
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) 女  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 女子 嶋岡 愛子(6) 3,33.9 太田 花梨(6) 3,35.2 高原 紅葉(6) 3,50.4 齋藤 京果(6) 3,50.7 山口 舞穏(6) 3,50.9 髙橋 陽和(6) 3,51.2 唐澤 結香(6) 3,51.9 太田 璃子(6) 3,54.5

1000ｍ 小学･明北 小学･大町北 小学･白馬北 小学･白馬南 小学･白馬南 小学･白馬南 小学･安曇野かけっこ 小学･白馬北
05/05  +4.0 矢口 音(6) 17.5 村田 侑生(5) 20.7 髙橋 心花(5) 21.6 堀金 里菜(5) 21.8

80mH(0.700m) 小学･池田 小学･松川 小学･大町東 小学･豊科北
05/05 小口 栞(6) 1.20 齋藤 京果(6) 1.05 髙橋 李寧(6) 1.00 栗林 紗菜(6) 1.00 伊藤 千晴(6) 0.95 藤倉 花音(6) 0.90

走高跳 小学･松川 小学･白馬南 小学･大町東 小学･豊科北 小学･大町東 小学･豊科北
05/05 奥原 結菜(5) 3.23(-1.3) 堀金 里菜(5) 3.18(-1.1) 平林 來愛(6) 3.08(-2.2) 中澤 舞優(5) 3.07(-2.4) 金井 美昊(5) 3.07(-0.2) 小林 千夏(5) 2.91(-0.3) 西澤 美聡(5) 2.84(-1.6) 岡本 妃心椛(5) 2.80(-1.6)

走幅跳 小学･大町南 小学･豊科北 小学･穂高北 小学･大町南 小学･穂高西AC 小学･大町南 小学･大町南 小学･穂高西AC
05/05 栗林 紗菜(6) 30.87 竹内 栞(5) 26.49 小林 千夏(5) 23.41 矢口 桃花(6) 20.61 藤倉 花音(6) 17.30 荻窪 晴美(6) 17.06 曽根原 実咲(6) 16.81

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･豊科北 GR 小学･穂高西AC GR 小学･大町南 GR 小学･池田 小学･豊科北 小学･池田 小学･池田
05/05 4年女子  +0.4 貫井 みりあ(4) 16.2 浅野 雫(4) 16.7 金子 千笑(4) 16.7 萩原 優美(4) 16.8 松澤 美里(4) 16.8 奥原 凛(4) 17.1 高山 穂花(4) 18.2 堀田 彩乃(4) 18.3

100ｍ 小学･穂高北 小学･大町南 小学･穂高西AC 小学･小谷 小学･小谷 小学･大町南 小学･穂高北 小学･大町東
05/05 5年女子  +2.2 中村 波南(5) 14.8 岡本 妃心椛(5) 14.9 長澤 莉緒(5) 15.0 小倉 心美(5) 15.2 内山 実紅(5) 15.3 塩見 さくら(5) 15.7 奥原 結菜(5) 16.0 竹内 栞(5) 16.2

100m 小学･大町北 小学･穂高西AC 小学･大町西 小学･大町東 小学･大町東 小学･穂高西AC 小学･大町南 小学･穂高西AC
05/05 6年女子  +0.4 岩下 美波(6) 15.1 小林 星那(6) 15.5 中山 あかね(6) 15.6 中谷 凛(6) 15.9 丸山 真愛(6) 16.4 太田 花梨(6) 16.4 望月 凛菜(6) 17.4

100ｍ 小学･堀金 小学･穂高北 小学･池田 小学･堀金 小学･堀金 小学･大町北 小学･堀金



決勝 5月5日 10:50

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

 1 嶋岡 愛子(6) 小学    3,33.9 
ｼﾏｵｶ  ｱｲｺ 明北

 2 太田 花梨(6) 小学    3,35.2 
ｵｵﾀ ｶﾘﾝ 大町北

 3 高原 紅葉(6) 小学    3,50.4 
ﾀｶﾊﾗ ﾓﾐｼﾞ 白馬北

 4 齋藤 京果(6) 小学    3,50.7 
ｻｲﾄｳ ｷｮｳｶ 白馬南

 5 山口 舞穏(6) 小学    3,50.9 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾉﾝ 白馬南

