
大会コード 22170551

： 2022年10月2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
： 森泉　哲
： 工藤　忠好
： 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

大会新

大会新
大会新

ラウンド 記録記録の種類
大会新
大会新
大会新

小学共通女子 決勝 33ｍ60

第21回大北スポーツ競技会

期 日
会 場
主 催
共 催

記 録 集

氏名(学年) 所属 従来の記録

後 援
主 管
総 務
審 判 長
記録・情報主任

クラス 種目

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

晴れ 南西 0.1m20.5 609:00 晴れ 西南西 0.1m16.5
晴れ 南西 1.4m24.0 3810:00 晴れ 南西 1.5m19.0

一般女子
大会新
大会新

12:0059
11:0079

大町岳陽高2 過去出場者なし

過去出場者なし

過去出場者なし
大町岳陽高2
大町岳陽高2鬼窪　あいか

〇
T1
T2 ✖
T3 －

FS

R1

T4 ｒ
T5
T6
T7
T8

31ｍ30
小学共通女子 ジャベリックボール投 決勝 32ｍ02 小谷小5 31ｍ30

田中　綾乃
萩原　恵美

ジャベリックボール投

砲丸投（2.721） 決勝 10ｍ51 北安松川中3大会新

大町北小6

小学共通女子 ジャベリックボール投 決勝 31ｍ43
10ｍ49

一般女子 砲丸投（4.000） 決勝 6ｍ09 松本国際高2 過去出場者なし
北沢　真輝
福浦　涼音

中学女子

一般男子 砲丸投（7.260） 決勝 7ｍ55 大町岳陽高1 過去出場者なし町田　純一

4ｍ60（-0.4）
3ｍ75（-0.9）

小谷小6 31ｍ30太田　柚葉

一般女子 決勝走幅跳 4ｍ87（-0.4） 葛原　亜希

北安曇スポーツ協会、大北スポーツ推進委員協議会

走幅跳 北原　侑奈一般女子
走幅跳

決勝
決勝



第21回大北スポーツ競技会                                                        
主催：大北陸上競技協会                                                          
共催：大北各市町村、大北各市町村教育委員会、大町市体育協会、北安曇郡体育協会    
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
10/02 男子  +0.1 木曽 隆大朗(2) 11.5 松澤 将大(2) 11.7 松倉 朋樹(1) 11.8 丸山 開世(1) 12.3 町田 純一(1) 12.5 伊藤 波耶(1) 12.7

100ｍ 高校･松本国際高 高校･大町岳陽高 高校･大町岳陽高 高校･白馬高 高校･大町岳陽高 高校･白馬高
10/02 伊藤 光汰(2) 4,34.4 松澤 岳拓(1) 4,42.8

1500ｍ 高校･松本県ヶ丘高 高校･大町岳陽高
10/02 西沢 紀元 16,26.7 中村 恒太 20,47.4 湯口 彰 21,22.4

5000ｍ 一般･昭和電工大町 一般･大北陸協 一般･大北陸協
10/02 川上 文也 5.45(-1.6) 松倉 朋樹(1) 5.40(-0.6)

走幅跳 一般･大北陸協 高校･大町岳陽高
10/02 町田 純一(1) 7.55

砲丸投(7.260kg) 高校･大町岳陽高 GR 
10/02 小学4年男子  -0.7 黒田 啓太(4) 15.7 西村 惟吹(4) 16.5 西澤 七豊(4) 17.1 黒澤 陽生(4) 17.3 松中 要(4) 17.3 荻久保 快(4) 17.4 新山 おと春(4) 17.7 清水 鳳(4) 18.1

100ｍ 小学･大町北小 小学･大町西小 小学･大町南小 小学･白馬南小 小学･白馬南小 小学･松川小 小学･八坂小 小学･白馬南小
10/02 小学5年男子  +1.3 大塚 珀空(5) 14.2 山本 凌己(5) 14.3 長内 蓮(5) 15.1 北條 冬梨(5) 15.2 大瀧 永将(5) 15.6 長澤 蒼(5) 15.9 清水 哉幸(5) 16.0 和田 淳希(5) 16.5

100ｍ 小学･大町北小 小学･大町南小 小学･松川小 小学･松川小 小学･大町南小 小学･大町西小 小学･白馬北小 小学･松川小
10/02 松川小(A)     1,03.2 大町北小     1,03.4 大町東小     1,05.8 大町西小     1,06.1 松川小(B)     1,11.1 

