
大会コード 22170562

： 2022年５月8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
： 森泉　哲
： 板花　利美
： 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６回大北・安曇野小学生陸上競技大会                                            
主催：大北陸上競技協会・安曇野陸上競技協会　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    
主管：大北陸上競技協会                                                          

決勝記録一覧表
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
05/08 男子 三澤 岳士(6) 3,13.5 田中 那月(6) 3,24.5 荒川 倖成(6) 3,36.6 黒栁 晴之(5) 3,39.8 瀧澤 雄大(6) 3,41.6 横川 愛翔(6) 3,48.0 田中 翠人(6) 3,51.0 舘林 志紋(5) 3,53.6

1000m 小学･安曇野かけっこ 小学･安曇野かけっこ 小学･大町南 小学･大町南 小学･池田 小学･大町北 小学･白馬北 小学･美麻
05/08  -2.4 中山 蒼生(5) 17.9 茅野 壮佑(6) 18.7 等々力 颯(5) 18.9 酒井 優真(5) 19.2 幅 大樹(5) 19.4

80mH 小学･会染 小学･安曇野かけっこ 小学･安曇野かけっこ 小学･安曇野かけっこ 小学･安曇野かけっこ
05/08 大日向 温馬(6) 1.15 酒井 優真(5) 1.10 等々力 颯(5) 1.05 幅 大樹(5) 1.00

走高跳 小学･大町北 小学･安曇野かけっこ 小学･安曇野かけっこ 小学･安曇野かけっこ
05/08 三澤 岳士(6) 3.55(-1.0) 高田 煌己(5) 3.27(+0.7) 矢口 湊人(6) 3.23(+1.1) 田中 那月(6) 3.10(-0.7) 今西 銀河(5) 3.07(+1.3) 小島 理仁(5) 2.87(+1.4)

走幅跳 小学･安曇野かけっこ 小学･大町南 小学･会染 小学･安曇野かけっこ 小学･白馬南 小学･白馬北
05/08 西條 旭陽(6) 40.78 大塚 珀空(5) 39.76 下條 洸(6) 37.64 福田 信之助(6) 34.51 横澤 紅空(5) 33.38 野島 将太(6) 31.26 山崎 倖希(5) 30.58 根本 一颯(5) 29.25

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･大町東 小学･大町北 小学･池田 小学･大町東 小学･大町東 小学･安曇野かけっこ 小学･大町東 小学･美麻
05/08 4年男子      -2.3 田中 旭(4) 15.6 金子 寿(4) 15.7 黒田 啓太(4) 15.9 熊谷 颯真(4) 15.9 栗林 謙伸(4) 16.1 中村 琉聖(4) 16.4 植田 航生(4) 17.0 安田 青空(4) 17.1

100m 小学･白馬北 小学･穂高西 小学･大町北 小学･安曇野かけっこ 小学･大町南 小学･白馬南 小学･穂高西 小学･穂高西
05/08 5年男子      -1.9 山本 凌己(5) 14.7 大塚 珀空(5) 15.8 長坂 草佑(5) 16.3 大瀧 永将(5) 16.7 清水 哉幸(5) 17.1 内山 太陽(5) 17.2 丸山 隼弥(5) 17.4 深澤 日向(5) 17.7

100m 小学･大町南 小学･大町北 小学･穂高西 小学･大町南 小学･白馬北 小学･白馬北 小学･大町南 小学･安曇野かけっこ
05/08 6年男子      -1.5 田中 翠人(6) 15.5 髙橋 幸翔(6) 15.5 関川 巴琉(6) 15.8 種山 壮心(6) 15.9 矢口 湊人(6) 16.2 井澤 虹成(6) 16.9 青柳 輝(6) 17.1 小倉 広大(6) 17.8

100m 小学･白馬北 小学･大町南 小学･大町北 小学･大町北 小学･会染 小学･安曇野かけっこ 小学･美麻 小学･白馬北



決勝 5月8日 10:10

県小記録          2,46.86
大会新  (GR )     3,07.8 

 1 三澤 岳士(6) 小学    3,13.5 
ﾐｻﾜ ﾀｹｼ 安曇野かけっこ

 2 田中 那月(6) 小学    3,24.5 
ﾀﾅｶ ﾅﾂ 安曇野かけっこ

 3 荒川 倖成(6) 小学    3,36.6 
ｱﾗｶﾜ ｺｳｾｲ 大町南

 4 黒栁 晴之(5) 小学    3,39.8 
ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾊﾙﾕｷ 大町南