 6 髙橋 陽和(6) 小学    3,51.2 
ﾀｶﾊｼ ﾋﾖﾘ 白馬南

 7 唐澤 結香(6) 小学    3,51.9 
ｶﾗｻﾜ ﾕｲｶ 安曇野かけっこ

 8 太田 璃子(6) 小学    3,54.5 
ｵｵﾀ ﾘｺ 白馬北

 9 浅川 優奈(6) 小学    4,06.8 
ｱｻｶﾜﾕｳﾅ 堀金

10 荻窪 晴美(6) 小学    4,09.5 
ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾊﾙﾐ 池田

11 松中 叶(5) 小学    4,10.5 
ﾅﾂﾅｶ ｶﾉﾝ 白馬南

12 青木 綾音(5) 小学    4,13.3 
ｱｵｷ ｱﾔﾈ 豊科北

13 ｴﾝﾗｲﾄ愛理 ｼｬﾝﾃｨ 小ー学    4,15.6 
ｴﾝﾗｲﾄｱｲﾘ ｼｬﾝﾃｨｰ 白馬南

14 塩見 さくら(5) 小学    4,17.0 
ｼｵﾐ ｻｸﾗ 穂高西AC

15 長坂 芽依(5) 小学    4,33.6 
ﾅｶﾞｻｶ ﾒｲ 穂高西AC
林 真琴(5) 小学
ﾊﾔｼ ﾏｺﾄ 穂高北
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決勝 5月5日 11:05

県小記録            12.70
大会新  (GR )       17.4 

風速 +4.0

 1 矢口 音(6) 小学      17.5 
ﾔｸﾞﾁ ﾉﾝ 池田

 2 村田 侑生(5) 小学      20.7 
ﾑﾗﾀ ﾕｳ 松川

 3 髙橋 心花(5) 小学      21.6 
ﾀｶﾊｼ ｺｺﾊ 大町東

 4 堀金 里菜(5) 小学      21.8 
ﾎﾘｶﾞﾈ ﾘﾅ 豊科北
小口 栞(6) 小学
ｵｸﾞﾁ ｼｵﾘ 松川

6    98
欠場

5   221

2    72

4   100

3   115
氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

女子

80ｍＨ（0.700ｍ）   

決勝



決勝 5月5日  9:00

県小記録             1.38
大会新  (GR )        1.25

小口 栞(6) 小学
ｵｸﾞﾁ ｼｵﾘ 松川
齋藤 京果(6) 小学
ｻｲﾄｳ ｷｮｳｶ 白馬南
髙橋 李寧(6) 小学
ﾀｶﾊｼ ﾘﾈ 大町東
栗林 紗菜(6) 小学
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｻﾅ 豊科北
伊藤 千晴(6) 小学
ｲﾄｳ ﾁﾊﾙ 大町東
藤倉 花音(6) 小学
ﾌｼﾞｸﾗ ｶﾉﾝ 豊科北
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決勝 5月5日 10:30

県小記録             4.75
大会新  (GR )        3.41

奥原 結菜(5) 小学    X   3.23   3.17   2.84    X    X    3.23 
ｵｸﾊﾗ ﾕﾅ 大町南   -1.3   -3.9   -2.9    -1.3
堀金 里菜(5) 小学   3.18   3.01   3.05   2.89    X   2.99    3.18 
ﾎﾘｶﾞﾈ ﾘﾅ 豊科北   -1.1   -1.5   -3.8   +0.6   -1.0    -1.1
平林 來愛(6) 小学   3.08    X   2.89   2.75   2.79   2.84    3.08 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｸﾚｱ 穂高北   -2.2   -3.9    0.0   -1.4   -0.5    -2.2
中澤 舞優(5) 小学   3.05   2.93   3.07    X   2.87   2.90    3.07 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾋﾛ 大町南   -0.8   -2.0   -2.4   -1.1   -2.1    -2.4
金井 美昊(5) 小学   2.86   2.99   2.99   2.84   2.97   3.07    3.07 
ｶﾅｲ ﾐｿﾗ 穂高西AC   -1.2   -1.8   -0.6   -0.3   -1.4   -0.2    -0.2
小林 千夏(5) 小学   2.47   2.91   2.86    X   2.63   2.75    2.91 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ 大町南   -0.3   -0.3   -2.1   -2.8   +0.6    -0.3
西澤 美聡(5) 小学   2.66   2.21   2.84   2.21   2.22   2.63    2.84 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾐｻﾄ 大町南   -0.9   -1.3   -1.6   -0.9   -3.1   -3.0    -1.6
岡本 妃心椛(5) 小学    X   2.57   2.80   2.55   2.68    -    2.80 
ｵｶﾓﾄ ﾋﾐｶ 穂高西AC   -1.0   -1.6   -0.9   -0.5    -1.6
角田 智咲(5) 小学    X   2.40   2.14    2.40 
ﾂﾉﾀﾞ ﾁｻｷ 穂高北   -1.4   -2.1    -1.4
田中 裕理(5) 小学    X   2.16   2.05    2.16 
ﾀﾅｶ ﾕｳﾘ 穂高北   -2.6   -1.8    -2.6
丹羽 陽愛(5) 小学 欠場
ﾆﾜ ﾋﾖﾘ 穂高北
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9 8   185

