
大会コード 19170551

： 2019年9月22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、大町市陸上競技協会、北安曇郡陸上競技協会
： 大北地区各市町村、大北地区各市町村教育委員会、大町市体育協会

： 北アルプス広域連合
： 大北陸上競技協会
： 駒澤　安正
： 五十川　正彦
： 藤巻　孝之

■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

第18回大北スポーツ競技会

記 録 集
期 日
会 場
主 催
共 催

北安曇体育協会、大北スポーツ推進委員協議会
後 援
主 管
総 務
審 判 長
記録・情報主任

記録の種類 クラス 種目 ラウンド 記録 氏名(学年) 所属 従来の記録
大会新 男子 1500ｍ 決勝 ４分２４秒7 西沢紀元 昭和電工大町 ４分３８秒0
大会新 男子 1500ｍ 決勝 ４分３０秒5 加藤誠隆 白馬アスレティッククラブ ４分３８秒0
大会新 中学男子 ジャベリックスロー（300ｇ） 決勝 38ｍ67 松澤尚弥 白馬中3 33ｍ28
大会新 少学女子 ジャベリックボール投 決勝 31ｍ30 望月清世 松川小4 19ｍ79
大会新 小学女子 ジャベリックボール投 決勝 26ｍ71 稲垣有希 八坂小6 19ｍ79
大会新 小学女子 ジャベリックボール投 決勝 23ｍ65 宮城　杏 大町北小4 19ｍ79
大会新 小学女子 ジャベリックボール投 決勝 22ｍ33 小林千夏 大町南小5 19ｍ79
大会新 小学女子 ジャベリックボール投 決勝 19ｍ83 吉田心優 八坂小5 19ｍ79
大会新 男子 走高跳 決勝 1ｍ80 松原大輝 ターミガンズ長野 過去出場無し

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

9:00 曇り 18.5 76 南 1.2 11:00 曇り 20.5 73 南東 0.8
10:00 曇り 18.5 76 南 1.0 12:00 曇り 21.0 69 北 0.2
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第18回大北スポーツ競技会【大会コード19170551】                                  
主催：大北陸上競技協会・大町市陸上競技協会・北安曇郡陸上競技協会                
共催：大北地区各市町村・大北地区各市町村教育委員会・大町市体育協会・北安曇郡体育
後援：北アルプス広域連合                                                        

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
09/22 男子   0.0 西沢 紀元 14.1

100ｍ 一般･昭和電工大町
09/22 西沢 紀元 4,24.7 加藤 誠隆 4,30.5 湯口 彰 5,17.9

1500ｍ 一般･昭和電工大 GR 一般･白馬ｱｽﾚﾁｯｸ GR 一般･松川村ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌ
09/22 加藤 誠隆 17,15.6 中村 恒太 17,43.7 松澤 秀徳 18,33.3 湯口 彰 19,56.2

5000ｍ 一般･白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 一般･北安曇郡陸協 一般･大町市陸協 一般･松川村ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌ
09/22 松原 大輝 1.80

走高跳 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長 GR 
09/22 腰原 誠 6.24(+0.4)

走幅跳 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
09/22 4年男子      +0.1 瀧澤 陽斗(4) 15.1 松澤 聖斗(4) 16.1 松坂 奏汰(4) 16.1 奥野 敬太(4) 16.3 北澤 魁人(4) 16.4 竹内 一翔(4) 16.5 髙橋 朱里(4) 16.6 蒔田 岳空(4) 16.7

100ｍ 小学･池田小 小学･松川小 小学･大町東小 小学･白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 小学･大町西小 小学･大町北小 小学･大町東小 小学･松川小
09/22 5年男子      -0.1 中尾 グスタボ(5) 14.5 阪田 響(5) 15.5

100ｍ 小学･白馬南小 小学･八坂小
09/22 6年男子      +1.3 下村 岳輝(6) 14.4 坂中 悠惺(6) 14.7 花澤 楓也(6) 14.9 矢口 琉楓(6) 15.1 丸山 航汰(6) 15.2 楜澤 功大(6) 15.3 早川 響太(6) 15.4 原 直生(6) 15.6

100m 小学･大町東小 小学･大町東小 小学･白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 小学･小谷小 小学･松川小 小学･松川小 小学･松川小 小学･大町東小
09/22 大町東小(A)     1,00.3 大町東小(B)     1,00.5 松川小     1,01.6 小谷小     1,03.3 八坂小     1,03.8 

