
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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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
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
05/05 4年混合     白馬北     1,08.9 豊科北(A)     1,09.1 会染     1,09.2 豊科北(B)     1,11.1 明南     1,12.3 白馬南     1,14.8 

4×100mR 佐藤 なら(4) 髙橋 光(4) 小坂 康子(4) 平井 ゆな(4) 内山 僚太(4) 中村 妟(4)
丸山 晴嵩(4) 杉本 祐樹(4) 小柳 珠々(4) 等々力 蒼空(4) 下里 莉夢(4) 小山 廉斗(4)
塩島 ゆめ(4) 吉池　葵音(4) 栗林 恒至(4) 武田　詩乃(4) 中澤 乙葉(4) 柏原 一順(4)
橋本 岳音(4) 山口 日和(4) 佐野 煌馬(4) 藤松 明永(4) 安里 直人(4) 草本 にこら(4)

05/05 5･6年混合   豊科北(A)       59.9 松川(A)     1,00.9 松川(B)     1,01.6 明南(B)     1,02.5 明南(C)     1,03.7 豊科北(B)     1,03.7 小谷(A)     1,05.4 
4×100ｍR 後藤 健太(6) 丸山 航汰(6) 小林 実晴(6) 日高 のん(6) 堀内 颯太(6) 真野 結奈(6) 宮澤 結宇(6)

緑川 かなで(6) 楜澤 功大(6) 梨子田 乃々果(6) 百瀬 穂乃花(6) 白板 紗羽(6) 木村 湊(6) 深澤 彩月(6)
岩﨑 未空(6) 北沢 真輝(6) 堀 汰成(6) 宮下 虎汰郎(6) 北原 蒼空(6) 平井 永遠(6) 矢口 琉楓(6)
松澤 悠(6) 横澤 咲蘭(6) 早川 響太(6) 皆川 朔太郎(6) 遠藤 優依(6) 林 奨真(6) 松澤 和壱(6)



決勝 5月5日 11:55

大会新  (GR )       40.0 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 白馬北    17 佐藤 なら(4)    1,08.9 

ﾊｸﾊﾞｷﾀ ｻﾄｳ ﾅﾗ
   20 丸山 晴嵩(4)

ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾙﾀｶ
   18 塩島 ゆめ(4)

ｼｵｼﾞﾏ ﾕﾒ
   19 橋本 岳音(4)

ﾊｼﾓﾄ ﾔﾏﾄ
 2   4 豊科北(A)   240 髙橋 光(4)    1,09.1 

ﾄﾖｼﾅｷﾀA ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ
  239 杉本 祐樹(4)

ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳｷ
  237 吉池　葵音(4)

ﾖｼｲｹ ｱｵｲ
  238 山口 日和(4)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾖﾘ
 3   6 会染   132 小坂 康子(4)    1,09.2 

ｱｲｿﾒ ｺｻｶ ｺｳｺ
  133 小柳 珠々(4)

ｺﾔﾅｷﾞ ｽｽﾞ
  135 栗林 恒至(4)

ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｺｳｼ
  134 佐野 煌馬(4)

ｻﾉ ｺｳﾏ
 4   8 豊科北(B)   241 平井 ゆな(4)    1,11.1 

ﾄﾖｼﾅｷﾀB ﾋﾗｲ ﾕﾅ
  243 等々力 蒼空(4)

ﾄﾄﾞﾘｷ ｿﾗ
  242 武田　詩乃(4)

ﾀｹﾀﾞ ｼﾉ
  244 藤松 明永(4)

ﾌｼﾞﾏﾂ ｱｷﾄ
 5   3 明南   166 内山 僚太(4)    1,12.3 

ﾒｲﾅﾝ ｳﾁﾔﾏ ﾘｮｳﾀ
  163 下里 莉夢(4)

ｼﾓﾀ ﾘﾑ
  164 中澤 乙葉(4)

ﾅｶｻﾞﾜ ｵﾄﾊ
  165 安里 直人(4)

ｱｻﾄ ﾅｵﾄ
 6   2 白馬南    34 中村 妟(4)    1,14.8 

ﾊｸﾊﾞﾐﾅﾐ ﾅｶﾑﾗ ｱﾝ
   37 小山 廉斗(4)

