
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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共 催



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  ) 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 5年女子      +0.5横澤 咲蘭(5) 15.8 太田 花梨(5) 16.3 松倉 史奈(5) 16.5 浅川 優奈(5) 16.6 小林 星那(5) 16.7 鈴木 草(5) 16.8 北澤 真織(5) 17.0 深澤 彩月(5) 18.1

100ｍ 小学･松川 小学･大町北 小学･大町西 小学･堀金 小学･穂高北 小学･明北 小学･大町東 小学･小谷
05/06 6年女子       0.0牧田 紗和(6) 15.3 大石 葵(6) 15.5 原田 一花(6) 15.6 伊藤 美沙(6) 15.9 橋本 夏凛(6) 16.2 柳澤 陽向(6) 16.2 千野 さくら(6) 16.3 海川 怜(6) 16.6

100ｍ 小学･穂高西AC-A 小学･穂高西AC-A 小学･大町北 小学･大町北 小学･白馬北 小学･会染 小学･大町東 小学･大町北
05/06 女子 山田 紗羽(6) 3,38.8 松沢 意(6) 3,40.1 西澤 愛姫(6) 3,40.4 蓮井 瑠菜(6) 3,40.8 西澤 穂姫(6) 3,43.1 中尾 穂(5) 3,43.8 石川 希和子(6) 3,49.3 嶋岡 愛子(5) 3,54.4

1000ｍ 小学･白馬北 小学･白馬北 小学･小谷 小学･穂高西AC-A 小学･小谷 小学･穂高北 小学･小谷 小学･明北
05/06 女子  -0.2中田 絢音(6) 17.4 大月 怜愛(6) 17.4 塩島 もも(6) 18.3

80mH(0.700m) 小学･穂高西AC-A GR 小学･穂高西AC-A GR 小学･白馬北 GR 
05/06 女子 豊科北(A)     1,01.4 堀金(B)     1,06.3 堀金(A)     1,08.5 白馬北     1,10.3 豊科北(B)     1,11.6 

4×100ｍR 平田 春奈(6) 中神 明日香(6) 中谷 凛(5) 湯浅 姫菜(5) 真野 結奈(5)
藤倉 苺花(6) 小林 瑠莉(6) 望月 凛菜(5) 山崎 桜子(5) 河合 衿茉(5)
橋詰 真知(6) 小島 璃実(6) 丸山 真愛(5) 丸山 愛季(5) 藤倉 花音(5)
木村 歩実(6) 松田 楓(6) 岩下 美波(5) 高原 紅葉(5) 栗林 紗菜(5)

05/06 女子 長谷川 奈央(6) 0.95
走高跳 小学･豊科北

05/06 女子 木村 莉央(6) 3.84(0.0) 片瀬 明夢(5) 3.56(0.0) 平林 若菜(5) 3.13(-0.5) 伊藤 千晴(5) 2.77(-0.6) 中島 優希菜(6)2.67(+0.5)
走幅跳 小学･豊科北 GR 小学･会染 GR 小学･松川 小学･大町東 小学･穂高北

05/06 女子 古畑 有唯(6) 23.10
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･堀金  



予選 5月6日  8:45
決勝 5月6日 10:55

県小記録            13.06
大会新  (GR )       14.9 

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速  0.0

 1 横澤 咲蘭(5) 小学      16.3 Q  1 太田 花梨(5) 小学      16.5 Q
ﾖｺｻﾜ ｻﾗ 松川 ｵｵﾀ ｶﾘﾝ 大町北

 2 松倉 史奈(5) 小学      17.0 Q  2 浅川 優奈(5) 小学      16.9 Q
ﾏﾂｸﾗ ｱﾔﾅ 大町西 ｱｻｶﾜ ﾕｳﾅ 堀金

 3 鈴木 草(5) 小学      17.2 Q  3 小林 星那(5) 小学      17.1 Q
ｽｽﾞｷ ｿｳ 明北 ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾅ 穂高北

 4 杏 彩乃(5) 小学      18.1  4 北澤 真織(5) 小学      17.3 q
ｶﾗﾓﾓ ｱﾔﾉ 穂高北 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｵﾘ 大町東

 5 宮澤 結宇(5) 小学      18.3  5 深澤 彩月(5) 小学      18.1 q 
ﾐﾔｻﾜ ﾕｳ 小谷 ﾌｶｻﾜ ｻﾂｷ 小谷

 6 井村 涼夏(5) 小学      18.4 
ｲﾑﾗ ｽｽﾞｶ 堀金

風速 +0.5

 1 横澤 咲蘭(5) 小学      15.8 
ﾖｺｻﾜ ｻﾗ 松川

 2 太田 花梨(5) 小学      16.3 
ｵｵﾀ ｶﾘﾝ 大町北

 3 松倉 史奈(5) 小学      16.5 
ﾏﾂｸﾗ ｱﾔﾅ 大町西

 4 浅川 優奈(5) 小学      16.6 
ｱｻｶﾜ ﾕｳﾅ 堀金

 5 小林 星那(5) 小学      16.7 
ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾅ 穂高北

