
大会コード 18170562

： ２０１８年５月６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・安曇野市陸上競技協会
： 大町市教育委員会
： 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
： 大北陸上競技協会
： 駒澤　安正
： 五十川　正彦（トラック）　山岸 彰（フィールド）
： 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
T7
T8

FS 〇
T1
T2 ✖
T3 －

11:00 曇り 20.5 34.0 北西 5.59:00 曇り 16.5 45 南 0.3
10:00 曇り 17.5 38.0 南 0.48:30 曇り 16.0 45 南 0.5

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

土屋　隼（6）
太谷　拓斗（6）

豊科北（A) ５９秒8
東村　寛介（6）

大会新 男子 ４×100ｍR 決勝 ５８秒8 荒木　悠作（6）

穂高西AC-A 18秒9
大会新 女子 80mH(0.700ｍ) 決勝 17秒4 塩島　もも（6） 白馬北 18秒9
大会新 女子 80mH(0.700ｍ) 決勝 17秒4 大槻　怜愛（6）

穂高西AC-A 15秒9
大会新 女子 80mH(0.700ｍ) 決勝 17秒4 中田　絢音（6） 穂高西AC-A 18秒9
大会新 男子 80mH(0.700ｍ) 決勝 14秒8 峰田　紡（6）

穂高西AC-A 1ｍ15
大会新 男子 走幅跳 決勝 3ｍ78 本堂　司（6） 大町北 3ｍ69
大会新 男子 走高跳 決勝 1ｍ25 望月　快（6）

種目 ラウンド 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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第3回大北・安曇野市小学生陸上競技大会                                           
主催：大北陸上競技協会、安曇野市陸上競技協会　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】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
05/06 5年男子       0.0小林 春輝(5)小学･穂高北 15.2 牛丸 哉人(5) 15.7 百瀬 柾宏(5) 16.1 長谷川 湧心(5) 16.1 丸山 航汰(5) 16.1 和田 陽輔(5) 16.2 萩原 凌(5) 16.3

100ｍ 花澤 楓也(5)小学･白馬北 小学･堀金 小学･堀金 小学･堀金 小学･松川 小学･安曇野かけっこ 小学･穂高西AC-A
05/06 6年男子      +1.5山田 涼太郎(6) 14.3 宮澤 和琶(6) 14.4 太田 龍輝(6) 14.4 渡辺 直弥(6) 15.0 深澤 来仁(6) 15.0 松倉 朋樹(6) 15.2 髙山 陽(6) 15.3 平野 健翔(6) 15.3

100ｍ 小学･安曇野かけっこ 小学･堀金 小学･大町北 小学･穂高西AC-A 小学･穂高西AC-A 小学･大町北 小学･松川 小学･明北
05/06 男子 上条 統也(6) 3,26.5 前田 志颯(6) 3,27.1 西尾 誓(5) 3,31.1 松下 絆(5) 3,32.6 勝野 類(6) 3,32.9 中澤 悠(6) 3,34.7 荒井 春樹(6) 3,35.6 南山 侑聖(6) 3,35.9

1000m 小学･堀金 小学･白馬北 小学･穂高西AC-A 小学･大町南 小学･大町北 小学･大町南 小学･大町南 小学･穂高西AC-A
05/06 男子  -0.1鈴木 那由多(6) 14.8 糸氏 琉人(5) 20.4

80mH(0.700m) 小学･穂高西AC-A GR 小学･白馬北
05/06 豊科北(A)       58.8 明南     1,01.3 穂高北     1,03.1 豊科北(B)     1,03.9 小谷     1,05.8 

4×100ｍR 荒木 悠作(6) GR 浅香 晴輝(6) 平林 諒介(5) 寺島 泰志(5) 宮原 煌星(5)
東村 寛介(6) 森田 一道(6) 牛越 啓太(5) 松澤 悠(5) 矢口 琉楓(5)
太谷 拓斗(6) 長澤 虎士朗(6) 水間 奏太(5) 後藤 健太(5) 岸本 太陽(5)
土屋 隼(6) 加々美 湧斗(6) 太田 有翼(5) 林 奨真(5) 松澤 和壱(5)