ｺﾔﾏ ﾚﾝﾄ
   36 柏原 一順(4)

ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｲﾖﾘ
   35 草本 にこら(4)

ｸｻﾓﾄ ﾆｺﾗ
  7 松川   104 望月 翔天(4)

ﾏﾂｶﾜ ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳﾏ 失格
  103 松澤 聖斗(4)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾏｻﾄ
  102 望月 清世(4)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｷﾖ
  101 曽根原 花(4)

ｿﾈﾊﾗ ﾊﾅ

4年混合       

4×100mR            

決勝



予選 5月5日  8:30
決勝 5月5日 12:00

大会新  (GR )            

[ 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   4 豊科北(A)   227 後藤 健太(6)    1,01.2 Q  1   2 松川(A)   108 丸山 航汰(6)    1,01.7 Q

ﾄﾖｼﾅｷﾀA ｺﾞﾄｳ ｹﾝﾀ ﾏﾂｶﾜA ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾀ
  226 緑川 かなで(6)   107 楜澤 功大(6)

ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｶﾅﾃﾞ ｸﾙﾐｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ
  225 岩﨑 未空(6)   105 北沢 真輝(6)

ｲﾜｻｷ ﾐｿﾗ ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｷ
  228 松澤 悠(6)   106 横澤 咲蘭(6)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳ ﾖｺｻﾜ ｻﾗ
 2   7 松川(B)   109 小林 実晴(6)    1,02.1 Q  2   4 明南(B)   156 日高 のん(6)    1,02.3 Q

ﾏﾂｶﾜB ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾊﾙ ﾒｲﾅﾝB ﾋﾀﾞｶ ﾉn
  110 梨子田 乃々果(6)   155 百瀬 穂乃花(6)

ﾅｼﾀﾞ ﾉﾉｶ ﾓﾓｾ ﾎﾉｶ
  112 堀 汰成(6)   158 宮下 虎汰郎(6)

ﾎﾘ ﾀｲｾｲ ﾐﾔｼﾀ ｺﾀﾛｳ
  111 早川 響太(6)   157 皆川 朔太郎(6)

ﾊﾔｶﾜ ｷｮｳﾀ ﾐﾅｶﾞﾜ ｻｸﾀﾛｳ
 3   6 豊科北(B)   230 真野 結奈(6)    1,03.6 Q  3   5 豊科北(C)   234 小林 美悠(5)    1,04.7 Q

ﾄﾖｼﾅｷﾀB ﾏﾉ ﾕｲﾅ ﾄﾖｼﾅｷﾀC ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｳ
  229 木村 湊(6)   233 山本 妃世利(5)

ｷﾑﾗ ﾐﾅﾄ ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾖﾘ
  231 平井 永遠(6)   235 平林 慶悟(5)

ﾋﾗｲ ﾄﾜ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲｺﾞ
  232 林 奨真(6)   236 東村 泰介(5)

ﾊﾔｼ ｼｮｳﾏ ﾋｶﾞｼﾑﾗ ﾀｲｽｹ
 4   2 明南(C)   153 堀内 颯太(6)    1,04.0 q  4   3 穂高北   190 滝川 恵(5)    1,07.9 

ﾒｲﾅﾝC ﾎﾘｳﾁ ｿｳﾀ ﾎﾀｶｷﾀ ﾀｷｶﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ
  152 白板 紗羽(6)   191 大久保 将人(5)

ｼﾗｲﾀ ｻﾜ ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾄ
  154 北原 蒼空(6)   192 岡本 奏也(5)

ｷﾀﾊﾗ ｿﾗ ｵｶﾓﾄ ｿｳﾔ
  151 遠藤 優依(6)   189 今水 咲優里(5)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｲ ｲﾏﾐｽﾞ ｻﾕﾘ
 5   5 小谷(A)     4 深澤 彩月(6)    1,05.9 q  5   7 小谷(B)     9 齋藤 樹里(5)    1,08.4 

ｵﾀﾘA ﾌｶｻﾜ ｻﾂｷ ｵﾀﾘB ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾘ
    6 矢口 琉楓(6)     8 村越 千早(5)