 6 鈴木 草(5) 小学      16.8 
ｽｽﾞｷ ｿｳ 明北

 7 北澤 真織(5) 小学      17.0 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｵﾘ 大町東

 8 深澤 彩月(5) 小学      18.1 
ﾌｶｻﾜ ｻﾂｷ 小谷

2    83

1     2

8   137

7   112

5    68

3   228

記録／備考
6    94

4    44

6     2

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3   137

2    83

記録／備考
4    44

5   228

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3     3

7   229

4   112

6   138

記録／備考
5    94

2    68

5年女子       

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



予選 5月6日  9:10
決勝 5月6日 11:05

県小記録            13.06
大会新  (GR )       14.7 

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速 -0.3

 1 大石 葵(6) 小学      15.5 Q  1 牧田 紗和(6) 小学      15.4 Q
ｵｵｲｼ ｱｵｲ 穂高西AC-A ﾏｷﾀ ｻﾜ 穂高西AC-A

 2 橋本 夏凛(6) 小学      16.0 Q  2 原田 一花(6) 小学      15.8 Q
ﾊｼﾓﾄ ｶﾘﾝ 白馬北 ﾊﾗﾀﾞ ｲﾁｶ 大町北

 3 柳澤 陽向(6) 小学      16.4 Q  3 伊藤 美沙(6) 小学      15.9 Q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾅﾀ 会染 ｲﾄｳ ﾐｰｼｬ 大町北

 4 海川 怜(6) 小学      16.6 q  4 千野 さくら(6) 小学      16.2 q
ｳﾐｶﾜ ﾚｲ 大町北 ﾁﾉ ｻｸﾗ 大町東

 5 長﨑 乃野子(6) 小学      16.8  5 鈴木 姫花(6) 小学      16.6 
ﾅｶﾞｻｷ ﾉﾉｺ 穂高北 ｽｽﾞｷ ﾋﾒｶ 大町南

 6 小合澤 珠璃(6) 小学      18.0  6 曾田 優唯(6) 小学      17.0 
ｺｱｲｻﾞﾜ ｼﾞｭﾘ 穂高北 ｱｲﾀﾞ ﾕｲ 穂高北

風速  0.0

 1 牧田 紗和(6) 小学      15.3 
ﾏｷﾀ ｻﾜ 穂高西AC-A

 2 大石 葵(6) 小学      15.5 
ｵｵｲｼ ｱｵｲ 穂高西AC-A

 3 原田 一花(6) 小学      15.6 
ﾊﾗﾀﾞ ｲﾁｶ 大町北

 4 伊藤 美沙(6) 小学      15.9 
ｲﾄｳ ﾐｰｼｬ 大町北

 5 橋本 夏凛(6) 小学      16.2 
ﾊｼﾓﾄ ｶﾘﾝ 白馬北

 6 柳澤 陽向(6) 小学      16.2 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾅﾀ 会染

 7 千野 さくら(6) 小学      16.3 
ﾁﾉ ｻｸﾗ 大町東

 8 海川 怜(6) 小学      16.6 
ｳﾐｶﾜ ﾚｲ 大町北

2    73

1    45

5    22

8   101

3    46

7    50

6   168

4   169

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2    60

6   135

7    50

4    73

記録／備考
5   168

3    46

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3   136

7   134

6   101

5    45

記録／備考
4   169

2    22

6年女子       

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



決勝 5月6日 10:40

風速 -0.9

 1 木村 湊(5) 小学      17.1 
ｷﾑﾗ ﾐﾅﾄ 豊科北

 2 丹羽 陽愛(4) 小学      19.4 
ﾆﾜ ﾋﾖﾘ 穂高北

2   191

3   148

オープン女子  

100ｍ               

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月6日  9:55

県小記録          3,03.46
大会新  (GR )     3,26.5 

 1 山田 紗羽(6) 小学    3,38.8 
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾜ 白馬北

 2 松沢 意(6) 小学    3,40.1 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｺﾛ 白馬北

 3 西澤 愛姫(6) 小学    3,40.4 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾅｷ 小谷

 4 蓮井 瑠菜(6) 小学    3,40.8 
ﾊｽｲ ﾙﾅ 穂高西AC-A

 5 西澤 穂姫(6) 小学    3,43.1 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾅｷ 小谷

 6 中尾 穂(5) 小学    3,43.8 
ﾅｶｵ ﾐﾉﾘ 穂高北

 7 石川 希和子(6) 小学    3,49.3 
ｲｼｶﾜ ｷﾜｺ 小谷

 8 嶋岡 愛子(5) 小学    3,54.4 
ｼﾏｵｶ ｱｲｺ 明北

 9 齋藤 京果(5) 小学    3,56.8 
ｻｲﾄｳ ｷｮｳｶ 白馬南

10 高橋 陽和(5) 小学    4,07.6 
ﾀｶﾊｼ ﾋﾖﾘ 白馬南

11 山口 舞穏(5) 小学    4,07.9 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾉﾝ 白馬南

12 唐澤 結香(5) 小学    4,11.3 
ｶﾗｻﾜ ﾕｲｶ 安曇野かけっこ

13 中村 夢希(5) 小学    4,19.4 
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾒﾉ 松川

14 立川 菜桜(5) 小学    4,34.6 
ﾀﾁｶﾜ ﾅｵ 大町東

女子

1000ｍ              

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 No.

