
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

R1

T4 ｒ
T5
T6
T7
T8

FS 〇
T1
T2 ✖
T3 －

11:00 晴れ 15 39 西北西 2.29:00 晴れ 12 43 北 2.5
10:00 晴れ 12.5 45 北 1.48:30 晴れ 11 40 北北東 1.2

(℃) (%) (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

安曇野かけっこ 3ｍ41大会新 女子 走幅跳 決勝 3ｍ42 不破　清華〈６年）

安曇野かけっこ １７秒4
大会新 女子 走幅跳 決勝 3ｍ84 渡邉　紗良〈６年） 会染小 3ｍ41
大会新 女子 ８０ｍハードル 決勝 17秒2 百瀬　瑞羽〈６年）

小谷小 30ｍ87
大会新 女子 ジャベリックボール投 決勝 31ｍ10 田中　綾乃〈６年） 大町北 30ｍ87
大会新 女子 ジャベリックボール投 決勝 31ｍ63 太田　柚葉〈６年）

種目 ラウンド 記録 氏名(学年) 所属 従来の記録

後 援
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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
(GR:大会新  ) 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
05/08 女子 熊谷 心陽(6) 3,33.3 佐々木 瞭(6) 3,51.1 吉田 歩未(5) 4,02.4 熊井 栞渚(5) 4,02.7 田中 希ノ果(5) 4,03.1 西山 朋夏(5) 4,03.7 谷口 圓(5) 4,04.5 坂本 由莉花(5) 4,05.0

1000m 小学･安曇野かけっこ 小学･会染 小学･八坂 小学･安曇野かけっこ 小学･白馬北 小学･大町北 小学･美麻 小学･安曇野かけっこ
05/08  +0.1 百瀬 瑞羽(6) 17.2 髙橋 咲乃(6) 18.0 新谷 華歩(5) 19.6 柴田 灯(5) 22.7

80mH 小学･安曇野かけっ GR 小学･大町東 小学･白馬南 小学･穂高西
05/08 倉田 明季(5) 1.20 百瀬 瑞羽(6) 1.15 百瀬 あおい(6) 1.10 木村 紗和(5) 1.10 木村 紗英(5) 1.05 丸山 紗世(5) 1.05 窪田 佐和(5) 1.05 髙橋 咲乃(6) 1.00

走高跳 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 小学･安曇野かけっこ 小学･白馬北 小学･白馬南 小学･大町東
05/08 渡邉 紗良(6) 3.84(-0.1) 熊谷 心陽(6) 3.54(+2.5) 不破 清華(6) 3.42(+1.5) 守屋 蒼衣(6) 3.30(+1.7) 木下 瑠心(6) 3.29(+3.1) 窪田 佐和(5) 3.28(+0.5) 曽根原 朱莉(5) 3.18(+3.0) 吉川 美羽(5) 3.01(+1.7)

走幅跳 小学･会染 GR 小学･安曇野かけっこ 小学･安曇野かけっ GR 小学･安曇野かけっこ 小学･白馬南 小学･白馬南 小学･安曇野かけっこ 小学･大町北
05/08 太田 柚葉(6) 31.63 田中 綾乃(6) 31.10 佐々木 瞭(6) 26.71 萩原 恵美(5) 19.73 宇留賀 あんな(5) 10.42

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･小谷 GR 小学･大町北 GR 小学･会染 小学･小谷 小学･穂高西
05/08 4年女子      -1.1 原 優衣花(4) 16.5 三澤 侑奈(4) 17.1 井口 芽生(4) 17.1 田邊 瑠奈(4) 17.6 松本 すみれ(4) 17.9 飯田 結月(4) 18.0 坂部 仁香(4) 18.2 片桐 絵茉(4) 18.3

100m 小学･会染 小学･安曇野かけっこ 小学･大町南 小学･大町北 小学･大町東 小学･穂高西 小学･八坂 小学･美麻
05/08 5年女子      -2.3 曽根原 朱莉(5) 15.6 倉田 明季(5) 15.9 木村 紗和(5) 16.2 寺嶋 あずさ(5) 16.5 吉田 佳音(5) 16.7 田中 希ノ果(5) 16.8 谷口 圓(5) 16.9 坂本 由莉花(5) 17.8