4×100mR 栗田 斗亜(5) 東方 晴来(5) 武井 将翔(5) 荒木 蒼満(5) 今井 啓太(5)
竹内 大稀(5) 矢野 壮達(5) 山崎 倖希(5) 小松 蒼空(5) 和田 淳希(5)
長内 蓮(5) 砂田 昊ノ輔(5) 山﨑 莉運(5) 真島 慶次(5) 平林 由悠季(5)
北條 冬梨(5) 大塚 珀空(5) 村上 凛(5) 長澤 蒼(5) 岡田 和海(5)

10/02 小学6年男子  +0.8 田中 翆人(6) 14.2 関川 巴琉(6) 14.3 宮澤 江瑠(6) 14.6 江口 悠太(6) 14.7 矢口 大介(6) 14.8 百瀬 雄介(6) 14.9 丸山 諒太(6) 14.9 小倉 広大(6) 15.7
100ｍ 小学･白馬北小 小学･大町北小 小学･小谷小 小学･松川小 小学･池田小 小学･松川小 小学･池田小 小学･白馬北小

10/02 松川小     1,06.9 
4×100mR 茅野 陽太(6)

酒井 悠杜(6)
一志 虎太郎(6)
百瀬 雄介(6)

10/02 小学共通男子 横川 愛翔(6) 3,24.2 横田 煌成(6) 3,34.6 黒栁 晴之(5) 3,36.1 荒川 倖成(6) 3,40.0 浅野 昊(5) 3,42.2 ?林 志紋(5) 3,43.1 吉田 友祐(4) 3,45.1 東方 晴来(5) 3,51.5
1000ｍ 小学･大町北小 小学･池田小 小学･大町南小 小学･大町南小 小学･大町南小 小学･美麻小 小学･八坂小 小学･大町北小

10/02 中村 琉聖(4) 1.10
走高跳 小学･白馬南小

10/02 高田 煌己(5) 3.71(-0.7) 種山 壮心(6) 3.66(-1.4) 矢口 碧(5) 3.47(-0.9) 山川 条生(5) 3.24(-1.3) 橋本 昌卓(5) 3.24(-0.2) 中島 響希(6) 3.00(-0.5) 大倉 千尋(5) 2.96(-0.7) 立川 和泉(5) 2.91(-0.3)
走幅跳 小学･大町南小 小学･大町北小 小学･池田小 小学･池田小 小学･大町南小 小学･池田小 小学･池田小 小学･大町東小

10/02 村上 凛(5) 41.09 田原 優心(5) 38.04 横澤 紅空(5) 33.53 平林 由悠季(5) 32.78 一志 虎太郎(6) 31.52 山﨑 莉運(5) 28.89 山岸 仁虹(5) 26.42
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･大町東小 小学･大町南小 小学･大町東小 小学･松川小 小学･松川小 小学･大町東小 小学･大町東小

10/02 中学1年男子  -0.5 海川 瑛大(1) 13.4 丸山 晴嵩(1) 13.5 土本 晃生(1) 13.6
100ｍ 中学･大町第一中 中学･白馬中 中学･北安松川中

10/02 男子OP      堀田 康浩 7.06
砲丸投(7.260kg) 一般･大北陸協

10/02 中学共通男子 松澤 晃佑(1) 10,44.3 伊藤 玲央那(2) 13,22.0 湯尾 泰雅(2) 14,54.6 麻田 悠太(2) 15,01.7 丸山 晴嵩(1) 16,23.4
3000ｍ 中学･白馬中 中学･白馬中 中学･白馬中 中学･白馬中 中学･白馬中

10/02 蒔田 岳空(1) 1.35
走高跳 中学･北安松川中

10/02 湯尾 泰雅(2) 7.32 近藤 優一(2) 5.72 白澤 伸覧(1) 4.20
砲丸投(5.000kg) 中学･白馬中 中学･北安松川中 中学･北安松川中

10/02 松澤 晃佑(1) 31.49
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･白馬中

10/02 北安松川中     1,02.3 
4×100mR 土本 晃生(1)

蒔田 岳空(1)
白澤 伸覧(1)
近藤 優一(2)



決勝 10月2日 11:00

県新                 2.18
県高新               2.17
大会新  (GR )        1.80

大日向 孝雅(2) 高校 欠場
ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｶﾞ 松本国際高
松澤 尚弥(3) 高校 欠場
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ 松本国際高