 5 瀧澤 雄大(6) 小学    3,41.6 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 池田

 6 横川 愛翔(6) 小学    3,48.0 
ﾖｺｶﾜ ﾏﾅﾄ 大町北

 7 田中 翠人(6) 小学    3,51.0 
ﾀﾅｶ ｱｷﾄ 白馬北

 8 舘林 志紋(5) 小学    3,53.6 
ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ｼﾓﾝ 美麻

 9 茅野 壮佑(6) 小学    3,58.6 
ﾁﾉ ｿｳｽｹ 安曇野かけっこ

10 東方 晴来(5) 小学    4,00.0 
ﾄｳﾎﾞｳ ﾊﾙｸ 大町北

11 山崎 倖希(5) 小学    4,00.7 
ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｷ 大町東

12 深澤 日向(5) 小学    4,01.2 
ﾌｶｻﾞﾜ ﾋﾅﾀ 安曇野かけっこ

13 小倉 広大(6) 小学    4,04.0 
ｵｸﾞﾗ ｺｳﾀﾞｲ 白馬北

14 野口 治起(5) 小学    4,09.1 
ﾉｸﾞﾁﾊﾙｷ 穂高西

15 内山 太陽(5) 小学    4,14.1 
ｳﾁﾔﾏ ﾀｲﾖｳ 白馬北

16 清水 哉幸(5) 小学    4,27.5 
ｼﾐｽﾞ ﾅｵﾕｷ 白馬北

17 西村 碧(5) 小学    4,29.7 
ﾆｼﾑﾗ ｱｵｲ 安曇野かけっこ

18 池野 哉太(6) 小学    4,33.6 
ｲｹﾉ ｶﾅﾀ 八坂
野島 将太(6) 小学
ﾉｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 安曇野かけっこ

順 No.

男子

1000m               

決勝

1   111
氏  名 所属名 記録／備考

17    70

19   113

10    79

7    74

18    14

4    51

13   128

16    37

9    63

12    57

8    10

3   115

6    12

15    94

11   127

2     9

5   110
途中棄権

14    32



決勝 5月8日 10:30

県小記録            11.72
大会新  (GR )       14.8 

風速 -2.4

 1 中山 蒼生(5) 小学      17.9 
ﾅｶﾔﾏ ｿｳ 会染

 2 茅野 壮佑(6) 小学      18.7 
ﾁﾉ ｿｳｽｹ 安曇野かけっこ

 3 等々力 颯(5) 小学      18.9 
ﾄﾄﾞﾘｷ ﾊﾔﾃ 安曇野かけっこ

 4 酒井 優真(5) 小学      19.2 
ｻｶｲ ﾕｳﾏ 安曇野かけっこ

 5 幅 大樹(5) 小学      19.4 
ﾊﾊﾞ ﾀﾞｲｷ 安曇野かけっこ

順 ﾚｰﾝ No.

男子

80mH                

決勝

4    86
氏  名 所属名 記録／備考

5   117

6   128

7   129

3   125



決勝 5月8日  9:00

県小記録             1.46
大会新  (GR )        1.25

大日向 温馬(6) 小学
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾊﾙﾏ 大町北
酒井 優真(5) 小学
ｻｶｲ ﾕｳﾏ 安曇野かけっこ
等々力 颯(5) 小学
ﾄﾄﾞﾘｷ ﾊﾔﾃ 安曇野かけっこ
幅 大樹(5) 小学
ﾊﾊﾞ ﾀﾞｲｷ 安曇野かけっこ

