
大会コード 19170562

： 2019年５月5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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12:00 晴れ 21.0 42 南 0.6
11:00 晴れ 19.0 38 南西 1.29:00 晴れ 15.0 53.0 南 1.5
10:00 晴れ 17.5 43 南 1.28:30 晴れ 13.5 49.0 南 1.0

(℃) (%) (m/s)
気温 湿度 風向 風速

(℃) (%) (m/s)

大町南 23ｍ10

時刻 天候 気温 湿度 風向 風速 時刻 天候

大会新 女子 ジャベリックボール投 決勝 23ｍ41 小林　千夏

豊科北 23ｍ10
大会新 女子 ジャベリックボール投 決勝 26ｍ49 竹内　栞 穂高西AC 23ｍ10
大会新 女子 ジャベリックボール投 決勝 30ｍ87 栗林　沙菜

大町東 48ｍ59
大会新 男子 ジャベリックボール投 決勝 49ｍ64 腰原　陸也 会染 48ｍ59
大会新 男子 ジャベリックボール投 決勝 51ｍ46 小林　一輝

穂高西AC 3ｍ78
大会新 男子 走幅跳 決勝 4ｍ01 萩原　賢太郎 穂高西AC 3ｍ78
大会新 男子 走幅跳 決勝 4ｍ51 西尾　誓
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第4回大北・安曇野市小学生陸上競技大会(大会コード：18170551）
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

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】174110  長野市営陸上競技場

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
05/05 男子 松下 絆(6) 3,30.3 花澤 楓也(6) 3,30.8 長橋 博向(6) 3,32.0 吉田 龍馬(6) 3,34.9 野島 将夫(5) 3,36.3 和田 陽輔(6) 3,37.1 矢花 海空(5) 3,40.9 神保 帆希(5) 3,43.7

1000ｍ 小学･大町南 小学･白馬北 小学･穂高西AC 小学･八坂 小学･安曇野かけっこ 小学･安曇野かけっこ 小学･堀金 小学･安曇野かけっこ
05/05  +2.5 糸氏 琉人(6) 17.0 坂中 悠惺(6) 19.3 都築 隼人(5) 19.8 和田 光子郎(5) 21.8 丸山 直也(5) 21.8

80mH(0.700m) 小学･白馬北 小学･大町東 小学･明南 小学･大町東 小学･大町東
05/05 小林 博(6) 1.15 西澤 怜也(6) 1.15 児野 幹(6) 1.10 大和田 優一(6) 1.05 下村 岳輝(6) 1.05 小山 颯斗(6) 0.95

走高跳 小学･大町東 小学･大町東 小学･安曇野かけっこ 小学･豊科北 小学･大町東 小学･白馬南
05/05 西尾 誓(6) 4.51(-0.3) 萩原 賢太郎(6) 4.01(-2.0) 大塚 蒼空(5) 3.75(-1.3) 栗林 琉翔(6) 3.74(-0.3) 奥原 響(5) 3.61(-0.7) 木下 陽真人(6) 3.53(-0.9) 峰田 紡(6) 3.47(-0.9) 神保 帆希(5) 3.42(-2.4)

走幅跳 小学･穂高西AC GR 小学･穂高西AC GR 小学･大町北 小学･大町西 小学･穂高西AC 小学･堀金 小学･穂高西AC 小学･安曇野かけっこ
05/05 小林 一輝(6) 51.46 腰原 陸也(6) 49.64 西尾 誓(6) 41.13 鎌田 稜己(6) 40.69 小林 由弥(6) 40.12 森屋 将人(6) 39.47 牧田 大輝(5) 38.57 岡江 翔音(5) 38.10

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･大町東 GR 小学･会染 GR 小学･穂高西AC 小学･安曇野かけっこ 小学･大町西 小学･池田 小学･穂高西AC 小学･大町南
05/05 4年男子  +2.4 矢倉 幸(4) 15.2 藤野 一太(4) 15.6 藤岡 佑樹(4) 15.9 松坂 奏汰(4) 16.1 平沢 凌生(4) 16.1 海川 瑛大(4) 16.1 浅田 成穂(4) 16.2 木村 遙太(4) 16.9