氏  名順位 試技

男子

走高跳              

決勝

備考1m20 1m25所属名 記録1m30 1m35
1  2520

ﾅﾝﾊﾞｰ

2  2509



決勝 10月2日 11:00

県新                 7.94
県高新               7.61
大会新  (GR )        6.74

川上 文也 一般    X   5.45   5.39    5.45 
ｶﾜｶﾐ ﾌﾐﾔ 大北陸協   -1.6   -0.7    -1.6
松倉 朋樹(1) 高校   4.85   5.40   4.38    5.40 
ﾏﾂｸﾗ ﾄﾓｷ 大町岳陽高   -2.2   -0.6   -1.1    -0.6
松澤 尚弥(3) 高校 欠場
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ 松本国際高

男子

走幅跳              

決勝

氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 備考
1 2   141

-5- -6- 記録-2- -3- -4-

3  2509

2 1  2047



決勝 10月2日 11:30

県新                16.55
県高新              15.01
大会新  (GR )            

町田 純一(1) 高校 大会新
ﾏﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大町岳陽高
田中 淳稀(2) 高校 欠場
ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｷ 大町岳陽高

男子

砲丸投（7.260kg）   

決勝

-4-氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 備考
1 2  2045

 6.91

-5- -6- 記録-2- -3-

1  2042

  7.55  7.55  6.82



予選 10月2日  9:30
決勝 10月2日 10:40

県小記録            12.27
大会新  (GR )       14.9 

[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速 +2.2

 1 黒田 啓太(4) 小学      15.9 Q  1 西村 惟吹(4) 小学      16.1 Q
ｸﾛﾀﾞ ｹｲﾀ 大町北小 ﾆｼﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 大町西小

 2 西澤 七豊(4) 小学      16.8 Q  2 黒澤 陽生(4) 小学      16.8 Q
ﾆｼｻﾞﾜ ﾅﾕﾀ 大町南小 ｸﾛｻﾜ ﾖｳｾｲ 白馬南小

 3 松中 要(4) 小学      17.2 q  3 荻久保 快(4) 小学      17.3 q
ﾏﾂﾅｶ ｶﾅﾒ 白馬南小 ｵｷﾞｸﾎﾞ ｶｲ 松川小

 4 新山 おと春(4) 小学      17.6 q  4 清水 鳳(4) 小学      17.4 q
ﾆｲﾔﾏ ｵﾄﾊﾙ 八坂小 ｼﾐｽﾞ ｱｹﾞﾊ 白馬南小

 5 倉科 晶輝(4) 小学      18.1  5 松坂 弥直(4) 小学      17.9 
ｸﾗｼﾅ ﾏｻｷ 松川小 ﾏﾂｻﾞｶ ﾐﾁ 大町東小

 6 関根 良汰郎(4) 小学      19.0 栗林 謙伸(4) 小学
ｾｷﾈ ﾘｮｳﾀﾛｳ 大町東小 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾝ 大町南小
村上 稜空(4) 小学
ﾑﾗｶﾐ ﾘｸ 松川小

風速 -0.7

 1 黒田 啓太(4) 小学      15.7 
ｸﾛﾀﾞ ｹｲﾀ 大町北小

 2 西村 惟吹(4) 小学      16.5 
ﾆｼﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 大町西小

 3 西澤 七豊(4) 小学      17.1 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾅﾕﾀ 大町南小

 4 黒澤 陽生(4) 小学      17.3 
ｸﾛｻﾜ ﾖｳｾｲ 白馬南小

 5 松中 要(4) 小学      17.3 
ﾏﾂﾅｶ ｶﾅﾒ 白馬南小

 6 荻久保 快(4) 小学      17.4 
ｵｷﾞｸﾎﾞ ｶｲ 松川小

 7 新山 おと春(4) 小学      17.7 
ﾆｲﾔﾏ ｵﾄﾊﾙ 八坂小

 8 清水 鳳(4) 小学      18.1 
ｼﾐｽﾞ ｱｹﾞﾊ 白馬南小

小学4年男子   

100ｍ               

予選 通過基準  2組  2着 + 4 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 No.

8    91

5    41

  121

7    30

3    24

順 ﾚｰﾝ No.