05/06 男子 望月 快(6) 1.25
走高跳 小学･穂高西AC-A GR 

05/06 男子 本堂 司(6) 3.78(+1.3) 続麻 陸王(6) 3.59(-0.5) 大和田 優一(5)3.38(-1.3) 内山 竜之介(6)3.38(+1.0) 木下 陽真人(5)3.22(0.0) 中嶋 俊樹(5) 3.20(+1.3) 栗林 琉翔(5) 3.08(0.0)
走幅跳 小学･大町北 GR 小学･大町西 小学･豊科北 小学･大町東 小学･堀金 小学･堀金 小学･大町西

05/06 男子 佐藤 幸弥(6) 48.59 矢倉 治(6) 45.70 小林 博(5) 43.73 腰原 陸也(5) 42.50 小林 一輝(5) 41.99 町田 純一(6) 37.53 小林 由弥(5) 37.46 井澤 眞成(6) 36.26
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･大町北  小学･穂高西AC-A  小学･大町東 小学･会染 小学･大町東 小学･大町西 小学･大町西 小学･堀金



予選 5月6日  8:30
決勝 5月6日 10:50

県小記録            12.27
大会新  (GR )       14.6 

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 -0.7

 1 小林 春輝(5) 小学      15.4 Q  1 長谷川 湧心(5) 小学      16.4 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｷ 穂高北 ﾊｴｶﾞﾜ ﾕｳｼﾝ 堀金

 2 牛丸 哉人(5) 小学      15.8 Q  2 和田 陽輔(5) 小学      16.4 Q
ｳｼﾏﾙ ｶﾅﾄ 堀金 ﾜﾀﾞ ﾖｳｽｹ 安曇野かけっこ

 3 丸山 航汰(5) 小学      16.4 q  3 坂中 悠惺(5) 小学      16.6 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾀ 松川 ｻｶﾅｶ ﾕｳｾｲ 大町東

 4 萩原 凌(5) 小学      16.6 q  4 松澤 颯大(5) 小学      16.8 
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｮｳ 穂高西AC-A ﾏﾂｻﾞﾜ ｿｳﾀﾞｲ 大町北

 5 柳澤 雅楽(5) 小学      16.6  5 堀内 颯太(5) 小学      17.4 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｳﾀ 豊科東 ﾎﾘｳﾁ ｿｳﾀ 明南

 6 山田 悠太郎(5) 小学      17.3  6 仁科 悠佳(5) 小学      18.1 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 安曇野かけっこ ﾆｼﾅ ﾊﾙｶ 大町西

 7 木村 英心(5) 小学      18.5 柏原 康成(5) 小学
ｷﾑﾗ ｴｲｼﾝ 会染 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｺｳｾｲ 白馬南

[ 3組] 風速  0.0

 1 花澤 楓也(5) 小学      15.5 Q
ﾊﾅｻﾞﾜ ﾌｳﾔ 白馬北

 2 百瀬 柾宏(5) 小学      16.2 Q
ﾓﾓｾ ﾏｻﾋﾛ 堀金

 3 原 直生(5) 小学      16.9 
ﾊﾗ ﾅｵｷ 大町東

 4 吉田 龍馬(5) 小学      17.0 
ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 八坂

 5 鈴木 健斗(5) 小学      18.2 
ｽｽﾞｷ ｹﾝﾄ 安曇野かけっこ
槇野 立太郎(5) 小学
ﾏｷﾉ ﾀﾂﾀﾛｳ 大町北

風速  0.0

 1 小林 春輝(5) 小学      15.2 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｷ 穂高北

 1 花澤 楓也(5) 小学      15.2 
ﾊﾅｻﾞﾜ ﾌｳﾔ 白馬北

 3 牛丸 哉人(5) 小学      15.7 
ｳｼﾏﾙ ｶﾅﾄ 堀金

 4 百瀬 柾宏(5) 小学      16.1 
ﾓﾓｾ ﾏｻﾋﾛ 堀金

 5 長谷川 湧心(5) 小学      16.1 
ﾊｴｶﾞﾜ ﾕｳｼﾝ 堀金

 6 丸山 航汰(5) 小学      16.1 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾀ 松川

 7 和田 陽輔(5) 小学      16.2 
ﾜﾀﾞ ﾖｳｽｹ 安曇野かけっこ

 8 萩原 凌(5) 小学      16.3 
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｮｳ 穂高西AC-A

