
主　催 北信地区陸上競技協会

期 日 平成27年5月3日(日)

会 場 長野市営陸上競技場

審判長 浦野　義忠　（トラック）
伊藤　利博　（フィールド） 日本陸連公式マスコットキャラクター “アスリオン”

第32回長野県小学生陸上競技大会

（大会コード：15200506）

（競技場コード：201010）

北信地区予選会

日付 時刻 天候 風 m/sec 気温℃ 湿度％ 備考
9:30 くもり 南西 1.5 21.0 40.0

10:00 くもり 南西 0.5 22.0 68.0

11:00 くもり 南西 0.8 23.0 60.0

12:00 くもり 南 1.0 24.0 58.0
13:00 くもり 南 2.0 25.0 52.0

14:00 くもり 南 1.5 25.0 50.0

■グラウンドコンディション

5/23

日付 項目 ｸﾗｽ/種目
男子3年

60mH 決勝

女子4年

60mH 決勝
男子5,6年

1000m 決勝

■今大会で樹立された記録
記録 競技者名/所属先

屋代小(4)

5/23 大会新 １２．６７
堀 愛美

従来の記録

5/23 大会新 １４．１５
橋詰 天翔

14.28

川中島JRC(6)

13.87
長野市陸上教室(4)

5/23 大会新 ３：０１．６９
丸山 翔平

3:04.01



第32回長野県小学生陸上競技大会北信地区予選会（H27.5.23）

決勝記録一覧表
男  女 【競技場】201010  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
05/23 男女 屋代(A)     1,03.39 五加(B)     1,04.06 五加(A)     1,05.12 信大附属長野     1,05.21 屋代(B)     1,06.56 戸狩     1,06.65 仁礼     1,06.69 永田     1,08.66

4×100mR 大倉 澪(5) 六川 歩美(5) 丑山 凜乃(5) 西沢 萌栞(5) 太田 このみ(5) 川久保 涼美(5) 鈴木 愛実(4) 羽入田 優華(5)
亘 花乃(5) 島田 莉子(5) 川崎 杏奈(5) 中山 美空(5) 佐久間 萌佳(4) 江口 萌香(5) 齋藤 ひなた(4) 山﨑 未姫(5)
清水 啓太(5) 大屋 翔(5) 緑川 智也(5) 中西 勇貴(5) 山田 希琉(4) 平井 颯馬(5) 清水 隆誠(4) 宮島 悠人(5)
永井 一羽(5) 大日野 叶向(5) 竹内 朝輝(5) 藤沢 友翔(5) 栁澤 温大(4) 足立 一心(5) 田中 豪(4) 中島 健翔(5)



決勝 5月23日 14:45

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  2 五加(A)  105 丑山 凜乃(5)  1,05.12  1  6 屋代(A)  56 大倉 澪(5)  1,03.39 

ｺﾞｶｼｮｳA ｳｼﾔﾏ ﾘﾝﾉ ﾔｼﾛｼｮｳA ｵｵｸﾗ ﾐｵ
 111 川崎 杏奈(5)  65 亘 花乃(5)

ｶﾜｻｷ ｱﾝﾅ ﾜﾀﾘ ｶﾉ
 119 緑川 智也(5)  52 清水 啓太(5)

ﾐﾄﾞﾘｶﾜ  ﾄﾓﾔ ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ
 115 竹内 朝輝(5)  40 永井 一羽(5)

ﾀｹｳﾁ  ﾄﾓｷ ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞﾊ
 2  4 信大附属長野  524 西沢 萌栞(5)  1,05.21  2  5 五加(B)  121 六川 歩美(5)  1,04.06 

ﾌｿﾞｸｼｮｳ ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｴｶ ｺﾞｶｼｮｳB ﾛｸｶﾞﾜ ｱﾕﾐ
 528 中山 美空(5)  117 島田 莉子(5)

ﾅｶﾔﾏ ﾐｸ ｼﾏﾀﾞ ﾘｺ
 529 中西 勇貴(5)  112 大屋 翔(5)

ﾅｶﾆｼ ﾕｳｷ ｵｵﾔ ｼｮｳ
 532 藤沢 友翔(5)  113 大日野 叶向(5)

ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳｼｮｳ ｵｵﾋﾉ ｶﾅﾀ
 3  5 仁礼  312 鈴木 愛実(4)  1,06.69  3  2 屋代(B)  55 太田 このみ(5)  1,06.56 

ﾆﾚｲｼｮｳ ｽｽﾞｷ ｱｲﾐ ﾔｼﾛｼｮｳB ｵｵﾀ ｺﾉﾐ
 313 齋藤 ひなた(4)  46 佐久間 萌佳(4)

ｻｲﾄｳ ﾋﾅﾀ ｻｸﾏ ﾓｴｶ
 306 清水 隆誠(4)  47 山田 希琉(4)

ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳｾｲ ﾔﾏﾀﾞ ｷﾘｭｳ
 309 田中 豪(4)  66 栁澤 温大(4)

ﾀﾅｶ ｺﾞｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾙﾀ
 4  3 永田  13 羽入田 優華(5)  1,08.66  4  4 戸狩  96 川久保 涼美(5)  1,06.65 

ﾅｶﾞﾀｼｮｳ ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾕｳｶ ﾄｶﾞﾘｼｮｳ ｶﾜｸﾎﾞ ｽｽﾞﾐ
 18 山﨑 未姫(5)  95 江口 萌香(5)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｷ ｴｸﾞﾁ ﾓｶ
 14 宮島 悠人(5)  100 平井 颯馬(5)

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾄ ﾋﾗｲ ｿｳﾏ
 21 中島 健翔(5)  98 足立 一心(5)

ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾄ ｱﾀﾞﾁ ｲｼﾝ
 5  6 豊洲  598 内山 藍未(4)  1,12.91  5  3 裾花  338 矢島 由唯(4)  1,08.93 

ﾄﾖｽｼｮｳ ｳﾁﾔﾏ ｱｲﾐ ｽｿﾊﾞﾅｼｮｳ ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ
 584 勝山 美羽(4)  334 平瀬 容子(5)

ｶﾂﾔﾏ ﾐｳ ﾋﾗｾ ﾖｳｺ
 601 米沢 康佑(4)  326 松浦 丈(4)

ﾖﾈｻﾞﾜ ｺｳｽｹ ﾏﾂｳﾗ ｼﾞｮｳ
 574 江尻 裕哉(4)  322 山本 凌誠(4)

ｴｼﾞﾘ ﾋﾛﾔ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｾｲ

 1 屋代(A)  1,03.39 大倉 澪(5) 亘 花乃(5) 清水 啓太(5) 永井 一羽(5)  2  1
 2 五加(B)  1,04.06 六川 歩美(5) 島田 莉子(5) 大屋 翔(5) 大日野 叶向(5)  2  2
 3 五加(A)  1,05.12 丑山 凜乃(5) 川崎 杏奈(5) 緑川 智也(5) 竹内 朝輝(5)  1  1
 4 信大附属長野  1,05.21 西沢 萌栞(5) 中山 美空(5) 中西 勇貴(5) 藤沢 友翔(5)  1  2
 5 屋代(B)  1,06.56 太田 このみ(5) 佐久間 萌佳(4) 山田 希琉(4) 栁澤 温大(4)  2  3
 6 戸狩  1,06.65 川久保 涼美(5) 江口 萌香(5) 平井 颯馬(5) 足立 一心(5)  2  4
 7 仁礼  1,06.69 鈴木 愛実(4) 齋藤 ひなた(4) 清水 隆誠(4) 田中 豪(4)  1  3
 8 永田  1,08.66 羽入田 優華(5) 山﨑 未姫(5) 宮島 悠人(5) 中島 健翔(5)  1  4
 9 裾花  1,08.93 矢島 由唯(4) 平瀬 容子(5) 松浦 丈(4) 山本 凌誠(4)  2  5

 10 豊洲  1,12.91 内山 藍未(4) 勝山 美羽(4) 米沢 康佑(4) 江尻 裕哉(4)  1  5

男女

4×100mR4×100mR

決勝決勝決勝

タイムレースタイムレースタイムレース

順位順位 所属名所属名 都道府県都道府県 記録記録 備考備考 ｵｰﾀﾞｰ1ｵｰﾀﾞｰ1 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
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