4×100ｍR 田井 晴海(6) 原 直生(6) 丸山 航汰(6) 宮原 煌星(6) 殿岡 悠(6)
西澤 怜也(6) 守屋 大翔(6) 早川 響太(6) 矢口 琉楓(6) 長山 昊平(6)
望月 優哉(6) 坂中 悠惺(6) 堀 汰成(6) 岸本 太陽(6) 北澤 虹心(6)
下村 岳輝(6) 小林 博(6) 楜澤 功大(6) 松澤 和壱(6) 吉田 龍馬(6)

09/22 小学男子    松下 絆(6) 3,34.5 林 暖翔(6) 3,35.1 吉田 龍馬(6) 3,38.1 奥原 星(6) 3,41.6 松澤 和壱(6) 3,42.6 松澤 晃佑(4) 3,44.8 宮島 丈瑠(5) 3,48.1 松本 勇志(4) 3,51.2
1000ｍ 小学･大町南小 小学･白馬南小 小学･八坂小 小学･大町南小 小学･小谷小 小学･白馬南小 小学･小谷小 小学･大町東小

09/22 小林 博(6) 1.30 西澤 怜也(6) 1.20 コワル 大良(5) 1.05 守屋 大翔(6) 1.00
走高跳 小学･大町東小 小学･大町東小 小学･白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 小学･大町東小

09/22 栗林 琉翔(6) 3.68(-1.7) 戸谷 類(5) 3.57(-0.2) 続麻 世稀(4) 3.18(-1.1) 岡 寛人(6) 3.05(-0.6) 栗林 璃士(4) 3.05(0.0) 石井 輝(6) 2.91(+0.1) アダムソン 錠(5)2.87(-1.9) 仁科 悠佳(6) 2.69(-1.6)
走幅跳 小学･大町西小 小学･大町北小 小学･大町西小 小学･美麻小 小学･大町西小 小学･美麻小 小学･白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 小学･大町西小

09/22 細谷 裕斗(6) 43.41 内藤 崚(5) 41.29 森屋 将人(6) 40.35 久保田 馨(5) 38.00 小林 由弥(6) 37.43 長山 昊平(6) 37.21 望月 優哉(6) 37.18 宮澤 諒光(4) 36.81
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･美麻小 小学･白馬南小 小学･池田小 小学･大町西小 小学･大町西小 小学･八坂小 小学･大町東小 小学･白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

09/22 1年男子      +1.0 丸山 開世(1) 13.2 石新 虹輝(1) 13.2 町田 純一(1) 13.3 松倉 朋樹(1) 13.4 太田 龍輝(1) 13.7 伊藤 波耶(1) 13.9 中村 大能(1) 14.5
100ｍ 中学･白馬中 中学･小谷中 中学･仁科台中 中学･大町第一中 中学･大町第一中 中学･白馬中 中学･大町第一中

09/22 2年男子      +0.6 木曽 隆大朗(2) 12.0 橫澤 静也(2) 12.2 松澤 将大(2) 12.2 曽根原 悠希(2) 12.9 青田 聖也(2) 13.0 塚田 皓太(2) 14.3 中村 眞海(2) 14.4
100m 中学･白馬中 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 中学･北安松川中 中学･北安松川中

09/22 3年男子      -0.2 丸山 祥太(3) 12.3
100ｍ 中学･北安松川中

09/22 中学男子    中川 敬太(3) 10,27.2 新山 堅太(1) 10,28.6 塩月 直己(1) 11,11.3 松澤 岳拓(1) 11,15.2
3000ｍ 中学･小谷中 中学･仁科台中 中学･北安松川中 中学･白馬中

09/22 唐澤 亮成(2) 1.55 栗林 慮雨(2) 1.50 松澤 尚弥(3) 1.50 小山 力(2) 1.40 大日向 孝雅(2) 1.40 中村 大能(1) 1.25
走高跳 中学･大町第一中 中学･大町第一中 中学･白馬中 中学･北安松川中 中学･大町第一中 中学･大町第一中

09/22 西澤 拓馬(2) 4.82(+0.5) 下條 拓海(2) 4.67(+0.1) 水口 恵介(2) 4.63(+0.6) 中原 慎一郎(2)4.22(-1.1) 滝沢 悠馬(1) 3.77(-0.7) 志水 宏生(2) 3.59(0.0)
走幅跳 中学･北安松川中 中学･大町第一中 中学･大町第一中 中学･大町第一中 中学･白馬中 中学･大町第一中