100m 小学･穂高西AC 小学･大町西 小学･大町南 小学･大町東 小学･穂高北 小学･大町北 小学･池田 小学･明南
05/05 5年男子  +0.9 中尾 グスタボ(5) 14.8 大塚 蒼空(5) 15.3 中山 諒哉(5) 15.3 内川 誠一朗(5) 15.5 浜田 ｲｻﾞｷｴｲｷ(5) 15.8 竹内 淳起(5) 15.8 牧田 大輝(5) 16.0 杉本 葵玖(5) 16.2

100ｍ 小学･白馬南 小学･大町北 小学･明南 小学･明南 小学･大町東 小学･堀金 小学･穂高西AC 小学･会染
05/05 6年男子  +3.6 新田 晃平(6) 14.1 下村 岳輝(6) 14.8 花澤 楓也(6) 14.9 牛丸 哉人(6) 15.0 和田 陽輔(6) 15.0 長谷川 湧心(6) 15.2 相澤 伸一(6) 15.2 百瀬 柾宏(6) 15.2

100ｍ 小学･穂高西AC 小学･大町東 小学･白馬北 小学･堀金 小学･安曇野かけっこ 小学･堀金 小学･会染 小学･堀金



決勝 5月5日 10:35

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

[ 1組] [ 2組]

 1 長橋 博向(6) 小学    3,32.0  1 松下 絆(6) 小学    3,30.3 
ﾅｶﾞﾊｼ ﾋﾛﾑ 穂高西AC ﾏﾂｼﾀ ﾊﾞﾝ 大町南

 2 吉田 龍馬(6) 小学    3,34.9  2 花澤 楓也(6) 小学    3,30.8 
ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 八坂 ﾊﾅｻﾞﾜ ﾌｳﾔ 白馬北

 3 和田 陽輔(6) 小学    3,37.1  3 野島 将夫(5) 小学    3,36.3 
ﾜﾀﾞ ﾖｳｽｹ 安曇野かけっこ ﾆｼﾞﾏ ﾏｻｵ 安曇野かけっこ

 4 神保 帆希(5) 小学    3,43.7  4 矢花 海空(5) 小学    3,40.9 
ｼﾞﾝﾎﾞ ﾎﾏﾚ 安曇野かけっこ ﾔﾊﾞﾅﾐｿﾗ 堀金

 5 小林 朋弥(5) 小学    3,45.6  5 宮嶋 丈瑠(5) 小学    3,44.2 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾔ 大町南 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾙ 小谷

 6 中沢 聡仁(5) 小学    3,49.9  6 山田 瑛己(5) 小学    3,46.0 
ﾅｶｻﾞﾜ ｱｷﾋﾄ 穂高北 ﾔﾏﾀﾞｴｲｷ 安曇野かけっこ

 7 高根 初雪(5) 小学    3,51.7  7 守屋 大翔(6) 小学    3,55.9 
ﾀｶﾈ ﾊﾂｷ 大町東 ﾓﾘﾔ ﾀﾞｲﾄ 大町東

 8 上井 友樹也(5) 小学    3,58.9  8 奥原 星(6) 小学    3,57.3 
ｳﾜｲ ﾕｷﾔ 明南 ｵｸﾊﾗ ｾｲ 大町南

 9 荒井 颯也(5) 小学    4,06.3  9 小川 泰輝(5) 小学    3,59.4 
ｱﾗｲ ｿｳﾔ 大町南 ｵｶﾞﾜ ﾀｲｷ 穂高北

10 佐藤 瑠紀(5) 小学    4,13.9 10 山﨑 陽向(5) 小学    4,00.7 
ｻﾄｳ ﾙｷ 明南 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 明南