8 3   216

7 2    91

6 1    85
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備考
1 9    88

-5- -6- 記録-2- -3- -4-

女子

走幅跳              

決勝

氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ



決勝 5月5日  9:00

県小記録            46.48
大会新  (GR )       23.10

栗林 紗菜(6) 小学 大会新
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｻﾅ 豊科北
竹内 栞(5) 小学 大会新
ﾀｹｳﾁ ｼｵﾘ 穂高西AC
小林 千夏(5) 小学 大会新
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ 大町南
矢口 桃花(6) 小学
ﾔｸﾞﾁ ﾓﾓｶ 池田
藤倉 花音(6) 小学
ﾌｼﾞｸﾗ ｶﾉﾝ 豊科北
荻窪 晴美(6) 小学
ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾊﾙﾐ 池田
曽根原 実咲(6) 小学
ｿﾈﾊﾗ ﾐｻｷ 池田
田邊 葵(6) 小学 欠場
ﾀﾅﾍﾞ ｱｵｲ 穂高北
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予選 5月5日  9:15
決勝 5月5日 11:30

県小記録            13.06
大会新  (GR )            

[ 1組] 風速 +1.8 [ 2組] 風速 +1.4

 1 高山 穂花(4) 小学      18.0 Q  1 萩原 優美(4) 小学      17.0 Q
ﾀｶﾔﾏ ﾎﾉｶ 穂高北 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕﾐ 小谷

 2 堀田 彩乃(4) 小学      18.2 Q  2 金子 千笑(4) 小学      17.2 Q
ﾎｯﾀ ｱﾔﾉ 大町東 ｶﾈｺ ﾁｴﾐ 穂高西AC

 3 槌市 莉子(4) 小学      18.3  3 奥原 凛(4) 小学      17.3 q
ﾂﾁｲﾁ ﾘｺ 大町北 ｵｸﾊﾗ ﾘﾝ 大町南

 4 平田 優月(4) 小学      18.4  4 金原 藍菜(4) 小学      18.0 
ﾋﾗﾀ ﾕﾂﾞｷ 大町西 ｷﾝﾊﾞﾗ ｱｲﾅ 大町西

 5 安藤 美月(4) 小学      18.6  5 林 真穂(4) 小学      19.0 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾂﾞｷ 穂高西AC ﾊﾔｼ ﾏﾎ 白馬南

[ 3組] 風速 +0.7

 1 貫井 みりあ(4) 小学      16.5 Q
ﾇｸｲ ﾐﾘｱ 穂高北

 2 浅野 雫(4) 小学      16.8 Q
ｱｻﾉ ｼｽﾞｸ 大町南

 3 松澤 美里(4) 小学      17.2 q
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｻﾄ 小谷

 4 堀嶋 彩未(4) 小学      18.0 
ﾎﾘｼﾏ ｱﾐ 穂高西AC

 5 西沢 なつみ(4) 小学      18.1 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ 大町北

 6 白澤 みさと(4) 小学      19.0 
ｼﾗｻﾜ ﾐｻﾄ 大町東

風速 +0.4

 1 貫井 みりあ(4) 小学      16.2 
ﾇｸｲ ﾐﾘｱ 穂高北

 2 浅野 雫(4) 小学      16.7 
ｱｻﾉ ｼｽﾞｸ 大町南

 3 金子 千笑(4) 小学      16.7 
ｶﾈｺ ﾁｴﾐ 穂高西AC

 4 萩原 優美(4) 小学      16.8 
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕﾐ 小谷

 5 松澤 美里(4) 小学      16.8 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｻﾄ 小谷

 6 奥原 凛(4) 小学      17.1 
ｵｸﾊﾗ ﾘﾝ 大町南

 7 高山 穂花(4) 小学      18.2 
ﾀｶﾔﾏ ﾎﾉｶ 穂高北

 8 堀田 彩乃(4) 小学      18.3 
ﾎｯﾀ ｱﾔﾉ 大町東

7    79

6   177

1    94

2     2

3     1

8   214

5    95

所属名 記録／備考
4   176

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

4    77

5    49

6   213

7     2

3    95

2   176
氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

2    332   215

4    55

3    94

6   214

5     1
氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

6    57

4    41

No.

