
大会コード 22170704

： 2022年6月12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
： 森泉　哲
： 赤沼　広志
： 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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萩原　恵美（5）
田中　綾乃（6）

ジャベリックボール投げ 小谷小



第57回大北陸上競技選手権大会                                                    
主催：大北陸上競技協会　共催：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
06/12 男子  +0.1 木曽 隆大朗(2) 11.9 大日向 孝雅(2) 12.2 丸山 開世(1) 12.7 小口 祐人 12.9 萩原 慶一郎 24.9

100m 高校･松本国際高 高校･松本国際高 高校･白馬高 一般･塩尻市陸協 一般･長野ﾏｽﾀｰｽﾞ
06/12  -1.4 伊藤 波耶(1) 27.5

200ｍ 高校･白馬高
06/12 竹村 僚太 4,38.5 加藤 誠隆 4,55.5 松澤 秀徳 5,17.3

1500ｍ 一般･大北陸協 一般･大北陸協 一般･大北陸協
06/12 竹村 僚太 17,04.4 加藤 誠隆 18,13.2 松澤 秀徳 19,54.6 湯口 彰 21,34.6

5000ｍ 一般･大北陸協 一般･大北陸協 一般･大北陸協 一般･大北陸協
06/12 松原 大輝 1.85

走高跳 一般･安曇野AC
06/12 川上 文也 5.82(+1.8) 松澤 尚弥(3) 5.66(+1.2) 大日向 孝雅(2) 5.32(+2.4) 木曽 隆大朗(2) 5.07(+3.8)

走幅跳 一般･大北陸協 高校･松本国際高 高校･松本国際高 高校･松本国際高
06/12 松澤 尚弥(3) 45.74 渡邊 倫 27.27

やり投 高校･松本国際高 一般･大北陸協
06/12 4年男子      -0.2 黒田 啓太(4) 15.7 荻久保 快(4) 16.7 西澤 七豊(4) 16.8 松中 要(4) 17.4 神社 春(4) 18.1 倉科 晶輝(4) 18.2

100ｍ 小学･大町北小 小学･松川小 小学･大町南小 小学･白馬南小 小学･大町北小 小学･松川小
06/12 5年男子      -0.3 大塚 珀空(5) 15.0 山本 凌己(5) 15.1 矢口 碧(5) 16.8 遠山 怜央(5) 16.9 黒栁 晴之(5) 17.2 小林 暖都(5) 17.6

100ｍ 小学･大町北小 小学･大町南小 小学･池田小 小学･松川小 小学･大町南小 小学･池田小
06/12 6年男子      -0.4 田中 翠人(6) 14.7 関川 巴琉(6) 14.7 丸山 諒太(6) 15.2 矢口 大介(6) 15.4 山田 航輝(6) 15.4 種山 壮心(6) 15.5 小倉 広大(6) 16.6 下田 暖真(6) 17.6

100ｍ 小学･白馬北小 小学･大町北小 小学･池田小 小学･池田小 小学･小谷小 小学･大町北小 小学･白馬北小 小学･池田小
06/12 小学男子    瀧澤 雄大(6) 3,29.4 横川 愛翔(6) 3,30.5 黒栁 晴之(5) 3,32.9 浅野 昊(5) 3,33.4 横田 煌成(6) 3,34.1 田原 優心(5) 3,52.8 矢口 遼真(6) 3,59.8 黒田 啓太(4) 4,04.6

1000ｍ 小学･池田小 小学･大町北小 小学･大町南小 小学･大町南小 小学･池田小 小学･大町南小 小学･池田小 小学･大町北小
06/12 中島 響希(6) 1.10

走高跳 小学･池田小
06/12 高田 煌己(5) 3.54(0.0) 横川 愛翔(6) 3.48(+0.5) 橋本 昌卓(5) 3.43(+0.5) 遠山 怜央(5) 3.21(+0.5) 小林 暖都(5) 3.09(+1.4) 村上 稜空(4) 2.62(+1.1)

走幅跳 小学･大町南小 小学･大町北小 小学･大町南小 小学･松川小 小学･池田小 小学･松川小
06/12 関川 巴琉(6) 40.86 大塚 珀空(5) 40.51 田原 優心(5) 36.44 深澤 桃李(4) 33.52 東方 晴来(5) 29.46 高田 煌己(5) 27.73 荻久保 快(4) 21.86