100ｍ 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･大町北 小学･白馬北 小学･白馬北 小学･美麻 小学･安曇野かけっこ
05/08 6年女子      -0.6 守屋 蒼衣(6) 15.5 木下 瑠心(6) 15.7 渡邉 紗良(6) 16.1 不破 清華(6) 16.2 高柳 愛(6) 16.8 赤羽 愛那(6) 17.4 清澤 妃奈(6) 17.6

100m 小学･安曇野かけっこ 小学･白馬南 小学･会染 小学･安曇野かけっこ 小学･穂高西 小学･安曇野かけっこ 小学･安曇野かけっこ



決勝 5月8日 10:20

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

 1 熊谷 心陽(6) 小学    3,33.3 
ｸﾏｶﾞｲ ｺﾊﾙ 安曇野かけっこ

 2 佐々木 瞭(6) 小学    3,51.1 
ｻｻｷ ﾘｮｳ 会染

 3 吉田 歩未(5) 小学    4,02.4 
ﾖｼﾀﾞ ｱﾕﾐ 八坂

 4 熊井 栞渚(5) 小学    4,02.7 
ｸﾏｲ ｶﾝﾅ 安曇野かけっこ

 5 田中 希ノ果(5) 小学    4,03.1 
ﾀﾅｶ ﾏﾉｶ 白馬北

 6 西山 朋夏(5) 小学    4,03.7 
ﾆｼﾔﾏ ﾄﾓｶ 大町北

 7 谷口 圓(5) 小学    4,04.5 
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾄﾞｶ 美麻

 8 坂本 由莉花(5) 小学    4,05.0 
ｻｶﾓﾄ ﾕﾘｶ 安曇野かけっこ

 9 百瀬 あおい(6) 小学    4,07.1 
ﾓﾓｾ ｱｵｲ 安曇野かけっこ

10 杉木 結(6) 小学    4,10.3 
ｽｷﾞｷ ﾕｲ 大町東

11 嶋村 結菜(6) 小学    4,14.8 
ｼﾏﾑﾗﾕｲﾅ 穂高西

12 吉川 心晴(5) 小学    4,15.4 
ﾖｼｶﾜ ｺﾊﾙ 白馬南

13 吉田 佳音(5) 小学    4,17.7 
ﾖｼﾀﾞ ｶﾉﾝ 白馬北

14 萩原 恵美(5) 小学    4,18.5 
ﾊｷﾞﾊﾗ ｴﾐ 小谷

15 倉科 ひなた(5) 小学    4,22.6 
ｸﾗｼﾅ ﾋﾅﾀ 白馬北

16 新谷 華歩(5) 小学    4,36.7 
ｼﾝﾀﾆ ｶﾎ 白馬南
山田 柚野(6) 小学
ﾔﾏﾀﾞﾕﾉ 白馬北

順 No.