11 傳刀 誠真(6) 小学    4,24.1 11 柴田 樹(5) 小学    4,04.3 
ﾃﾞﾝﾄﾞｳ ｾｲﾏ 大町東 ｼﾊﾞﾀ ｲﾂｷ 穂高西AC

12 井原 琉太(5) 小学    4,31.5 12 藤井 晴成(6) 小学    4,12.0 
ｲﾊﾗ ﾘｭｳﾀ 穂高西AC ﾌｼﾞｲ  ﾊﾙﾅﾘ 明南

13 井口 兼一(5) 小学    4,55.7 13 淺野 輝(5) 小学    4,13.9 
ｲｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ 穂高西AC ｱｻﾉ ﾃﾙ 穂高西AC
山田 緑美(5) 小学 14 石坂 綾人(5) 小学    4,15.4 
ﾔﾏﾀﾞ ｴﾝﾐ 白馬北 ｲｼｻﾞｶ ｱﾔﾄ 大町西
小山 颯斗(6) 小学 林 暖翔(6) 小学
ｺﾔﾏ ﾊﾔﾄ 白馬南 ﾊﾔｼ ﾊﾙﾄ 白馬南 欠場
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   1 松下 絆(6) 小学 大町南     3,30.3   2   1
   2 花澤 楓也(6) 小学 白馬北     3,30.8   2   2
   3 長橋 博向(6) 小学 穂高西AC     3,32.0   1   1
   4 吉田 龍馬(6) 小学 八坂     3,34.9   1   2
   5 野島 将夫(5) 小学 安曇野かけっこ     3,36.3   2   3
   6 和田 陽輔(6) 小学 安曇野かけっこ     3,37.1   1   3
   7 矢花 海空(5) 小学 堀金     3,40.9   2   4
   8 神保 帆希(5) 小学 安曇野かけっこ     3,43.7   1   4
   9 宮嶋 丈瑠(5) 小学 小谷     3,44.2   2   5
  10 小林 朋弥(5) 小学 大町南     3,45.6   1   5
  11 山田 瑛己(5) 小学 安曇野かけっこ     3,46.0   2   6
  12 中沢 聡仁(5) 小学 穂高北     3,49.9   1   6
  13 高根 初雪(5) 小学 大町東     3,51.7   1   7
  14 守屋 大翔(6) 小学 大町東     3,55.9   2   7
  15 奥原 星(6) 小学 大町南     3,57.3   2   8
  16 上井 友樹也(5) 小学 明南     3,58.9   1   8
  17 小川 泰輝(5) 小学 穂高北     3,59.4   2   9
  18 山﨑 陽向(5) 小学 明南     4,00.7   2  10
  19 柴田 樹(5) 小学 穂高西AC     4,04.3   2  11
  20 荒井 颯也(5) 小学 大町南     4,06.3   1   9
  21 藤井 晴成(6) 小学 明南     4,12.0   2  12
  22 佐藤 瑠紀(5) 小学 明南     4,13.9   1  10
  22 淺野 輝(5) 小学 穂高西AC     4,13.9   2  13
  24 石坂 綾人(5) 小学 大町西     4,15.4   2  14
  25 傳刀 誠真(6) 小学 大町東     4,24.1   1  11
  26 井原 琉太(5) 小学 穂高西AC     4,31.5   1  12
  27 井口 兼一(5) 小学 穂高西AC     4,55.7   1  13
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決勝 5月5日 11:00

県小記録            11.72
大会新  (GR )       14.8 

風速 +2.5

 1 糸氏 琉人(6) 小学      17.0 
ｲﾄｳｼﾞ ﾘｭｳﾄ 白馬北

 2 坂中 悠惺(6) 小学      19.3 
ｻｶﾅｶ ﾕｳｾｲ 大町東

 3 都築 隼人(5) 小学      19.8 
ﾂﾂﾞｷ ﾊﾔﾄ 明南

 4 和田 光子郎(5) 小学      21.8 
ﾜﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ 大町東

 5 丸山 直也(5) 小学      21.8 
ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵﾔ 大町東
山田 緑美(5) 小学
ﾔﾏﾀﾞ ｴﾝﾐ 白馬北

7    14
欠場

6    74

4    76

3   150

2    62

5    12

男子

80ｍＨ（0.700ｍ）   
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氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.



決勝 5月5日  9:00

県小記録             1.46
大会新  (GR )        1.25

小林 博(6) 小学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ 大町東
西澤 怜也(6) 小学
ﾆｼｻﾞﾜ ﾚｲﾔ 大町東
児野 幹(6) 小学
ﾁｺﾞﾉ ﾐｷ 安曇野かけっこ
大和田 優一(6) 小学
ｵｵﾜﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 豊科北
下村 岳輝(6) 小学
ｼﾓﾑﾗ ﾀｶｱｷ 大町東
小山 颯斗(6) 小学
ｺﾔﾏ ﾊﾔﾄ 白馬南