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･大町北小 小学･大町北小 小学･大町南小 小学･小谷小 小学･大町北小 小学･大町南小 小学･松川小
06/12 1年男子      -1.2 竹内 暖(1) 13.2 瀧澤 陽斗(1) 13.7 松坂 奏汰(1) 13.7 高島 湊(1) 13.8 海川 瑛大(1) 14.3 遠藤 挙吾(1) 14.3 丸山 晴嵩(1) 14.4 土本 晃生(1) 14.6

100ｍ 中学･大町第一中 中学･高瀬中 中学･仁科台中 中学･大町第一中 中学･大町第一中 中学･大町第一中 中学･白馬中 中学･北安松川中
06/12 大町第一中       53.1 仁科台中       55.4 

4×100mR 高島 湊(1) 松本 幸輝(1)
海川 瑛大(1) 松本 勇志(1)
竹内 暖(1) 高橋 朱里(1)
遠藤 挙吾(1) 松坂 奏汰(1)

06/12 2年男子      -0.1 中尾 グスタボ(2) 12.5 今溝 陸斗(2) 12.8 荒井 裕馬(2) 14.3 麻田 悠太(2) 15.1
100ｍ 中学･白馬中 中学･仁科台中 中学･北安松川中 中学･白馬中

06/12 3年男子      -1.0 塩原 樹(3) 12.3 腰原 陸也(3) 12.5 坂中 悠惺(3) 12.5 浅原 亜夢呂(3) 12.9 丸山 航汰(3) 12.9 西山 勝利(3) 13.1 原 直生(3) 13.5 荒井 志音(3) 13.9
100ｍ 中学･高瀬中 中学･高瀬中 中学･仁科台中 中学･高瀬中 中学･北安松川中 中学･仁科台中 中学･仁科台中 中学･仁科台中

06/12 中学男子共通  -0.7 中尾 グスタボ(2) 25.1 坂中 悠惺(3) 26.0 丸山 航汰(3) 26.1 西山 勝利(3) 27.3 奥原 星(3) 27.9 楜澤 功大(3) 28.9 土本 晃生(1) 30.3 日堂 陽翔(1) 33.1
200ｍ 中学･白馬中 中学･仁科台中 中学･北安松川中 中学･仁科台中 中学･仁科台中 中学･北安松川中 中学･北安松川中 中学･大町第一中

06/12 奥原 星(3) 2,13.9 高橋 朱里(1) 2,21.1 楜澤 功大(3) 2,27.1 松澤 晃佑(1) 2,35.4
800m 中学･仁科台中 中学･仁科台中 中学･北安松川中 中学･白馬中

06/12 松澤 巧馬(3) 5,04.2 松澤 晃佑(1) 5,06.2 栗林 恒至(1)  5,33.9 梨子田 快飛(3) 5,44.6
1500ｍ 中学･白馬中 中学･白馬中 中学･高瀬中 中学･仁科台中

06/12 松本 勇志(1) 12,27.0 丹野 颯人(1) 13,12.9
3000ｍ 中学･仁科台中 中学･白馬中

06/12  -1.1 新井 諒雅(3) 21.0
110mH 中学･高瀬中

06/12 下村 岳輝(3) 5.22(+0.9) 西澤 和真(3) 5.06(+1.0) 松本 幸輝(1) 4.35(+1.2) 勝野 瑞樹(3) 4.14(-0.3) 白瀬 匠人(3) 4.07(+0.4)
走幅跳 中学･仁科台中 中学･北安松川中 中学･仁科台中 中学･高瀬中 中学･北安松川中

06/12 小林 由弥(3) 8.35 湯尾 泰雅(2) 6.98 近藤 優一(2) 5.07
砲丸投 中学･仁科台中 中学･白馬中 中学･北安松川中

06/12 林 暖翔(3) 30.78 北澤 魁人(1) 21.67
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･白馬中 中学･大町第一中

06/12 高瀬中       48.7 仁科台中(B)       48.8 白馬中       53.2 仁科台中(A)       53.2 北安松川中       54.2 
4×100mR 袖山 育己(3) 下村 岳輝(3) 丸山 晴嵩(1) 仁科 有貴(3) 丸山 航汰(3)

浅原 亜夢呂(3) 西山 勝利(3) 中尾 グスタボ(2) 原 直生(3) 西澤 和真(3)
腰原 陸也(3) 小林 由弥(3) 松澤 巧馬(3) 荒井 志音(3) 梨子田 快飛(3)
塩原 樹(3) 坂中 悠惺(3) 林 暖翔(3) 奥原 星(3) 白瀬 匠人(3)