3    79

5   177

4年女子       

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



予選 5月5日  9:55
決勝 5月5日 11:40

県小記録            13.06
大会新  (GR )       14.9

[ 1組] 風速 +1.6 [ 2組] 風速 +0.7

 1 長澤 莉緒(5) 小学      15.4 Q  1 内山 実紅(5) 小学      15.7 Q
ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｵ 大町西 ｳﾁﾔﾏ ﾐｸ 大町東

 2 竹内 栞(5) 小学      16.4 Q  2 塩見 さくら(5) 小学      16.1 Q
ﾀｹｳﾁ ｼｵﾘ 穂高西AC ｼｵﾐ ｻｸﾗ 穂高西AC

 3 黒田 菜月(5) 小学      16.7  3 奥原 結菜(5) 小学      16.3 q
ｸﾛﾀﾞ ﾅﾂｷ 大町北 ｵｸﾊﾗ ﾕﾅ 大町南

 4 中澤 舞優(5) 小学      16.9  4 髙原 麗佳(5) 小学      16.9 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾋﾛ 大町南 ﾀｶﾊﾗ ﾚｲｶ 明南

 5 村田 侑生(5) 小学      17.0  5 伊藤 汐音(5) 小学      18.0 
ﾑﾗﾀ ﾕｳ 松川 ｲﾄｳ ｼｵﾝ 会染

 6 尾形 柚風(5) 小学      17.9  6 吉田 心優(5) 小学      18.2 
ｵｶﾞﾀ ﾕｽﾞｶ 会染 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾕｳ 八坂

 7 鳥羽 菜々子(5) 小学      18.2 
ﾄﾊﾞ ﾅﾅｺ 安曇野かけっこ

[ 3組] 風速 +1.9

 1 中村 波南(5) 小学      15.0 Q
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ 大町北

 2 岡本 妃心椛(5) 小学      15.3 Q
ｵｶﾓﾄ ﾋﾐｶ 穂高西AC

 3 小倉 心美(5) 小学      15.4 q
ｵｸﾞﾗ ｺﾊﾙ 大町東

 4 板花 菜生(5) 小学      16.5 
ｲﾀﾊﾅ ﾅﾅ 会染

 5 西澤 美聡(5) 小学      17.4 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾐｻﾄ 大町南

 6 村田 一穂(5) 小学      17.8 
ﾑﾗﾀ ｶｽﾞﾎ 穂高北

風速 +2.2

 1 中村 波南(5) 小学      14.8 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ 大町北

 2 岡本 妃心椛(5) 小学      14.9 
ｵｶﾓﾄ ﾋﾐｶ 穂高西AC

 3 長澤 莉緒(5) 小学      15.0 
ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｵ 大町西

 4 小倉 心美(5) 小学      15.2 
ｵｸﾞﾗ ｺﾊﾙ 大町東

 5 内山 実紅(5) 小学      15.3 
ｳﾁﾔﾏ ﾐｸ 大町東

 6 塩見 さくら(5) 小学      15.7 
ｼｵﾐ ｻｸﾗ 穂高西AC

 7 奥原 結菜(5) 小学      16.0 
ｵｸﾊﾗ ﾕﾅ 大町南

 8 竹内 栞(5) 小学      16.2 
ﾀｹｳﾁ ｼｵﾘ 穂高西AC

5年女子       

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    43

5   216

6    54

1    70

3    69

7   211

2    88

8   217



決勝 5月5日 11:50

県小記録            13.06
大会新  (GR )       14.7 

風速 +0.4

 1 岩下 美波(6) 小学      15.1 
ｲﾜｼﾀﾐﾅﾐ 堀金

 2 小林 星那(6) 小学      15.5 
ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾅ 穂高北

 3 中山 あかね(6) 小学      15.6 
ﾅｶﾔﾏ ｱｶﾈ 池田

 4 中谷 凛(6) 小学      15.9 
ﾅﾔﾔﾘﾝ 堀金

 5 丸山 真愛(6) 小学      16.4 
ﾏﾙﾔﾏﾏﾅ 堀金

 6 太田 花梨(6) 小学      16.4 
ｵｵﾀ ｶﾘﾝ 大町北

 7 望月 凛菜(6) 小学      17.4 
ﾓﾁｽﾞｷﾘﾅ 堀金
浅川 優奈(6) 小学
ｱｻｶﾜﾕｳﾅ 堀金

4   255
欠場

2   258

5    45

8   254

6   257

3   114

7   169

1   256

6年女子       

100ｍ               

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.
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