
大会コード 20170748

： ２０２０年１０月２４日（土）
： 長野市営陸上競技場（競技場コード 172070）
： 長野市陸上競技協会
： 小林 靖志
： 小林 至 (トラック)　浦野 義忠 (フィールド)
： 瀧沢 佳生

■この競技会で樹立された記録
なし

■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

■失格の略号の説明
不正スタート (R162-7)
ハードルを越えなかった (R168-7)
故意にハードルを倒した (R168-7b)
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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FS

T8
R1

T6

1.3 11.0 68.0
13:00 曇り 0.0 15.0 38.0
12:00 晴れ 東 1.5 14.7 40.0 18:00 曇り 北東

0.2 12.5 65.0
11:00 晴れ 南南東 1.0 14.5 41.0 17:00 曇り 東 2.9 11.7 68.0
10:00 晴れ 東 1.6 13.5 46.0 16:00 雨 東北東

2.1 15.3 38.0
09:00 晴れ 北北東 1.1 13.1 49.0 15:00 雨 北 1.9 14.5 52.0
08:45 晴れ 東 0.9 13.2 50.0 14:00 曇り 北

風速 気温 湿度
m/s (℃) (%) (m/s) (℃) (%)

時刻 天候 風向 風速 気温 湿度 時刻 天候 風向
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第16回長野市陸上競技記録会

【開催日】 2020年10月24日(土) ﾄﾗｯｸ審判長 小林 至
【主催団体】 長野市陸上競技協会 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 浦野 義忠

記録主任 瀧沢 佳生

決勝記録一覧表
男  子 / 女  子 【競技場】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

10/24 小学4～6年男 坂城JAC( A )       56.90 T&F佐久平( A )      58.85 篠ﾉ井東小       59.53 長野市陸上教室      59.94 真田陸上教室     1:01.48 E-NAGANO( A )     1:01.70 T&F佐久平( B )    1:02.83
4×100m 吾妻 啓志(4) 土橋 咲和(6) 吉澤 琉生(6) 横山 瑛登(5) 斉藤 あおば(5) 宮尾 榮多(6) 江川 璃勇斗(4)

早野 優空(5) 小林 颯介(6) 祢津 涼乃佑(6) 新井 愛里奈(5) 藤沢 俊輔(6) 山崎 みい菜(6) 篠原 隆市郎(4)
滝澤 來樹(5) 櫻井 玲未(6) 坂口 華奈(6) 倉石 菜々子(5) 伊東 吾郎(6) 久保 奏都(6) 清水 梨乃(4)
山下 結衣(5) 油井 柊磨(5) 荒井 環希(6) 堤 昌寛(5) 小林 由奈(6) 山田 ののか(6) 小林 優奈(4)



決勝 10月24日  9:15

長野県小学生記録(ER)            54.85                              座光寺           2019/06/23  
                                      （小池 悠・千葉 唯花・春原 秀・木内 憲琉）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 坂城JAC( A )   114 吾妻 啓志(4)     56.90 

ｻｶｷｼﾞｪｲｴｰｼｰ ｱｶﾞﾂﾏ ﾀｶﾕｷ
  117 早野 優空(5)

ﾊﾔﾉ ﾕｱ
  119 滝澤 來樹(5)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾗｲｼﾞｭ
  115 山下 結衣(5)

ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ
 2   4 T&F佐久平( A )   59 土橋 咲和(6)     58.85 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲﾗ ﾄﾞﾊﾞｼ  ｻﾜ
   53 小林 颯介(6)

ｺﾊﾞﾔｼ  ｿｳｽｹ
   62 櫻井 玲未(6)

ｻｸﾗｲ  ﾚﾐ
   61 油井 柊磨(5)

ﾕｲ  ｼｭｳﾏ
 3   7 篠ﾉ井東小   134 吉澤 琉生(6)     59.53 

ｼﾉﾉｲﾋｶﾞｼｼｮｳ ﾖｼｻﾞﾜ  ﾘｭｳｾｲ
  154 祢津 涼乃佑(6)

ﾈﾂ ｽｽﾞﾉｽｹ
  140 坂口 華奈(6)

ｻｶｸﾞﾁ ﾊﾅ
  138 荒井 環希(6)

ｱﾗｲ ﾀﾏｷ
 4   3 長野市陸上教室  219 横山 瑛登(5)     59.94 

ﾅｶﾞﾉｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ ﾖｺﾔﾏ ｴｲﾄ
  246 新井 愛里奈(5)

ｱﾗｲ ﾏﾘﾅ
  250 倉石 菜々子(5)

ｸﾗｲｼ ﾅﾅｺ
  265 堤 昌寛(5)

ﾂﾂﾐ ﾏｻﾋﾛ
 5   6 真田陸上教室   198 斉藤 あおば(5)   1:01.48 

ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ ｻｲﾄｳ ｱｵﾊﾞ
  201 藤沢 俊輔(6)

ﾌｼﾞｻﾜ ｼｭﾝｽｹ
  190 伊東 吾郎(6)

ｲﾄｳ ｺﾞﾛｳ
  196 小林 由奈(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ
 6   2 E-NAGANO( A )     6 宮尾 榮多(6)   1:01.70 

ｲｲﾅｶﾞﾉ ﾐﾔｵ ｴｲﾀ
   11 山崎 みい菜(6)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｲﾅ
    4 久保 奏都(6)

ｸﾎﾞ ｶﾅﾄ
   12 山田 ののか(6)

ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾉｶ
 7   8 T&F佐久平( B )   47 江川 璃勇斗(4)   1:02.83 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲﾗ ｴｶﾞﾜ  ﾘｵﾄ
   50 篠原 隆市郎(4)

ｼﾉﾊﾗ  ﾀｶｲﾁﾛｳ
   54 清水 梨乃(4)

ｼﾐｽﾞ  ﾘﾉ
   52 小林 優奈(4)

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｳﾅ

小学4～6年男女

4×100m

決勝
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