決勝 6月12日 12:20

県記録              10.15
大会新  (GR )       11.3 

風速 +0.1

 1 木曽 隆大朗(2) 高校      11.9 
ｷｿ ﾘｭｳﾀﾛｳ 松本国際高

 2 大日向 孝雅(2) 高校      12.2 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｶﾞ 松本国際高

 3 丸山 開世(1) 高校      12.7 
ﾏﾙﾔﾏ ｶｲｾｲ 白馬高

 4 小口 祐人 一般      12.9 
ｵｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 塩尻市陸協

 5 萩原 慶一郎 一般      24.9 
ﾊｷﾞﾊﾗ ｹｲｲﾁﾛｳ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ

2    59

5    48

4  2008

6  2520

3  2521
氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

男子

100m                

決勝



決勝 6月12日  9:40

県記録              20.35
大会新  (GR )       23.1 

風速 -1.4

 1 伊藤 波耶(1) 高校      27.5 
ｲﾄｳ ﾊﾔ 白馬高

3  2007
氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

男子

200ｍ               

決勝



決勝 6月12日  8:40

県記録            3,38.49
大会新  (GR )     4,08.0 

 1 竹村 僚太 一般    4,38.5 
ﾀｹﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 大北陸協

 2 加藤 誠隆 一般    4,55.5 
ｶﾄｳ ｾｲﾘｭｳ 大北陸協

 3 松澤 秀徳 一般    5,17.3 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ 大北陸協

2    52

3    54

1    55
氏  名 所属名 記録／備考順 No.

男子

1500ｍ              

決勝



決勝 6月12日 10:10

県記録           13,20.80
大会新  (GR )    15,51.9 

 1 竹村 僚太 一般   17,04.4 
ﾀｹﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 大北陸協

 2 加藤 誠隆 一般   18,13.2 
ｶﾄｳ ｾｲﾘｭｳ 大北陸協

 3 松澤 秀徳 一般   19,54.6 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ 大北陸協

 4 湯口 彰 一般   21,34.6 
ﾕｸﾞﾁ ｱｷﾗ 大北陸協

4    50

1    52

3    54

2    55

男子

5000ｍ              

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 No.



決勝 6月12日  9:30

県記録               2.18
大会新  (GR )        2.00

松原 大輝 一般
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｷ 安曇野AC

1 1    49  1.85XXXO O

1m80 1m85

O O O O

備考1m60 1m65所属名 記録1m70 1m75 1m90ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名順位 試技

男子

走高跳              

決勝



決勝 6月12日  8:30

県記録               7.94
大会新  (GR )        6.91

川上 文也 一般   5.82    X    X    X   5.80    X    5.82 
ｶﾜｶﾐ ﾌﾐﾔ 大北陸協   +1.8   +1.0    +1.8
松澤 尚弥(3) 高校   5.54   5.54   5.57   5.66    X    X    5.66 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ 松本国際高   +1.3   +1.4   +1.3   +1.2    +1.2
大日向 孝雅(2) 高校   5.32   5.05    X   5.09    X    X    5.32 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｶﾞ 松本国際高   +2.4   +0.6   +1.0    +2.4
木曽 隆大朗(2) 高校   5.07   4.86    X   4.18   4.61   4.01    5.07 
ｷｿ ﾘｭｳﾀﾛｳ 松本国際高   +3.8   +1.4    0.0   +0.8   +0.2    +3.8

-6- 記録

4 2  2521

3 1  2520

所属名 -1-

2 4  2509

備考
1 3    51

-5-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

男子

走幅跳              

決勝

-2- -3- -4-氏  名



決勝 6月12日 10:15

県記録              72.50
大会新  (GR )       65.40

松澤 尚弥(3) 高校
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ 松本国際高
渡邊 倫 一般
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ 大北陸協

27.27   O   O2 1    53

 45.74   O 45.74

 27.27 

備考
1 2  2509   O

-5- -6- 記録-2- -3-

男子

やり投              

決勝

-4-氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ



決勝 6月12日 11:20

県小記録            12.27
大会新  (GR )       15.1 

風速 -0.2

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

 2 荻久保 快(4) 小学      16.7 
ｵｷﾞｸﾎﾞ ｶｲ 松川小

 3 西澤 七豊(4) 小学      16.8 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾅﾕﾀ 大町南小

 4 松中 要(4) 小学      17.4 
ﾏﾂﾅｶ ｶﾅﾒ 白馬南小

 5 神社 春(4) 小学      18.1 
ｼﾞﾝｼﾞｬ ﾊﾙ 大町北小

 6 倉科 晶輝(4) 小学      18.2 
ｸﾗｼﾅ ﾏｻｷ 松川小

5    30

2    21

6    10

3    22

7    29

4    20

4年男子       

100ｍ               

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.