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
3   141

5   222

4   244

6    91

2   156

7    95

順 ﾚｰﾝ

8   214

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   227

6   246

8    74

3    47

2   119

7    66

5    31
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    14

4   223

6    75

2    41

5   245

7    49
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   141

6    14

4   222

7   223

3   227

2    91

8   246

1   156



予選 5月6日  8:55
決勝 5月6日 11:00

県小記録            12.27
大会新  (GR )       13.3 

[ 1組] 風速 -0.5 [ 2組] 風速 -0.5

 1 渡辺 直弥(6) 小学      14.3 Q  1 宮澤 和琶(6) 小学      14.7 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾔ 穂高西AC-A ﾐﾔｻﾞﾜ  ｶｽﾞﾊ 堀金

 2 太田 龍輝(6) 小学      14.8 Q  2 松倉 朋樹(6) 小学      15.2 Q
ｵｵﾀ ﾘｭｳｷ 大町北 ﾏﾂｸﾗ ﾄﾓｷ 大町北

 3 山田 愛太(6) 小学      15.6  3 髙山 陽(6) 小学      15.3 q
ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾀ 白馬北 ﾀｶﾔﾏ ﾊﾙ 松川

 4 二木 鉄平(6) 小学      15.9  4 平野 健翔(6) 小学      15.6 q 
ﾌﾀﾂｷﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 大町西 ﾋﾗﾉ ｹﾝｼｮｳ 明北

 5 竹内 恒紀(6) 小学      16.0  5 丸山 開世(6) 小学      15.6 
ﾀｹｳﾁ ｺｳｷ 堀金 ﾏﾙﾔﾏ ｶｲｾｲ 白馬北

 6 宮澤 颯(6) 小学      16.3 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 豊科東

[ 3組] 風速 -0.4

 1 山田 涼太郎(6) 小学      14.7 Q
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 安曇野かけっこ

 2 深澤 来仁(6) 小学      15.3 Q
ﾌｶｻﾜ ﾗｲﾄ 穂高西AC-A

 3 中村 大能(6) 小学      16.3 
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾉ 大町北

 4 井澤 拓海(6) 小学      17.3 
ｲｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 堀金

 5 丸山 友涼紀(6) 小学      17.8 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｽﾞｷ 会染

風速 +1.5

 1 山田 涼太郎(6) 小学      14.3 
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 安曇野かけっこ

 2 宮澤 和琶(6) 小学      14.4 
ﾐﾔｻﾞﾜ  ｶｽﾞﾊ 堀金

 3 太田 龍輝(6) 小学      14.4 
ｵｵﾀ ﾘｭｳｷ 大町北

 4 渡辺 直弥(6) 小学      15.0 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾔ 穂高西AC-A

 5 深澤 来仁(6) 小学      15.0 
ﾌｶｻﾜ ﾗｲﾄ 穂高西AC-A

 6 松倉 朋樹(6) 小学      15.2 
ﾏﾂｸﾗ ﾄﾓｷ 大町北

 7 髙山 陽(6) 小学      15.3 
ﾀｶﾔﾏ ﾊﾙ 松川

 8 平野 健翔(6) 小学      15.3 
ﾋﾗﾉ ｹﾝｼｮｳ 明北

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

   61

記録／備考
5   157

3    54

4   220

2   215

7    15

6

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   219

4    53

5    86

6   115

2    16

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   247

4   158

2    52

3   221

6   102

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   247

3   219

5    54

6   157

7   158

8    53

2    86

1   115



決勝 5月6日 10:25

風速  0.0

 1 平林 建琉(6) 小学      15.8 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 豊科北

 2 比田井 椋那(6) 小学      16.4 
ﾋﾀﾞｲ ﾘｮｳﾅ 明南

 3 内川 誠一朗(4) 小学      17.0 
ｳﾁｶﾜ ｾｲｲﾁﾛｳ 明南

 4 寺島 武琉(4) 小学      17.2 
ﾃﾗｼﾏ ﾀｹﾙ 豊科北

 5 河島 穂空(4) 小学      17.3 
ｶﾜｼﾏ ﾎﾀｶ 豊科北

 6 宮坂 淳(4) 小学      18.5 
ﾐﾔｻｶ ｼﾞｭﾝ 堀金

 7 小合澤 音人(4) 小学      19.9 
ｺｱｲｻﾞﾜ ﾈｲﾄ 穂高北

オープン男子  

100ｍ               

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   184

5   123

3   131

8   209

7   149

4   205

2   233



決勝 5月6日  9:40

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

[ 1組] [ 2組]

 1 上条 統也(6) 小学    3,26.5  1 西尾 誓(5) 小学    3,31.1 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｳﾔ 堀金 ﾆｼｵ ｾｲ 穂高西AC-A