09/22 丸山 祥太(3) 8.42 栗林 慮雨(2) 7.78 田中 淳稀(2) 7.19 西澤 拓馬(2) 7.08 町田 純一(1) 6.86 大日向 孝雅(2) 5.37
砲丸投 中学･北安松川中 中学･大町第一中 中学･北安松川中 中学･北安松川中 中学･仁科台中 中学･大町第一中

09/22 松澤 尚弥(3) 38.67 小山 力(2) 28.96 田中 淳稀(2) 24.90 橫澤 静也(2) 22.94 清水 友貴(2) 18.14
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･白馬中 GR 中学･北安松川中 中学･北安松川中 中学･北安松川中 中学･北安松川中

09/22 白馬中       53.1 北安松川中(B)      58.0 
4×100mR 丸山 開世(1) 塚田 皓太(2)

木曽 隆大朗(2) 中村 眞海(2)
伊藤 波耶(1) 清水 友貴(2)
松澤 岳拓(1) 塩月 直己(1)



決勝 9月22日 12:05

県新                10.15
大会新  (GR )       11.4 

風速  0.0

 1 西沢 紀元 一般      14.1 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾘﾓﾄ 昭和電工大町

3   135
氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

男子

100ｍ               

決勝



決勝 9月22日  9:00

県新              3,38.49
大会新  (GR )     4,38.0 

 1 西沢 紀元 一般    4,24.7 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾘﾓﾄ 昭和電工大町

 2 加藤 誠隆 一般    4,30.5 
ｶﾄｳ ｾｲﾘｭｳ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

 3 湯口 彰 一般    5,17.9 
ﾕｸﾞﾁ ｱｷﾗ 松川村ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌ

1   136

3   132
大会新

2   135
大会新

氏  名 所属名 記録／備考順 No.

男子

1500ｍ              

決勝



決勝 9月22日 12:15

県新             13,20.80
大会新  (GR )    15,50.2 

 1 加藤 誠隆 一般   17,15.6 
ｶﾄｳ ｾｲﾘｭｳ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

 2 中村 恒太 一般   17,43.7 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ 北安曇郡陸協

 3 松澤 秀徳 一般   18,33.3 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ 大町市陸協

 4 湯口 彰 一般   19,56.2 
ﾕｸﾞﾁ ｱｷﾗ 松川村ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌ

3   136

2   134

1   133

4   132

男子

5000ｍ              

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 No.



決勝 9月22日 10:30

県新                 2.18
大会新  (GR )            

松原 大輝 一般 大会新
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

1 1   130
 1.80

0m00m0 0m0

O XO XXX

備考1m75 1m80所属名 記録1m85 0m0 1m10m0ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名順位試技

男子

走高跳              

決勝



決勝 9月22日 10:30

県新                 7.94
大会新  (GR )        6.74

腰原 誠 一般   5.82    X   5.88   6.24    X    X    6.24 
ｺｼﾊﾗ ﾏｺﾄ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   -0.7   -0.4   +0.4    +0.4

備考
1 1   131

-5- -6- 記録-2- -3- -4-

男子

走幅跳              

決勝

氏  名 所属名 -1-順位試技 ﾅﾝﾊﾞｰ



予選 9月22日  9:10
決勝 9月22日 11:10

県小新              12.27
大会新  (GR )       14.9 

[ 1組] 風速 +1.5 [ 2組] 風速 +0.4

 1 松坂 奏汰(4) 小学      15.9  1 瀧澤 陽斗(4) 小学      15.1 
ﾏﾂｻﾞｶ ｶﾅﾀ 大町東小 ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 池田小

 2 松澤 聖斗(4) 小学      16.2  2 髙橋 朱里(4) 小学      16.3 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 松川小 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾘ 大町東小

 3 蒔田 岳空(4) 小学      16.3  3 竹内 一翔(4) 小学      16.4 
ﾏｷﾀ ｶﾞｸ 松川小 ﾀｹｳﾁ ｲｯｷ 大町北小

 4 北澤 魁人(4) 小学      16.5  4 奥野 敬太(4) 小学      16.5 
ｷﾀｻﾞﾜ ｶｲﾄ 大町西小 ｵｸﾉ ｹｲﾀ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ
海川 瑛大(4) 小学  5 宮里 昂志(4) 小学      16.5 
ｳﾐｶﾜ ｴｲﾀ 大町北小 ﾐﾔｻﾄ ｺｳｼ 松川小

風速 +0.1

 1 瀧澤 陽斗(4) 小学      15.1 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 池田小

 2 松澤 聖斗(4) 小学      16.1 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 松川小