4   116
欠場

2    68

6

6    59
氏  名 所属名 記録／備考

7   117

5    19

   92
欠場

2    87

3    21

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

4

5    59

所属名 記録／備考
4    41

3    19

6    91

7   117

8    24

2    21

1    30



予選 10月2日  9:50
決勝 10月2日 10:50

県小記録            12.27
大会新  (GR )       13.9 

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 +1.7

 1 山本 凌己(5) 小学      14.6 Q  1 大塚 珀空(5) 小学      14.4 Q
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｷ 大町南小 ｵｵﾂｶ ﾊｸ 大町北小

 2 長内 蓮(5) 小学      15.5 Q  2 北條 冬梨(5) 小学      15.2 Q
ｵｻﾅｲ ﾚﾝ 松川小 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾄｳﾘ 松川小

 3 長澤 蒼(5) 小学      16.0 q  3 大瀧 永将(5) 小学      15.8 q
ﾅｶﾞｻﾜ ｿｳ 大町西小 ｵｵﾀｷ ｴｲｽｹ 大町南小

 4 清水 哉幸(5) 小学      16.1 q  4 荒木 蒼満(5) 小学      16.4 
ｼﾐｽﾞ ﾅｵﾕｷ 白馬北小 ｱﾗｷ ｿｳﾏ 大町西小

 5 和田 淳希(5) 小学      16.3 q  5 大日方 陸歩(5) 小学      16.7 
ﾜﾀﾞ ｱﾂｷ 松川小 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾘｸﾎ 大町東小

 6 村木 蔵人(5) 小学      16.8  6 砂田 昊ノ輔(5) 小学      17.3 
ﾑﾗｷ ｸﾗﾝﾄﾞ 八坂小 ｽﾅﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ 大町北小

 7 矢野 壮達(5) 小学      17.6 
ﾔﾉ ｿｳﾀ 大町北小

風速 +1.3

 1 大塚 珀空(5) 小学      14.2 
ｵｵﾂｶ ﾊｸ 大町北小

 2 山本 凌己(5) 小学      14.3 
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｷ 大町南小

 3 長内 蓮(5) 小学      15.1 
ｵｻﾅｲ ﾚﾝ 松川小

 4 北條 冬梨(5) 小学      15.2 
ﾎｳｼﾞｮｳ ﾄｳﾘ 松川小

 5 大瀧 永将(5) 小学      15.6 
ｵｵﾀｷ ｴｲｽｹ 大町南小

 6 長澤 蒼(5) 小学      15.9 
ﾅｶﾞｻﾜ ｿｳ 大町西小

 7 清水 哉幸(5) 小学      16.0 
ｼﾐｽﾞ ﾅｵﾕｷ 白馬北小

 8 和田 淳希(5) 小学      16.5 
ﾜﾀﾞ ｱﾂｷ 松川小

小学5年男子   

100ｍ               

予選 通過基準  2組  2着 + 4 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 No.

8   109

2    93

  110

5    10

3    62

順 ﾚｰﾝ No.

6    51

7    35

4

6    55
氏  名 所属名 記録／備考

3    94

7   108

   54

5    69

2    63

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

4

3    93

所属名 記録／備考
5    55

4   108

6   109

7    62

8    94

2   110

1    10



決勝 10月2日 12:25

県小記録            50.67
大会新  (GR )       59.9 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 松川小(A)   115 栗田 斗亜(5)    1,03.2 

ﾏﾂｶﾜｼｮｳA ｸﾘﾀ ﾄｱ
  114 竹内 大稀(5)

ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｷ
  109 長内 蓮(5)

ｵｻﾅｲ ﾚﾝ
  108 北條 冬梨(5)

ﾎｳｼﾞｮｳ ﾄｳﾘ
 2   2 大町北小    52 東方 晴来(5)    1,03.4 

ｵｵﾏﾁｷﾀｼｮｳ ﾄｳﾎﾞｳ ﾊﾙｸ
   51 矢野 壮達(5)

ﾔﾉ ｿｳﾀ
   54 砂田 昊ノ輔(5)

ｽﾅﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ
   55 大塚 珀空(5)

ｵｵﾂｶ ﾊｸ
 3   3 大町東小    72 武井 将翔(5)    1,05.8 

ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼｼｮｳ ﾀｹｲ ﾏｻﾄ
   71 山崎 倖希(5)

ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｷ
   76 山﨑 莉運(5)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｳ
   75 村上 凛(5)

ﾑﾗｶﾐ ﾘﾝ
 4   5 大町西小    63 荒木 蒼満(5)    1,06.1 

ｵｵﾏﾁﾆｼｼｮｳ ｱﾗｷ ｿｳﾏ
   64 小松 蒼空(5)

ｺﾏﾂ ｿﾗ
   58 真島 慶次(5)

