
大会コード 19170704

： ２０１9年６月９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
： 大町市教育委員会 大北市町村教育委員会連絡協議会
： 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
： 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55回大北陸上競技選手権大会（大会コード：19170704）                            
主催：大北陸上競技協会                                                          
共済：大町市教育委員会・大北教育委員会連絡協議会                                
後援：大町市・大町市体育協会・北安曇教育会・北安曇郡体育協会・信濃毎日新聞社    

dannjyo 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
06/09 混合        大町南小     1,06.0 大町東小     1,12.5 

4×100ｍR 奥原 凛(4) 堀田 彩乃(4)
浅野 雫(4) 白澤 みさと(4)
山本 義己(4) 山﨑 駿斗(4)
藤岡 佑樹(4) 髙橋 朱里(4)



決勝 6月9日 14:10

県小新              55.50
大会新  (GR )       57.5 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 大町南小    79 奥原 凛(4)    1,06.0 

ｵｵﾏﾁﾐﾅﾐｼｮｳ ｵｸﾊﾗ ﾘﾝ
   89 浅野 雫(4)

ｱｻﾉ ｼｽﾞｸ
   80 山本 義己(4)

ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｷ
   90 藤岡 佑樹(4)

ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳｷ
 2   2 大町東小    75 堀田 彩乃(4)    1,12.5 

ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ ﾎｯﾀ ｱﾔﾉ
   72 白澤 みさと(4)

ｼﾗｻﾞﾜ ﾐｻﾄ
   77 山﨑 駿斗(4)

ﾔﾏｻﾞｷ ｼｭﾝﾄ
   73 髙橋 朱里(4)
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