氏  名順位 試技

男子

走高跳              

決勝

備考m90 m95所属名 記録1m00 1m05
1 3    54

1m201m10 1m15ﾅﾝﾊﾞｰ

2 1   125

XXXO XO XXOO

XXXO O O

 1.15O O

 1.10

3 4   117

O XO

XO XXXO O XXO

O O O

 1.05

4 2   129
 1.00XXX



決勝 5月8日 10:30

県小記録             5.47
大会新  (GR )        4.51

三澤 岳士(6) 小学   3.55   3.53   3.50    3.55 
ﾐｻﾜ ﾀｹｼ 安曇野かけっこ   -1.0   +1.0   -0.6    -1.0
高田 煌己(5) 小学   3.10   3.27   3.07    3.27 
ﾀｶﾀﾞ ｺｳｷ 大町南   +0.1   +0.7   +2.5    +0.7
矢口 湊人(6) 小学   3.23    X    X    3.23 
ﾔｸﾞﾁ ﾐﾅﾄ 会染   +1.1    +1.1
田中 那月(6) 小学   3.10   2.99   2.89    3.10 
ﾀﾅｶ ﾅﾂ 安曇野かけっこ   -0.7   +1.0   +0.5    -0.7
今西 銀河(5) 小学   3.07    X    X    3.07 
ｲﾏﾆｼ ｷﾞﾝｶﾞ 白馬南   +1.3    +1.3
小島 理仁(5) 小学    X   2.87   2.56    2.87 
ｺｼﾞﾏ ﾘﾋﾄ 白馬北   +1.4    0.0    +1.4

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

男子

走幅跳              

決勝

-2- -3- -4-氏  名 所属名 -1-

2 1    75

備考
1 6   111

-5- -6- 記録

4 4   113

3 5    88

6 3     5

5 2    16



決勝 5月8日  9:00

県小記録            60.18
大会新  (GR )       51.46

西條 旭陽(6) 小学
ﾆｼｼﾞｮｳ ｱｻﾋ 大町東
大塚 珀空(5) 小学
ｵｵﾂｶ ﾊｸ 大町北
下條 洸(6) 小学
ｼﾓｼﾞｮｳ ﾋｶﾙ 池田
福田 信之助(6) 小学
ﾌｸﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 大町東
横澤 紅空(5) 小学
ﾖｺｻﾜ ｺｳｶﾞ 大町東
野島 将太(6) 小学
ﾉｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 安曇野かけっこ
山崎 倖希(5) 小学
ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｷ 大町東
根本 一颯(5) 小学
ﾈﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 美麻
舘林 志紋(5) 小学
ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ｼﾓﾝ 美麻
池野 哉太(6) 小学
ｲｹﾉ ｶﾅﾀ 八坂
東方 晴来(5) 小学
ﾄｳﾎﾞｳ ﾊﾙｸ 大町北
西村 碧(5) 小学
ﾆｼﾑﾗ ｱｵｲ 安曇野かけっこ

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

男子

ジャベリックボール投

決勝

-6- 記録-2- -3- -4-氏  名 所属名 -1-

 40.78 40.78   O

備考
1 2    67

  O

-5-

39.76
2 6    46

 39.76 

3 4    80
  X

  O   O

 37.64   O 37.64

34.51   O   O
4 3    68

 33.38   O   O

 34.51 

5 1    64
33.38

31.26
6 11   110

 31.26 

7 5    63
30.58

  O   O

 30.58   O   O

29.25   O   O
8 10    38

 28.63   O 28.63

 29.25 

9 7    37
  O

  O
10 12    32

 26.68 

11 8    57
  O

26.68   O

12 9   127

 26.26   O 26.26

 22.08   O 22.08   O



予選 5月8日  8:30
決勝 5月8日 10:50

県小記録            12.27
大会新  (GR )       15.2 

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -0.4

 1 安田 青空(4) 小学      16.9 Q  1 栗林 謙伸(4) 小学      16.3 Q
ﾔｽﾀﾞｿﾗ 穂高西 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾝ 大町南

 2 矢口 諒星(4) 小学      17.7  2 中村 琉聖(4) 小学      16.8 q
ﾔｸﾞﾁ ﾘｮｳｾｲ 安曇野かけっこ ﾅｶﾑﾗ ﾙｲ 白馬南

 3 尾形 壮志(4) 小学      18.1  3 植田 航生(4) 小学      17.2 q
ｵｶﾞﾀ ｿｳｼ 美麻 ｳｴﾀﾞｺｳｾｲ 穂高西

 4 関根 良汰郎(4) 小学      18.4  4 茅野 圭佑(4) 小学      17.8 
ｾｷﾈ ﾘｮｳﾀﾛｳ 大町東 ﾁﾉ ｹｲｽｹ 安曇野かけっこ

