
大会コード 17170704

期　　　日： ２０１７年　6月　4日（日）
会　　　場： 大町運動公園陸上競技場（競技場コード 174110）
主　　　催： 大北陸上競技会
共　　　催： 大町市教育員会

後　　　援： 大町市　大町市体育協会　北安曇郡体育協会
北安曇教育会　信濃毎日新聞社

主　　　管： 大北陸上競技会
総　　　務： 駒澤　安正
審　判　長： 横川　佐知雄

鳥屋　秀幸

■グラウンドコンディション

■この大会で樹立された記録

大藏　莉乃（2）
白河　凛加（2）
佐藤　舜斗（1）
塩島　絵未

35ｍ71 大会新6/4 中学共通男子 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 決勝 38ｍ56 大町第一

大会新
6/4 中学共通女子 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 決勝 21ｍ23 大町第一 19ｍ45 大会新

所属 従来の記録 備考
6/4 中学共通女子 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 決勝 21ｍ41 大町第一 19ｍ45
月日 男女 種目 予・決 記録 氏名・学年

11:00 曇り 北西 0.8 16.0 45
13:00 曇り 北 1.2 20.0 4010:00 曇り 北 0.9 15.0 58
12:00 曇り 北東 0.7 18.5 409:00 曇り 南 0.3 14.0 67

(m/s) (℃) (%)(m/s) (℃) (%)
時刻 天候 風向 風速 気温 湿度

第53回大北陸上競技選手権大会

記 録 集

記録・情報主任：

時刻 天候 風向 風速 気温 湿度

47m90 大会新6/4 女子 やり投 決勝 49m70 日体大AC



第53回大北陸上競技選手権大会                                                    
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、北安曇郡体育協会、北安曇教育会、信濃毎日新聞社    
主管：大北陸上競技協会                                                          

決勝記録一覧表
(GR:大会新  ) 男  子 【競技場】17      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

06/04 男子  -1.3洞沢 光(2) 12.3 吉田 幹弘 12.3 窪田 五大 12.4
100m 一般･大町岳陽 一般･大町市陸協 一般･with

06/04 栗林 拓矢 4,27.7 大和田 雅人 4,42.3 萩原 徹 4,43.9 山岸 和真 4,46.2 藤木 悠平 4,51.1
1500m 一般･大町市陸協 一般･松川村ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 一般･中野市陸上競技 一般･大町市陸協 一般･中野市陸上競技

06/04 西沢 紀元 16,17.9 小澤 大輝(2) 16,44.8 竹村 僚太 17,02.5 萩原 徹 17,52.9 藤木 悠平 17,58.8 大和田 悠太(2) 18,24.8 山岸 和真 18,36.0 村山 真一 18,44.6
5000m 一般･昭和電工大町 一般･大町岳陽 一般･大町市陸協 一般･中野市陸上競技 一般･中野市陸上競技 一般･大町岳陽 一般･大町市陸協 一般･松川村ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

06/04 川上 文也 6.31(-0.4) 奥原 隼太 5.77(+0.1) 赤瀬 崇 4.92(-1.2)
走幅跳 一般･松川村ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 一般･with 一般･ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

06/04 渡辺 倫 30.33
やり投(0.800kg) 一般･白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

06/04 4年男子      -0.7花澤 楓也(4) 15.8 横山 純平(4) 15.8 柏原 康成(4) 16.2 槌市 蒼太(4) 17.2 望月 優哉(4) 18.5
100m 小学･白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 小学･大町南小 小学･白馬南小 小学･大町南小 小学･大町東小

06/04 5年男子      -0.3髙山 陽(5) 15.4 山田 愛太(5) 15.7 内山 竜之介(5) 16.6 太田 龍輝(5) 17.1 松澤 岳拓(5) 17.5
100m 小学･松川小 小学･白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 小学･大町東小 小学･大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 小学･白馬南小

06/04 6年男子      +0.2鈴木 慎吾(6) 13.4 小野 翔雅(6) 15.5 曽根原 柊平(6) 15.7 青田 聖也(6) 17.1
100m 小学･松川小 小学･大町南小 小学･大町東小 小学･大町東小

06/04 松川小       58.7 
4×100mR 西澤 拓馬(6)

横澤 静也(6)
田中 淳稀(6)
鈴木 慎吾(6)

06/04 中学共通男子  -1.0原田 翼(3) 25.3 奥原 健太(3) 25.8 相澤 翔太(2) 26.2 宇留賀 駿(3) 26.8 一本木 弘輝(3) 26.8 丸山 祥太(1) 26.9 荻窪 諄也(3) 27.0 笠原 大誠(2) 27.1
200m 中学･北安松川中 中学･仁科台中 中学･小谷中 中学･北安松川中 中学･仁科台中 中学･北安松川中 中学･高瀬中 中学･大町第一中