決勝 6月12日 11:30

県小記録            12.27
大会新  (GR )       13.4 

風速 -0.3

 1 大塚 珀空(5) 小学      15.0 
ｵｵﾂｶ ﾊｸ 大町北小

 2 山本 凌己(5) 小学      15.1 
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｷ 大町南小

 3 矢口 碧(5) 小学      16.8 
ﾔｸﾞﾁ ｱｵｲ 池田小

 4 遠山 怜央(5) 小学      16.9 
ﾄｵﾔﾏ ﾚｵ 松川小

 5 黒栁 晴之(5) 小学      17.2 
ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾊﾙﾕｷ 大町南小

 6 小林 暖都(5) 小学      17.6 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ 池田小

6    37

5    24

4    31

2    39

7    23

3    19

5年男子       

100ｍ               

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.



予選 6月12日  8:55
決勝 6月12日 11:40

県小記録            12.27
大会新  (GR )       13.2 

[ 1組] 風速 -1.1 [ 2組] 風速 -0.5

 1 矢口 大介(6) 小学      15.3 Q  1 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

 2 種山 壮心(6) 小学      15.5 Q  2 田中 翠人(6) 小学      14.8 Q
ﾀﾈﾔﾏ ｿｳｼ 大町北小 ﾀﾅｶ ｱｷﾄ 白馬北小

 3 山田 航輝(6) 小学      15.6 q  3 丸山 諒太(6) 小学      15.3 q
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ 小谷小 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 池田小

 4 小倉 広大(6) 小学      16.5 q  4 下田 暖真(6) 小学      17.7 
ｵｸﾞﾗ ｺｳﾀﾞｲ 白馬北小 ｼﾓﾀﾞ ﾊﾙﾏ 池田小

 5 中島 響希(6) 小学      17.7  5 猪股 稜世(6) 小学      19.0 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾋﾞｷ 池田小 ｲﾉﾏﾀ ﾘｮｳｾｲ 小谷小

風速 -0.4

 1 田中 翠人(6) 小学      14.7 
ﾀﾅｶ ｱｷﾄ 白馬北小

 2 関川 巴琉(6) 小学      14.7 
ｾｷｶﾜ ﾊﾙ 大町北小

 3 丸山 諒太(6) 小学      15.2 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 池田小

 4 矢口 大介(6) 小学      15.4 
ﾔｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 池田小

 5 山田 航輝(6) 小学      15.4 
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ 小谷小

 6 種山 壮心(6) 小学      15.5 
ﾀﾈﾔﾏ ｿｳｼ 大町北小

 7 小倉 広大(6) 小学      16.6 
ｵｸﾞﾗ ｺｳﾀﾞｲ 白馬北小

 8 下田 暖真(6) 小学      17.6 
ｼﾓﾀﾞ ﾊﾙﾏ 池田小

1    45

2     8

3    17

8     3

4    46

7    44

5    14

所属名 記録／備考
6     6

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

26    47     2

6    45

4    44

5     6

3    14
氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

4     8

3     3

No.

5    17

2    46

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



決勝 6月12日 10:00

県小記録          2,46.86
大会新  (GR )     3,14.1 

 1 瀧澤 雄大(6) 小学    3,29.4 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 池田小

 2 横川 愛翔(6) 小学    3,30.5 
ﾖｺｶﾜ ﾏﾅﾄ 大町北小

 3 黒栁 晴之(5) 小学    3,32.9 
ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾊﾙﾕｷ 大町南小

 4 浅野 昊(5) 小学    3,33.4 
ｱｻﾉ ｿﾗ 大町南小

 5 横田 煌成(6) 小学    3,34.1 
ﾖｺﾀ ｺｳｾｲ 池田小

 6 田原 優心(5) 小学    3,52.8 
ﾀﾊﾗ ﾕｳｼﾝ 大町南小

 7 矢口 遼真(6) 小学    3,59.8 
ﾔｸﾞﾁ ﾘｮｳﾏ 池田小

 8 黒田 啓太(4) 小学    4,04.6 
ｸﾛﾀﾞ ｹｲﾀ 大町北小

 9 東方 晴来(5) 小学    4,05.0 
ﾄｳﾎﾞｳ ﾊﾙｸ 大町北小

10 木島 智史(5) 小学    4,06.6 
ｷｼﾞﾏ ﾄﾓﾌﾐ 池田小

11 神社 春(4) 小学    4,07.5 
ｼﾞﾝｼﾞｬ ﾊﾙ 大町北小

12 矢口 碧(5) 小学    4,15.3 
ﾔｸﾞﾁ ｱｵｲ 池田小

13 杉山 純(5) 小学    4,27.5 
ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 池田小

11    38

5    39

12    21

7    40

1    16

6    20

13    42

8    26

3    43

2    25

4    24

10    13

9    41
氏  名 所属名 記録／備考順 No.

