
期日 平成27年6月14日（日）
会場 佐久総合運動公園陸上競技場
審判長
記録主任

■この大会で樹立された記録

なし

■最優秀選手賞

今井紗緒里　（飯田病院）　１００ｍ優勝

■グラウンドコンディション

時間 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風力
10:00 晴れ 26.0 54.0 西北西 2.0
11:00 晴れ 25.0 47.0 北西 2.5
12:00 晴れ 25.0 55.0 北西 2.0
13:00 晴れ 24.5 61.0 北北西 3.0
14:00 曇り 23.0 71.0 北北西 3.0
15:00 曇り 23.5 71.0 北北東 1.7
16:00 晴れ 23.5 75.0 東 2.3

第４３回長野県実業団陸上競技選手権大会

東日本大震災復興支援平成27年度国民体育大会長野県予選会

公 式 記 録 集



第43回長野県実業団陸上競技選手権大会                                            

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】202060  佐久総合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
06/14 女子  -2.5今井 沙緒里 12.22

100m 飯田病院
06/14  -2.5竹内 優香 28.27

200m DreamAC
06/14 塩野 佳代子 2,38.44

800m 須坂陸協
06/14 松山 なつみ 11,36.28

3000m NDF
06/14 大和 千秋 25,05.92

5000mW 飯田病院
06/14 戸谷 真理子 1.70

走高跳 緑ヶ丘中教
06/14 桐山 明日香 5.66(+2.5)

走幅跳 EASTERS
06/14 三澤 涼子 12.21(+1.0) 西澤 香 10.51(+1.5)

三段跳 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野



決勝 6月14日 10:45

県記録(KR)          11.68
大会記録(GR)        12.2

風速 -2.5

 1 今井 沙緒里     12.22 
ｲﾏｲ  ｻｵﾘ 飯田病院

決勝 6月14日 13:15

県記録(KR)          24.17
大会記録(GR)        25.5

風速 -2.5

 1 竹内 優香     28.27 
ﾀｹｳﾁﾕｳｶ DreamAC
今井 沙緒里
ｲﾏｲ  ｻｵﾘ 飯田病院
鮎澤 郁恵
ｱｲｻﾞﾜｲｸｴ DreamAC

記録／備考

7  1000
欠場

5  1001

6  1007
欠場

所属名 記録／備考

女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

8  1007

女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名



決勝 6月14日 14:00

県記録(KR)        2,05.78
大会記録(GR)      2,18.36

 1 塩野 佳代子   2,38.44 
ｼｵﾉ ｶﾖｺ 須坂陸協

決勝 6月14日 15:10

県記録(KR)        9,11.58
大会記録(GR)      9,57.70

 1 松山 なつみ  11,36.28 
ﾏﾂﾔﾏ ﾅﾂﾐ NDF

決勝 6月14日  9:00

県記録(KR)       23,10.04
大会記録(GR)     24,33.65

 1 大和 千秋  25,05.92 
ﾔﾏﾄ ﾁｱｷ 飯田病院

2  1006

女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

女子

5000mW5000mW

決勝決勝決勝

女子

3000m

順順 No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
22  1008 1008

記録／備考
20  1003

決勝

順 No. 氏  名 所属名



決勝 6月14日 13:00

県記録(KR)           1.81
大会記録(GR)         1.73

戸谷 真理子
ﾄﾔ ﾏﾘｺ 緑ヶ丘中教

決勝 6月14日 10:30

県記録(KR)           6.41
大会記録(GR)         5.96

桐山 明日香   5.55   5.37   5.22   5.59   5.66    X    5.66 
ｷﾘﾔﾏ ｱｽｶ EASTERS   +0.5   +0.3   +1.6   +0.8   +2.5    +2.5

決勝 6月14日 14:30

県記録(KR)          13.10
大会記録(GR)        12.73

三澤 涼子  11.95    X    X    X    X  12.21   12.21 
ﾐｻﾜ ﾘｮｳｺ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC   -0.2   +1.0    +1.0
西澤 香  10.51  10.29    X  10.42  10.50  10.37   10.51 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｵﾘ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +1.5   +0.6   +0.7   +2.5   +1.1    +1.5

備考

女子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

2 1  1004

-6- 記録-2- -3- -4-

記録1m75 備考1m65 1m70

1 2  1005
-5-

1
氏  名 所属名

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

女子

走高跳

決勝

順位 試技

 1.70
1  1009

XXO

ﾅﾝﾊﾞｰ

備考

XXO XXX

1 1  1002
-5-

女子

走幅跳

決勝

-1- -6- 記録-2- -3- -4-


	表紙
	決勝記録一覧表
	200
	800.5000w
	HJ.LJ.TJ