06/04 薛 哲平(3) 2,17.2 薛 信之介(3) 2,17.4 片桐 正太郎(3) 2,18.1 澁谷 柊斗(3) 2,18.4 吉岡 凜(2) 2,31.5 寺島 茉尋(2) 2,36.5 青栁 碧(2) 2,42.4 栗林 良太郎(2) 2,44.9
800m 中学･北安松川中 中学･北安松川中 中学･仁科台中 中学･仁科台中 中学･北安松川中 中学･仁科台中 中学･仁科台中 中学･仁科台中

06/04 花岡 寿哉(2) 4,34.0 小坂 悠太(1) 4,37.2 三浦 伯斗(3) 4,55.8 奥原 陸(2) 4,57.7 中村 航大(3) 5,01.6 関戸 翼(3) 5,04.0 薛 草吉(1) 5,04.3 黑川 涼介(1) 5,12.2
1500m 中学･白馬中 中学･仁科台中 中学･白馬中 中学･仁科台中 中学･小谷中 中学･高瀬中 中学･北安松川中 中学･大町第一中

06/04 木村 歩峻(2) 10,05.8 北村 隆之介(2) 10,22.3 新井 虎次郎(1) 10,26.3
3000m 中学･佐久長聖中学 中学･佐久長聖中学 中学･佐久長聖中学

06/04 片瀬 賢斗(3) 1.75 田中 快(2) 1.60
走高跳 中学･高瀬中 中学･北安松川中

06/04 奥原 健太(3) 5.51(+2.5) 薛 信之介(3) 5.12(+1.8) 飯嶋 大基(2) 5.05(+1.6) 紙浦 明馬(3) 5.01(+0.2) 武田 知樹(3) 4.83(+0.8) 鈴木 睦和(2) 4.70(+3.0) 石木田 悠(3) 4.66(+1.2) 八田 登生(2) 4.25(0.0)
走幅跳 中学･仁科台中 中学･北安松川中 中学･北安松川中 中学･白馬中 中学･白馬中 中学･白馬中 中学･小谷中 中学･白馬中

06/04 西澤 巧(2) 7.07
砲丸投(5.000kg) 中学･大町第一中

06/04 佐藤 舜斗(1) 38.56 千國 翔馬(3) 27.12
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･大町第一中 GR 中学･大町第一中

06/04 仁科台中(A)       49.6 北安松川中(A)      50.0 白馬中(A)       51.2 北安松川中(C)      53.6 仁科台中(B)       56.6 白馬中(B)       56.9 
4×100mR 一本木 弘輝(3) 丸山 祥太(1) 鈴木 睦和(2) 薛 信之介(3) 松井 和音(1) 八田 登生(2)

丸山 翔平(3) 原田 翼(3) 武田 知樹(3) 吉岡 凜(2) 原 駿太(1) 荻野 彪(1)
飯島 佑京(2) 飯嶋 大基(2) 紙浦 明馬(3) 畠山 史城(1) 奥原 陸(2) 松澤 尚弥(1)
奥原 健太(3) 齊藤 建(3) 山田 航也(3) 薛 哲平(3) 丸山 玲旺(2) 江津 祥太朗(1)

06/04 1年男子      -0.7丸山 祥太(1) 13.1 内川 洸(1) 13.4 小坂 悠太(1) 13.7 原 駿太(1) 13.8 佐藤 舜斗(1) 14.2 荻野 彪(1) 14.4 松井 和音(1) 14.6 西澤 蓮(1) 14.6
100m 中学･北安松川中 中学･小谷中 中学･仁科台中 中学･仁科台中 中学･大町第一中 中学･白馬中 中学･仁科台中 中学･仁科台中

06/04 2年男子      -1.3相澤 翔太(2) 12.9 田中 快(2) 13.4 笠原 大誠(2) 13.4 飯島 佑京(2) 13.6 丸山 玲旺(2) 14.4
100m 中学･小谷中 中学･北安松川中 中学･大町第一中 中学･仁科台中 中学･仁科台中

06/04 3年男子      -1.2佐藤 匠稀(3) 12.3 原田 翼(3) 12.3 丸山 翔平(3) 12.6 山田 航也(3) 12.6 片瀬 賢斗(3) 12.7 小松 虎太郎(3) 13.0 見田 将梧(3) 13.1 薛 哲平(3) 13.2
100m 中学･大町第一中 中学･北安松川中 中学･仁科台中 中学･白馬中 中学･高瀬中 中学･北安松川中 中学･高瀬中 中学･北安松川中

06/04 小学共通男子 横澤 静也(6) 3,19.7 横山 竜成(6) 3,39.5 横川 眞伯(4) 3,51.5 松下 絆(4) 3,54.4 宮澤 風音(5) 3,56.5 林 空良(4) 3,57.7 奥原 星(4) 3,59.0 林 暖翔(4) 4,00.8
1000m 小学･松川小 小学･大町南小 小学･白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 小学･大町南小 小学･白馬南小 小学･白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 小学･大町南小 小学･白馬南小