4    21

8    19

10   165

7     5

9   140

3     4

6   114

13     1

2    32

12    34

1   248

14    33

11    84

5    92



決勝 5月6日 10:15

県小記録            12.70
大会新  (GR )       18.9 

風速 -0.2

 1 中田 絢音(6) 小学      17.4 
ﾅｶﾀ ｱﾔﾈ 穂高西AC-A

 2 大月 怜愛(6) 小学      17.4 
ｵｵﾂｷ ﾚﾅ 穂高西AC-A

 3 塩島 もも(6) 小学      18.3 
ｼｵｼﾞﾏ ﾓﾓ 白馬北

6    18
大会新

7   167
大会新

5   166
大会新

女子

80mH(0.700m)        

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月6日 11:25

県小記録            53.07
大会新  (GR )       59.7 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 豊科北(A)   186 平田 春奈(6)    1,01.4 

ﾄﾖｼﾅｷﾀA ﾋﾗﾀ ﾊﾙﾅ
  188 藤倉 苺花(6)

ﾌｼﾞｸﾗ ｲﾁｶ
  187 橋詰 真知(6)

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾏﾁ
  185 木村 歩実(6)

ｷﾑﾗ ｱﾕﾐ
 2   2 堀金(B)   240 中神 明日香(6)    1,06.3 

ﾎﾘｶﾞﾈB ﾅｶｶﾞﾐ ｱｽｶ
  242 小林 瑠莉(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾘ
  241 小島 璃実(6)

ｺｼﾞﾏ ﾘﾐ
  243 松田 楓(6)

ﾏﾂﾀﾞ ｶｴﾃﾞ
 3   4 堀金(A)   236 中谷 凛(5)    1,08.5 

ﾎﾘｶﾞﾈA ﾅｶﾔ ﾘﾝ
  238 望月 凛菜(5)

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘﾅ
  237 丸山 真愛(5)

ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾅ
  239 岩下 美波(5)

ｲﾜｼﾀ ﾐﾅﾐ
 4   7 白馬北    24 湯浅 姫菜(5)    1,10.3 

ﾊｸﾊﾞｷﾀ ﾕｱｻ ﾋﾒﾅ
   27 山崎 桜子(5)

ﾔﾏｻﾞｷ ｻｸﾗｺ
   26 丸山 愛季(5)

ﾏﾙﾔﾏ ｱｲｷ
   25 高原 紅葉(5)

ﾀﾊｶﾗ ﾓﾐｼﾞ
 5   3 豊科北(B)   200 真野 結奈(5)    1,11.6 

ﾄﾖｼﾅｷﾀB ﾏﾉ ﾕｲﾅ
  198 河合 衿茉(5)

ｶﾜｲ ｴﾏ
  199 藤倉 花音(5)

ﾌｼﾞｸﾗ ｶﾉﾝ
  201 栗林 紗菜(5)

ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｻﾅ
  6 明南   125 加々美 綾奈(6)

ﾒｲﾅﾝ ｶｶﾞﾐ ｱﾔﾅ 失格
  127 窪田 季未加(6)

ｸﾎﾞﾀ ｷﾐｶ
  126 北澤 摩紀(6)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｷ
  128 岩渕 奏恵(6)

ｲﾜﾌﾞﾁ ｶｴ

女子

4×100ｍR           

決勝



決勝 5月6日  9:00

県小記録             1.38
大会新  (GR )        1.25

長谷川 奈央(6) 小学
ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵ 豊科北

 0.95
1 1   175

O O O XO XXX

記録m90 m95 備考m80 m85 1m00

女子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月6日 10:30

県小記録             4.75
大会新  (GR )        3.41

中島 優希菜(6) 小学   2.67   2.40    X   2.43   2.54   2.41
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷﾅ 穂高北
伊藤 千晴(5) 小学   2.74   2.77   2.66   2.71   2.67    X
ｲﾄｳ ﾁﾊﾙ 大町東
平林 若菜(5) 小学    X   2.36    X    X    X   3.13
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ 松川   +0.2    0.0   -0.2   +0.5    0.0   -0.5    -0.5
片瀬 明夢(5) 小学   3.56   3.31   3.37   2.89    X    X
ｶﾀｾ ｱﾕ 会染
木村 莉央(6) 小学   3.48   3.60   3.84   3.53   3.47   3.57
ｷﾑﾗ ﾘｵ 豊科北

女子

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
4   139

-5-

3    85

5   179

1    93

2   100



決勝 5月6日  9:00

県小記録            46.75
大会新  (GR )            

古畑 有唯(6) 小学 大会新
ﾌﾙﾊﾀ ﾕｲ 堀金

女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投      

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

  O   O   O  23.10 
1 1   230

  O 23.10   O


	表紙
	決勝記録一覧表
	女子5年100ｍ
	女子6年100ｍ
	女子オープン100ｍ
	女子1000ｍ
	女子80mH
	女子４×100ｍR
	女子走高跳
	女子走幅跳
	j女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