 2 前田 志颯(6) 小学    3,27.1  2 松下 絆(5) 小学    3,32.6 
ﾏｴﾀﾞ ｼﾘｭｳ 白馬北 ﾏﾂｼﾀ ﾊﾞﾝ 大町南

 3 中澤 悠(6) 小学    3,34.7  3 勝野 類(6) 小学    3,32.9 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳ 大町南 ｶﾂﾉ ﾙｲ 大町北

 4 南山 侑聖(6) 小学    3,35.9  4 荒井 春樹(6) 小学    3,35.6 
ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾕｳｾｲ 穂高西AC-A ｱﾗｲ ﾊﾙｷ 大町南

 5 新山 堅太(6) 小学    3,37.0  5 長橋 博向(5) 小学    3,39.0 
ﾆｲﾔﾏ ｹﾝﾀ 大町東 ﾅｶﾞﾊｼ ﾋﾛﾑ 穂高西AC-A

 6 井原 蒼太(6) 小学    3,46.8  6 横川 眞伯(5) 小学    3,42.3 
ｲﾊﾗ ｿｳﾀ 穂高西AC-A ﾖｺｶﾜ ﾏｱｸ 白馬北

 7 萩原 賢太郎(5) 小学    3,48.1  7 米野 志門(6) 小学    3,45.5 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 穂高西AC-A ﾖﾈﾉ ｼﾓﾝ 松川

 8 石川 佳駕(6) 小学    3,50.7  8 林 暖翔(5) 小学    3,45.8 
ｲｼｶﾜ ｹｲｶﾞ 豊科東 ﾊﾔｼ ﾊﾙﾄ 白馬南

 9 相澤 伸一(5) 小学    3,55.8  9 浅輪 颯斗(6) 小学    3,52.9 
ｱｲｻﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 会染 ｱｻﾜ ﾊﾔﾄ 穂高西AC-A

10 守屋 大翔(5) 小学    3,59.3 10 竹岡 孝多孔(6) 小学    3,55.5 
ﾓﾘﾔ ﾀﾞｲﾄ 大町東 ﾀｹｵｶ ｺｳﾀｸ 堀金

11 奥原 星(5) 小学    3,59.8 11 小林 大貴(5) 小学    4,00.6 
ｵｸﾊﾗ ｾｲ 大町南 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 豊科東

12 小山 颯斗(5) 小学    4,00.8 12 松澤 岳拓(6) 小学    4,03.3 
ｺﾔﾏ ﾊﾔﾄ 白馬南 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ 白馬南

13 西澤 和真(5) 小学    4,17.1 13 内川 遥斗(5) 小学    4,10.9 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 松川 ｳﾁｶﾜ ﾊﾙﾄ 大町東

14 佟 佳岳(5) 小学    4,34.7 14 原田 和寿(5) 小学    4,12.1 
ﾄﾝ ｼﾞｬﾕｪ 豊科北 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾄ 会染
青木 蒼也(5) 小学 15 傳刀 誠真(5) 小学    4,22.2 
ｱｵｷ ｿｳﾔ 明北 ﾃﾞﾝﾄﾞｳ ｾｲﾏ 大町東
山口 健介(6) 小学 16 青柳 吉紀(5) 小学    4,25.7 
ﾔﾏｸﾞﾁ  ｹﾝｽｹ 堀金 ｱｵﾔｷﾞ ﾖｼｷ 豊科北

男子

1000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
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3    20