 3 松坂 奏汰(4) 小学      16.1 
ﾏﾂｻﾞｶ ｶﾅﾀ 大町東小

 4 奥野 敬太(4) 小学      16.3 
ｵｸﾉ ｹｲﾀ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

 5 北澤 魁人(4) 小学      16.4 
ｷﾀｻﾞﾜ ｶｲﾄ 大町西小

 6 竹内 一翔(4) 小学      16.5 
ﾀｹｳﾁ ｲｯｷ 大町北小

 7 髙橋 朱里(4) 小学      16.6 
ﾀｶﾊｼ ｼｭﾘ 大町東小

 8 蒔田 岳空(4) 小学      16.7 
ﾏｷﾀ ｶﾞｸ 松川小

2   107

6    90

7    65

1    80

8    16

3    91

5   120

所属名 記録／備考
4   127

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

45    64
欠場

  108

3    16

5    65

2    90

6   127
氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

3    80

4   107

No.

6   120

2    91

4年男子       

100ｍ               

予選 通過基準  2組  0着 + 0 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ



決勝 9月22日 11:20

県小新              12.27
大会新  (GR )       13.9 

風速 -0.1

 1 中尾 グスタボ(小学      14.5 
ﾅｶｵ ｸﾞｽﾀﾎﾞ 白馬南小

 2 阪田 響(5) 小学      15.5 
ｻｶﾀ ﾋﾋﾞｷ 八坂小

3    48

4    34

5年男子       

100ｍ               

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.



予選 9月22日  9:30
決勝 9月22日 11:30

県小新              12.27
大会新  (GR )       12.9 

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -0.4

 1 下村 岳輝(6) 小学      14.4 Q  1 坂中 悠惺(6) 小学      14.9 Q
ｼﾓﾑﾗ ﾀｶｱｷ 大町東小 ｻｶﾅｶ ﾕｳｾｲ 大町東小

 2 花澤 楓也(6) 小学      15.1 Q  2 矢口 琉楓(6) 小学      15.4 Q
ﾊﾅｻﾞ ﾜﾌｳﾔ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ ﾔｸﾞﾁ ﾙｶ 小谷小

 3 丸山 航汰(6) 小学      15.4 Q  3 早川 響太(6) 小学      15.5 Q
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾀ 松川小 ﾊﾔｶﾜ ｷｮｳﾀ 松川小

 4 原 直生(6) 小学      16.0 q  4 楜澤 功大(6) 小学      15.5 q
ﾊﾗ ﾅｵｷ 大町東小 ｸﾙﾐｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 松川小

 5 堀 汰成(6) 小学      16.2  5 田井 晴海(6) 小学      16.1 
ﾎﾘ ﾀｲｾｲ 松川小 ﾀｲ ﾊﾙﾐ 大町東小

 6 殿岡 悠(6) 小学      16.5 柏原 康成(6) 小学
ﾄﾉｵｶ ﾕｳ 八坂小 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｺｳｾｲ 白馬南小

 7 勝野 瑞樹(6) 小学      16.6 
ｶﾂﾉ ﾐｽﾞｷ 池田小

風速 +1.3

 1 下村 岳輝(6) 小学      14.4 
ｼﾓﾑﾗ ﾀｶｱｷ 大町東小

 2 坂中 悠惺(6) 小学      14.7 
ｻｶﾅｶ ﾕｳｾｲ 大町東小

 3 花澤 楓也(6) 小学      14.9 
ﾊﾅｻﾞ ﾜﾌｳﾔ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

 4 矢口 琉楓(6) 小学      15.1 
ﾔｸﾞﾁ ﾙｶ 小谷小

 5 丸山 航汰(6) 小学      15.2 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾀ 松川小

 6 楜澤 功大(6) 小学      15.3 
ｸﾙﾐｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 松川小

 7 早川 響太(6) 小学      15.4 
ﾊﾔｶﾜ ｷｮｳﾀ 松川小

 8 原 直生(6) 小学      15.6 
ﾊﾗ ﾅｵｷ 大町東小

1    86

8   121

2   115

7   114

5     4

4    12

3    83

所属名 記録／備考
6    84

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

3    26
欠場

6    85

7   115

5   121

2     4

4    83
氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

7   128

8    56

3   122

4    86

5   114

No.

