
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
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男子 決勝 1ｍ25

第3回大北・安曇野市⼩学⽣陸上競技大会
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クラス 種目

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

曇り 南 0.417.5 38.08:30 曇り 南 0.516.0
曇り 北西 5.520.5 34.09:00 曇り 南 0.316.5 11:0045
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男子 走幅跳 決勝 3ｍ78 大町北 3ｍ69

望月　快（6）
本堂　司（6）

走高跳

80mH(0.700ｍ) 決勝 17秒4 穂高西AC-A大会新

穂高西AC-A

男子 80mH(0.700ｍ) 決勝 14秒8
18秒9

女子 80mH(0.700ｍ) 決勝 17秒4 穂高西AC-A 18秒9
中田　絢音（6）
大槻　怜愛（6）

女子

80mH(0.700ｍ) 決勝 17秒4 白馬北 18秒9塩島　もも（6）

穂高西AC-A 15秒9峰田　紡（6）

男子 決勝４×100ｍR ５８秒8 荒木　悠作（6）
女子

東村　寛介（6）



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
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
05/06 男女        豊科北(A)     1,02.2 白馬南     1,06.7 豊科北(B)     1,07.0 豊科北(C)     1,07.4 明南     1,08.0 会染(A)     1,10.1 堀金     1,10.2 

4×100mR 岩﨑 未空(5) 松中 叶(4) 堀金 里菜(4) 青木 綾音(4) 髙原 麗佳(4) 板花 菜生(4) 今井 彩心(4)
緑川 かなで(5) 山根 詩由(4) 山本 妃世利(4) 小林 美悠(4) 宮下 和(4) 百瀬 心葉(4) 長田 樹(4)
久保田 大輝(5) 武田 創志(4) 鈴木 希音(4) 東村 泰介(4) 中山 諒哉(4) 塩原 航希(4) 竹内 淳起(4)
小穴 理人(5) 中尾 グスタボ(4) 平林 慶悟(4) 佐藤 蓮(4) 上井 友樹也(4) 杉本 葵玖(4) 花村 豊(4)



予選 5月6日  9:25
決勝 5月6日 11:20

県小記録            55.50
大会新  (GR )     1,01.9 

[ 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   2 白馬南    35 松中 叶(4)    1,06.6 Q  1   5 豊科北(A)   190 岩﨑 未空(5)    1,03.4 Q

ﾊｸﾊﾞﾐﾅﾐ ﾏﾂﾅｶ ｶﾉﾝ ﾄﾖｼﾅｷﾀA ｲﾜｻｷ ﾐｿﾗ
   36 山根 詩由(4)   189 緑川 かなで(5)

ﾔﾏﾈ ｼﾕ ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｶﾅﾃﾞ
   37 武田 創志(4)   192 久保田 大輝(5)

ﾀｹﾀﾞ ｿｳｼ ｸﾎﾞﾀ ﾀﾞｲｷ
   38 中尾 グスタボ(4)   193 小穴 理人(5)

ﾅｶｵ ｸﾞｽﾀﾎﾞ ｵｱﾅ ﾘﾋﾄ
 2   3 明南   129 髙原 麗佳(4)    1,07.7 Q  2   4 穂高西AC-A   170 金井 美昊(4)    1,08.6 Q

ﾒｲﾅﾝ ﾀｶﾊﾗ ﾚｲｶ ﾎﾀｶﾆｼｴｰｼｰｴｰ ｶﾅｲ ﾐｿﾗ
  130 宮下 和(4)   171 竹内 栞(4)

ﾐﾔｼﾀ ﾅｺﾞﾐ ﾀｹｳﾁ ｼｵﾘ
  132 中山 諒哉(4)   174 奥原 響(4)

ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳﾔ ｵｸﾊﾗ ﾋﾋﾞｷ
  133 上井 友樹也(4)   173 井原 琉太(4)

ｳﾜｲ ﾕｷﾔ ｲﾊﾗ ﾘｭｳﾀ
 3   5 豊科北(B)   203 堀金 里菜(4)    1,08.1 Q  3   3 堀金   231 今井 彩心(4)    1,09.5 Q

ﾄﾖｼﾅｷﾀB ﾎﾘｶﾞﾈ ﾘﾅ ﾎﾘｶﾞﾈ ｲﾏｲ ｱﾔﾐ
  202 山本 妃世利(4)   232 長田 樹(4)

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾖﾘ ｵｻﾀﾞ ｲﾂｷ
  206 鈴木 希音(4)   235 竹内 淳起(4)

ｽｽﾞｷ ｷｯﾄ ﾀｹｳﾁ ｱﾂｷ
  204 平林 慶悟(4)   234 花村 豊(4)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲｺﾞ ﾊﾅﾑﾗ ﾕﾀｶ
 4   7 豊科北(C)   208 青木 綾音(4)    1,08.5 q  4   6 会染(A)   103 板花 菜生(4)    1,09.9 q

ﾄﾖｼﾅｷﾀC ｱｵｷ ｱﾔﾈ ｱｲｿﾒA ｲﾀﾊﾅ ﾅﾅ
  207 小林 美悠(4)   104 百瀬 心葉(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｳ ﾓﾓｾ ｺｺﾊ
  211 東村 泰介(4)   106 塩原 航希(4)

