
⼤会コード 16200007 

第 44 回 ⻑野県実業団陸上競技選⼿権⼤会 
兼 東⽇本⼤震災復興⽀援第 71 回国⺠体育⼤会陸上競技⻑野県予選会 

 
 
 
 
 

記 録 集 
 

期   ⽇︓ 平成２８年 6 ⽉ 19 ⽇（⽇） 
会   場︓ 県松本平広域公園陸上競技場（競技場コード 201020） 
主   催︓ ⼀般財団法⼈⻑野陸上競技協会 

⻑野県実業団陸上競技連盟 
後 援︓ ⻑野県教育委員会 
主   管︓ ⼀般財団法⼈⻑野陸上競技協会 
総   務︓ 葛城 光⼀ 
審 判 ⻑︓ トラック/藤森 茂幸 フィールド/中條 延太郎 
記録・情報主任︓ 瀧沢 佳⽣ 

 
■この⼤会で樹⽴された記録 

 
月日 男女 種目 予・決 記録 氏名 所属 従来の記録 備考 
6/19 男⼦ 100m 決勝 10 秒 55 川上 真弥 飯⽥病院 10 秒 60 ⼤会新
6/19 30-39 歳 

男⼦ 1500m 決勝 4 分 04 秒 51 ⽜⼭ 純⼀ 茅野市役
所 4 分 05 秒 6 ⼤会新

6/19 ⼥⼦ 200m 決勝 24 秒 47 今井沙緒⾥ 飯⽥病院 24 秒 5 ⼤会新
6/19 男⼦ 200m 決勝 21 秒 30 川上 真弥 飯⽥病院 21 秒 54 ⼤会新

 
■グラウンドコンディション 

 
6 ⽉ 19 ⽇ 
時刻 天候 ⾵向 ⾵速 気温 湿度

   (m/s) (°c) (%)
 9:00 曇り 北 1.8 25.0 54.0
10:00 曇り 北 3.2 25.0 57.0
11:00 曇り 北⻄ 1.5 26.5 44.0
12:00 曇り 北北⻄ 1.5 25.0 54.0
13:00 曇り 北 0.9 24.5 68.0
14:00 曇り 北北東 2.5 24.5 53.0
15:00 曇り 北 0.7 23.5 55.0
16:00 曇り 北 1.5 22.0 58.0

 



第４４回長野県実業団陸上競技選手権大会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森　茂幸
東日本大震災復興支援第７１回国民体育大会陸上競技長野県予選会 跳躍審判長 中條延太郎

投擲審判長 中條延太郎
【開催日】 平成28年6月19日（日） 記録主任： 瀧沢　佳生

【主催団体】 (一財)長野陸上競技協会 決勝記録一覧表
GR:大会新 女  子 【競技場】県松本平広域公園

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

 6/19 女子  -1.0 今井 沙緒里 24.47
200m 飯田病院 GR

 6/19 女子 浅田 志帆 11:17.56 山下 紀美子 11:23.60
3000m 八十二証券 軌陸車ﾃｯｸ

 6/19 女子 大和 千秋 24:42.97
5000m競歩 飯田病院

 6/19 飯田病院     1:05.61
4×100m 青木 柚香

今井 沙緒里
小平 麻衣
大和 千秋

 6/19 女子 戸谷 真理子 1.63
走高跳 緑ヶ丘中教

 6/19 女子 三澤 涼子 11.98(+0.5)
三段跳 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ



決勝 6月19日 11:15

風速

今井 沙緒理
ｲﾏｲ  ｻｵﾘ 飯田病院

決勝 6月19日 13:15

風速 -1.0

 1 今井 沙緒里     24.47 
ｲﾏｲ  ｻｵﾘ 飯田病院

決勝 6月19日 15:05

 1 浅田 志帆  11:17.56 
ｱｻﾀﾞ ｼﾎ 八十二証券

 2 山下 紀美子  11:23.60 
ﾔﾏｼﾀ ｷﾐｺ 軌陸車ﾃｯｸ

決勝 6月19日  9:00

 1 大和 千秋  24:42.97 
ﾔﾏﾄ  ﾁｱｷ 飯田病院

決勝 6月19日 16:05

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 飯田病院  9095 青木 柚香   1:05.61 

ｲｲﾀﾞﾋﾞｮｳｲﾝ ｱｵｷ  ﾕｶ
 9093 今井 沙緒里

ｲﾏｲ  ｻｵﾘ
 9094 小平 麻衣

ｺﾀﾞｲﾗ  ﾏｲ
 9096 大和 千秋

ﾔﾏﾄ  ﾁｱｷ

21  9091

氏  名 所属名 記録／備考
22  9092

5000m競歩

決勝

順

女子

3000m

決勝

順 No.

女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  9093

欠場

No. 氏  名 所属名 記録／備考

女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

女子

4×100m

決勝

5  9093
大会新

1  9096

女子



決勝 6月19日 12:45

戸谷 真理子
ﾄﾔ ﾏﾘｺ 緑ヶ丘中教

決勝 6月19日 14:30

 ３回の
 最高記録

三澤 涼子    x  11.71    x   11.71  11.98  11.69  11.86   11.98 
ﾐｻﾜ ﾘｮｳｺ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ   +1.1    +1.1   +0.5    0.0   -1.7    +0.5

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考1m63 1m66
1 1  9097

xxo xxx  1.63

-6- 記録 備考

女子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

1 1  9090

-3- -4- -5-所属名 -1- -2-
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