6    12

2    84

6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

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ



決勝 9月22日 12:55

県小新              50.67
大会新  (GR )       54.6 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 大町東小(A)    85 田井 晴海(6)    1,00.3 

ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼA ﾀｲ ﾊﾙﾐ
   88 西澤 怜也(6)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾚｲﾔ
   96 望月 優哉(6)

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾔ
   84 下村 岳輝(6)

ｼﾓﾑﾗ ﾀｶｱｷ
 2   6 大町東小(B)    86 原 直生(6)    1,00.5 

ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼB ﾊﾗ ﾅｵｷ
   89 守屋 大翔(6)

ﾓﾘﾔ ﾀﾞｲﾄ
   83 坂中 悠惺(6)

ｻｶﾅｶ ﾕｳｾｲ
   87 小林 博(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ
 3   2 松川小   114 丸山 航汰(6)    1,01.6 

ﾏﾂｶﾜｼｮｳ ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾀ
  121 早川 響太(6)

ﾊﾔｶﾜ ｷｮｳﾀ
  122 堀 汰成(6)

ﾎﾘ ﾀｲｾｲ
  115 楜澤 功大(6)

ｸﾙﾐｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ
 4   5 小谷小     8 宮原 煌星(6)    1,03.3 

ｵﾀﾘｼｮｳ ﾐﾔﾊﾗ ｺｳｾｲ
    4 矢口 琉楓(6)

ﾔｸﾞﾁ ﾙｶ
    9 岸本 太陽(6)

ｷｼﾓﾄ ﾀｲﾖｳ
    3 松澤 和壱(6)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾜｲﾁ
 5   3 八坂小    56 殿岡 悠(6)    1,03.8 

ﾔｻｶｼｮｳ ﾄﾉｵｶ ﾕｳ
   57 長山 昊平(6)

ﾅｶﾞﾔﾏ ｺｳﾍｲ
   53 北澤 虹心(6)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾆｺ
   63 吉田 龍馬(6)

ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾏ

6年男子       

4×100ｍR           

決勝



決勝 9月22日 10:40

県小新            2,49.83
大会新  (GR )     3,09.3 

 1 松下 絆(6) 小学    3,34.5 
ﾏﾂｼﾀ ﾊﾞﾝ 大町南小

 2 林 暖翔(6) 小学    3,35.1 
ﾊﾔｼ ﾊﾙﾄ 白馬南小

 3 吉田 龍馬(6) 小学    3,38.1 
ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 八坂小

 4 奥原 星(6) 小学    3,41.6 
ｵｸﾊﾗ ｾｲ 大町南小

 5 松澤 和壱(6) 小学    3,42.6 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾜｲﾁ 小谷小

 6 松澤 晃佑(4) 小学    3,44.8 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 白馬南小

 7 宮島 丈瑠(5) 小学    3,48.1 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾙ 小谷小

 8 松本 勇志(4) 小学    3,51.2 
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼ 大町東小

 9 水野 颯紀(6) 小学    3,52.3 
ﾐｽﾞﾉ ｻﾂｷ 白馬南小

10 上川 凌佑(4) 小学    4,10.6 
ｶﾐｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 小谷小

11 横川 和輝(5) 小学    5,17.7 
ﾖｺｶﾜ ｶｽﾞｷ 白馬南小
松澤 巧馬(6) 小学
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

7    11
欠場

9    30

8     5

3    39

1    92

10     2

11    37

6     3

4   100

2    63

5    25

12   101

小学男子      

1000ｍ              

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 No.



決勝 9月22日  9:00

県小新               1.46
大会新  (GR )        1.34

小林 博(6) 小学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ 大町東小
西澤 怜也(6) 小学
ﾆｼｻﾞﾜ ﾚｲﾔ 大町東小
コワル 大良(5) 小学
ｺﾜﾙ ﾀｲﾗ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ
守屋 大翔(6) 小学
ﾓﾘﾔ ﾀﾞｲﾄ 大町東小
望月 翔天(4) 小学
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳﾏ 松川小

 1.00

2   111

- - O

XXX

4 5    89

XO XXX

/

 1.20- O

 1.05

O O

O XO

XOO O

3 4    14

XXO XXXO-

O

1 3    87
XXX  1.30

2 1    88

O O

1m251m10 1m15

O- - -

備考m90 m95所属名 記録1m00 1m05 1m30 1m351m20ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名順位試技