小学男子      

1000ｍ              

決勝



決勝 6月12日 10:30

県小記録             1.45
大会新  (GR )        1.25

中島 響希(6) 小学
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾋﾞｷ 池田小

1 1    47  1.10O XO

1m10 1m15

O O O XXX

備考m90 m95所属名 記録1m00 1m05ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名順位 試技

小学男子      

走高跳              

決勝



決勝 6月12日 10:00

県中記録             5.47
大会新  (GR )        5.04

高田 煌己(5) 小学   3.54   3.36   3.08    3.54 
ﾀｶﾀﾞ ｺｳｷ 大町南小    0.0   +1.5   +2.1     0.0
横川 愛翔(6) 小学   3.48   3.34   3.32    3.48 
ﾖｺｶﾜ ﾏﾅﾄ 大町北小   +0.5   +1.6   +0.5    +0.5
橋本 昌卓(5) 小学    X   3.42   3.43    3.43 
ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾀｶ 大町南小   +4.8   +0.5    +0.5
遠山 怜央(5) 小学   3.21   3.13   2.95    3.21 
ﾄｵﾔﾏ ﾚｵ 松川小   +0.5   +2.1   +1.9    +0.5
小林 暖都(5) 小学   3.09   3.05   2.99    3.09 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ 池田小   +1.4   -0.7   +0.2    +1.4
村上 稜空(4) 小学   2.62   2.60   2.42    2.62 
ﾑﾗｶﾐ ﾘｸ 松川小   +1.1   +0.6   +1.6    +1.1

6 1    36

5 2    37

-6- 記録

4 5    31

3 6    28

所属名 -1-

2 3    13

備考
1 4    27

-5-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

小学男子      

走幅跳              

決勝

-2- -3- -4-氏  名



決勝 6月12日  8:30

県小記録            60.18
大会新  (GR )       54.04

関川 巴琉(6) 小学
ｾｷｶﾜ ﾊﾙ 大町北小
大塚 珀空(5) 小学
ｵｵﾂｶ ﾊｸ 大町北小
田原 優心(5) 小学
ﾀﾊﾗ ﾕｳｼﾝ 大町南小
深澤 桃李(4) 小学
ﾌｶｻﾜ ﾄｳﾘ 小谷小
東方 晴来(5) 小学
ﾄｳﾎﾞｳ ﾊﾙｸ 大町北小
高田 煌己(5) 小学
ﾀｶﾀﾞ ｺｳｷ 大町南小
荻久保 快(4) 小学
ｵｷﾞｸﾎﾞ ｶｲ 松川小

 21.86   O 21.86

 27.73 

7 2    29   O

  O   O 27.736 6    27

 29.46   O 29.46

 33.52 

5 1    16   O

33.52   O   O4 3     1

 36.44   O 36.44

 40.51 

3 4    26   O

  O   O 40.512 7    19

 40.86   O 40.86

備考
1 5    14   O

-5- -6- 記録-2- -3- -4-氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

小学男子      

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸボール投    

決勝



予選 6月12日  9:05
決勝 6月12日 11:50

県中記録            10.85
大会新  (GR )       12.3 

[ 1組] 風速 -0.8 [ 2組] 風速 -2.3

 1 竹内 暖(1) 中学      13.1 Q  1 松坂 奏汰(1) 中学      13.6 Q
ﾀｹｳﾁ ﾀﾞﾝ 大町第一中 ﾏﾂｻﾞｶ ｶﾅﾀ 仁科台中

 2 海川 瑛大(1) 中学      14.2 Q  2 瀧澤 陽斗(1) 中学      13.8 Q
ｳﾐｶﾜ ｴｲﾀ 大町第一中 ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 高瀬中

 3 土本 晃生(1) 中学      14.5 q  3 高島 湊(1) 中学      14.1 q
ﾂﾁﾓﾄ ｺｳｾｲ 北安松川中 ﾀｶｼﾏ ﾐﾅﾄ 大町第一中

 4 松本 幸輝(1) 中学      14.9  4 遠藤 挙吾(1) 中学      14.4 q
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｷ 仁科台中 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝｺﾞ 大町第一中