女子

1000m               

決勝

16   124
氏  名 所属名 記録／備考

1    31

2    89

7    11

14   123

12    36

6    50

10   122

4   118

8   105

5    65

11     6

13    20

3     8

15     2

9    13
欠場

17    18



決勝 5月8日 10:40

県小記録            12.57
大会新  (GR )       17.4 

風速 +0.1

 1 百瀬 瑞羽(6) 小学      17.2 
ﾓﾓｾ ﾐｽﾞﾊ 安曇野かけっこ

 2 髙橋 咲乃(6) 小学      18.0 
ﾀｶﾊｼ ｻｻﾉ 大町東

 3 新谷 華歩(5) 小学      19.6 
ｼﾝﾀﾆ ｶﾎ 白馬南

 4 柴田 灯(5) 小学      22.7 
ｼﾊﾞﾀｱｶﾘ 穂高西

女子

80mH                

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

5    66

6   120
大会新

4   103

3    18



決勝 5月8日  9:00

県小記録             1.38
大会新  (GR )        1.25

倉田 明季(5) 小学
ｸﾗﾀ ｱｷ 安曇野かけっこ
百瀬 瑞羽(6) 小学
ﾓﾓｾ ﾐｽﾞﾊ 安曇野かけっこ
百瀬 あおい(6) 小学
ﾓﾓｾ ｱｵｲ 安曇野かけっこ
木村 紗和(5) 小学
ｷﾑﾗ ｻﾜ 安曇野かけっこ
木村 紗英(5) 小学
ｷﾑﾗ ｻｴ 安曇野かけっこ
丸山 紗世(5) 小学
ﾏﾙﾔﾏ ｻﾖ 白馬北
窪田 佐和(5) 小学
ｸﾎﾞﾀ ｻﾜ 白馬南
髙橋 咲乃(6) 小学
ﾀｶﾊｼ ｻｻﾉ 大町東
田内 麗桜奈(5) 小学
ﾀｳﾁ ﾘｵﾅ 白馬南

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名順位 試技

女子

走高跳              

決勝

備考m85 m90所属名 記録m95 1m00 1m251m15 1m201m05 1m10

OO O O
1 9   112

 1.20

2 3   120

O XO XXXO O

3 2   122

XXO XXXO O OO

XOO O O

 1.15O O

 1.10

4 1   132

XXXO O

5 4   133

XXXXO O XOO

XXXO O O

 1.10O O

 1.05

6 5     7

O O

7 8    17

XXO O XXXO

XXXO O XXO

 1.05O O

 1.05

8 7    66

O XXO

O XXXO O O

O O O

 1.00

9 6    19
 1.00XO XXX



決勝 5月8日 10:30

県小記録             4.75
大会新  (GR )        3.41

渡邉 紗良(6) 小学   3.84   3.55   3.74    3.84 大会新
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾗ 会染   -0.1   +1.9   -0.8    -0.1
熊谷 心陽(6) 小学    X    X   3.54    3.54 
ｸﾏｶﾞｲ ｺﾊﾙ 安曇野かけっこ   +2.5    +2.5
不破 清華(6) 小学   3.42   2.95   3.10    3.42 大会新
ﾌﾊ ｻﾔｶ 安曇野かけっこ   +1.5   +1.0   +0.4    +1.5
守屋 蒼衣(6) 小学   2.98   3.12   3.30    3.30 
ﾓﾘﾔ ｱｵｲ 安曇野かけっこ   +1.9   -0.2   +1.7    +1.7
木下 瑠心(6) 小学   3.14   3.14   3.29    3.29 
ｷﾉｼﾀ ﾙﾐ 白馬南   -0.7   +1.9   +3.1    +3.1
窪田 佐和(5) 小学   3.28   2.83    X    3.28 
ｸﾎﾞﾀ ｻﾜ 白馬南   +0.5   +1.7    +0.5
曽根原 朱莉(5) 小学   3.05   3.18   3.16    3.18 
ｿﾈﾊﾗ ｱｶﾘ 安曇野かけっこ   +2.5   +3.0   -0.1    +3.0
吉川 美羽(5) 小学   2.53   2.68   3.01    3.01 
ｷﾁｶﾜ ﾐｳ 大町北   +1.1   +1.4   +1.7    +1.7
赤羽 愛那(6) 小学    X   3.01    X    3.01 
ｱｶﾊﾈ ﾏﾅ 安曇野かけっこ   -1.0    -1.0
足立 礼美(6) 小学    X    X   2.94    2.94 
ｱﾀﾞﾁ ﾚﾐ 安曇野かけっこ   +3.9    +3.9
丸山 紗世(5) 小学   2.90   2.88   2.92    2.92 
ﾏﾙﾔﾏ ｻﾖ 白馬北   +0.9   +1.5   +1.3    +1.3
田内 麗桜奈(5) 小学   2.79   2.78   2.18    2.79 
ﾀｳﾁ ﾘｵﾅ 白馬南   +1.7   +2.0   -0.8    +1.7

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

女子

走幅跳              

決勝

-2- -3- -4-氏  名 所属名 -1-

2 12   124

備考
1 7    87

-5- -6- 記録

4 2   121

3 9   130

6 4    17

5 10    15

8 11    49

7 5   126

10 3   116

9 1   135

12 6    19

11 8     7



決勝 5月8日  9:00

県小記録            46.82
大会新  (GR )       30.87

太田 柚葉(6) 小学 大会新
ｵｵﾀ ﾕｽﾞﾊ 小谷
田中 綾乃(6) 小学 大会新
ﾀﾅｶ ﾘﾉ 大町北
佐々木 瞭(6) 小学
ｻｻｷ ﾘｮｳ 会染
萩原 恵美(5) 小学
ﾊｷﾞﾊﾗ ｴﾐ 小谷
宇留賀 あんな(5) 小学
ｳﾙｶﾞｱﾝﾅ 穂高西