 5 高田 丈(4) 小学      18.4  5 神社 春(4) 小学      18.6 
ﾀｶﾀﾞ ｼﾞｮｳ 白馬南 ｼﾞﾝｼﾞｬ ﾊﾙ 大町北

 6 鈴木 寬大(4) 小学      19.1  6 木口 拓弥(4) 小学      18.8 
ｽｽﾞｷ ｶﾝﾀ 大町北 ｷｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 会染
片瀬 雄惺(4) 小学  7 中嶌 雄星(4) 小学      18.9 
ｶﾀｾ ﾕｳｾｲ 会染 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｾｲ 大町東

[ 3組] 風速 -0.9 [ 4組] 風速 -1.0

 1 金子 寿(4) 小学      16.2 Q  1 田中 旭(4) 小学      16.0 Q
ｶﾈｺﾋｻｼ 穂高西 ﾀﾅｶ ｱｻﾋ 白馬北

 2 熊谷 颯真(4) 小学      16.5 q  2 黒田 啓太(4) 小学      16.3 q
ｸﾏｶﾞｲ ｿｳﾏ 安曇野かけっこ ｸﾛﾀﾞ ｹｲﾀ 大町北

 3 西澤 七豊(4) 小学      17.4  3 黒澤 陽生(4) 小学      17.4 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾅﾕﾀ 大町南 ｸﾛｻﾜ ﾖｳｾｲ 白馬南

 4 松中 要(4) 小学      18.1  4 新山 おと春(4) 小学      17.9 
ﾏﾂﾅｶ ｶﾅﾒ 白馬南 ﾆｲﾔﾏ ｵﾄﾊﾙ 八坂

 5 吉原 弘大(4) 小学      19.0  5 山口 大駕(4) 小学      20.0 
ﾖｼﾊﾗ ｺｳﾀ 大町北 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 会染

 6 清水 鳳(4) 小学      19.0 松澤 大和(4) 小学
ｼﾐｽﾞ ｱｹﾞﾊ 白馬南 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾔﾏﾄ 小谷

 7 吉田 友祐(4) 小学      19.4 山田 航太郎(4) 小学
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ 八坂 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 安曇野かけっこ

風速 -2.3

 1 田中 旭(4) 小学      15.6 
ﾀﾅｶ ｱｻﾋ 白馬北

 2 金子 寿(4) 小学      15.7 
ｶﾈｺﾋｻｼ 穂高西

 3 黒田 啓太(4) 小学      15.9 
ｸﾛﾀﾞ ｹｲﾀ 大町北

 4 熊谷 颯真(4) 小学      15.9 
ｸﾏｶﾞｲ ｿｳﾏ 安曇野かけっこ

 5 栗林 謙伸(4) 小学      16.1 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾝ 大町南

 6 中村 琉聖(4) 小学      16.4 
ﾅｶﾑﾗ ﾙｲ 白馬南

 7 植田 航生(4) 小学      17.0 
ｳｴﾀﾞｺｳｾｲ 穂高西

 8 安田 青空(4) 小学      17.1 
ﾔｽﾀﾞｿﾗ 穂高西

4年男子       

100m                

予選 通過基準  4組  1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   108

5    98

   24

6    58

3    34

順 ﾚｰﾝ No.

4    84
欠場

2    40

7

4    76
氏  名 所属名 記録／備考

6    97

3    25

5    41

2   107

8    59

7    85

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

7   106

3    96

4    26

8    77

6    23

2    43

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

7    45

3     4

8    28

5    21

  109
欠場

4     3
欠場

2    81

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

65    29

4    96

所属名 記録／備考
5     4

8   106

7    45

1    25

6    76

3    98

2    97



予選 5月8日  9:15
決勝 5月8日 11:10

県小記録            12.27
大会新  (GR )       14.6 

[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速 -0.1

 1 清水 哉幸(5) 小学      16.4 Q  1 大塚 珀空(5) 小学      15.7 Q
ｼﾐｽﾞ ﾅｵﾕｷ 白馬北 ｵｵﾂｶ ﾊｸ 大町北

 2 丸山 隼弥(5) 小学      16.6 Q  2 大瀧 永将(5) 小学      16.5 Q
ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 大町南 ｵｵﾀｷ ｴｲｽｹ 大町南