小学男子      

走高跳              

決勝



決勝 9月22日  9:00

県小新               5.47
大会新  (GR )        5.04

栗林 琉翔(6) 小学   3.68   3.43   3.67   3.49   3.65   3.54    3.68 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾙｶ 大町西小   -1.7   -1.9    0.0   -0.2    0.0   +0.8    -1.7
戸谷 類(5) 小学   3.57   2.92   3.37    X   3.52   3.45    3.57 
ﾄﾀﾆ ﾙｲ 大町北小   -0.2   -1.6   -0.7    0.0   -0.3    -0.2
続麻 世稀(4) 小学   3.07   3.18   3.11   2.96    X   3.01    3.18 
ﾂﾂﾞｵ ﾖﾏ 大町西小   -1.9   -1.1   +0.1   -1.3   +0.6    -1.1
岡 寛人(6) 小学    X    X   3.05   3.03    X   2.74    3.05 
ｵｶ ﾋﾛﾄ 美麻小   -0.6   -1.0   -0.3    -0.6
栗林 璃士(4) 小学   2.90   2.92   3.02   2.59   3.05   2.87    3.05 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾘﾄ 大町西小   -1.6   -0.5   -0.3    0.0    0.0    0.0     0.0
石井 輝(6) 小学   2.80    X    X    X   2.91    X    2.91 
ｲｼｲ ﾋｶﾙ 美麻小   -0.3   +0.1    +0.1
アダムソン 錠(5)小学   2.85   2.87   2.74   2.85   2.86    X    2.87 
ｱﾀﾞﾑｿﾝ ｼﾞｮｳ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ   -1.4   -1.9   -0.7   -0.4    0.0    -1.9
仁科 悠佳(6) 小学   2.69   2.55   2.69   2.63   2.52   2.54    2.69 
ﾆｼﾅ ﾊﾙｶ 大町西小   -1.6   -1.7   -0.8   -1.1   +0.2   -0.9    -1.6
大塚 蒼空(5) 小学 欠場
ｵｵﾂｶ ｿﾗ 大町北小

8    71

8 4    74

7 5    13

6 7    43

5 1    78

4 9    42

3 3    79

2 6    70

備考
1 2    75

-5- -6- 記録-2- -3- -4-

小学男子      

走幅跳              

決勝

氏  名 所属名 -1-順位試技 ﾅﾝﾊﾞｰ



決勝 9月22日  9:00

県小新              60.18
大会新  (GR )       52.55

細谷 裕斗(6) 小学
ﾎｿﾔ ﾕｳﾄ 美麻小
内藤 崚(5) 小学
ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳ 白馬南小
森屋 将人(6) 小学
ﾓﾘﾔ ﾏｻﾄ 池田小
久保田 馨(5) 小学
ｸﾎﾞﾀ ｹｲ 大町西小
小林 由弥(6) 小学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ 大町西小
長山 昊平(6) 小学
ﾅｶﾞﾔﾏ ｺｳﾍｲ 八坂小
望月 優哉(6) 小学
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾔ 大町東小
宮澤 諒光(4) 小学
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｻﾋ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ
藤原 奏太(5) 小学
ﾌｼﾞﾊﾗ ｿｳﾀ 大町北小
平林 潤大(4) 小学
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ 池田小
山本 琉惺(4) 小学
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 池田小
北澤 虹心(6) 小学
ｷﾀｻﾞﾜ ﾆｺ 八坂小
田中 湊都(5) 小学
ﾀﾅｶ ﾐﾅﾄ 大町北小
小田切 煌(6) 小学
ｵﾀｷﾞﾘ ｺｳ 池田小
石垣 晴康(5) 小学
ｲｼｶﾞｷ ﾊﾙﾔｽ 八坂小
伊藤 優仁(4) 小学
ｲﾄｳ ﾏｻﾄ 松川小
平林 陸(6) 小学 欠場
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｸ 八坂小
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備考
1 15    41

  O

-5- -6- 記録-2- -3-

小学男子      

ジャベリックボール投

決勝

-4-氏  名 所属名 -1-順位試技 ﾅﾝﾊﾞｰ



決勝 9月22日 11:40

県中新              10.85
大会新  (GR )       12.4 

風速 +1.0

 1 丸山 開世(1) 中学      13.2 
ﾏﾙﾔﾏ ｶｲｾｲ 白馬中

 2 石新 虹輝(1) 中学      13.2 
ｲｼｱﾗ ｺｳｷ 小谷中

 3 町田 純一(1) 中学      13.3 
ﾏﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 仁科台中

 4 松倉 朋樹(1) 中学      13.4 
ﾏﾂｸﾗ ﾄﾓｷ 大町第一中

 5 太田 龍輝(1) 中学      13.7 
ｵｵﾀ ﾘｭｳｷ 大町第一中

 6 伊藤 波耶(1) 中学      13.9 
ｲﾄｳ ﾊﾔ 白馬中

 7 中村 大能(1) 中学      14.5 
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾉ 大町第一中