女子

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 2     1

31.63

-5- -6- 記録-2- -3-

 31.63   O   O

  O   O 31.10
2 3    53

 26.71   O   O

 31.10 

3 5    89
26.71

  O
4 4     2

 19.73 

5 1   102
  O

19.73   O

 10.42 10.42   O



予選 5月8日  9:00
決勝 5月8日 11:00

県小記録            12.81
大会新  (GR )       16.2 

[ 1組] 風速 -1.1 [ 2組] 風速 +0.5

 1 原 優衣花(4) 小学      16.4 Q  1 三澤 侑奈(4) 小学      17.2 Q
ﾊﾗ ﾕｲｶ 会染 ﾐｻﾜ ﾕﾅ 安曇野かけっこ

 2 井口 芽生(4) 小学      17.4 Q  2 坂部 仁香(4) 小学      18.2 Q
ｲｸﾞﾁ ﾒｲ 大町南 ｻｶﾍﾞ ﾆｶ 八坂

 3 田邊 瑠奈(4) 小学      17.6 q  3 柴田 和香(4) 小学      18.4 
ﾀﾅﾍﾞ ﾙﾅ 大町北 ｼﾊﾞﾀ ﾜｶ 白馬南

 4 松本 すみれ(4) 小学      18.0 q  4 伊藤 結花(4) 小学      18.6 
ﾏﾂﾓﾄ ｽﾐﾚ 大町東 ｲﾄｳ ﾕｲｶ 大町北

 5 飯田 結月(4) 小学      18.2 q  5 増渕 紡希(4) 小学      19.6 
ｲｲﾀﾞﾕﾂﾞｷ 穂高西 ﾏｽﾌﾞﾁ ﾂﾑｷﾞ 会染

 6 片桐 絵茉(4) 小学      18.3 q
ｶﾀｷﾞﾘ ｴﾏ 美麻

風速 -1.1

 1 原 優衣花(4) 小学      16.5 
ﾊﾗ ﾕｲｶ 会染

 2 三澤 侑奈(4) 小学      17.1 
ﾐｻﾜ ﾕﾅ 安曇野かけっこ

 3 井口 芽生(4) 小学      17.1 
ｲｸﾞﾁ ﾒｲ 大町南

 4 田邊 瑠奈(4) 小学      17.6 
ﾀﾅﾍﾞ ﾙﾅ 大町北

 5 松本 すみれ(4) 小学      17.9 
ﾏﾂﾓﾄ ｽﾐﾚ 大町東

 6 飯田 結月(4) 小学      18.0 
ｲｲﾀﾞﾕﾂﾞｷ 穂高西

 7 坂部 仁香(4) 小学      18.2 
ｻｶﾍﾞ ﾆｶ 八坂

 8 片桐 絵茉(4) 小学      18.3 
ｶﾀｷﾞﾘ ｴﾏ 美麻

4年女子       

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.

4    78

2    83

   99

3    60

6    42

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

6    27

3   114

   82

4    44

5    22

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

2

7    33

5

4   114

所属名 記録／備考
6    83

8    42

5    78

2    99

7    60

1    33

3    27



予選 5月8日  9:40
決勝 5月8日 11:20

県小記録            12.81
大会新  (GR )       14.9 

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 -0.1

 1 木村 紗和(5) 小学      16.4 Q  1 寺嶋 あずさ(5) 小学      16.2 Q
ｷﾑﾗ ｻﾜ 安曇野かけっこ ﾃﾗｼﾏ ｱｽﾞｻ 大町北

 2 吉田 佳音(5) 小学      16.6 Q  2 坂本 由莉花(5) 小学      16.7 Q
ﾖｼﾀﾞ ｶﾉﾝ 白馬北 ｻｶﾓﾄ ﾕﾘｶ 安曇野かけっこ