 1.05

6 2    21  0.95

XXXO O O

O O XXX

5 5    63

O XXX

XO

- O XO

 1.10- O

 1.054 4   218

XO O XXX-3 6   262

XXXO XO XO- XO O

 1.15O O

 1.152 3    66

XXXO XO XO-1 1    61
1m201m10 1m15ﾅﾝﾊﾞｰ 備考m90 m95所属名 記録1m00 1m05氏  名順位 試技

男子

走高跳              

決勝



決勝 5月5日  9:00

県小記録             5.47
大会新  (GR )        3.78

西尾 誓(6) 小学   4.33   4.42   4.51   4.03   4.30   3.81    4.51 大会新
ﾆｼｵ ｾｲ 穂高西AC   -2.3   -1.5   -0.3   -1.4   +1.8   -4.8    -0.3
萩原 賢太郎(6) 小学   3.66   3.89    X   3.97    X   4.01    4.01 大会新
ﾊｷﾞﾜﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 穂高西AC   -2.6   -2.4   -2.5   -2.0    -2.0
大塚 蒼空(5) 小学   3.40   3.75    X   3.38   3.28   3.52    3.75 
ｵｵﾂｶ ｿﾗ 大町北   -1.4   -1.3   -0.3   +0.1   -0.4    -1.3
栗林 琉翔(6) 小学   3.63   3.53   3.74   3.55   3.48   3.30    3.74 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾙｶ 大町西   -2.2   -2.7   -0.3   -1.2   -0.4   -2.4    -0.3
奥原 響(5) 小学   3.32   3.60   3.52   3.61   3.51   3.34    3.61 
ｵｸﾊﾗ ﾋﾋﾞｷ 穂高西AC   -3.0   -0.9   +0.2   -0.7   +0.1   -3.9    -0.7
木下 陽真人(6) 小学   3.42   3.10   3.50   3.53   3.30   3.44    3.53 
ｷﾉｼﾀﾔﾏﾄ 堀金    0.0   -0.3   -1.3   -0.9   -0.4   -2.4    -0.9
峰田 紡(6) 小学   3.37   3.34   3.47   3.02   3.38   3.44    3.47 
ﾐﾈﾀ ﾂﾑｸﾞ 穂高西AC   -2.1   -0.8   -0.9   -1.9   +0.6   -1.3    -0.9
神保 帆希(5) 小学   2.94   3.11   3.42   3.38    -    -    3.42 
ｼﾞﾝﾎﾞ ﾎﾏﾚ 安曇野かけっこ   -0.5   -1.1   -2.4   +0.3    -2.4
中嶋 俊樹(6) 小学   3.23   3.21   3.35    3.35 
ﾅｶｼﾞﾏﾄｼｷ 堀金   -1.4   -0.5   -1.5    -1.5
野島 将夫(5) 小学   3.08   3.14   3.30    3.30 
ﾆｼﾞﾏ ﾏｻｵ 安曇野かけっこ   -1.8   -2.0   -0.2    -0.2
百瀬 唯希(5) 小学   2.89   3.30   2.90    3.30 
ﾓﾓｾ ﾕｲｷ 安曇野かけっこ   -1.0   -1.2   -1.3    -1.2
西澤 和真(6) 小学   2.80   2.82   3.00    3.00 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 松川    0.0   -0.7   -2.2    -2.2
仁科 悠佳(6) 小学   2.49   2.56   2.70    2.70 
ﾆｼﾅ ﾊﾙｶ 大町西   -2.3   -3.8   -2.4    -2.4
内藤 崚(5) 小学    X   2.66    X    2.66 
ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳ 白馬南   -0.6    -0.6
小林 朋弥(5) 小学    X   2.60    X    2.60 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾔ 大町南   -0.3    -0.3
中畑 悠輝(6) 小学    X    X   2.50    2.50 
ﾅｶﾊﾀ ﾕｳｷ 明南    0.0     0.0
髙柳 遥斗(5) 小学    X    X    X
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾊﾙﾄ 穂高北
小合澤 音人(5) 小学 欠場
ｺｱｲｻﾞﾜ ﾈｲﾄ 穂高北
諏訪 光哉(5) 小学 欠場
ｽﾜ ｺｳﾔ 大町北
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決勝 5月5日  9:00