ﾋｶﾞｼﾑﾗ ﾀｲｽｹ ｼｵﾊﾗ ｺｳｷ
  210 佐藤 蓮(4)   105 杉本 葵玖(4)

ｻﾄｳ ﾚﾝ ｽｷﾞﾓﾄ ｱｲｸ
 5   4 安曇野かけっこ  249 鳥羽 菜々子(4)    1,12.5  5   2 穂高北   146 今水 咲優里(4)    1,10.5 

ｱﾂﾞﾐﾉｶｹｯｺ ﾄﾊﾞ ﾅﾅｺ ﾎﾀｶｷﾀ ｲﾏﾐｽﾞ ｻﾕﾘ
  250 宮澤 瞳(4)   147 遠藤 里南(4)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾄﾐ ｴﾝﾄﾞｳ ﾘﾅ
  251 神保 帆稀(4)   151 小川 泰輝(4)

ｼﾞﾝﾎﾞ ﾎﾏﾚ ｵｶﾞﾜ ﾀｲｷ
  252 山田 瑛己(4)   150 金森 雄大(4)

ﾔﾏﾀﾞ ｴｲｷ ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾀﾞｲ
 6   6 会染(B)   107 尾形 柚風(4)    1,16.2  6   7 小谷    10 齋藤 樹里(4)    1,10.6 

ｱｲｿﾒB ｵｶﾞﾀ ﾕｽﾞｶ ｵﾀﾘ ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾘ
  108 伊藤 汐音(4)    11 村越 千早(4)

ｲﾄｳ ｼｵﾝ ﾑﾗｺｼ ﾁﾊﾔ
  109 堀川 蒼空(4)    12 細澤 蒼太(4)

ﾎﾘｶﾜ ｿﾗ ﾎｿｻﾞﾜ ｿｳﾀ
  110 藤井 雄伍(4)    13 宮嶋 丈瑠(4)

ﾌｼﾞｲ ﾕｳｺﾞ ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾙ

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   4 豊科北(A)   190 岩﨑 未空(5)    1,02.2 

ﾄﾖｼﾅｷﾀA ｲﾜｻｷ ﾐｿﾗ
  189 緑川 かなで(5)

ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｶﾅﾃﾞ
  192 久保田 大輝(5)

ｸﾎﾞﾀ ﾀﾞｲｷ
  193 小穴 理人(5)

ｵｱﾅ ﾘﾋﾄ
 2   3 白馬南    35 松中 叶(4)    1,06.7 

ﾊｸﾊﾞﾐﾅﾐ ﾏﾂﾅｶ ｶﾉﾝ
   36 山根 詩由(4)

ﾔﾏﾈ ｼﾕ
   37 武田 創志(4)

ﾀｹﾀﾞ ｿｳｼ
   38 中尾 グスタボ(4)

ﾅｶｵ ｸﾞｽﾀﾎﾞ
 3   8 豊科北(B)   203 堀金 里菜(4)    1,07.0 

ﾄﾖｼﾅｷﾀB ﾎﾘｶﾞﾈ ﾘﾅ
  202 山本 妃世利(4)

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾖﾘ
  206 鈴木 希音(4)

ｽｽﾞｷ ｷｯﾄ
  204 平林 慶悟(4)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲｺﾞ
 4   1 豊科北(C)   208 青木 綾音(4)    1,07.4 

ﾄﾖｼﾅｷﾀC ｱｵｷ ｱﾔﾈ
  207 小林 美悠(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｳ
  211 東村 泰介(4)

ﾋｶﾞｼﾑﾗ ﾀｲｽｹ
  210 佐藤 蓮(4)

ｻﾄｳ ﾚﾝ
 5   5 明南   129 髙原 麗佳(4)    1,08.0 

ﾒｲﾅﾝ ﾀｶﾊﾗ ﾚｲｶ
  130 宮下 和(4)

ﾐﾔｼﾀ ﾅｺﾞﾐ
  132 中山 諒哉(4)

ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳﾔ
  133 上井 友樹也(4)

ｳﾜｲ ﾕｷﾔ
 6   2 会染(A)   103 板花 菜生(4)    1,10.1 

ｱｲｿﾒA ｲﾀﾊﾅ ﾅﾅ
  104 百瀬 心葉(4)

ﾓﾓｾ ｺｺﾊ
  106 塩原 航希(4)

ｼｵﾊﾗ ｺｳｷ
  105 杉本 葵玖(4)

ｽｷﾞﾓﾄ ｱｲｸ
 7   7 堀金   231 今井 彩心(4)    1,10.2 

ﾎﾘｶﾞﾈ ｲﾏｲ ｱﾔﾐ
  232 長田 樹(4)

ｵｻﾀﾞ ｲﾂｷ
  235 竹内 淳起(4)

ﾀｹｳﾁ ｱﾂｷ
  234 花村 豊(4)

ﾊﾅﾑﾗ ﾕﾀｶ
  6 穂高西AC-A   170 金井 美昊(4)

ﾎﾀｶﾆｼｴｰｼｰｴｰ ｶﾅｲ ﾐｿﾗ 失格
  171 竹内 栞(4)

ﾀｹｳﾁ ｼｵﾘ
  174 奥原 響(4)

ｵｸﾊﾗ ﾋﾋﾞｷ
  173 井原 琉太(4)

ｲﾊﾗ ﾘｭｳﾀ

男女          

4×100mR            
決勝
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