
大会コード 19640401

： 令和元年(２０１９)年１０月１９日(土) －２０日(日)
： 県松本平広域公園陸上競技場（競技場コード 171020）
： 北信越学生陸上競技連盟
： 信州大学陸上競技部
： 一般財団法人長野陸上競技協会
： 内山 了治
： 横打 史雄 (トラック)　 酒井 剛 (跳躍)　

小川 靖 (投てき)　 小川 淳 (スタート)　
： 瀧沢 佳生

■最優秀選手賞
男子 大浦 拓徳 (新潟医福大)
女子 南澤 明音 (松本大)

■優秀選手賞
男子 斎藤 大介 (新潟国情大)

松田 知利 (新潟医福大)
女子 井口 華穂 (新潟医福大)

■この大会で樹立された記録

■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

■失格の略号の説明
不正スタート (R162-7)
縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った (R163-3b)
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
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斎藤 大介 (4) 新潟国情大 21.4210月20日 大会新 男子 200m 決勝 21.15

49.37
10月20日 大会新 女子 400mH 決勝 1:00.13 南澤 明音 (4) 松本大 1:00.68

富山国際大 54.36
10月20日 大会新 女子 やり投 決勝 51.20 井口 華穂 (M2) 新潟医福大

大沼 桃香 (3) 新潟医福大 56.54
10月19日 大会新 男子 ハンマー投 決勝 55.10 廣田 虹輝 (2)

56.47 椎谷 佳奈子 (M1) 新潟医福大 56.54
10月19日 大会新 女子 400m 決勝 56.10

氏名(学年) 所属 従来の記録チーム名 ﾒﾝﾊﾞｰ(学年)
10月19日 大会新 女子 400m 予選

日付 記録の種類 クラス 種目 ラウンド 記録
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第50回北信越学生陸上競技選手権大会 ﾄﾗｯｸ審判長 横打 史雄

【開催日】 令和元年10月19日(土)～20日(日) 跳躍審判長 酒井 剛
【主催団体】 北信越学生陸上競技連盟 投てき審判長 小川 靖

ｽﾀｰﾄ審判長 小川 惇

決勝記録一覧表 記録・情報主任 瀧沢 佳生

男  子 / 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

10/19 混合 松本大A     3:34.20 新潟大     3:53.30 松本大B     4:01.30 金沢大B     4:15.63
4×400m 花形 駿介(3) 横山 雄大(2) 福嶋 竜星(2) 矢島 由衣(3)

南澤 明音(4) 岩谷 奈央子(2) 渡部 翔太(2) 田口 鼓太朗(2)
児玉 奈美(3) 早坂 葵(2) 渡邉 希(4) 東 俊太朗(2)
熊谷 悟(2) 松村 拓樹(2) 菅沼 真洸(4) 竹田 奈々子(2)



決勝 10月19日 16:50

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 松本大A   395 花形 駿介(3)   3:34.20 

ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ
   83 南澤 明音(4)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ
   88 児玉 奈美(3)

ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ
  400 熊谷 悟(2)

ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ
 2   4 新潟大   252 横山 雄大(2)   3:53.30 

ﾖｺﾔﾏ ﾀｹﾋﾛ
   54 岩谷 奈央子(2)

ｲﾜﾔ ﾅｵｺ
   55 早坂 葵(2)

ﾊﾔｻｶ ｱｵｲ
  258 松村 拓樹(2)

ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛｷ
 3   3 松本大B   403 福嶋 竜星(2)   4:01.30 

ﾌｸｼﾏ ﾘｭｳｾｲ
  401 渡部 翔太(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ
   84 渡邉 希(4)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ
   85 菅沼 真洸(4)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
 4   5 金沢大B   157 矢島 由衣(3)   4:15.63 

ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ
  366 田口 鼓太朗(2)

ﾀｸﾞﾁ ｺﾀﾛｳ
  353 東 俊太朗(2)

ﾋｶﾞｼ ｼｭﾝﾀﾛｳ
   78 竹田 奈々子(2)

ﾀｹﾀﾞ ﾅﾅｺ
    2 金沢大A   335 伊藤 隆志(2)      

ｲﾄｳ ﾀｶｼ DNS
   71 前山 智世(2)

ﾏｴﾔﾏ ﾄﾓﾖ
   76 大須賀 美由(2)

ｵｵｽｶﾞ ﾐﾕ
  331 桶田 翔陽(2)

ｵｹﾀﾞ ｼｮｳﾖｳ
    6 富山大    92 澤田 大輔(3)      

ｻﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ DNS
  154 福西 里桜(1)

ﾌｸﾆｼ ﾘｵ
   32 下村 夏紀(1)

ｼﾓﾑﾗ ﾅﾂｷ
   87 大山 達哉(3)

ｵｵﾔﾏ ﾀﾂﾔ

混合

4×400m

決勝



第50回北信越学生陸上競技選手権大会

競技場：松本平広域公園陸上競技場

グランドコンディション

 2019/10/19   09:20    0.4    16.5  競技場
  10:00    2.8    18.5
  11:00    1.4    22.5
  12:00    1.6    21.5
  13:00    4.4    21.0
  14:00    2.9    20.5
  15:00    2.6    19.0
  16:00    0.4    18.5

 2019/10/20   09:00    0.7    19.0  競技場
  10:00    1.5    21.5
  11:00    1.6    21.0
  12:00    2.0    20.5
  13:00    0.8    21.0
  14:00    1.0    19.5
  15:00    2.8    18.5

雨 南南西  95.0

晴れ 南東  83.0
雨 南東  91.0

晴れ 南西  71.0
晴れ 南西  75.0

計測場所
曇り 西  90.0

晴れ 南東  68.0
晴れ 南  82.0

日付 時刻 天候 風向 風速 m/s 気温 ℃ 湿度 ％

曇り 南  61.0
晴れ 南東  64.0
晴れ 南東  57.0
曇り 西南西  64.0

曇り 南南西  65.0

曇り 南  60.0
曇り 南  61.0
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