県小記録            60.18
大会新  (GR )       48.59

小林 一輝(6) 小学 大会新
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 大町東
腰原 陸也(6) 小学 大会新
ｺｼﾊﾗ ﾘｸﾔ 会染
西尾 誓(6) 小学
ﾆｼｵ ｾｲ 穂高西AC
鎌田 稜己(6) 小学
ｶﾏﾀﾞ ｲｽﾞｷ 安曇野かけっこ
小林 由弥(6) 小学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ 大町西
森屋 将人(6) 小学
ﾓﾘﾔ ﾏｻﾄ 池田
牧田 大輝(5) 小学
ﾏｷﾀ ﾀﾞｲｷ 穂高西AC
岡江 翔音(5) 小学
ｵｶｴ ｼｮｳﾄ 大町南
花岡 佑紀(5) 小学
ﾊﾅｵｶ ﾕｳｷ 穂高北
西澤 和真(6) 小学
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 松川
井原 琉太(5) 小学
ｲﾊﾗ ﾘｭｳﾀ 穂高西AC
鈴木 健斗(6) 小学
ｽｽﾞｷ ｹﾝﾄ 安曇野かけっこ
諏訪 光哉(5) 小学
ｽﾜ ｺｳﾔ 大町北
傘木 雄聖(5) 小学
ｶｻｷﾞ ﾕｳｾｲ 大町北
内藤 崚(5) 小学
ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳ 白馬南
糸氏 琉人(6) 小学
ｲﾄｳｼﾞ ﾘｭｳﾄ 白馬北
藤原 奏太(5) 小学
ﾌｼﾞﾊﾗ ｿｳﾀ 大町北
中畑 悠輝(6) 小学
ﾅｶﾊﾀ ﾕｳｷ 明南
山田 悠太郎(6) 小学
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 安曇野かけっこ
児野 幹(6) 小学 欠場
ﾁｺﾞﾉ ﾐｷ 安曇野かけっこ
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予選 5月5日  8:45
決勝 5月5日 11:25

県小記録            12.27
大会新  (GR )            

[ 1組] 風速 +2.2 [ 2組] 風速 +1.1

 1 矢倉 幸(4) 小学      15.4 Q  1 海川 瑛大(4) 小学      16.6 Q
ﾔｸﾞﾗ ｺｳ 穂高西AC ｳﾐｶﾜ ｴｲﾀ 大町北

 2 松坂 奏汰(4) 小学      16.4 q  2 松澤 晃佑(4) 小学      16.9 
ﾏﾂｻﾞｶ ｶﾅﾀ 大町東 ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 白馬南

 3 西嶋 飛翔(4) 小学      17.2  3 髙橋 朱里(4) 小学      17.2 
ﾆｼｼﾞﾏ  ﾂﾊﾞｻ 豊科北 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾘ 大町東

 4 西澤 輝流(4) 小学      18.3  4 矢口 大翔(4) 小学      18.0 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾋｶﾙ 穂高北 ﾔｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 穂高西AC

 5 内山 勇輝(4) 小学      19.0  5 白澤 伸覧(4) 小学      19.0 
ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｷ 明南 ｼﾗｻﾜ ﾉﾗﾝ 松川

 6 髙木 優成(4) 小学      22.4 中嶋 夕(4) 小学
ﾀｶｷﾞ ﾕｳｾｲ 会染 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳ 明南

[ 3組] 風速 +1.9 [ 4組] 風速 +1.1

 1 浅田 成穂(4) 小学      16.2 Q  1 藤岡 佑樹(4) 小学      16.0 Q
ｱｻﾀﾞ ﾅｵ 池田 ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳｷ 大町南

 2 木村 遙太(4) 小学      16.3 q  2 村上 隼仁(4) 小学      16.5 
ｷﾑﾗ ﾖｳﾀ 明南 ﾑﾗｶﾐﾊﾔﾄ 堀金

 3 宮里 昂志(4) 小学      16.6  3 花村 武琉(4) 小学      16.6 
ﾐﾔｻﾞﾄ ｺｳｼ 松川 ﾊﾅﾑﾗ ﾀｹﾙ 豊科北

 4 続麻 世稀(4) 小学      16.8  4 加々美 雄陽(4) 小学      17.0 
ﾂﾂﾞｵ ﾖﾏ 大町西 ｶｶﾞﾐ ﾕｳﾋ 明南

 5 相澤 有輝(4) 小学      17.0  5 尾川 明嶺(4) 小学      17.5 
ｱｲｻﾞﾜ ﾕｳｷ 穂高西AC ｵｶﾞﾜ ｱｷﾐﾈ 会染

 6 黒岩 侑眞(4) 小学      18.5  6 山﨑 駿斗(4) 小学      18.0 
ｸﾛｲﾜ ﾕｳﾏ 穂高北 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｭﾝﾄ 大町東