ﾔｸﾞﾁ ﾙｶ ﾑﾗｺｼ ﾁﾊﾔ
    5 宮澤 結宇(6)    10 細澤 蒼太(5)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳ ﾎｿｻﾞﾜ ｿｳﾀ
    7 松澤 和壱(6)    11 岸本 太陽(6)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾜｲﾁ ｷｼﾓﾄ ﾀｲﾖｳ
 6   3 池田   120 竹村 羽未(6)    1,09.4  6   6 明南(A)   160 矢口 心那(6)    1,08.4 

ｲｹﾀﾞ ﾀｹﾑﾗ ｳﾐ ﾒｲﾅﾝA ﾔｸﾞﾁ ｺｺﾅ
  122 小田切 煌(6)   159 山本 彩央(6)

ｵﾀｷﾞﾘ ｺｳ ﾔﾏﾓﾄ ｻﾅ
  121 山本 凛乃(6)   162 加々美 歩夢(6)

ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾉ ｶｶﾞﾐ ｱﾕﾑ
  123 勝野 瑞樹(6)   161 花村 優斗(6)

ｶﾂﾉ ﾐｽﾞｷ ﾊﾅﾑﾗ ﾕｳﾄ

5･6年混合     

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   3 豊科北(A)   227 後藤 健太(6)      59.9 

ﾄﾖｼﾅｷﾀA ｺﾞﾄｳ ｹﾝﾀ
  226 緑川 かなで(6)

ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｶﾅﾃﾞ
  225 岩﨑 未空(6)

ｲﾜｻｷ ﾐｿﾗ
  228 松澤 悠(6)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳ
 2   4 松川(A)   108 丸山 航汰(6)    1,00.9 

ﾏﾂｶﾜA ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾀ
  107 楜澤 功大(6)

ｸﾙﾐｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ
  105 北沢 真輝(6)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｷ
  106 横澤 咲蘭(6)

ﾖｺｻﾜ ｻﾗ
 3   6 松川(B)   109 小林 実晴(6)    1,01.6 

ﾏﾂｶﾜB ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾊﾙ
  110 梨子田 乃々果(6)

ﾅｼﾀﾞ ﾉﾉｶ
  112 堀 汰成(6)

ﾎﾘ ﾀｲｾｲ
  111 早川 響太(6)

ﾊﾔｶﾜ ｷｮｳﾀ
 4   5 明南(B)   156 日高 のん(6)    1,02.5 

ﾒｲﾅﾝB ﾋﾀﾞｶ ﾉn
  155 百瀬 穂乃花(6)

ﾓﾓｾ ﾎﾉｶ
  158 宮下 虎汰郎(6)

ﾐﾔｼﾀ ｺﾀﾛｳ
  157 皆川 朔太郎(6)

ﾐﾅｶﾞﾜ ｻｸﾀﾛｳ
 5   2 明南(C)   153 堀内 颯太(6)    1,03.7 

ﾒｲﾅﾝC ﾎﾘｳﾁ ｿｳﾀ
  152 白板 紗羽(6)

ｼﾗｲﾀ ｻﾜ
  154 北原 蒼空(6)

ｷﾀﾊﾗ ｿﾗ
  151 遠藤 優依(6)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｲ
 6   8 豊科北(B)   230 真野 結奈(6)    1,03.7 

ﾄﾖｼﾅｷﾀB ﾏﾉ ﾕｲﾅ
  229 木村 湊(6)

ｷﾑﾗ ﾐﾅﾄ
  231 平井 永遠(6)

ﾋﾗｲ ﾄﾜ
  232 林 奨真(6)

ﾊﾔｼ ｼｮｳﾏ
 7   1 小谷(A)     5 宮澤 結宇(6)    1,05.4 

ｵﾀﾘA ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳ
    4 深澤 彩月(6)

ﾌｶｻﾜ ｻﾂｷ
    6 矢口 琉楓(6)

ﾔｸﾞﾁ ﾙｶ
    7 松澤 和壱(6)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾜｲﾁ
  7 豊科北(C)   234 小林 美悠(5)

ﾄﾖｼﾅｷﾀC ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｳ 失格
  233 山本 妃世利(5)

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾖﾘ
  235 平林 慶悟(5)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲｺﾞ
  236 東村 泰介(5)

ﾋｶﾞｼﾑﾗ ﾀｲｽｹ

4×100ｍR           
決勝

5･6年混合     
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