06/04 西澤 拓馬(6) 4.05(+2.7) 岡野 翼(5) 3.39(+0.6) 小林 博(4) 3.34(+0.6)
走幅跳 小学･松川小 小学･八坂小 小学･大町東小

06/04 武 遥輝(5) 39.40 小林 一輝(4) 36.69 内川 遥斗(4) 35.33 楜澤 功大(4) 34.04 伊藤 蒼都(5) 32.55 西澤 和真(4) 32.08 田中 淳稀(6) 31.17 中村 眞海(6) 19.67
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･八坂小 小学･大町東小 小学･大町東小 小学･松川小 小学･大町東小 小学･松川小 小学･松川小 小学･松川小



決勝 6月4日 13:20

風速 -1.3

 1 洞沢 光(2) 一般      12.3 
ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ 大町岳陽

 2 吉田 幹弘 一般      12.3 
ﾖｼﾀﾞ ﾐｷﾋﾛ 大町市陸協

 3 窪田 五大 一般      12.4 
ｸﾎﾞﾀ ｺﾞﾀﾞｲ with

決勝 6月4日  9:35

 1 栗林 拓矢 一般    4,27.7 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾀ 大町市陸協

 2 大和田 雅人 一般    4,42.3 
ｵｵﾜﾀﾞ ﾏｻﾄ 松川村ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

 3 萩原 徹 一般    4,43.9 
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾄｵﾙ 中野市陸上競技

 4 山岸 和真 一般    4,46.2 
ﾔﾏｷﾞｼ ｶｽﾞﾏ 大町市陸協

 5 藤木 悠平 一般    4,51.1 
ﾌｼﾞｷ ﾕｳﾍｲ 中野市陸上競技
百瀬 遼 一般
ﾓﾓｾ ﾘｮｳ 松川村ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌ

決勝 6月4日 11:20

 1 西沢 紀元 一般   16,17.9 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾘﾓﾄ 昭和電工大町

 2 小澤 大輝(2) 一般   16,44.8 
ｵｻﾞﾜ ﾀｲｷ 大町岳陽

 3 竹村 僚太 一般   17,02.5 
ﾀｹﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 大町市陸協

 4 萩原 徹 一般   17,52.9 
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾄｵﾙ 中野市陸上競技

 5 藤木 悠平 一般   17,58.8 
ﾌｼﾞｷ ﾕｳﾍｲ 中野市陸上競技

 6 大和田 悠太(2) 一般   18,24.8 
ｵｵﾜﾀﾞ ﾕｳﾀ 大町岳陽

 7 山岸 和真 一般   18,36.0 
ﾔﾏｷﾞｼ ｶｽﾞﾏ 大町市陸協

 8 村山 真一 一般   18,44.6 
ﾑﾗﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 松川村ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

 9 宮沢 博文 一般   18,59.5 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛﾌﾐ 北安曇郡陸協

10 成富 孝行 一般   19,16.6 
ﾅﾙﾄﾐ ﾀｶﾕｷ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ
中村 恒太 一般
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ 北安曇郡陸協
湯口 彰 一般
ﾕｸﾞﾁ ｱｷﾗ 松川村ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

男子

100m                
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  2079

3    87

4    66

男子

1500m               
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
2    84

6    92

5    78

4    85

3    77

1    65
欠場

男子

5000m               
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
8    83

12    94

5    86

4    78

2    77

10  2075

1    85

11    93

3    82

6    69

7    81
欠場

9    64
欠場



決勝 6月4日  9:00

川上 文也 一般   6.08   6.24   6.31    X   6.04   6.18    6.31 
ｶﾜｶﾐ ﾌﾐﾔ 松川村ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ   -1.4   -0.5   -0.4   +0.9   +1.3    -0.4
奥原 隼太 一般    X    X    X   5.77    X    X    5.77 
ｵｸﾊﾗ ｼｭﾝﾀ with   +0.1    +0.1
赤瀬 崇 一般    X   4.92    X   3.75    X    X    4.92 
ｱｶｾ ﾀｶｼ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ   -1.2    0.0    -1.2

決勝 6月4日 11:00

渡辺 倫 一般
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

備考

男子

走幅跳              
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -5-

2 2    67

-6- 記録-2- -3- -4-

3 1    80

1 3    63

30.33   O   O  30.33 
1 1    68

  O 30.26   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

やり投(0.800kg)     
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



予選 6月4日 10:05
決勝 6月4日 12:55

[ 1組] 風速 -1.8 [ 2組] 風速 -1.3

 1 原 駿太(1) 中学      13.8 Q  1 丸山 祥太(1) 中学      13.1 Q
ﾊﾗ ｼｭﾝﾀ 仁科台中 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 北安松川中

 2 佐藤 舜斗(1) 中学      14.2 Q  2 内川 洸(1) 中学      13.5 Q
ｻﾄｳ ﾏﾅﾄ 大町第一中 ｳﾁｶﾜ ｺｳ 小谷中

 3 松井 和音(1) 中学      14.8 Q  3 小坂 悠太(1) 中学      13.7 Q
ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾈ 仁科台中 ｺｻｶ ﾕｳﾀ 仁科台中

