
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
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12:00 晴れ 24.0 38 南西 1.4m10:00 晴れ 19.0 59 南西 1.5m
11:00 晴れ 20.5 60 南西 0.1m9:00 晴れ 16.5 79 西南西 0.1m

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

大町岳陽高2 過去出場者なし

大会新 一般女子 走幅跳 決勝 3ｍ75（-0.9） 鬼窪　あいか 大町岳陽高2 過去出場者なし
大会新 一般女子 走幅跳 決勝 4ｍ60（-0.4） 北原　侑奈

大町岳陽高1 過去出場者なし

大会新 一般女子 走幅跳 決勝 4ｍ87（-0.4） 葛原　亜希 大町岳陽高2 過去出場者なし
大会新 一般男子 砲丸投（7.260） 決勝 7ｍ55 町田　純一

北安松川中3 10ｍ49
大会新 一般女子 砲丸投（4.000） 決勝 6ｍ09 福浦　涼音 松本国際高2 過去出場者なし
大会新 中学女子 砲丸投（2.721） 決勝 10ｍ51 北沢　真輝

小谷小5 31ｍ30
大会新 小学共通女子 ジャベリックボール投 決勝 31ｍ43 太田　柚葉 小谷小6 31ｍ30
大会新 小学共通女子 ジャベリックボール投 決勝 32ｍ02 萩原　恵美

所属 従来の記録
大会新 小学共通女子 ジャベリックボール投 決勝 33ｍ60 田中　綾乃 大町北小6 31ｍ30

記録の種類 クラス 種目 ラウンド 記録 氏名(学年)
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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
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
10/02 混合        白馬南小     1,07.4 大町東小(A)     1,11.4 松川小     1,11.5 八坂小     1,12.5 大町東小(B)     1,13.0 

4×100ｍR 嶺村 葵(4) 松本 すみれ(4) 梨子田 希美(4) 坂部 仁香(4) 内川 はな果(4)
柴田 和香(4) 立川 愛乃(4) 大前 彩直(4) 谷林 花梨(4) 山口 心桜(4)
黒澤 陽生(4) 関根 良汰郎(4) 荻久保 快(4) 吉田 友祐(4) 麻田 翔空(4)
中村 琉聖(4) 中嶌 雄星(4) 倉科 晶輝(4) 新山 おと春(4) 松坂 弥直(4)



決勝 10月2日 12:15

県小記録            52.75
大会新  (GR )     1,04.7 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 白馬南小    25 嶺村 葵(4)    1,07.4 

ﾊｸﾊﾞﾐﾅﾐｼｮｳ ﾐﾈﾑﾗ ｱｵｲ
   20 柴田 和香(4)

ｼﾊﾞﾀ ﾜｶ
   19 黒澤 陽生(4)

ｸﾛｻﾜ ﾖｳｾｲ
   23 中村 琉聖(4)

ﾅｶﾑﾗ ﾙｲ
 2   4 大町東小(A)    67 松本 すみれ(4)    1,11.4 

ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼｼｮｳA ﾏﾂﾓﾄ ｽﾐﾚ
   66 立川 愛乃(4)

ﾀﾁｶﾜ ｱﾔﾉ
   68 関根 良汰郎(4)

ｾｷﾈ ﾘｮｳﾀﾛｳ
   88 中嶌 雄星(4)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｾｲ
 3   2 松川小   119 梨子田 希美(4)    1,11.5 

ﾏﾂｶﾜｼｮｳ ﾅｼﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ
  120 大前 彩直(4)

ｵｵﾏｴ ｻﾅ
  117 荻久保 快(4)

ｵｷﾞｸﾎﾞ ｶｲ
  121 倉科 晶輝(4)

ｸﾗｼﾅ ﾏｻｷ
 4   5 八坂小    29 坂部 仁香(4)    1,12.5 

ﾔｻｶｼｮｳ ｻｶﾍﾞ ﾆｶ
   39 谷林 花梨(4)

ﾀﾆﾊﾞﾔｼ ｶﾘﾝ
   31 吉田 友祐(4)

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ
   30 新山 おと春(4)

ﾆｲﾔﾏ ｵﾄﾊﾙ
 5   6 大町東小(B)    89 内川 はな果(4)    1,13.0 

ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼｼｮｳB ｳﾁｶﾜ ﾊﾅｶ
   86 山口 心桜(4)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｵ
   65 麻田 翔空(4)

ｱｻﾀﾞ ﾄｱ
   87 松坂 弥直(4)

ﾏﾂｻﾞｶ ﾐﾁ

混合          

4×100ｍR           

決勝
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