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第５回⻑野県選抜陸上・⻑野市⼤会 
 
 
 
 
 

記 録 集 
 
 

期   ⽇︓ 平成２8 年 6 ⽉ 11 ⽇（⼟）12 ⽇（⽇） 
会   場︓ ⻑野市営陸上競技場（競技場コード 201010） 
主   催︓ ⼀般財団法⼈⻑野陸上競技協会 
主   管︓ ⼀般財団法⼈⻑野陸上競技協会 
後   援︓  

（県選⼿権） 
⻑野県教育委員会 (公財)⻑野県体育協会 
⻑野県⾼等学校体育連盟 ⻑野県中学校体育連盟 

（県選抜⻑野市⼤会） 
 (公財)⻑野県体育協会 

総 務︓ 内⼭ 了治 
審 判 ⻑︓  

（県選⼿権） 
トラック: ⻘柳 智之  跳 躍: 浦野 義忠・鈴⽊ ⽂雄 
投 て き: 上原 ⽺⼆  混 成: ⼩林 ⾄ 

（県選抜⻑野市⼤会） 
⼩幡 泰俊 

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・学年 所属 従来の記録 備考 
6/12 中学 

男⼦ 
4×100m 決勝 43 秒 88 ⼩林 涼真(3)

柳澤 祐希(3) 
原 泰三(3) 

藤村 知季(3)

芦原中 43 秒 99 県中学⽣新

 
 

■グラウンドコンディション 
6 ⽉ 11 ⽇ 6 ⽉ 12 ⽇
時刻 天候 ⾵向 ⾵速 気温 湿度 時刻 天候 ⾵向 ⾵速 気温 湿度

  (m/s) (°c) (%) (m/s) (°c) (%)

09:30 晴れ 南南東 1.9 25.0 50.0 09:00 曇り 南南⻄ 0.9 24.0 60.0

10:00 晴れ 南 2.8 26.5 47.0 10:00 曇り 南⻄ 1.9 25.0 54.0

11:00 晴れ 南南⻄ 2.4 27.0 38.0 11:00 曇り 南 0.8 26.0 49.0

12:00 曇り 東北東 1.7 28.0 35.0 12:00 曇り 南 1.2 26.5 45.0

13:00 曇り 東 1.0 29.0 34.0 13:00 曇り 南東 1.3 27.0 47.0

14:00 晴れ 南東 2.3 29.5 32.0 14:00 曇り 南⻄ 0.9 27.5 47.0

15:00 曇り 北 2.8 29.5 34.0 15:00 曇り 南 0.9 27.5 47.0

16:00 曇り 北 2.5 28.5 42.0 16:00 曇り 東南東 2.9 28.0 45.0

17:00 曇り 北 2.6 27.5 47.0       

18:00 ⾬ 東 1.2 25.0 68.0       

 



日付 種目

木藤　海琉  w13.72 (+2.3) 水野　大地  w13.76 (+2.3) 竹前　克哉  w13.87 (+2.3) 古川　息吹  w14.86 (+2.3) 塩原　拓実  w14.99 (+2.3)
千曲小 長野市陸上教室 長野市陸上教室 長野市陸上教室 長野市陸上教室
茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ  54.53
窪田　翔真
漆戸　柊哉
矢島　壮野
安部　桂史郎
小坂　晃大  22.77 (-1.7) 林　泰希  22.99 (-1.7) 大月　洸典  23.77 (-1.8) 柳沢　優生  24.28 (-1.8) 中村　颯人  24.42 (-1.7) 山口　大輝  24.55 (-1.6) 松岡　龍哉  24.62 (-1.7) 今西　康太  24.73 (-1.6)
仁科台中 辰野中 堀金中 塩尻西部中 裾花中 塩尻広陵中 長野北部中 大野川中
芦原中  43.88 浅間中  45.16 辰野中  45.17 長野北部中  45.39 堀金中A  45.46 仁科台中  45.82 箕輪中  46.10 東御東部中  46.22
小林　涼真 飯塚　亮介 吉江　光司 常田　龍輝 石田　優音 笠井　敦司 神谷　宗尭 深井　成志朗
柳澤　祐希 原　惇也 有賀　匠吾 松岡　龍哉 大月　洸典 越山　遥斗 荻原　凌我 與川　夢翔
原　泰三 塚田　陽樹 赤羽　健一 齊藤　舜太郎 中島　淳公 藤巻　風馬 上野　俊瑛 山崎　伶弥
藤村　知季 篠澤　蒼平 林　泰希 礒野　巧巳 一志　瑠衣斗 小坂　晃大 浦野　快生 中島　優太朗
柳澤　祐希  11.40 (-1.2) 林　泰希  11.50 (-1.2) 小林　涼真  11.52 (-1.2) 藤村　知季  11.61 (-1.2) 篠澤　蒼平  11.67 (-1.2) 佐藤　了  11.70 (-0.1) 矢代　智章  11.76 (-0.1) 宮本　和真  11.79 (-0.1)
芦原中 辰野中 芦原中 芦原中 浅間中 上田第四中 富士見中 南宮中
川上　真弥  10.54 (+1.7) 岡田　英希  10.60 (+1.7) 内堀　直也  10.75 (+1.7) 岩田　晃  10.76 (+1.7) 高木　佑希  10.91 (+1.7) 小出　郁弥  11.03 (+1.4) 金井　敦紀  11.09 (+1.7) 西村　陽杜  11.16 (+1.4)
飯田病院 国武大 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 市立長野高 長野日大高 松商学園高