 5 バービック 魁(1)中学      16.0  5 丸山 晴嵩(1) 中学      14.7 q
ﾊﾞｰﾋﾞｯｸ ｶｲ 小谷中 ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾙﾀｶ 白馬中

風速 -1.2

 1 竹内 暖(1) 中学      13.2 
ﾀｹｳﾁ ﾀﾞﾝ 大町第一中

 2 瀧澤 陽斗(1) 中学      13.7 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 高瀬中

 3 松坂 奏汰(1) 中学      13.7 
ﾏﾂｻﾞｶ ｶﾅﾀ 仁科台中

 4 高島 湊(1) 中学      13.8 
ﾀｶｼﾏ ﾐﾅﾄ 大町第一中

 5 海川 瑛大(1) 中学      14.3 
ｳﾐｶﾜ ｴｲﾀ 大町第一中

 6 遠藤 挙吾(1) 中学      14.3 
ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝｺﾞ 大町第一中

 7 丸山 晴嵩(1) 中学      14.4 
ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾙﾀｶ 白馬中

 8 土本 晃生(1) 中学      14.6 
ﾂﾁﾓﾄ ｺｳｾｲ 北安松川中

1  6787

2  6832

8  6874

4  6863

7  6889

3  6890

5  6758

所属名 記録／備考
6  6883

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

52    60  6832

2  6874

6  6889

3  6758

4  6890
氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

5  6893

3  6787

No.

4  6863

6  6883

1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



決勝 6月12日 12:45

県中記録            46.47
大会新  (GR )       49.7 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 大町第一中  6889 高島 湊(1)      53.1 

ｵｵﾏﾁﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳ ﾀｶｼﾏ ﾐﾅﾄ
 6863 海川 瑛大(1)

ｳﾐｶﾜ ｴｲﾀ
 6883 竹内 暖(1)

ﾀｹｳﾁ ﾀﾞﾝ
 6874 遠藤 挙吾(1)

ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝｺﾞ
 2   3 仁科台中  6893 松本 幸輝(1)      55.4 

ﾆｼﾅﾀﾞｲﾁｭｳ ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｷ
 6892 松本 勇志(1)

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼ
 6891 高橋 朱里(1)

ﾀｶﾊｼ ｼｭﾘ
 6890 松坂 奏汰(1)

ﾏﾂｻﾞｶ ｶﾅﾀ

1年男子       

4×100mR            

決勝



決勝 6月12日 12:00

県中記録            10.85
大会新  (GR )       11.7 

風速 -0.1

 1 中尾 グスタボ(2)中学      12.5 
ﾅｶｵ ｸﾞｽﾀﾎﾞ 白馬中

 2 今溝 陸斗(2) 中学      12.8 
ｲﾏﾐｿﾞ ﾘｸﾄ 仁科台中

 3 荒井 裕馬(2) 中学      14.3 
ｱﾗｲ ﾕｳﾏ 北安松川中

 4 麻田 悠太(2) 中学      15.1 
ｱｻﾀﾞ ﾕｳﾀ 白馬中

3  6825

2  6770

4  6917

5  6830

2年男子       

100ｍ               

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.



予選 6月12日  9:15
決勝 6月12日 12:10

県中記録            10.85
大会新  (GR )       11.6 

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 +0.6

 1 塩原 樹(3) 中学      12.5 Q  1 腰原 陸也(3) 中学      12.5 Q
ｼｵﾊﾗ ｲﾂｷ 高瀬中 ｺｼﾊﾗ ﾘｸﾔ 高瀬中

 2 浅原 亜夢呂(3) 中学      12.7 Q  2 坂中 悠惺(3) 中学      12.5 Q
ｱｻﾊﾗ ｱﾑﾛ 高瀬中 ｻｶﾅｶ ﾕｳｾｲ 仁科台中

 3 丸山 航汰(3) 中学      12.9 q  3 荒井 志音(3) 中学      14.0 q
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾀ 北安松川中 ｱﾗｲ ｼｵﾝ 仁科台中

 4 西山 勝利(3) 中学      13.1 q  4 仁科 有貴(3) 中学      15.2 
ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳﾘ 仁科台中 ﾆｼﾅ ﾕｳｷ 仁科台中