[ 5組] 風速 +1.8

 1 藤野 一太(4) 小学      15.9 Q
ﾌｼﾞﾉ ｲﾁﾀ 大町西

 2 平沢 凌生(4) 小学      16.4 q
ﾋﾗｻﾜ ﾘｮｳ 穂高北

 3 中澤 侑己(4) 小学      17.0 
ﾅｶｻﾞﾜﾕｳｷ 堀金

 4 西田 太陽(4) 小学      17.1 
ﾆｼﾀﾞ ﾀｲﾖｳ 大町南

 5 平林 龍太郎(4) 小学      19.7 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾀﾛｳ 穂高西AC

風速 +2.4

 1 矢倉 幸(4) 小学      15.2 
ﾔｸﾞﾗ ｺｳ 穂高西AC

 2 藤野 一太(4) 小学      15.6 
ﾌｼﾞﾉ ｲﾁﾀ 大町西

 3 藤岡 佑樹(4) 小学      15.9 
ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳｷ 大町南

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

 5 平沢 凌生(4) 小学      16.1 
ﾋﾗｻﾜ ﾘｮｳ 穂高北

 6 海川 瑛大(4) 小学      16.1 
ｳﾐｶﾜ ｴｲﾀ 大町北

 7 浅田 成穂(4) 小学      16.2 
ｱｻﾀﾞ ﾅｵ 池田

 8 木村 遙太(4) 小学      16.9 
ｷﾑﾗ ﾖｳﾀ 明南
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予選 5月5日  9:35
決勝 5月5日 11:35

県小記録            12.27
大会新  (GR )       14.6 

[ 1組] 風速 +1.8 [ 2組] 風速 +0.7

 1 竹内 淳起(5) 小学      15.8 Q  1 大塚 蒼空(5) 小学      15.6 Q
ﾀｹｳﾁｱﾂｷ 堀金 ｵｵﾂｶ ｿﾗ 大町北

 2 浜田 ｲｻﾞｷｴｲｷ(5) 小学      16.2 Q  2 中山 諒哉(5) 小学      15.7 Q
ﾊﾏﾀﾞ ｲｻﾞｷｴｲｷ 大町東 ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 明南

 3 内川 浩太朗(5) 小学      16.6  3 牧田 大輝(5) 小学      16.0 q
ｳﾁｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 明南 ﾏｷﾀ ﾀﾞｲｷ 穂高西AC

 4 野村 和音(5) 小学      16.8  4 杉本 葵玖(5) 小学      16.1 q
ﾉﾑﾗ ﾅｵ 穂高北 ｽｷﾞﾓﾄ ｱｲｸ 会染

 5 上條 大翔(5) 小学      17.1  5 武田 創志(5) 小学      16.4 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾛﾄ 穂高西AC ﾀｹﾀﾞ ｿｳｼ 白馬南

 6 山田 瑛己(5) 小学      17.2 
ﾔﾏﾀﾞｴｲｷ 安曇野かけっこ

[ 3組] 風速 +1.2

 1 中尾 グスタボ(5)小学      14.9 Q
ﾅｶｵ ｸﾞｽﾀﾎﾞ 白馬南

 2 内川 誠一朗(5) 小学      16.2 Q
ｳﾁｶﾜ ｾｲｲﾁﾛｳ 明南

 3 橫澤 颯心(5) 小学      16.9 
ﾖｺｻﾜ ｿｳｼ 大町東

 4 百瀬 唯希(5) 小学      17.2 
ﾓﾓｾ ﾕｲｷ 安曇野かけっこ

 5 矢口 月輝(5) 小学      20.0 
ﾔｸﾞﾁ ﾙｷ 穂高北

風速 +0.9

 1 中尾 グスタボ(5)小学      14.8 
ﾅｶｵ ｸﾞｽﾀﾎﾞ 白馬南

 2 大塚 蒼空(5) 小学      15.3 
ｵｵﾂｶ ｿﾗ 大町北

 3 中山 諒哉(5) 小学      15.3 
ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 明南