8  6867

5  6832

4  6888

6  6889

3  6905

2  6852

7  6834
氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

1年男子       

100ｍ               

決勝



決勝 9月22日 11:50

県中新              10.85
大会新  (GR )       11.8 

風速 +0.6

 1 木曽 隆大朗(2)中学      12.0 
ｷｿ ﾘｭｳﾀﾛｳ 白馬中

 2 橫澤 静也(2) 中学      12.2 
ﾖｺｻﾜ ｼｽﾞﾔ 北安松川中

 3 松澤 将大(2) 中学      12.2 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾀﾞｲ 大町第一中

 4 曽根原 悠希(2)中学      12.9 
ｿﾈﾊﾗ ﾊﾙｷ 仁科台中

 5 青田 聖也(2) 中学      13.0 
ｱｵﾀ ｾｲﾔ 仁科台中

 6 塚田 皓太(2) 中学      14.3 
ｽｶﾀﾞ ｺｳﾀ 北安松川中

 7 中村 眞海(2) 中学      14.4 
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾋﾛ 北安松川中
鈴木 慎吾(2) 中学
ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 北安松川中

7  6785
欠場

3  6787

5  6791

4  6898

2  6897

8  6866

1  6783

6  6830

2年男子       

100m                

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.



決勝 9月22日 12:00

県中新              10.85
大会新  (GR )       11.3 

風速 -0.2

 1 丸山 祥太(3) 中学      12.3 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 北安松川中

3  6775
氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

3年男子       

100ｍ               

決勝



決勝 9月22日 10:00

県中新            8,31.86
大会新  (GR )     9,17.3 

 1 中川 敬太(3) 中学   10,27.2 
ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲﾀ 小谷中

 2 新山 堅太(1) 中学   10,28.6 
ﾆｲﾔﾏ ｹﾝﾀ 仁科台中

 3 塩月 直己(1) 中学   11,11.3 
ｼｵﾂｷ ﾅｵﾐ 北安松川中

 4 松澤 岳拓(1) 中学   11,15.2 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ 白馬中
村越 郁也(3) 中学
ﾑﾗｺｼ ﾌﾐﾔ 小谷中
高根 夏雪(2) 中学
ﾀｶﾈ ﾅﾂｷ 仁科台中
片山 芽(2) 中学
ｶﾀﾔﾏ ﾒｸﾞﾑ 小谷中
丸山 海翔(2) 中学
ﾏﾙﾔﾏ ｶｲﾄ 小谷中
宮田 陽叶(2) 中学
ﾐﾔﾀ ｱｷﾄ 仁科台中
幾田 朋郎(2) 中学
ｲｸﾀ ﾄﾓﾛｳ 小谷中

8  6847
欠場

7  6900
欠場

6  6849
欠場

4  6848
欠場

3  6901
欠場

2  6846
欠場

1  6831

9  6796

5  6904

10   137

中学男子      

3000ｍ              

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 No.



決勝 9月22日  9:00

県中新               1.97
大会新  (GR )        1.85

唐澤 亮成(2) 中学
ｶﾗｻﾜ ﾘｮｳｾｲ 大町第一中
栗林 慮雨(2) 中学
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 大町第一中
松澤 尚弥(3) 中学
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ 白馬中
小山 力(2) 中学
ｺﾔﾏ ﾘｷ 北安松川中
大日向 孝雅(2) 中学
ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｶﾞ 大町第一中
中村 大能(1) 中学
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾉ 大町第一中