ﾏｼﾏ ｹｲｼﾞ
   62 長澤 蒼(5)

ﾅｶﾞｻﾜ ｿｳ
 5   6 松川小(B)   113 今井 啓太(5)    1,11.1 

ﾏﾂｶﾜｼｮｳB ｲﾏｲ ｹｲﾀ
  110 和田 淳希(5)

ﾜﾀﾞ ｱﾂｷ
  122 平林 由悠季(5)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾕｷ
  124 岡田 和海(5)

ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾐ

小学5年男子   

4×100mR            

決勝



予選 10月2日 10:10
決勝 10月2日 11:00

県小記録            12.27
大会新  (GR )       12.9 

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 +0.7

 1 宮澤 江瑠(6) 小学      14.7 Q  1 田中 翆人(6) 小学      14.3 Q
ﾐﾔｻﾞﾜ ｴﾙ 小谷小 ﾀﾅｶ ｱｷﾄ 白馬北小

 2 矢口 大介(6) 小学      14.8 Q  2 関川 巴琉(6) 小学      14.4 Q
ﾔｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 池田小 ｾｷｶﾜ ﾊﾙ 大町北小

 3 百瀬 雄介(6) 小学      14.9 q  3 江口 悠太(6) 小学      14.7 q
ﾓﾓｾ ﾕｳｽｹ 松川小 ｴｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 松川小

 4 小倉 広大(6) 小学      15.4  4 丸山 諒太(6) 小学      14.8 q
ｵｸﾞﾗ ｺｳﾀﾞｲ 白馬北小 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 池田小

 5 髙橋 幸翔(6) 小学      15.4  5 茅野 陽太(6) 小学      16.4 
ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾄ 大町南小 ﾁﾉ ﾖｳﾀ 松川小

 6 酒井 悠杜(6) 小学      16.5 
ｻｶｲ ﾕｳﾄ 松川小

風速 +0.8

 1 田中 翆人(6) 小学      14.2 
ﾀﾅｶ ｱｷﾄ 白馬北小

 2 関川 巴琉(6) 小学      14.3 
ｾｷｶﾜ ﾊﾙ 大町北小

 3 宮澤 江瑠(6) 小学      14.6 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｴﾙ 小谷小

 4 江口 悠太(6) 小学      14.7 
ｴｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 松川小

 5 矢口 大介(6) 小学      14.8 
ﾔｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 池田小

 6 百瀬 雄介(6) 小学      14.9 
ﾓﾓｾ ﾕｳｽｹ 松川小

 7 丸山 諒太(6) 小学      14.9 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 池田小

 8 小倉 広大(6) 小学      15.7 
ｵｸﾞﾗ ｺｳﾀﾞｲ 白馬北小

小学6年男子   

100ｍ               

予選 通過基準  2組  2着 + 4 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 No.

6   133

4     3

  100

3    12

5   103

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

2    44

3    11

  104

5   132

4   105

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

6

7   102

2

3    44

所属名 記録／備考
6    11

7   105

5     3

2   103

4   133

1    12

8   132



決勝 10月2日 12:30

県小記録            50.67
大会新  (GR )       54.6 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 松川小   104 茅野 陽太(6)    1,06.9 

ﾏﾂｶﾜｼｮｳ ﾁﾉ ﾖｳﾀ
  102 酒井 悠杜(6)

ｻｶｲ ﾕｳﾄ
  107 一志 虎太郎(6)

ｲｯｼ ｺﾀﾛｳ
  103 百瀬 雄介(6)

ﾓﾓｾ ﾕｳｽｹ

小学6年男子   

4×100mR            

決勝



決勝 10月2日  9:00

県小記録          2,46.86
大会新  (GR )     3,09.3 

[ 1組] [ 2組]

 1 横川 愛翔(6) 小学    3,24.2  1 黒栁 晴之(5) 小学    3,36.1 
ﾖｺｶﾜ ﾏﾅﾄ 大町北小 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾊﾙﾕｷ 大町南小

 2 横田 煌成(6) 小学    3,34.6  2 浅野 昊(5) 小学    3,42.2 
ﾖｺﾀ ｺｳｾｲ 池田小 ｱｻﾉ ｿﾗ 大町南小

 3 荒川 倖成(6) 小学    3,40.0  3 東方 晴来(5) 小学    3,51.5 
ｱﾗｶﾜ ｺｳｾｲ 大町南小 ﾄｳﾎﾞｳ ﾊﾙｸ 大町北小

 4 ?林 志紋(5) 小学    3,43.1  4 丸山 泰史(6) 小学    3,54.5 
ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ｼﾓﾝ 美麻小 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｲｼ 大町東小