 4 江津 祥太朗(1) 中学      15.0  4 荻野 彪(1) 中学      14.7 q
ｺﾞｳﾂﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 白馬中 ｵｷﾞﾉ ﾋｮｳ 白馬中

 5 小松 景介(1) 中学      15.2  5 西澤 蓮(1) 中学      14.9 q
ｺﾏﾂ ｹｲｽｹ 北安松川中 ﾆｼｻﾞﾜ ﾚﾝ 仁科台中

 6 平出 純大(1) 中学      16.3  6 峯村 享明(1) 中学      15.1 
ﾋﾗｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝﾀ 仁科台中 ﾐﾈﾑﾗ ﾐﾁｱｷ 北安松川中

風速 -0.7

 1 丸山 祥太(1) 中学      13.1 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 北安松川中

 2 内川 洸(1) 中学      13.4 
ｳﾁｶﾜ ｺｳ 小谷中

 3 小坂 悠太(1) 中学      13.7 
ｺｻｶ ﾕｳﾀ 仁科台中

 4 原 駿太(1) 中学      13.8 
ﾊﾗ ｼｭﾝﾀ 仁科台中

 5 佐藤 舜斗(1) 中学      14.2 
ｻﾄｳ ﾏﾅﾄ 大町第一中

 6 荻野 彪(1) 中学      14.4 
ｵｷﾞﾉ ﾋｮｳ 白馬中

 7 松井 和音(1) 中学      14.6 
ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾈ 仁科台中

 8 西澤 蓮(1) 中学      14.6 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾚﾝ 仁科台中

決勝 6月4日 13:05

風速 -1.3

 1 相澤 翔太(2) 中学      12.9 
ｱｲｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 小谷中

 2 田中 快(2) 中学      13.4 
ﾀﾅｶ ｶｲ 北安松川中

 3 笠原 大誠(2) 中学      13.4 
ｶｻﾊﾗ ﾀｲｾｲ 大町第一中

 4 飯島 佑京(2) 中学      13.6 
ｲｲｼﾞﾏ ｳｷｮｳ 仁科台中

 5 丸山 玲旺(2) 中学      14.4 
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 仁科台中

8  6894

1  6891

4  6882

2  6824

7  6890

3  6892

5  6775

6  6842

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  6891

2  6776

5  6890

6  6824

記録／備考
4  6775

3  6842

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4  6772

3  6893

5  6894

2  6822

記録／備考
7  6892

6  6882

1年男子       

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

2年男子       

100m                
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  6853

3  6797

4  6935

5  6888

6  6930



予選 6月4日 10:15
決勝 6月4日 13:15

[ 1組] 風速 -0.9 [ 2組] 風速 -2.2

 1 原田 翼(3) 中学      12.4 Q  1 山田 航也(3) 中学      13.0 Q
ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 北安松川中 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾔ 白馬中

 2 佐藤 匠稀(3) 中学      12.4 Q  2 丸山 翔平(3) 中学      13.0 Q
ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 大町第一中 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 仁科台中

 3 見田 将梧(3) 中学      13.1 Q  3 片瀬 賢斗(3) 中学      13.1 Q
ｹﾝﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 高瀬中 ｶﾀｾ ｹﾝﾄ 高瀬中

 4 小松 虎太郎(3) 中学      13.2 q  4 齊藤 建(3) 中学      13.5 
ｺﾏﾂ ｺﾀﾛｳ 北安松川中 ｻｲﾄｳ ﾀｹﾙ 北安松川中

 5 薛 哲平(3) 中学      13.4 q  5 内山 汰星(3) 中学      13.7 
ｾﾂ ﾃｯﾍﾟｲ 北安松川中 ｳﾁﾔﾏ ﾀｲｾｲ 高瀬中

 6 一本木 弘輝(3) 中学      13.7 北澤 翔太(3) 中学
ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾋﾛｷ 仁科台中 ｷﾀｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 北安松川中

風速 -1.2

 1 佐藤 匠稀(3) 中学      12.3 
ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 大町第一中

 2 原田 翼(3) 中学      12.3 
ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 北安松川中

 3 丸山 翔平(3) 中学      12.6 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 仁科台中

 4 山田 航也(3) 中学      12.6 
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾔ 白馬中

 5 片瀬 賢斗(3) 中学      12.7 
ｶﾀｾ ｹﾝﾄ 高瀬中

 6 小松 虎太郎(3) 中学      13.0 
ｺﾏﾂ ｺﾀﾛｳ 北安松川中

 7 見田 将梧(3) 中学      13.1 
ｹﾝﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 高瀬中