 1.40

6 1  6867
 1.25

XXX- - O

O XXX

5 3  6873

O XXX

XO

O O O

 1.50- -

 1.40
4 2  6779

XXX- O XXO-
3 6  6825

XXX- XO O- - -

 1.55- -

 1.50
2 5  6883

XO XXX- O XO-
1 4  6874

1m651m55 1m601m45 1m50ﾅﾝﾊﾞｰ 備考1m25 1m30所属名 記録1m35 1m40氏  名順位試技

中学男子      

走高跳              

決勝



決勝 9月22日 10:30

県中新               7.04
大会新  (GR )        6.61

西澤 拓馬(2) 中学   4.69   4.77   4.55   4.82   4.74   4.77    4.82 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 北安松川中   +1.5   +1.2   +0.2   +0.5    0.0   +0.1    +0.5
下條 拓海(2) 中学   4.67   4.27   4.48   4.40   4.51   4.35    4.67 
ｼﾓｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ 大町第一中   +0.1    0.0   +0.7   -0.5   -0.4   -1.8    +0.1
水口 恵介(2) 中学   4.51   4.63   4.56   4.53   4.20   4.46    4.63 
ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 大町第一中   -0.4   +0.6   +1.2    0.0   -0.6   -0.4    +0.6
中原 慎一郎(2) 中学   2.99    X   4.12   4.21   3.98   4.22    4.22 
ﾅｶﾊﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 大町第一中   -1.1    0.0   +0.6   -0.3   -1.1    -1.1
滝沢 悠馬(1) 中学   3.60   3.61   3.77    X   3.57    X    3.77 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 白馬中   -0.8    0.0   -0.7   -1.0    -0.7
志水 宏生(2) 中学   3.26   3.15   3.32   3.59   3.59   3.48    3.59 
ｼﾐｽﾞ ｺｳｾｲ 大町第一中   -0.2   +0.8   -0.5    0.0    0.0   -0.3     0.0

6 2  6863

5 1  6833

-6- 記録

4 3  6864

3 4  6868

所属名 -1-

2 5  6869

備考
1 6  6786

-5-順位試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

中学男子      

走幅跳              

決勝

-2- -3- -4-氏  名



決勝 9月22日 11:00

県中新              14.07
大会新  (GR )       10.56

丸山 祥太(3) 中学
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 北安松川中
栗林 慮雨(2) 中学
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 大町第一中
田中 淳稀(2) 中学
ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｷ 北安松川中
西澤 拓馬(2) 中学
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 北安松川中
町田 純一(1) 中学
ﾏﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 仁科台中
大日向 孝雅(2) 中学
ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｶﾞ 大町第一中

 5.16  5.24  5.11  X  5.05  5.37
6 3  6873

 6.43  6.31   6.86  6.80  6.86  6.41

  5.37 

  7.08 

5 1  6905
 6.66

 6.98  7.08  7.04 6.48  6.53  6.55
4 4  6786

 7.18  7.11   7.19  7.19  6.97  7.17

  7.78 

3 2  6770
 6.81

 7.27  6.88  7.53  X  7.54  7.78
2 5  6883

 7.62  8.42   8.42  8.18  7.75  7.68

備考
1 6  6775

  X

-5- -6- 記録-2- -3-

中学男子      

砲丸投(5.000kg)     

決勝

-4-氏  名 所属名 -1-順位試技 ﾅﾝﾊﾞｰ



決勝 9月22日  9:00

県中新              72.60
大会新  (GR )       33.28

松澤 尚弥(3) 中学 大会新
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ 白馬中
小山 力(2) 中学
ｺﾔﾏ ﾘｷ 北安松川中
田中 淳稀(2) 中学
ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｷ 北安松川中
橫澤 静也(2) 中学
ﾖｺｻﾜ ｼｽﾞﾔ 北安松川中
清水 友貴(2) 中学
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 北安松川中

18.14   O  18.14   O 15.81   O

 22.94 

5 3  6789
  O

  O 22.94   O  X 16.41   O
4 2  6783

  O   O  24.90   O   O 24.90

 28.96 

3 1  6770
24.00

  O   O 28.9625.43   O   O
2 4  6779

  O 38.67  38.67   O 33.18   O

備考
1 5  6825

  X

-5- -6- 記録-2- -3-

中学男子      

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ（300ｇ）

決勝

-4-氏  名 所属名 -1-順位試技 ﾅﾝﾊﾞｰ



決勝 9月22日 13:05

県中新              43.57
大会新  (GR )       46.8 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 白馬中  6834 丸山 開世(1)      53.1 

ﾊｸﾊﾞﾁｭｳ ﾏﾙﾔﾏ ｶｲｾｲ
 6830 木曽 隆大朗(2)

ｷｿ ﾘｭｳﾀﾛｳ
 6832 伊藤 波耶(1)

ｲﾄｳ ﾊﾔ
 6831 松澤 岳拓(1)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ
 2   4 北安松川中(B) 6791 塚田 皓太(2)      58.0 

ﾏtｶﾜﾁｭｳB ｽｶﾀﾞ ｺｳﾀ
 6787 中村 眞海(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾏﾋﾛ
 6789 清水 友貴(2)

ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ
 6796 塩月 直己(1)

ｼｵﾂｷ ﾅｵﾐ
  2 北安松川中(A)

ﾏtｶﾜﾁｭｳA 欠場

中学男子      

4×100mR            

決勝
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