 5 原 直生(3) 中学      13.6 q
ﾊﾗ ﾅｵｷ 仁科台中

風速 -1.0

 1 塩原 樹(3) 中学      12.3 
ｼｵﾊﾗ ｲﾂｷ 高瀬中

 2 腰原 陸也(3) 中学      12.5 
ｺｼﾊﾗ ﾘｸﾔ 高瀬中

 3 坂中 悠惺(3) 中学      12.5 
ｻｶﾅｶ ﾕｳｾｲ 仁科台中

 4 浅原 亜夢呂(3) 中学      12.9 
ｱｻﾊﾗ ｱﾑﾛ 高瀬中

 5 丸山 航汰(3) 中学      12.9 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾀ 北安松川中

 6 西山 勝利(3) 中学      13.1 
ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳﾘ 仁科台中

 7 原 直生(3) 中学      13.5 
ﾊﾗ ﾅｵｷ 仁科台中

 8 荒井 志音(3) 中学      13.9 
ｱﾗｲ ｼｵﾝ 仁科台中

2  6906

1  6913

7  6908

8  6797

4  6745

5  6910

6  6748

所属名 記録／備考
3  6744

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

3  6912

2  6906

5  6910

4  6748
氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

5  6913

3  6908

6

No.

 6797

2  6745

4  6744

3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



決勝 6月12日  9:35

県中記録            21.73
大会新  (GR )       23.0 

風速 -0.7

 1 中尾 グスタボ(2)中学      25.1 
ﾅｶｵ ｸﾞｽﾀﾎﾞ 白馬中

 2 坂中 悠惺(3) 中学      26.0 
ｻｶﾅｶ ﾕｳｾｲ 仁科台中

 3 丸山 航汰(3) 中学      26.1 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾀ 北安松川中

 4 西山 勝利(3) 中学      27.3 
ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳﾘ 仁科台中

 5 奥原 星(3) 中学      27.9 
ｵｸﾊﾗ ｾｲ 仁科台中

 6 楜澤 功大(3) 中学      28.9 
ｸﾙﾐｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 北安松川中

 7 土本 晃生(1) 中学      30.3 
ﾂﾁﾓﾄ ｺｳｾｲ 北安松川中

 8 日堂 陽翔(1) 中学      33.1 
ﾋﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ 大町第一中

6  6873

4  6787

8  6798

7  6907

1  6908

2  6797

5  6910

3  6830

中学男子共通  

200ｍ               

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.



決勝 6月12日 11:00

県中記録          1,53.15
大会新  (GR )     2,05.1 

 1 奥原 星(3) 中学    2,13.9 
ｵｸﾊﾗ ｾｲ 仁科台中

 2 高橋 朱里(1) 中学    2,21.1 
ﾀｶﾊｼ ｼｭﾘ 仁科台中

 3 楜澤 功大(3) 中学    2,27.1 
ｸﾙﾐｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 北安松川中

 4 松澤 晃佑(1) 中学    2,35.4 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 白馬中

2  6831

4  6798

3  6891

5  6907

中学男子共通  

800m                

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 No.



決勝 6月12日  8:30
決勝 6月6日  8:30

県中記録          3,56.2 
大会新  (GR )     4,25.60

 1 松澤 巧馬(3) 中学    5,04.2 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 白馬中

 2 松澤 晃佑(1) 中学    5,06.2 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 白馬中

 3 栗林 恒至(1) 中学    5,33.9 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｺｳｼ 高瀬中

 4 梨子田 快飛(3) 中学    5,44.6 
ﾅｼﾀﾞ ｶｲﾄ 北安松川中

所属名 記録／備考

決勝

順 No. 氏  名

1  6774

3  6756

2  6831

4  6822

中学男子共通  

1500ｍ              

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 No.



決勝 6月12日  9:50

県中記録          8,30.96
大会新  (GR )     9,27.1 

 1 松本 勇志(1) 中学   12,27.0 
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼ 仁科台中

 2 丹野 颯人(1) 中学   13,12.9 
ﾀﾝﾉ ﾊﾔﾄ 白馬中

2  6833

1  6892

中学男子共通  

3000ｍ              

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 No.



