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第５回⻑野県選抜陸上・⻑野市⼤会 
 
 
 
 
 

記 録 集 
 
 

期   ⽇︓ 平成２8 年 6 ⽉ 11 ⽇（⼟）12 ⽇（⽇） 
会   場︓ ⻑野市営陸上競技場（競技場コード 201010） 
主   催︓ ⼀般財団法⼈⻑野陸上競技協会 
主   管︓ ⼀般財団法⼈⻑野陸上競技協会 
後   援︓  

（県選⼿権） 
⻑野県教育委員会 (公財)⻑野県体育協会 
⻑野県⾼等学校体育連盟 ⻑野県中学校体育連盟 

（県選抜⻑野市⼤会） 
 (公財)⻑野県体育協会 

総 務︓ 内⼭ 了治 
審 判 ⻑︓  

（県選⼿権） 
トラック: ⻘柳 智之  跳 躍: 浦野 義忠・鈴⽊ ⽂雄 
投 て き: 上原 ⽺⼆  混 成: ⼩林 ⾄ 

（県選抜⻑野市⼤会） 
⼩幡 泰俊 

記録・情報主任︓ 瀧沢 佳⽣ 



 
■この⼤会で樹⽴された記録 

月日 男女 種目 予・決 記録 氏名・学年 所属 従来の記録 備考 
6/12 中学 

男⼦ 
4×100m 決勝 43 秒 88 ⼩林 涼真(3)

柳澤 祐希(3) 
原 泰三(3) 

藤村 知季(3)

芦原中 43 秒 99 県中学⽣新

 
 

■グラウンドコンディション 
6 ⽉ 11 ⽇ 6 ⽉ 12 ⽇
時刻 天候 ⾵向 ⾵速 気温 湿度 時刻 天候 ⾵向 ⾵速 気温 湿度

  (m/s) (°c) (%) (m/s) (°c) (%)

09:30 晴れ 南南東 1.9 25.0 50.0 09:00 曇り 南南⻄ 0.9 24.0 60.0

10:00 晴れ 南 2.8 26.5 47.0 10:00 曇り 南⻄ 1.9 25.0 54.0

11:00 晴れ 南南⻄ 2.4 27.0 38.0 11:00 曇り 南 0.8 26.0 49.0

12:00 曇り 東北東 1.7 28.0 35.0 12:00 曇り 南 1.2 26.5 45.0

13:00 曇り 東 1.0 29.0 34.0 13:00 曇り 南東 1.3 27.0 47.0

14:00 晴れ 南東 2.3 29.5 32.0 14:00 曇り 南⻄ 0.9 27.5 47.0

15:00 曇り 北 2.8 29.5 34.0 15:00 曇り 南 0.9 27.5 47.0

16:00 曇り 北 2.5 28.5 42.0 16:00 曇り 東南東 2.9 28.0 45.0

17:00 曇り 北 2.6 27.5 47.0       

18:00 ⾬ 東 1.2 25.0 68.0       

 



日付 種目

三村　瑞樹  6019 小林　颯  4981
上伊那郡陸協 新潟医福大

6月11日 100m

6月11日 走幅跳

6月11日 砲丸投

6月11日 走高跳

6月11日 400m

6月12日 110mH

6月12日 円盤投

6月12日 棒高跳

6月12日 やり投

6月12日 1500m

大日方　紗愛  w4866 太田　杏優  4209 細田　真央  4022 前田　花奈  3947 曽根原　可菜  3743 中澤　久美  3734
中京大 市立長野高 日体大 伊那弥生ヶ丘高 大町岳陽高 松本大

6月11日 100mH

6月11日 走高跳

6月11日 砲丸投

6月11日 200m

6月12日 走幅跳

6月12日 やり投

6月12日 800m

陸協名 長野陸上競技協会

競技会名 第69回長野県陸上競技選手権大会（混成競技）
期日・時刻 2016/06/11-12 審判長 小林至

競技場名 長野市営陸上競技場 記録主任 瀧沢佳生

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

長野県男子 6/11～6/12 十種競技

w 10.94 (+2.3) w 11.57 (+2.3)

 6.01 (+1.1)  5.50 (+1.0)

 10.36  8.04

 1.60  1.80

 17.45 (+1.0)  17.89 (+1.0)

 51.49  54.04

 4.00  2.40

 27.69  27.11

長野県女子 6/11～6/12 七種競技

 4:48.95  5:10.78

 50.70  41.65

 1.53  1.51  1.40  1.48  1.40  1.48

w 14.34 (+2.7)  16.45 (+1.9) w 15.80 (+2.7)  15.31 (+1.9) w 16.46 (+2.7) w 14.93 (+2.7)

w 26.40 (+2.5) w 26.88 (+4.3) w 27.59 (+2.5) w 27.72 (+4.3) w 27.84 (+2.5) w 26.95 (+2.5)

 9.59  9.33  9.96  6.82  6.26  7.53

 32.14  39.04  34.02  27.17  32.10 NM

 5.61 (+2.0)  4.80 (-1.0)  4.51 (-0.6)  4.72 (-1.2)  4.58 (-2.6)  4.98 (-0.8)

w (wind assist) : 追風参考

NM (No Mark) : 記録無し

 2:24.36  2:41.63  2:38.04  2:32.50  2:31.25  2:33.91


	県

