
大会コード 17170506 

第 34回長野県小学生陸上競技大会 
北信地区予選会 

 
 
 
 

記 録 集 
 

期   日： 平成２9年 5月 20日（土） 
会   場： 長野市営陸上競技場（競技場コード 172070） 
主   催： (一財)長野陸上競技協会 
後 援： 長野市 長野市教育委員会 

(公財)長野市スポーツ協会 信濃毎日新聞社 
協 賛： しなのメイト株式会社 
総   務： 小林 靖志 
審 判 長： トラック/浦野 義忠 フィールド/伊藤 利博 
記録・情報主任： 瀧沢 佳生 
 

■最優秀選手賞 
 男子：中澤 琉 選手 (千曲東 6)  
女子：田中 朱音 選手 (坂城 JAC 6) 

 
■この大会で樹立された記録 なし 
男女 種目 予・決 記録 氏名・学年 所属 従来の記録 備考 
男子 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 決勝 44m28 中澤 琉(6) 千曲東 40m08 大会新 
女子 4年 100m 決勝 14秒 98 山本 萌華(4) 木島 15秒 57 大会新 

 
■グラウンドコンディション 
 
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) (%) 
 9:30 晴れ 北 1.7 22.2 50.0 12:00 晴れ 北東 1.4 26.6 35.0 
10:00 晴れ 南南西 1.7 23.0 48.0 13:00 晴れ 北北東 1.9 27.1 34.0 
11:00 晴れ 南 0.9 24.3 42.0 14:00 晴れ 北北東 2.4 27.5 38.0 

 
■失格の略号の説明 

R1 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 

 
■フィールド競技における記号の説明 
〇 成功・有効試技 (走高跳・棒高跳) － パス 
✖ 失敗・無効試技 ｒ 試合放棄 
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決勝記録一覧表
女  子 【競技場】172070  長野市営陸上競技場

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
05/20 男女 屋代(A)     1,03.90 豊井     1,05.71 城山     1,05.89

4×100mR 大塚 優愛(5) 遠藤 玲菜(5) 山岸 莉々菜(4)
丸山 朋花(5) 戸島 和花(5) 桑原 瑠花(4)
滝澤 克樹(5) 髙橋 和空(5) 滝澤 雄飛(4)
花岡 翼(5) 神田 勇大(5) 宮下 瑛之信(4)



決勝 5月20日 14:25

県小記録            55.50
大会記録            58.80

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 屋代(A)   611 大塚 優愛(5)   1,03.90 

ﾔｼﾛA ｵｵﾂｶ ﾕｳﾅ
  610 丸山 朋花(5)

ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｶ
  612 滝澤 克樹(5)

ﾀｷｻﾞﾜ ｶﾂｷ
  613 花岡 翼(5)

ﾊﾅｵｶ ﾂﾊﾞｻ
 2   3 豊井    65 遠藤 玲菜(5)   1,05.71 

ﾄﾖｲ ｴﾝﾄﾞｳ ﾚﾅ
   66 戸島 和花(5)

ﾄｼﾏ ﾉﾄﾞｶ
   67 髙橋 和空(5)

ﾀｶﾊｼ ﾜｸ
   68 神田 勇大(5)

ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ
 3   4 城山   353 山岸 莉々菜(4)   1,05.89 

ｼﾞｮｳﾔﾏ ﾔﾏｷﾞｼ ﾘﾘﾅ
  352 桑原 瑠花(4)

ｸﾜﾊﾗ ﾙｶ
  355 滝澤 雄飛(4)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾋ
  354 宮下 瑛之信(4)

ﾐﾔｼﾀ ｴｲﾉｼﾝ
  2 屋代(B)   606 宮川 さくら(5)

ﾔｼﾛB ﾐﾔｶﾞﾜ ｻｸﾗ 失格
  607 前田 華花(5) R1(1-2)

ﾏｴﾀﾞ ﾊﾅｶ
  608 大倉 一真(5)

ｵｵｸﾗ ｶｽﾞﾏ
  609 清水 大地(4)

ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲﾁ
  7 とよす   150 竹内 咲和(5)

ﾄﾖｽ ﾀｹｳﾁ  ｻﾜ 失格
  151 徳武 眞帆(5) R1(2-3)

ﾄｸﾀｹ  ﾏﾎ
  153 沖田 翔(5)

ｵｷﾀ ｼｮｳ
  152 依田 大輝(5)

ﾖﾀﾞ  ﾋﾛｷ
  5 更級

ｻﾗｼﾅ 欠場

男女

4×100mR

決勝
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