決勝 6月12日 10:45

県中記録            14.01
大会新  (GR )       16.2 

風速 -1.1

 1 新井 諒雅(3) 中学      21.0 
ｱﾗｲ ﾘｮｳｶﾞ 高瀬中

3  6746
氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

中学男子共通  

110mH               

決勝



決勝 6月12日  8:30

県中記録             7.04
大会新  (GR )        6.27

下村 岳輝(3) 中学    X   4.98   5.22   4.78   5.21   4.92    5.22 
ｼﾓﾑﾗ ﾀｶｱｷ 仁科台中   +0.7   +0.9   +1.9   +4.9   +0.3    +0.9
西澤 和真(3) 中学   5.06   4.79   4.74   4.74   4.95   4.70    5.06 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 北安松川中   +1.0   +2.1   +1.3   +1.1   +1.9   -0.3    +1.0
松本 幸輝(1) 中学   4.12   4.25   4.35    -    -    -    4.35 
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｷ 仁科台中   +1.7   +0.3   +1.2    +1.2
勝野 瑞樹(3) 中学   4.14    X   4.14    X   4.08    X    4.14 
ｶﾂﾉ ﾐｽﾞｷ 高瀬中   -0.3   +2.5   -1.4    -0.3
白瀬 匠人(3) 中学   4.03   4.07    X   3.68    X   2.52    4.07 
ｼﾗｾ ﾀｸﾄ 北安松川中   +0.6   +0.4   +0.2   +0.7    +0.4

5 2  6772

4 3  6743

3 1  6893

2 4  6771

備考
1 5  6911

-5- -6- 記録-2- -3- -4-

中学男子共通  

走幅跳              

決勝

氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ



決勝 6月12日 11:15

県中記録            14.25
大会新  (GR )       13.18

小林 由弥(3) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ 仁科台中
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

  5.07  4.93  4.75

  6.98 

3 1  6783  5.07

 6.98  6.84  6.812 2  6837

  8.35  8.22  8.35

備考
1 3  6909  7.98

-5- -6- 記録-2- -3- -4-氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

中学男子共通  

砲丸投              

決勝



決勝 6月12日  9:30

県中記録            72.60
大会新  (GR )       48.94

林 暖翔(3) 中学
ﾊﾔｼ ﾊﾙﾄ 白馬中
北澤 魁人(1) 中学
ｷﾀｻﾞﾜ ｶｲﾄ 大町第一中

21.67   O   O2 2  6866

 30.78   O 30.78

 21.67 

備考
1 1  6821   O

-5- -6- 記録-2- -3-

中学男子共通  

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ         

決勝

-4-氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ



決勝 6月12日 12:55

県中記録            43.32
大会新  (GR )       46.9 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 高瀬中  6753 袖山 育己(3)      48.7 

ﾀｶｾﾁｭｳ ｿﾃﾞﾔﾏ ｲｸﾐ
 6745 浅原 亜夢呂(3)

ｱｻﾊﾗ ｱﾑﾛ
 6748 腰原 陸也(3)

ｺｼﾊﾗ ﾘｸﾔ
 6744 塩原 樹(3)

ｼｵﾊﾗ ｲﾂｷ
 2   4 仁科台中(B)  6911 下村 岳輝(3)      48.8 

ﾆｼﾅﾀﾞｲﾁｭｳB ｼﾓﾑﾗ ﾀｶｱｷ
 6908 西山 勝利(3)

ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳﾘ
 6909 小林 由弥(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ
 6910 坂中 悠惺(3)

ｻｶﾅｶ ﾕｳｾｲ
 3   2 白馬中  6832 丸山 晴嵩(1)      53.2 

ﾊｸﾊﾞﾁｭｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾙﾀｶ
 6830 中尾 グスタボ(2)

ﾅｶｵ ｸﾞｽﾀﾎﾞ
 6822 松澤 巧馬(3)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾏ
 6821 林 暖翔(3)

ﾊﾔｼ ﾊﾙﾄ
 4   6 仁科台中(A)  6912 仁科 有貴(3)      53.2 

ﾆｼﾅﾀﾞｲﾁｭｳA ﾆｼﾅ ﾕｳｷ
 6913 原 直生(3)

ﾊﾗ ﾅｵｷ
 6906 荒井 志音(3)

ｱﾗｲ ｼｵﾝ
 6907 奥原 星(3)

ｵｸﾊﾗ ｾｲ
 5   5 北安松川中  6797 丸山 航汰(3)      54.2 

ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜﾁｭｳ ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾀ
 6771 西澤 和真(3)

ﾆｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ
 6774 梨子田 快飛(3)

ﾅｼﾀﾞ ｶｲﾄ
 6772 白瀬 匠人(3)

ｼﾗｾ ﾀｸﾄ

中学男子共通  

4×100mR            

決勝



決勝 6月12日 12:20

風速 +0.1

 1 土岐 建仁 一般     14.30 
ﾄﾞｷ ｹﾝｼﾞ 小谷ｽﾎﾟｰﾂ協
土岐 侃巨 一般
ﾄﾞｷ ｶﾝｺﾞ 小谷ｽﾎﾟｰﾂ協

8    58
欠場

7    57

男子オープン  

100m                

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.
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