 8 薛 哲平(3) 中学      13.2 
ｾﾂ ﾃｯﾍﾟｲ 北安松川中

3年男子       

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

 6795

記録／備考
3  6792

4  6883

5  6791

6  6920

2  6752

7

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  6836

4  6925

2  6751

5  6794

6  6753

7  6770
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  6883

6  6792

5  6925

3  6836

8  6751

1  6795

7  6752

2  6791



予選 6月4日  9:05
決勝 6月4日 12:10

[ 1組] 風速 +1.7 [ 2組] 風速 +0.5

 1 奥原 健太(3) 中学      25.1 Q  1 原田 翼(3) 中学      25.2 Q
ｵｸﾊﾗ ｹﾝﾀ 仁科台中 ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 北安松川中

 2 丸山 祥太(1) 中学      26.2 Q  2 相澤 翔太(2) 中学      25.7 Q
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 北安松川中 ｱｲｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 小谷中

 3 笠原 大誠(2) 中学      26.7 Q  3 宇留賀 駿(3) 中学      26.4 Q
ｶｻﾊﾗ ﾀｲｾｲ 大町第一中 ｳﾙｶﾞ ｼｭﾝ 北安松川中

 4 小松 虎太郎(3) 中学      27.3  4 荻窪 諄也(3) 中学      26.5 q
ｺﾏﾂ ｺﾀﾛｳ 北安松川中 ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾄﾓﾔ 高瀬中

 5 内川 洸(1) 中学      27.8  5 一本木 弘輝(3) 中学      27.1 q
ｳﾁｶﾜ ｺｳ 小谷中 ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾋﾛｷ 仁科台中

 6 津野尾 広大(1) 中学      30.3  6 吉岡 凜(2) 中学      27.8 
ﾂﾉｵ ｺｳﾀﾞｲ 仁科台中 ﾖｼｵｶ ﾘﾝ 北安松川中

 7 勝家 崚太(1) 中学      31.8 
ｶﾂｲｴ ﾘｮｳﾀ 北安松川中

風速 -1.0

 1 原田 翼(3) 中学      25.3 
ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 北安松川中

 2 奥原 健太(3) 中学      25.8 
ｵｸﾊﾗ ｹﾝﾀ 仁科台中

 3 相澤 翔太(2) 中学      26.2 
ｱｲｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 小谷中

 4 宇留賀 駿(3) 中学      26.8 
ｳﾙｶﾞ ｼｭﾝ 北安松川中

 5 一本木 弘輝(3) 中学      26.8 
ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾋﾛｷ 仁科台中

 6 丸山 祥太(1) 中学      26.9 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 北安松川中

 7 荻窪 諄也(3) 中学      27.0 
ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾄﾓﾔ 高瀬中

 8 笠原 大誠(2) 中学      27.1 
ｶｻﾊﾗ ﾀｲｾｲ 大町第一中

中学共通男子  

200m                
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 記録／備考
7  6919

4  6775

5  6896

2  6888

8  6795

6  6771

順 ﾚｰﾝ

3  6842

No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  6792

2  6853

5  6793

4  6756

6  6920

3  6796

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  6792

4  6919

6  6853

8  6793

1  6920

5  6775

2  6756

7  6888



決勝 6月4日 12:00

 1 薛 哲平(3) 中学    2,17.2 
ｾﾂ ﾃｯﾍﾟｲ 北安松川中

 2 薛 信之介(3) 中学    2,17.4 
ｾﾂ ｼﾝﾉｽｹ 北安松川中

 3 片桐 正太郎(3) 中学    2,18.1 
ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ 仁科台中

 4 澁谷 柊斗(3) 中学    2,18.4 
ｼﾌﾞﾔ ｼｭｳﾄ 仁科台中

 5 吉岡 凜(2) 中学    2,31.5 
ﾖｼｵｶ ﾘﾝ 北安松川中

 6 寺島 茉尋(2) 中学    2,36.5 
ﾃﾗｼﾏ ﾏﾋﾛ 仁科台中

 7 青栁 碧(2) 中学    2,42.4 
ｱｵﾔｷﾞ ｱｵｲ 仁科台中

 8 栗林 良太郎(2) 中学    2,44.9 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 仁科台中

決勝 6月4日  9:15

 1 花岡 寿哉(2) 中学    4,34.0 
ﾊﾅｵｶ ﾋｻﾔ 白馬中

 2 小坂 悠太(1) 中学    4,37.2 
ｺｻｶ ﾕｳﾀ 仁科台中

 3 三浦 伯斗(3) 中学    4,55.8 
ﾐｳﾗ ﾊｸﾄ 白馬中

 4 奥原 陸(2) 中学    4,57.7 
ｵｸﾊﾗ ﾘｸ 仁科台中

 5 中村 航大(3) 中学    5,01.6 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 小谷中

 6 関戸 翼(3) 中学    5,04.0 
ｾｷﾄﾞ ﾂﾊﾞｻ 高瀬中

 7 薛 草吉(1) 中学    5,04.3 
ｾﾂ ｿｳｷﾁ 北安松川中

 8 黑川 涼介(1) 中学    5,12.2 
ｸﾛｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 大町第一中