2    57

12   161

1    70

16   162

4   152

14   213

10    99

7    76

8    58

15    29

5    90

9   177

6   113
欠場

11   218
欠場

No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   153

16    59

12    43

14    56

5   154

8    23

13    87

15    30

11   155

6   216

3   212

1    28

4    77

2    98

10    78

9   178



   1 上条 統也(6) 小学 堀金     3,26.5   1   1
   2 前田 志颯(6) 小学 白馬北     3,27.1   1   2
   3 西尾 誓(5) 小学 穂高西AC-A     3,31.1   2   1
   4 松下 絆(5) 小学 大町南     3,32.6   2   2
   5 勝野 類(6) 小学 大町北     3,32.9   2   3
   6 中澤 悠(6) 小学 大町南     3,34.7   1   3
   7 荒井 春樹(6) 小学 大町南     3,35.6   2   4
   8 南山 侑聖(6) 小学 穂高西AC-A     3,35.9   1   4
   9 新山 堅太(6) 小学 大町東     3,37.0   1   5
  10 長橋 博向(5) 小学 穂高西AC-A     3,39.0   2   5
  11 横川 眞伯(5) 小学 白馬北     3,42.3   2   6
  12 米野 志門(6) 小学 松川     3,45.5   2   7
  13 林 暖翔(5) 小学 白馬南     3,45.8   2   8
  14 井原 蒼太(6) 小学 穂高西AC-A     3,46.8   1   6
  15 萩原 賢太郎(5) 小学 穂高西AC-A     3,48.1   1   7
  16 石川 佳駕(6) 小学 豊科東     3,50.7   1   8
  17 浅輪 颯斗(6) 小学 穂高西AC-A     3,52.9   2   9
  18 竹岡 孝多孔(6) 小学 堀金     3,55.5   2  10
  19 相澤 伸一(5) 小学 会染     3,55.8   1   9
  20 守屋 大翔(5) 小学 大町東     3,59.3   1  10
  21 奥原 星(5) 小学 大町南     3,59.8   1  11
  22 小林 大貴(5) 小学 豊科東     4,00.6   2  11
  23 小山 颯斗(5) 小学 白馬南     4,00.8   1  12
  24 松澤 岳拓(6) 小学 白馬南     4,03.3   2  12
  25 内川 遥斗(5) 小学 大町東     4,10.9   2  13
  26 原田 和寿(5) 小学 会染     4,12.1   2  14
  27 西澤 和真(5) 小学 松川     4,17.1   1  13
  28 傳刀 誠真(5) 小学 大町東     4,22.2   2  15
  29 青柳 吉紀(5) 小学 豊科北     4,25.7   2  16
  30 佟 佳岳(5) 小学 豊科北     4,34.7   1  14

男子

1000m               
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
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決勝 5月6日 10:10

県小記録            11.72
大会新  (GR )       15.9 

風速 -0.1

 1 鈴木 那由多(6) 小学      14.8 
ｽｽﾞｷ ﾅﾕﾀ 穂高西AC-A

 2 糸氏 琉人(5) 小学      20.4 
ｲﾄｳｼﾞ  ﾘｭｳﾄ 白馬北
峰田 紡(5) 小学
ﾐﾈﾀ ﾂﾑｸﾞ 穂高西AC-A

男子

80mH(0.700m)        

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7   159
失格

5   160
大会新

6    17



決勝 5月6日 11:30

県小記録            50.67
大会新  (GR )       59.8 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 豊科北(A)   182 荒木 悠作(6)      58.8 

ﾄﾖｼﾅｷﾀA ｱﾗｷ ﾕｳｻｸ 大会新
  180 東村 寛介(6)

ﾋｶﾞｼﾑﾗ ｶﾝｽｹ
  183 太谷 拓斗(6)

ｵｵﾀﾆ ﾀｸﾄ
  181 土屋 隼(6)

ﾂﾁﾔ ﾊﾔﾄ
 2   6 明南   122 浅香 晴輝(6)    1,01.3 

ﾒｲﾅﾝ ｱｻｶ ﾊﾙｷ
  124 森田 一道(6)

ﾓﾘﾀ ｶｽﾞﾐﾁ
  121 長澤 虎士朗(6)

ﾅｶﾞｻﾜ ｺｼﾞﾛｳ
  120 加々美 湧斗(6)

ｶｶﾞﾐ ﾕｳﾄ
 3   5 穂高北   144 平林 諒介(5)    1,03.1 

ﾎﾀｶｷﾀ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ
  142 牛越 啓太(5)

ｳｼｺｼ ｹｲﾀ
  143 水間 奏太(5)

ﾐｽﾞﾏ ｿｳﾀ
  145 太田 有翼(5)

ｵｵﾀ ﾕｳｽｹ
 4   2 豊科北(B)   196 寺島 泰志(5)    1,03.9 

ﾄﾖｼﾅｷﾀB ﾃﾗｼﾏ ﾀｲｼ
  194 松澤 悠(5)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳ
  195 後藤 健太(5)

ｺﾞﾄｳ ｹﾝﾀ
  197 林 奨真(5)

ﾊﾔｼ ｼｮｳﾏ
 5   3 小谷     8 宮原 煌星(5)    1,05.8 

ｵﾀﾘ ﾐﾔﾊﾗ ｺｳｾｲ
    9 矢口 琉楓(5)

ﾔｸﾞﾁ ﾙｶ
    6 岸本 太陽(5)