 5 吉田 友祐(4) 小学    3,45.1  5 池野 哉太(6) 小学    3,54.7 
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ 八坂小 ｲｹﾉ ｶﾅﾀ 八坂小

 6 栗田 斗亜(5) 小学    4,05.2  6 竹内 大稀(5) 小学    3,55.8 
ｸﾘﾀ ﾄｱ 松川小 ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｷ 松川小

 7 下田 暖真(6) 小学    4,09.8  7 山崎 倖希(5) 小学    4,11.0 
ｼﾓﾀﾞ ﾊﾙﾏ 池田小 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｷ 大町東小

 8 武井 将翔(5) 小学    4,10.0  8 山本 勘太郎(4) 小学    4,12.7 
ﾀｹｲ ﾏｻﾄ 大町東小 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾀﾛｳ 白馬北小

 9 高田 丈(4) 小学    4,10.4  9 真島 慶次(5) 小学    4,20.5 
ﾀｶﾀﾞ ｼﾞｮｳ 白馬南小 ﾏｼﾏ ｹｲｼﾞ 大町西小

10 清水 蒼良(4) 小学    4,24.5 瀧澤 雄大(6) 小学
ｼﾐｽﾞ ｿﾗ 大町南小 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 池田小

11 矢口 眞太朗(5) 小学    4,33.3 矢口 遼真(6) 小学
ﾔｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 大町東小 ﾔｸﾞﾁ ﾘｮｳﾏ 池田小

小学共通男子  

1000ｍ              

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 No.

5   129

6    42

10    27

4   101

1   115

9    31

   22

11    72

7   128

順 No.

3    70

8    90

2

11    98
氏  名 所属名 記録／備考

8    52

1    97

5    38

4    83

2    71

6   114

3    58

10     4

9   131
欠場

7   130
欠場



   1 横川 愛翔(6) 小学 大町北小     3,24.2   1   1
   2 横田 煌成(6) 小学 池田小     3,34.6   1   2
   3 黒栁 晴之(5) 小学 大町南小     3,36.1   2   1
   4 荒川 倖成(6) 小学 大町南小     3,40.0   1   3
   5 浅野 昊(5) 小学 大町南小     3,42.2   2   2
   6 ?林 志紋(5) 小学 美麻小     3,43.1   1   4
   7 吉田 友祐(4) 小学 八坂小     3,45.1   1   5
   8 東方 晴来(5) 小学 大町北小     3,51.5   2   3
   9 丸山 泰史(6) 小学 大町東小     3,54.5   2   4
  10 池野 哉太(6) 小学 八坂小     3,54.7   2   5
  11 竹内 大稀(5) 小学 松川小     3,55.8   2   6
  12 栗田 斗亜(5) 小学 松川小     4,05.2   1   6
  13 下田 暖真(6) 小学 池田小     4,09.8   1   7
  14 武井 将翔(5) 小学 大町東小     4,10.0   1   8
  15 高田 丈(4) 小学 白馬南小     4,10.4   1   9
  16 山崎 倖希(5) 小学 大町東小     4,11.0   2   7
  17 山本 勘太郎(4) 小学 白馬北小     4,12.7   2   8
  18 真島 慶次(5) 小学 大町西小     4,20.5   2   9
  19 清水 蒼良(4) 小学 大町南小     4,24.5   1  10
  20 矢口 眞太朗(5) 小学 大町東小     4,33.3   1  11

順位 No. 氏  名

小学共通男子  

1000ｍ              
タイムレース

備考 組 順位都道府県 所属名 記録

  101
   97
   27

   42
  129
   98

   38
  114
  115

   31
   52
   83

   90
   70

   71
    4
   58

  128
   72
   22



決勝 10月2日  9:00

県小新               1.46
大会新  (GR )        1.34

中村 琉聖(4) 小学
ﾅｶﾑﾗ ﾙｲ 白馬南小
大日向 温馬(6) 小学 欠場
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾊﾙﾏ 大町北小