 9 武田 寧登(1) 中学    5,14.7 
ﾀｹﾀﾞ ﾈｲﾄ 白馬中

10 太田 湧介(3) 中学    5,15.9 
ｵｵﾀ ﾕｳｽｹ 高瀬中

11 畠山 史城(1) 中学    5,17.5 
ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｷ 北安松川中

12 宮嶋 健(3) 中学    5,27.9 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｹﾝ 白馬中

13 太田 海帆(2) 中学    5,34.7 
ｵｵﾀ ｶｲﾎ 白馬中

14 宮嶋 吹雪(2) 中学    5,35.2 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾌﾌﾞｷ 小谷中

15 津野尾 広大(1) 中学    5,39.3 
ﾂﾉｵ ｺｳﾀﾞｲ 仁科台中
新井 虎次郎(1) 中学
ｱﾗｲ ｺｼﾞﾛｳ 佐久長聖中学
松澤 尚弥(1) 中学
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ 白馬中

決勝 6月4日 10:35

 1 木村 歩峻(2) 中学   10,05.8 
ｷﾑﾗ ﾎﾀﾞｶ 佐久長聖中学

 2 北村 隆之介(2) 中学   10,22.3 
ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 佐久長聖中学

 3 新井 虎次郎(1) 中学   10,26.3 
ｱﾗｲ ｺｼﾞﾛｳ 佐久長聖中学
松本 柊二(3) 中学
ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 白馬中

中学共通男子  

800m                
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  6791

6  6790

3  6922

1  6921

2  6796

5  6929

4  6932

7  6933

11  6825
欠場

7  4367
欠場

16  6896

10  6854

3  6837

9  6835

1  6774

2  6750

17  6823

14  6887

13  6773

6  6763

4  6851

12  6927

5  6832

8  6890

15  6821
氏  名 所属名 記録／備考順 No.

中学共通男子  

1500m               
決勝

2  4367

3  6834
欠場

1  4362

4  4361

中学共通男子  

3000m               
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 6月4日  9:00

片瀬 賢斗(3) 中学
ｶﾀｾ ｹﾝﾄ 高瀬中
田中 快(2) 中学
ﾀﾅｶ ｶｲ 北安松川中

決勝 6月4日  9:00

奥原 健太(3) 中学    -    X   5.27   4.30   5.51   5.41    5.51 
ｵｸﾊﾗ ｹﾝﾀ 仁科台中   -0.7   -0.2   +2.5   +2.3    +2.5
薛 信之介(3) 中学   4.64   4.73   4.68   4.68   4.66   5.12    5.12 
ｾﾂ ｼﾝﾉｽｹ 北安松川中    0.0    0.0   +0.5   -0.7   +1.0   +1.8    +1.8
飯嶋 大基(2) 中学   4.44   4.39   4.74   4.97   5.05   4.34    5.05 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 北安松川中   -2.6   -0.6   +0.3   +0.7   +1.6   +0.8    +1.6
紙浦 明馬(3) 中学   4.83   4.55   4.75   4.62   4.77   5.01    5.01 
ｶﾐｳﾗ ｱｽﾏ 白馬中   -1.3   -0.1   +0.9   +1.3   +1.1   +0.2    +0.2
武田 知樹(3) 中学    X    X   4.69    X    X   4.83    4.83 
ﾀｹﾀﾞ ｻﾄｷ 白馬中   +0.5   +0.8    +0.8
鈴木 睦和(2) 中学   4.23   4.67    X   4.64   4.70   4.53    4.70 
ｽｽﾞｷ ﾑﾂﾅ 白馬中    0.0   +0.1    0.0   +3.0   +0.8    +3.0
石木田 悠(3) 中学   4.66   4.56    X   4.64    X    X    4.66 
ｲｼｷﾀﾞ ﾕｳ 小谷中   +1.2   -0.3   -0.5    +1.2
八田 登生(2) 中学   3.52   4.22   4.01   4.25   4.13    X    4.25 
ﾊｯﾀ ﾄｵｲ 白馬中   +1.6    0.0    0.0    0.0   +4.3     0.0
千國 翔馬(3) 中学   3.52   4.21   4.15    4.21 
ﾁｸﾆ ｼｮｳﾏ 大町第一中   +0.1   -2.2   -0.8    -2.2
今井 椋芽(3) 中学    X    X   4.00    4.00 
ｲﾏｲ ﾘｮｳｶﾞ 小谷中   +0.2    +0.2
松澤 尚弥(1) 中学   3.57    X   3.96    3.96 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ 白馬中    0.0   +0.3    +0.3
片桐 正太郎(3) 中学   3.92   3.84    X    3.92 
ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ 仁科台中   +0.6    0.0    +0.6