ｷｼﾓﾄ ﾀｲﾖｳ
    7 松澤 和壱(5)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾜｲﾁ

男子

4×100ｍR           

決勝



決勝 5月6日  9:00

県小記録             1.46
大会新  (GR )        1.15

望月 快(6) 小学 大会新
ﾓﾁﾂﾞｷ ｶｲ 穂高西AC-A

 1.25O O O XO XXO XXX

1m30 記録 備考
1 1   163

O O O

1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 1m25

男子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 m90 m95



決勝 5月6日  9:00

県小記録             5.47
大会新  (GR )        3.69

本堂 司(6) 小学   3.42   3.78   3.55    X   3.61   3.61    3.78 大会新
ﾎﾝﾄﾞｳ ﾂｶｻ 大町北    0.0   +1.3   +0.4   +0.3   +0.4   -0.1    +1.3
続麻 陸王(6) 小学   3.57   3.56   3.51   3.44   3.45   3.59    3.59 
ﾂﾂﾞｵ ﾘｵ 大町西   +0.5   +1.1   +0.4   +0.4   +0.1   -0.5    -0.5
大和田 優一(5) 小学   3.30    X   3.33   3.16   3.27   3.38    3.38 
ｵｵﾜﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 豊科北   +0.1   +0.2    0.0   +1.3   -0.8   -1.3    -1.3
内山 竜之介(6) 小学   2.76   3.38   2.61   2.51   2.88   2.92    3.38 
ｳﾁﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 大町東   +0.1   +1.0   +0.2   +0.7    0.0   -0.1    +1.0
木下 陽真人(5) 小学    X   2.98   3.20   3.22   3.14   3.07    3.22 
ｷﾉｼﾀ ﾔﾏﾄ 堀金   +0.4   +0.7    0.0    0.0   +0.2   +0.8     0.0
中嶋 俊樹(5) 小学   3.20   2.83   3.05   3.10   3.03   3.03    3.20 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼｷ 堀金   +1.3   -0.9    0.0   +0.7    0.0   +0.5    +1.3
栗林 琉翔(5) 小学   2.84   3.08    X   3.06   2.87   3.02    3.08 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾙｶ 大町西    0.0    0.0   +0.3   +0.3   +0.7   +0.8     0.0

男子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 6    51

-5-

2 5    63

3 2   176

4 4    71

7 7    67

5 1   224

6 3   225



決勝 5月6日  9:00

県小記録            60.18
大会新  (GR )            

佐藤 幸弥(6) 小学
ｻﾄｳ ﾕｷﾔ 大町北
矢倉 治(6) 小学
ﾔｸﾞﾗ ﾊﾙ 穂高西AC-A
小林 博(5) 小学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ 大町東
腰原 陸也(5) 小学
ｺｼﾊﾗ ﾘｸﾔ 会染
小林 一輝(5) 小学
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 大町東
町田 純一(6) 小学
ﾏﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大町西
小林 由弥(5) 小学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ 大町西
井澤 眞成(6) 小学
ｲｻﾞﾜ ﾏｻﾅﾘ 堀金
西澤 怜也(5) 小学
ﾆｼｻﾞﾜ ﾚｲﾔ 大町東
伊藤 蒼都(6) 小学
ｲﾄｳ ｱｵﾄ 大町東
栗林 凰芽(5) 小学
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｵｳｶﾞ 大町西
梨田 悠貴(5) 小学
ﾅｼﾀﾞ ﾕｳｷ 松川
楜澤 功大(5) 小学
ｸﾙﾐｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 松川
林田 朋也(6) 小学
ﾊﾔｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ 大町北
荻久保 蒼志(5) 小学
ｵｷﾞｸﾎﾞ ｿｳｼ 会染
大日向 結弦(5) 小学
ｵﾋﾞﾅﾀﾕｲﾄ 大町北
宮澤 翼(6) 小学
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 明北
一志 太郎(6) 小学
ｲｯｼ ﾀﾛｳ 明北
中川 竣太(5) 小学
ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝﾀ 大町東
松澤 優吾(5) 小学
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳｺﾞ 大町西
平野 紳樹郎(5) 小学
ﾋﾗﾉ ｼﾝｷﾛｳ 明北
永田 幸太朗(6) 小学
ﾅｶﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 明北
北澤 虹心(5) 小学
ｷﾀｻﾞﾜ ﾆｺ 八坂
平林 陸(5) 小学 欠場
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｸ 八坂
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