
大会コード 19170007

： ２０１９年７月１４日（日）
： 県松本平広域公園陸上競技場（競技場コード 171020）
： 一般財団法人長野陸上競技協会

長野県実業団陸上競技連盟
： 長野県教育委員会
： 一般財団法人長野陸上競技協会
： 内山 了治
： 玉城 良二 (トラック)　 遠山 正洋 (フィールド)
： 瀧沢 佳生

■最優秀選手
吉村 健吾 (アルペン)

■この大会で樹立された記録

■グラウンドコンディション

■フィールド競技における記号の説明
成功・有効試技 失敗・無効試技 パス 試合放棄

大会新 男子

審 判 長

記録の種類

〇

クラス

大会タイ 男子

16:00 曇り 南 0.7
1.015:00 曇り 西

✖ － ｒ

11:00 曇り 東 0.6 23.0 76.0 24.5 69.0
24.0 69.012:00 曇り 東 0.1 25.0 63.0

0.3 25.0 63.0
9:00 曇り 西 0.5 20.5 74.0 13:00 70.0

10:00 曇り 北 0.4 21.0 81.0 14:00 曇り 南

湿度 時刻 天候 風向

0.4 25.0曇り 北東
(m/s) (℃) (%)

時刻 天候 風向 風速 気温 風速 気温 湿度
(m/s) (℃) (%)

110mH 決勝 14秒57

所属
ﾒﾝﾊﾞｰ

15秒28吉村 健吾 アルペン

従来の記録氏名
チーム名種目 ラウンド 記録

第47回 長野県実業団陸上競技選手権大会
兼 第74回国民体育大会陸上競技長野県予選会

記 録 集
期 日
会 場

記録・情報主任

主 催

後 援
主 管
総 務

110mH 決勝 15秒28 東山 由輝 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 15秒28



第47回 長野県実業団陸上競技選手権大会 ﾄﾗｯｸ審判長 玉城 良二

　兼 第74回国民体育大会陸上競技長野県予選会 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 遠山 正洋
記録・情報主任 瀧沢 佳生

【開催日】 2019年7月14日(日)

【主催団体】 長野陸上競技協会 決勝記録一覧表
女  子 【競技場】松本平広域公園陸上競技場

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

 7/14 女子 浅田 志帆 10:50.56

3000m 八十二証券

 7/14 女子 中島 未歩 52.18

ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg) 飯田病院



決勝 7月14日 10:55

長野県記録(KR)                  11.56 宮澤 有紀                    富山大           2015/07/12  
大会記録(GR)                    12.21 三枝 夏季                    サンクリエイト   2008        

風速

  榊原 南実      
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

決勝 7月14日 15:55

長野県記録(KR)                9:00.50 和田 有菜                    名城大           2018/07/11  
大会記録(GR)                  9:57.70 丸山 美雪                    昭和電工大町     2010        

 1 浅田 志帆  10:50.56 
ｱｻﾀﾞ ｼﾎ 八十二証券

決勝 7月14日  9:20

長野県記録(KR)                   6.41 湶 純江                      長野スズキ       1976/04/25  
大会記録(GR)                     5.96 三澤 涼子                    ヤマトヤＴＣ     2005        

 ３回の
 最高記録

榊原 南実                            DNS
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC                                                   

決勝 7月14日  9:05

長野県記録(KR)                  60.40 中島 未歩                    上田陸協         2016/07/10  
大会記録(GR)                    53.06 中島 未歩                    八幡屋礒五郎     2018        

 ３回の
 最高記録

中島 未歩
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾎ 飯田病院

女子

ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg)

決勝

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

1 1  9002  50.76 48.50 51.01  51.01    x  52.18 51.22 52.18 

女子

走幅跳

決勝

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

1  9000

女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  9000

DNS

1  9001

女子

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
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