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期 日

会　場

審判長

日　付 時　刻 天　候 気温　℃ 湿度　％ 気圧　hpa 備　考
9:30 晴 北北東 2.3 20.0 68.0

10:00 晴 東 0.6 20.5 65.0
11:00 晴 北東 1.1 22.0 66.0
12:00 晴 東北東 2.1 23.5 68.0
13:00 晴 東南東 2.0 24.0 68.0
14:00 晴 南 4.5 24.5 68.0

長野市営陸上競技場（201010）

藤本 勝彦(ﾄﾗｯｸ)・浦野 義忠(ﾌｨｰﾙﾄﾞ)・寺島 大士(招集所)

■グラウンドコンディション
風　      m/sec

5/18

第30回長野県小学生陸上競技大会北信地区予選会

第2回長野県選抜陸上長野市大会選手選考会

（大会コード：13200506）

記　録　集

平成25年  5月18日(土)



決勝 5月18日 14:35

県小記録            55.00
大会記録            58.80

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 延徳    18 山上 る乃(5)   1,04.97  1   2 附属長野   534 吾妻 あいか(5)   1,05.55 

ｴﾝﾄｸ ﾔﾏｶﾐ  ﾙﾉ ﾌｿﾞｸﾅｶﾞﾉ ｱｶﾞﾂﾏ ｱｲｶ
   20 小市 穂ノ香(5)   546 福田 恵理子(5)

ｺｲﾁ  ﾎﾉｶ ﾌｸﾀﾞ ｴﾘｺ
   17 黒崎 嘉人(5)   531 磯 洋介(5)

ｸﾛｻｷ  ﾖｼﾄ ｲｿ ﾖｳｽｹ
   19 山本 拓馬(5)   543 田中 幹大(5)

ﾔﾏﾓﾄ  ﾀｸﾏ ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ
 2   2 若槻   213 大川 衣里(4)   1,05.30  2   3 山ノ内東   193 竹節 未羽(5)   1,06.92 

ﾜｶﾂｷ ｵｵｶﾜ ｴﾘ ﾔﾏﾉｳﾁﾋｶﾞｼ ﾀｹﾌｼ  ﾐｳ
  207 三ツ石 愛理(4)   187 小林 乙葉(5)

ﾐﾂｲｼ ｴﾘ ｺﾊﾞﾔｼ  ｵﾄﾊ
  205 宮下 京(4)   191 小林 琉斗(4)

ﾐﾔｼﾀ ｹｲ ｺﾊﾞﾔｼ  ﾘｭｳﾄ
  206 宮澤 尚真(4)   196 平山 匠(4)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｮｳﾏ ﾋﾗﾔﾏ  ﾀｸﾐ
 3   5 千曲東   371 関屋 好(4)   1,08.96  3   4 豊洲(B)   568 月岡 芽泉(4)   1,12.46 

ﾁｸﾏﾋｶﾞｼ ｾｷﾔ ｽｳ ﾄﾖｽB ﾂｷｵｶ ﾒｲ
  369 笠井 日南子(4)   584 内山 未萌(4)

ｶｻｲ ﾋﾅｺ ｳﾁﾔﾏ ﾐﾓｴ
  374 近藤 翼(4)   576 小山 貴司(4)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ ｺﾔﾏ ﾀｶｼ
  379 神谷 竜人(4)   579 星沢 靖希(4)

ｶﾐﾔ ﾘｭｳﾄ ﾎｼｻﾞﾜ ﾔ
 4   3 豊洲(A)   574 山内 亜純(5)   1,09.48 

ﾄﾖｽA ﾔﾏｳﾁ ｱｽﾞﾐ
  566 沖田 美優(4)

ｵｷﾀ ﾐｳ
  578 小川 穣(4)

ｵｶﾞﾜ ﾐﾉﾙ
  577 小山 敦司(5)

ｺﾔﾏ ｱﾂｼ

男女

4×100mR4×100mR

決勝決勝決勝



   1 延徳 長野   1,04.97 山上 る乃(5) 小市 穂ノ香(5) 黒崎 嘉人(5) 山本 拓馬(5)   1   1
   2 若槻 長野   1,05.30 大川 衣里(4) 三ツ石 愛理(4) 宮下 京(4) 宮澤 尚真(4)   1   2
   3 附属長野 長野   1,05.55 吾妻 あいか(5) 福田 恵理子(5) 磯 洋介(5) 田中 幹大(5)   2   1
   4 山ノ内東 長野   1,06.92 竹節 未羽(5) 小林 乙葉(5) 小林 琉斗(4) 平山 匠(4)   2   2
   5 千曲東 長野   1,08.96 関屋 好(4) 笠井 日南子(4) 近藤 翼(4) 神谷 竜人(4)   1   3
   6 豊洲(A) 長野   1,09.48 山内 亜純(5) 沖田 美優(4) 小川 穣(4) 小山 敦司(5)   1   4
   7 豊洲(B) 長野   1,12.46 月岡 芽泉(4) 内山 未萌(4) 小山 貴司(4) 星沢 靖希(4)   2   3

組組 順位順位ｵｰﾀﾞｰ2ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4ｵｰﾀﾞｰ4記録記録 備考備考 ｵｰﾀﾞｰ1ｵｰﾀﾞｰ1順位順位 所属名所属名 都道府県都道府県
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