決勝 6月4日 12:00

西澤 巧(2) 中学
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 大町第一中

決勝 6月4日 10:00

佐藤 舜斗(1) 中学 大会新
ｻﾄｳ ﾏﾅﾄ 大町第一中
千國 翔馬(3) 中学
ﾁｸﾆ ｼｮｳﾏ 大町第一中

中学共通男子  

走高跳              
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m50 1m55

O O

記録1m60 1m65 備考1m75 1m801m70

XO

XXO XXX  1.75
1 2  6751

X- O O

XXX  1.60
2 1  6797

XXO O

11 1  6825

12 7  6922

9 4  6884

10 3  6845

7 6  6849

8 5  6839

5 10  6831

6 8  6838

3 9  6798

4 12  6830

1 11  6919
-5-

2 2  6790

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

中学共通男子  

走幅跳              
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

中学共通男子  

砲丸投(5.000kg）    
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

 6.95  6.77  6.93   7.07 
1 1  6889

 7.05  7.07  6.71

 27.12   O   O   O

38.56   O   O  38.56 

2 1  6884
  O   O 27.12

1 2  6882
  O 36.63   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学共通男子  

ジャベリックスロー  
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 6月4日 13:50

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 仁科台中(A)  6920 一本木 弘輝(3)      49.6 

ﾆｼﾅﾀﾞｲﾁｭｳ ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾋﾛｷ
 6925 丸山 翔平(3)

ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ
 6930 飯島 佑京(2)

ｲｲｼﾞﾏ ｳｷｮｳ
 6919 奥原 健太(3)

ｵｸﾊﾗ ｹﾝﾀ
 2   8 北安松川中(A)  6775 丸山 祥太(1)      50.0 

ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜﾁｭｳA ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ
 6792 原田 翼(3)

ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ
 6798 飯嶋 大基(2)

ｲｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ
 6794 齊藤 建(3)

ｻｲﾄｳ ﾀｹﾙ
 3   7 白馬中(A)  6838 鈴木 睦和(2)      51.2 

ﾊｸﾊﾞﾁｭｳA ｽｽﾞｷ ﾑﾂﾅ
 6831 武田 知樹(3)

ﾀｹﾀﾞ ｻﾄｷ
 6830 紙浦 明馬(3)

ｶﾐｳﾗ ｱｽﾏ
 6836 山田 航也(3)

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾔ
 4   2 北安松川中(C)  6790 薛 信之介(3)      53.6 

ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜﾁｭｳC ｾﾂ ｼﾝﾉｽｹ
 6796 吉岡 凜(2)

ﾖｼｵｶ ﾘﾝ
 6774 畠山 史城(1)

ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｷ
 6791 薛 哲平(3)

ｾﾂ ﾃｯﾍﾟｲ
 5   1 仁科台中(B)  6894 松井 和音(1)      56.6 

ﾆｼﾅﾀﾞｲﾁｭｳ ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾈ
 6892 原 駿太(1)

ﾊﾗ ｼｭﾝﾀ
 6927 奥原 陸(2)

ｵｸﾊﾗ ﾘｸ
 6935 丸山 玲旺(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ
 6   5 白馬中(B)  6839 八田 登生(2)      56.9 

ﾊｸﾊﾞﾁｭｳB ﾊｯﾀ ﾄｵｲ
 6824 荻野 彪(1)

ｵｷﾞﾉ ﾋｮｳ
 6825 松澤 尚弥(1)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ
 6822 江津 祥太朗(1)

ｺﾞｳﾂﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ
  6 北安松川中(B)  6793 宇留賀 駿(3)

ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜﾁｭｳB ｳﾙｶﾞ ｼｭﾝ 失格
 6795 小松 虎太郎(3)

ｺﾏﾂ ｺﾀﾛｳ
 6797 田中 快(2)

ﾀﾅｶ ｶｲ
 6776 峯村 享明(1)

ﾐﾈﾑﾗ ﾐﾁｱｷ
  4 大町第一中

ｵｵﾏﾁﾀﾞｲｲﾁ 欠場

中学共通男子  

4×100mR            
決勝



決勝 6月4日 12:25

風速 -0.7

 1 花澤 楓也(4) 小学      15.8 
ﾊﾅｻﾞﾜ  ﾌｳﾔ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

 2 横山 純平(4) 小学      15.8 
ﾖｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大町南小

 3 柏原 康成(4) 小学      16.2 
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｺｳｾｲ 白馬南小

 4 槌市 蒼太(4) 小学      17.2 
ﾂﾁｲﾁ ｿｳﾀ 大町南小

 5 望月 優哉(4) 小学      18.5 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾔ 大町東小

決勝 6月4日 12:35

風速 -0.3

 1 髙山 陽(5) 小学      15.4 
ﾀｶﾔﾏ ﾊﾙ 松川小

 2 山田 愛太(5) 小学      15.7 
ﾔﾏﾀﾞ  ｱｲﾀ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

 3 内山 竜之介(5) 小学      16.6 
ｳﾁﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 大町東小

 4 太田 龍輝(5) 小学      17.1 
ｵｵﾀ ﾘｭｳｷ 大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

 5 松澤 岳拓(5) 小学      17.5 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ 白馬南小

決勝 6月4日 12:45

風速 +0.2

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

 2 小野 翔雅(6) 小学      15.5 
ｵﾉ ｼｮｳﾏ 大町南小

 3 曽根原 柊平(6) 小学      15.7 
ｿﾈﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ 大町東小