 3 熊井 栞渚(5) 小学      17.2  3 谷口 圓(5) 小学      16.9 
ｸﾏｲ ｶﾝﾅ 安曇野かけっこ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾄﾞｶ 美麻

 4 吉川 美羽(5) 小学      17.5  4 伊藤 彩那(5) 小学      16.9 
ｷﾁｶﾜ ﾐｳ 大町北 ｲﾄｳ ｱﾔﾅ 安曇野かけっこ

 5 田中 汐奈(5) 小学      17.7  5 丸山 結菜(5) 小学      17.2 
ﾀﾅｶｾﾅ 穂高西 ﾏﾙﾔﾏﾕｲﾅ 穂高西

 6 吉田 歩未(5) 小学      17.7  6 倉科 ひなた(5) 小学      17.8 
ﾖｼﾀﾞ ｱﾕﾐ 八坂 ｸﾗｼﾅ ﾋﾅﾀ 白馬北

[ 3組] 風速 -0.8

 1 曽根原 朱莉(5) 小学      15.2 Q
ｿﾈﾊﾗ ｱｶﾘ 安曇野かけっこ

 2 倉田 明季(5) 小学      15.6 Q
ｸﾗﾀ ｱｷ 安曇野かけっこ

 3 田中 希ノ果(5) 小学      16.7 q
ﾀﾅｶ ﾏﾉｶ 白馬北

 4 木村 紗英(5) 小学      17.4 
ｷﾑﾗ ｻｴ 安曇野かけっこ

 5 髙橋 景(5) 小学      19.8 
ﾀｶﾊｼ ｹｲ 美麻

風速 -2.3

 1 曽根原 朱莉(5) 小学      15.6 
ｿﾈﾊﾗ ｱｶﾘ 安曇野かけっこ

 2 倉田 明季(5) 小学      15.9 
ｸﾗﾀ ｱｷ 安曇野かけっこ

 3 木村 紗和(5) 小学      16.2 
ｷﾑﾗ ｻﾜ 安曇野かけっこ

 4 寺嶋 あずさ(5) 小学      16.5 
ﾃﾗｼﾏ ｱｽﾞｻ 大町北

 5 吉田 佳音(5) 小学      16.7 
ﾖｼﾀﾞ ｶﾉﾝ 白馬北

 6 田中 希ノ果(5) 小学      16.8 
ﾀﾅｶ ﾏﾉｶ 白馬北

 7 谷口 圓(5) 小学      16.9 
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾄﾞｶ 美麻

 8 坂本 由莉花(5) 小学      17.8 
ｻｶﾓﾄ ﾕﾘｶ 安曇野かけっこ

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

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

6     6

7   132

4    49

5   123

2    31

3   101

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

5   118

6    48

7   131

4    36

2     8

3   100

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

2   112

6   126

4   133

3    11

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

5    35

5   112

所属名 記録／備考
4   126

6    48

3   132

2    11

7     6

8   118

1    36



決勝 5月8日 11:40

県小記録            12.81
大会新  (GR )       14.7 

風速 -0.6

 1 守屋 蒼衣(6) 小学      15.5 
ﾓﾘﾔ ｱｵｲ 安曇野かけっこ

 2 木下 瑠心(6) 小学      15.7 
ｷﾉｼﾀ ﾙﾐ 白馬南

 3 渡邉 紗良(6) 小学      16.1 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾗ 会染

 4 不破 清華(6) 小学      16.2 
ﾌﾊ ｻﾔｶ 安曇野かけっこ

 5 高柳 愛(6) 小学      16.8 
ﾀｶﾔﾅｷﾞｱｲ 穂高西

 6 赤羽 愛那(6) 小学      17.4 
ｱｶﾊﾈ ﾏﾅ 安曇野かけっこ

 7 清澤 妃奈(6) 小学      17.6 
ｷﾖｻﾜ ﾋﾅ 安曇野かけっこ
山田 柚野(6) 小学
ﾔﾏﾀﾞﾕﾉ 白馬北

6年女子       

100m                

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

3    15

4   121

6   130

5    87

8   135

1   104

7    13
欠場

2   134
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