松下　優太  11.16 (+1.7)
国武大

原　翔太  w20.66 (+3.0) 岩田　晃  w21.72 (+3.0) 内堀　直也  w21.85 (+3.0) 浦野　泰希  w21.95 (+3.0) 高野　誠也  w22.65 (+3.2) 竹村　友雅  w22.85 (+3.2) 市川　拓也  w22.88 (+3.2) 中島　望  w22.94 (+4.6)
ｽｽﾞｷ浜松AC ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 松本大 長野高専 長野高 信州大 長野高
藤森　七海  14.38 (0.0) 宮澤　ありさ  14.80 (0.0) 西沢　萌栞  14.80 (0.0) 増田　藍  14.85 (+1.3) 北澤　姫羅理  14.92 (0.0) 山本　香菜美  14.98 (0.0) 安田　莉穂  15.03 (+1.3) 堀　愛美  15.33 (+1.3)
諏訪FA 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 長野市陸上教室 諏訪FA 長野市陸上教室 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 諏訪FA 長野市陸上教室
松川陸上ｸﾗﾌﾞ  54.53
宮下　莉瑚
関島　瑠愛
吉澤　詩乃
山城　春菜
唐澤　花実  25.85 (-2.3) 河田　璃音  26.32 (-2.3) 田村　純菜  26.68 (-2.3) 伊藤　綾香  26.84 (-1.1) 德武　瑠夏  26.94 (-2.3) 内川　未久  27.40 (-2.3) 堤　ルリ  27.42 (-2.3) 下田　花菜  27.46 (-1.1)
赤穂中 上田第五中 坂城中 裾花中 堀金中 小谷中 東御東部中 犀陵中
三郷中  50.60 赤穂中  51.02 裾花中  51.27 波田中  51.61 豊科北中  52.33 伊那中  52.45 緑ヶ丘中  52.59 箕輪中  53.02
柳澤　結月 森脇　涼羽 山本　満里奈 根本　樹 金澤　実佑 百瀬　果奈 牧内　沙樹 加藤　ほのか
伏見　怜奈 唐澤　純夏 南澤　胡桃 樋口　虹夏 津幡　祐衣 林　千尋 今村　詩乃 林　知世
丸山　来美 中嶋　杏彩 相澤　こごみ 佐藤　優花 望月　彩加 金子　結香 中島　愛 小山　礼華
北沢　栞 唐澤　花実 伊藤　綾香 伊藤　百合菜 木村　実夢 小平　夢加 藤本　遥 加藤　こころ
北沢　栞  12.68 (-2.2) 樋口　虹夏  12.83 (-2.2) 唐澤　花実  12.87 (-2.2) 田村　純菜  12.96 (-2.2) 德武　瑠夏  13.14 (-2.2) 河田　璃音  13.28 (-2.2) 藤本　遥  13.29 (-2.7) 安坂　侑莉菜  13.31 (-2.7)
三郷中 波田中 赤穂中 坂城中 堀金中 上田第五中 緑ヶ丘中 明科中
今井　沙緒里  12.04 (+1.1) 熊谷　香織  12.77 (+1.1) 今井　希生  12.86 (+0.6) 上原　千夏  12.93 (+0.6) 伯耆原　由花  13.26 (+1.1) 山崎　萌々子  13.51 (+0.6) 荒井　歩実  13.84 (+0.6) 橋本　真理子  14.01 (+0.6)
飯田病院 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 東海大諏訪高 松川高 松本大 長野高専 長野東高 長野吉田高
臼井　美紅  w25.30 (+4.0) 加藤　詩萌  w25.61 (+4.0) 村松　広捺  w25.64 (+4.0) 南澤　明音  w26.04 (+2.8) 小林　叶音  w26.56 (+4.0) 木村　凌  w26.81 (+2.8) 齊藤　静花  w27.11 (+2.8) 山崎　萌々子  w27.69 (+2.8)
東海大諏訪高 長野日大高 松本大 松本大 東海大諏訪高 松本蟻ヶ崎高 松本蟻ヶ崎高 長野高専

競技会名 第5回長野県選抜陸上・長野市大会
期日・時刻 2016/06/11-12 審判長 小幡　泰俊

競技場名

KJR

長野市営陸上競技場 記録主任 瀧沢　佳生

陸協名 長野陸上競技協会

選抜小学男子 6月11日 100m

選抜中学男子 6月12日 200m

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

6月12日 4x100mR

選抜高校一般男子 6月11日 100m

6月12日 4x100mR

6月12日 4x100mR

6月11日 200m

選抜中2・3年男子 6月12日 100m

選抜小学女子 6月11日 100m

6月12日 4x100mR

選抜中学女子 6月12日 200m

w (wind assist) : 追風参考

KJR : 長野県中学生記録

選抜中2・3年女子 6月12日 100m

選抜高校一般女子 6月11日 100m

6月11日 200m


	選抜