 4 内川 誠一朗(5) 小学      15.5 
ｳﾁｶﾜ ｾｲｲﾁﾛｳ 明南

 5 浜田 ｲｻﾞｷｴｲｷ(5) 小学      15.8 
ﾊﾏﾀﾞ ｲｻﾞｷｴｲｷ 大町東

 6 竹内 淳起(5) 小学      15.8 
ﾀｹｳﾁｱﾂｷ 堀金

 7 牧田 大輝(5) 小学      16.0 
ﾏｷﾀ ﾀﾞｲｷ 穂高西AC

 8 杉本 葵玖(5) 小学      16.2 
ｽｷﾞﾓﾄ ｱｲｸ 会染
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予選 5月5日 10:15
決勝 5月5日 11:45

県小記録            12.27
大会新  (GR )       13.3 

[ 1組] 風速 +1.3 [ 2組] 風速 -0.8

 1 長谷川 湧心(6) 小学      15.1 Q  1 新田 晃平(6) 小学      14.5 Q
ﾊｾｶﾞﾜﾕｳｼﾝ 堀金 ﾆｯﾀ ｺｳﾍｲ 穂高西AC

 2 相澤 伸一(6) 小学      15.3 Q  2 和田 陽輔(6) 小学      15.4 Q
ｱｲｻﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 会染 ﾜﾀﾞ ﾖｳｽｹ 安曇野かけっこ

 3 鈴木 健斗(6) 小学      15.7  3 百瀬 柾宏(6) 小学      15.4 q
ｽｽﾞｷ ｹﾝﾄ 安曇野かけっこ ﾓﾓｾﾏｻﾋﾛ 堀金

 4 坂中 悠惺(6) 小学      15.9  4 牛越 啓太(6) 小学      15.6 
ｻｶﾅｶ ﾕｳｾｲ 大町東 ｳｼｺｼ ｹｲﾀ 穂高北
林 暖翔(6) 小学  5 原 直生(6) 小学      16.5 
ﾊﾔｼ ﾊﾙﾄ 白馬南 ﾊﾗ ﾅｵｷ 大町東
横山 純平(6) 小学 柏原 康成(6) 小学
ﾖｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大町南 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｺｳｾｲ 白馬南

[ 3組] 風速 +1.1

 1 下村 岳輝(6) 小学      14.8 Q
ｼﾓﾑﾗ ﾀｶｱｷ 大町東

 2 花澤 楓也(6) 小学      15.0 Q
ﾊﾅｻﾞﾜ ﾌｳﾔ 白馬北

 3 牛丸 哉人(6) 小学      15.1 q
ｳｼﾏﾙｶﾅﾄ 堀金

 4 水間 奏太(6) 小学      16.4 
ﾐｽﾞﾏ ｿｳﾀ 穂高北

 5 小林 颯生(6) 小学      16.9 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾂｷ 穂高西AC

風速 +3.6

 1 新田 晃平(6) 小学      14.1 
ﾆｯﾀ ｺｳﾍｲ 穂高西AC

 2 下村 岳輝(6) 小学      14.8 
ｼﾓﾑﾗ ﾀｶｱｷ 大町東

 3 花澤 楓也(6) 小学      14.9 
ﾊﾅｻﾞﾜ ﾌｳﾔ 白馬北

 4 牛丸 哉人(6) 小学      15.0 
ｳｼﾏﾙｶﾅﾄ 堀金

 5 和田 陽輔(6) 小学      15.0 
ﾜﾀﾞ ﾖｳｽｹ 安曇野かけっこ

 6 長谷川 湧心(6) 小学      15.2 
ﾊｾｶﾞﾜﾕｳｼﾝ 堀金

 7 相澤 伸一(6) 小学      15.2 
ｱｲｻﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 会染

 8 百瀬 柾宏(6) 小学      15.2 
ﾓﾓｾﾏｻﾋﾛ 堀金

2   246

7   129

5   247

8   266

1   245

4    13

3    63

所属名 記録／備考
6   201

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

2   206

5   167

6   245

3    13

4    63
氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

2    23
欠場

7    67

4   168

3   246

6   266

5   201
氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

5    83
欠場

4    22
欠場

6    62

2   268

No.

7   129

3   247

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

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ


	表紙
	決勝記録一覧表
	男子 1000ｍ
	男子 80ｍＨ（0.700ｍ）
	男子 走高跳
	男子 走幅跳
	男子 ジャベリックボール投
	4年男子 100m
	5年男子 100ｍ
	6年男子 100ｍ

