(4)

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘﾅ ﾊﾗﾔﾏ ｱｶﾘ
  188 百瀬 柾宏(4)    78 髙田 悠生(4)

ﾓﾓｾ ﾏｻﾋﾛ ﾀｶﾀﾞ ﾕｳｾｲ
  187 一志 天(4)    79 藤巻 厚人(4)

ｲｯｼ ﾃﾝ ﾌｼﾞﾏｷ ｱﾂﾄ
 4   8 大町東(C)    47 降籏 そよか(4)    1,11.9  4   5 豊科南   118 山田 遥加(5)    1,10.7 

ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼC ﾌﾘﾊﾀ ｿﾖｶ ﾄﾖｼﾅﾐﾅﾐ ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ
   46 中山 里菜(4)   119 奥村 舞花(5)

ﾅｶﾔﾏ ﾘﾅ ｵｸﾑﾗ ﾏｲｶ
   63 望月 優哉(4)   168 降籏 由喜(4)

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾔ ﾌﾙﾊﾀ ﾕｳｷ
   62 須澤 凰心(4)   170 宮川 寛都(4)

ｽｻﾞﾜ ｺｳｼﾝ ﾐﾔｶﾜ ﾐﾛﾄ
 5   4 白馬北(A)     9 佐々木 璃子(4)    1,12.1  5   4 白馬北(B)    11 湯浅 姫菜(4)    1,13.5 

ﾊｸﾊﾞｷﾀA ｻｻｷ ﾘｺ ﾊｸﾊﾞｷﾀB ﾕｱｻ ﾋﾒﾅ
   10 松澤 和花(4)    12 高原 紅葉(4)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾜｶ ﾀｶﾊﾗ ﾓﾐｼﾞ
    6 花澤 楓也(4)     8 福田 瑛大(4)

ﾊﾅｻﾞﾜ ﾌｳﾔ ﾌｸﾀﾞ ｴｲﾀ
    7 星河 快(4)     9 林 空良(4)

ﾎｼｶﾜ ｶｲ ﾊﾔｼ ｿﾗ
 6   5 明北    77 岩垂 千世(4)    1,14.0   7 大町北

ﾒｲﾎｸ ｲﾜﾀﾞﾚ ﾁﾖ ｵｵﾏﾁｷﾀ 欠場
   78 野口 ひまり(4)

ﾉｸﾞﾁ ﾋﾏﾘ
  114 青木 蒼也(4)

ｱｵｷ ｿｳﾔ
  113 三河 凌大(5)

ﾐｶﾜ ﾘｮｳﾀ
  2 白馬南A    19 山口 舞穏(4)

ﾊｸﾊﾞﾐﾅﾐA ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾉﾝ 失格
   18 髙橋 陽和(4)

ﾀｶﾊｼ ﾋﾖﾘ
   16 太田 琉偉(4)

ｵｵﾀ ﾙｲ
   17 柏原 康成(4)

ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｺｳｾｲ

男女

4×100mR            



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 穂高西AC-A    94 蓮井 瑠菜(5)    1,01.9 

ﾎﾀｶﾆｼｴｰｼｰｴｰ ﾊｽｲ ﾙﾅ 大会新
   93 牧田 紗和(5)

ﾏｷﾀ ｻﾜ
  141 望月 快(5)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｶｲ
  142 深澤 来仁(5)

ﾌｶｻﾜ ﾗｲﾄ
 2   5 穂高西AC-B    95 丸山 椎叶(4)    1,04.0 

ﾎﾀｶﾆｼｴｰｼｰﾋﾞｰ ﾏﾙﾔﾏ ｼｲｶ
   96 渡邉 あおい(4)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵｲ
  144 望月 奏夢(4)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｶﾅﾒ
  143 西尾 誓(4)

ﾆｼｵ ｾｲ
 3   6 大町南(A)    52 浅野 真緒(4)    1,05.6 

ｵｵﾏﾁﾐﾅﾐA ｱｻﾉ ﾏｵ
   51 日堂 愛美(4)

ﾋﾄﾞｳ ｱﾐ
   75 田場 隆司(4)

ﾀﾊﾞ ﾘｭｳｼﾞ
   76 横山 純平(4)

ﾖｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ
 4   8 豊科北A   104 長谷川 奈央(5)    1,05.7 

ﾄﾖｼﾅｷﾀｴｰ ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵ
  103 木村 歩実(5)

ｷﾑﾗ ｱﾕﾐ
  147 太谷 拓斗(5)

ｵｵﾀﾆ ﾀｸﾄ
  148 東村 寛介(5)

ﾋｶﾞｼﾑﾗ ｶﾝｽｹ
 5   7 大町南(B)    49 飯島 百香(4)    1,07.0 

ｵｵﾏﾁﾐﾅﾐB ｲｲｼﾞﾏ ﾓﾓｶ
   50 中田 舞花(4)

ﾅｶﾀ ﾋﾗﾘ
   72 槌市 蒼太(4)

ﾂﾁｲﾁ ｿｳﾀ
   73 松下 絆(4)

ﾏﾂｼﾀ ﾊﾞﾝ
 6   2 豊科北C   107 岩崎 未空(4)    1,07.2 

ﾄﾖｼﾅｷﾀｼｰ ｲﾜｻｷ ﾐｿﾗ
  108 木村 湊(4)

ｷﾑﾗ ﾐﾅﾄ
  155 林 奨真(4)

ﾊﾔｼ ｼｮｳﾏ
  153 小穴 理人(4)

ｵｱﾅ ﾘﾋﾄ
 7   4 明南    80 北澤 摩紀(5)    1,07.6 

ﾒｲﾅﾝ ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｷ
   81 岩渕 奏恵(5)

ｲﾜﾌﾞﾁ ｶｴ
  127 堀内 颯太(4)

ﾎﾘｳﾁ ｿｳﾀ
  126 加々美 歩夢(4)

ｶｶﾞﾐ ｱﾕﾑ
 8   1 堀金(A)   130 岩下 美波(4)    1,44.8 

ﾎﾘｶﾞﾈA ｲﾜｼﾀ ﾐﾅﾐ
  131 中島 杏采(4)

ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾝﾅ
  186 三村 直斗(4)

ﾐﾑﾗ ﾅｵﾄ
  185 牛丸 哉人(4)

ｳｼﾏﾙ ｶﾅﾄ

4×100mR            
決勝
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