 4 青田 聖也(6) 小学      17.1 
ｱｵﾀ ｾｲﾔ 大町東小

5    14

3    13

4    51

2    31

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2     7

6年男子       

100m                
決勝

5    17

6    62

3    50

4    70

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5    19

5年男子       

100m                
決勝

3     3

2    34

4    73

6    37

4年男子       

100m                
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 6月4日 11:10

 1 横澤 静也(6) 小学    3,19.7 
ﾖｺｻﾜ ｼｽﾞﾔ 松川小

 2 横山 竜成(6) 小学    3,39.5 
ﾖｺﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 大町南小

 3 横川 眞伯(4) 小学    3,51.5 
ﾖｺｶﾜ  ﾏｱｸ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

 4 松下 絆(4) 小学    3,54.4 
ﾏﾂｼﾀ ﾊﾞﾝ 大町南小

 5 宮澤 風音(5) 小学    3,56.5 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｻﾞﾈ 白馬南小

 6 林 空良(4) 小学    3,57.7 
ﾊﾔｼ  ｿﾗ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

 7 奥原 星(4) 小学    3,59.0 
ｵｸﾊﾗ ｾｲ 大町南小

 8 林 暖翔(4) 小学    4,00.8 
ﾊﾔｼ ﾊﾙﾄ 白馬南小

 9 守屋 大翔(4) 小学    4,01.4 
ﾓﾘﾔ ﾀﾞｲﾄ 大町東小

10 吉田 龍馬(4) 小学    4,09.1 
ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 八坂小

11 西澤 怜也(4) 小学    4,20.6 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾚｲﾔ 大町東小

12 坂中 悠惺(4) 小学    4,38.9 
ｻｶﾅｶ ﾕｳｾｲ 大町東小

13 傳刀 誠真(4) 小学    4,40.9 
ﾃﾞﾝﾄﾞｳ ｾｲﾏ 大町東小

14 森山 賢志(5) 小学    4,54.0 
ﾓﾘﾔﾏ ｹﾝｼ 八坂小

決勝 6月4日 10:45

県小記録             5.47
大会新  (GR )        5.04

西澤 拓馬(6) 小学   3.78   4.05   3.76   3.62   3.86   3.80    4.05 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 松川小   +0.2   +2.7   +0.8   +1.3   +1.7   +0.3    +2.7
岡野 翼(5) 小学   3.33   2.91   3.23   3.16   3.22   3.39    3.39 
ｵｶﾉ ﾂﾊﾞｻ 八坂小   +0.9   +1.3   +1.2   +0.9   +0.8   +0.6    +0.6
小林 博(4) 小学   3.11   3.01   3.11   2.97   2.79   3.34    3.34 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ 大町東小   +0.3   +2.6   +2.7   -1.8   +0.7   +0.6    +0.6

決勝 6月4日  9:00

武 遥輝(5) 小学
ﾀｹ ﾊﾙｷ 八坂小
小林 一輝(4) 小学
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 大町東小
内川 遥斗(4) 小学
ｳﾁｶﾜ ﾊﾙﾄ 大町東小
楜澤 功大(4) 小学
ｸﾙﾐｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 松川小
伊藤 蒼都(5) 小学
ｲﾄｳ ｱｵﾄ 大町東小
西澤 和真(4) 小学
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 松川小
田中 淳稀(6) 小学
ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｷ 松川小
中村 眞海(6) 小学
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾋﾛ 松川小
清水 俊輔(5) 小学
ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝｽｹ 大町東小
鷲澤 黎音(4) 小学
ﾜｼｻﾞﾜ ﾚｵﾝ 大町東小
青木 大空(4) 小学
ｱｵｷ ｿﾗ 八坂小

 12.27 
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11 2    12
11.24 12.27   O
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9 1    15
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8 8    53
19.67   O   O

 32.08 

7 11    52
30.58   O 31.17
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6 4    49
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 35.33 
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 36.69 

3 7    21
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2 3    20
33.72   O 36.69

備考
1 10    11

39.40   O   O

-2- -3- -4- -5- -6- 記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

3 2    23

小学共通男子  

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投      
決勝

備考
1 3    54

2 1     8

-2- -3- -4- -5- -6- 記録

小学共通男子  

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

5    26

4     9

13    27

1    24

3    25

6    10

12    36

11     1

7     6

14    72

10    71

2    35

所属名 記録／備考
9    55

8    33

小学共通男子  

1000m               
決勝

順 No. 氏  名



決勝 6月4日 13:40

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 松川小    54 西澤 拓馬(6)      58.7 

ﾏﾂｶﾜｼｮｳ ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｸﾏ
   55 横澤 静也(6)

ﾖｺｻﾜ ｼｽﾞﾔ
   52 田中 淳稀(6)

ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｷ
   51 鈴木 慎吾(6)

ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ

6年男子       

4×100mR            
決勝
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