氏  名順位 試技

小学共通男子  

走高跳              

決勝

備考m90 m95所属名 記録1m00 1m05
1 1    23

1m10 1m15ﾅﾝﾊﾞｰ

O XO XXX- O O  1.10

2    45



決勝 10月2日  9:00

県小記録             5.47
大会新  (GR )        5.04

高田 煌己(5) 小学   3.61   3.63   3.71    3.71 
ﾀｶﾀﾞ ｺｳｷ 大町南小   -2.7   -0.9   -0.7    -0.7
種山 壮心(6) 小学   3.40   3.66   3.64    3.66 
ﾀﾈﾔﾏ ｿｳｼ 大町北小   -0.5   -1.4   -0.1    -1.4
矢口 碧(5) 小学   3.47   3.25   3.14    3.47 
ﾔｸﾞﾁ ｱｵｲ 池田小   -0.9   -0.2   -2.3    -0.9
山川 条生(5) 小学   2.99   3.21   3.24    3.24 
ﾔﾏｶﾜ ｼﾞｮｳ 池田小   -1.5   -0.3   -1.3    -1.3
橋本 昌卓(5) 小学   3.24    X   3.05    3.24 
ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾀｶ 大町南小   -0.2   -0.6    -0.2
中島 響希(6) 小学   2.88   3.00   2.34    3.00 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾋﾞｷ 池田小    0.0   -0.5   -1.0    -0.5
大倉 千尋(5) 小学    X    X   2.96    2.96 
ｵｵｸﾗ ﾁﾋﾛ 池田小   -0.7    -0.7
立川 和泉(5) 小学   2.91   2.30    X    2.91 
ﾀﾁｶﾜ ｲｽﾞﾐ 大町東小   -0.3   -1.9    -0.3
小島 理仁(5) 小学   2.90   2.80   2.83    2.90 
ｺｼﾞﾏ ﾘﾋﾄ 白馬北小   -0.8    0.0   -0.8    -0.8
今井 啓太(5) 小学    X   2.81   2.70    2.81 
ｲﾏｲ ｹｲﾀ 松川小   -0.1   -1.9    -0.1
一木 菱真(5) 小学   2.68   2.52   2.54    2.68 
ｲﾁｷ ﾘｮｳﾏ 大町東小   -2.2   -1.6   -0.8    -2.2
麻田 翔空(4) 小学    X    X   2.13    2.13 
ｱｻﾀﾞ ﾄｱ 大町東小   -1.7    -1.7

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

小学共通男子  

走幅跳              

決勝

-2- -3- -4-氏  名 所属名 -1-

2 12    46

備考
1 11    95

-5- -6- 記録

4 8   135

3 4   134

6 2   127

5 3    96

8 1    78

7 10   136

10 7   113

9 6     7

12 5    65

11 9    79



決勝 10月2日  9:00

県小新              60.18
大会新  (GR )       52.55

村上 凛(5) 小学
ﾑﾗｶﾐ ﾘﾝ 大町東小
田原 優心(5) 小学
ﾀﾊﾗ ﾕｳｼﾝ 大町南小
横澤 紅空(5) 小学
ﾖｺｻﾜ ｺｳｶﾞ 大町東小
平林 由悠季(5) 小学
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾕｷ 松川小
一志 虎太郎(6) 小学
ｲｯｼ ｺﾀﾛｳ 松川小
山﨑 莉運(5) 小学
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｳ 大町東小
山岸 仁虹(5) 小学
ﾔﾏｷﾞｼ ﾆﾉ 大町東小
大橋 律希(5) 小学 欠場
ｵｵﾊｼ ﾘﾂｷ 大町東小
田中 和翔(5) 小学 欠場
ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ 大町北小

小学共通男子  

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 備考
1 1    75

  O

-5- -6- 記録-2- -3-

 41.09 41.09   O

38.04   O   O
2 4    99

 33.53   O   O

 38.04 

3 3    77
33.53

  O
4 8   122

 32.78 

5 6   107
  O

  O 32.78

 31.52 31.52   O

28.89   O   O
6 2    76

 26.42   O   O

 28.89 

7 7    74
26.42

5    73

9    53



決勝 10月2日 11:10

県中記録            10.84
大会新  (GR )       12.4 

風速 -0.5

 1 海川 瑛大(1) 中学      13.4 
ｳﾐｶﾜ ｴｲﾀ 大町第一中

 2 丸山 晴嵩(1) 中学      13.5 
ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾙﾀｶ 白馬中

 3 土本 晃生(1) 中学      13.6 
ﾂﾁﾓﾄ ｺｳｾｲ 北安松川中

順 ﾚｰﾝ No.