 3 長坂 草佑(5) 小学      16.6 q  3 深澤 日向(5) 小学      16.8 q
ﾅｶﾞｻｶｿｳｽｹ 穂高西 ﾌｶｻﾞﾜ ﾋﾅﾀ 安曇野かけっこ

 4 今西 銀河(5) 小学      17.2  4 武井 将翔(5) 小学      16.9 
ｲﾏﾆｼ ｷﾞﾝｶﾞ 白馬南 ﾀｹｲ ﾏｻﾄ 大町東

 5 中山 蒼生(5) 小学      17.3  5 村木 蔵人(5) 小学      17.7 
ﾅｶﾔﾏ ｿｳ 会染 ﾑﾗｷ ｸﾗﾝﾄﾞ 八坂

 6 横川 天飛(5) 小学      19.7  6 小島 理仁(5) 小学      18.2 
ﾖｺｺﾜ ｱﾏﾄ 大町北 ｺｼﾞﾏ ﾘﾋﾄ 白馬北

[ 3組] 風速  0.0

 1 山本 凌己(5) 小学      15.0 Q
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｷ 大町南

 2 内山 太陽(5) 小学      16.6 Q
ｳﾁﾔﾏ ﾀｲﾖｳ 白馬北

 3 大日方 陸歩(5) 小学      17.5 
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾘｸﾎ 大町東

 4 横川 歩飛(5) 小学      17.6 
ﾖｺｶﾜ ｱﾕﾄ 大町北

 5 根本 一颯(5) 小学      17.8 
ﾈﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 美麻

風速 -1.9

 1 山本 凌己(5) 小学      14.7 
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｷ 大町南

 2 大塚 珀空(5) 小学      15.8 
ｵｵﾂｶ ﾊｸ 大町北

 3 長坂 草佑(5) 小学      16.3 
ﾅｶﾞｻｶｿｳｽｹ 穂高西

 4 大瀧 永将(5) 小学      16.7 
ｵｵﾀｷ ｴｲｽｹ 大町南

 5 清水 哉幸(5) 小学      17.1 
ｼﾐｽﾞ ﾅｵﾕｷ 白馬北

 6 内山 太陽(5) 小学      17.2 
ｳﾁﾔﾏ ﾀｲﾖｳ 白馬北

 7 丸山 隼弥(5) 小学      17.4 
ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 大町南

 8 深澤 日向(5) 小学      17.7 
ﾌｶｻﾞﾜ ﾋﾅﾀ 安曇野かけっこ

5年男子       

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 No.

6    72

5     9

4    16

2    95

3    47

7    86

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

2    71

6    46

4    62

5   115

7     5

3    30

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

3    12

4    73

2    56

5    61

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

6    38

4    46

所属名 記録／備考
3    73

6    71

2    95

8    12

5     9

1   115

7    72



決勝 5月8日 11:30

県小記録            12.27
大会新  (GR )       13.3 

風速 -1.5

 1 田中 翠人(6) 小学      15.5 
ﾀﾅｶ ｱｷﾄ 白馬北

 2 髙橋 幸翔(6) 小学      15.5 
ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾄ 大町南

 3 関川 巴琉(6) 小学      15.8 
ｾｷｶﾜ ﾊﾙ 大町北

 4 種山 壮心(6) 小学      15.9 
ﾀﾈﾔﾏ ｿｳｼ 大町北

 5 矢口 湊人(6) 小学      16.2 
ﾔｸﾞﾁ ﾐﾅﾄ 会染

 6 井澤 虹成(6) 小学      16.9 
ｲｻﾞﾜ ｺｳｾｲ 安曇野かけっこ

 7 青柳 輝(6) 小学      17.1 
ｱｵﾔｷﾞ ﾋｶﾙ 美麻

 8 小倉 広大(6) 小学      17.8 
ｵｸﾞﾗ ｺｳﾀﾞｲ 白馬北

6年男子       

100m                

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

6    69

3    14

8    55

4    52

1   119

2    88

5    10

7    39
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