中学1年男子   

100ｍ               

決勝

3  6863
氏  名 所属名 記録／備考

4  6787

5  6832



決勝 10月2日 11:30

堀田 康浩 一般
ﾎｯﾀ ﾔｽﾋﾛ 大北陸協

男子OP        

砲丸投（7.260kg）   

決勝

-4-氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 備考
1 1   144

 6.29

-5- -6- 記録-2- -3-

  7.06  6.81  7.06



決勝 10月2日  9:15

県中記録          8,30.96
大会新  (GR )     9,17.30

 1 松澤 晃佑(1) 中学   10,44.3 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 白馬中

 2 伊藤 玲央那(2) 中学   13,22.0 
ｲﾄｳ ﾚｵﾅ 白馬中

 3 湯尾 泰雅(2) 中学   14,54.6 
ﾕｵ ﾀｲｶﾞ 白馬中

 4 麻田 悠太(2) 中学   15,01.7 
ｱｻﾀﾞ ﾕｳﾀ 白馬中

 5 丸山 晴嵩(1) 中学   16,23.4 
ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾙﾀｶ 白馬中
松本 勇志(1) 中学
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼ 仁科台中
宮嶋 丈瑠(2) 中学
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾙ 小谷中
中尾 グスタボ(2)中学
ﾅｶｵ ｸﾞｽﾀﾎﾞ 白馬中
横川 和輝(2) 中学
ﾖｺｶﾜ ｶｽﾞｷ 白馬中

順 No.

中学共通男子  

3000ｍ              

決勝

7  6831
氏  名 所属名 記録／備考

5  6837

8  6829

1  6832

3  6825

4  6846
欠場

2  6892
欠場

9  6838
欠場

6  6830
欠場



決勝 10月2日 10:00

県中新               1.97
大会新  (GR )        1.85

蒔田 岳空(1) 中学
ﾏｷﾀ ｶﾞｸ 北安松川中

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名順位 試技

中学共通男子  

走高跳              

決勝

備考1m30 1m35所属名 記録1m40

O O XXX
1 1  6785

 1.35



決勝 10月2日 10:00

県中新               7.04
大会新  (GR )        6.61

平岡 天真(2) 中学 欠場
ﾋﾗｵｶ ﾃﾝｼﾝ 小谷中

中学共通男子  

走幅跳              

決勝

氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 備考
1  6855

-5- -6- 記録-2- -3- -4-



決勝 10月2日 10:30

県中新              14.25
大会新  (GR )       10.56

湯尾 泰雅(2) 中学
ﾕｵ ﾀｲｶﾞ 白馬中
近藤 優一(2) 中学
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁ 北安松川中
白澤 伸覧(1) 中学
ｼﾗｻﾜ ﾉﾗﾝ 北安松川中
藤崎 陽士(2) 中学 欠場
ﾌｼﾞｻｷ ﾖｳｼﾞ 小谷中

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

中学共通男子  

砲丸投（5.000kg）   

決勝

-6- 記録-2- -3- -4-氏  名 所属名 -1-

  7.32  7.21  7.18

備考
1 3  6837

 7.32

-5-

 5.22
2 2  6783

  5.72 

3 1  6775
 4.20

 5.72  5.32

4  6845

  4.20  3.86  3.87



決勝 10月2日 10:00

県中新              72.60
大会新  (GR )       39.04

松澤 晃佑(1) 中学
ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 白馬中

中学共通男子  

ジャベリックスロー  

決勝

-4-氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 備考
1 1  6831

31.49

-5- -6- 記録-2- -3-

 31.49   X   O



決勝 10月2日 12:40

県中記録            43.32
大会新  (GR )       46.8 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 北安松川中  6787 土本 晃生(1)    1,02.3 

ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜﾁｭｳ ﾂﾁﾓﾄ ｺｳｾｲ
 6785 蒔田 岳空(1)

ﾏｷﾀ ｶﾞｸ
 6775 白澤 伸覧(1)

ｼﾗｻﾜ ﾉﾗﾝ
 6783 近藤 優一(2)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁ

中学共通男子  

4×100mR            

決勝



決勝 10月2日 11:20

県中記録            10.84
大会新  (GR )       11.8 

風速

大場 拓馬(2) 中学
ｵｵﾊﾞ ﾀｸﾏ 小谷中
中尾 グスタボ(2)中学
ﾅｶｵ ｸﾞｽﾀﾎﾞ 白馬中

中学2年男子   

100ｍ               

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

4  6830
欠場

3  6858
欠場
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