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記 録 集 
 

期   ⽇︓ 平成２８年６⽉５⽇（⽇） 
会   場︓ ⻑野市営陸上競技場（競技場コード 201010） 
主   催︓ 北信地区陸上競技協会 ⻑野市陸上競技協会 
後 援︓ ⻑野市 (公財)⻑野市体育協会 信濃毎⽇新聞社 
協 賛︓ しなのメイト株式会社 
総   務︓ ⼩林 靖志 
審 判 ⻑︓ トラック/浦野 義忠 フィールド/伊藤 利博 
記 録 ・ 情 報 主 任︓ 瀧沢 佳⽣ 
 

■最優秀選⼿賞 
 男⼦︓浦野 太平 選⼿ (中野 6) ⼥⼦︓酒井 明⽇美 選⼿ (栗ｶﾞ丘 6) 
 
■この⼤会で樹⽴された記録 

 種目 予・決 記録 氏名・学年 所属 従来の記録 備考 
3 年男⼦ 60mH 決勝 12 秒 95 清⽔ ⼤地(3) 屋代 14 秒 15 ⼤会新
3 年男⼦ 60mH 決勝 13 秒 33 稲⽟ 健⼈(3) 東 14 秒 15 ⼤会新
3 年男⼦ 60mH 決勝 13 秒 95 ⻄村 森太郎(3) 東 14 秒 15 ⼤会新
4 年⼥⼦ 60mH 決勝 12 秒 48 諏訪 りあん(4) 屋代 12 秒 67 ⼤会新

⼥⼦ 4x100m 決勝 54 秒 20 富⼭ 萌⾐(6)
宮原 凛成(6) 
宮下 留花(6) 
牧内 愛実(6)

坂城 JAC 54 秒 27 ⼤会新

 
■グラウンドコンディション 

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) (%)

 9:30 曇り 東 1.5 23.5 50.0 13:00 曇り 北 2.6 26.0 40.0
10:00 曇り 東 1.6 24.0 48.0 14:00 曇り 北 5.1 25.5 40.0
11:00 曇り 東 1.7 24.5 45.0 15:00 曇り 北 2.5 25.5 44.0
12:00 曇り 北東 0.7 25.5 43.0   

 



第33回長野県小学生陸上競技大会北信地区予選会（H28.06.05）

決勝記録一覧表
女  子 【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
06/05 男女 屋代(A)     1,05.76 裾花     1,06.59 青木島     1,09.25

4×100mR 佐久間 萌佳(5) 吉澤 紗良(5) 宮島 歩那(5)
丸山 朋花(4) 矢島 由唯(5) 板倉 真咲(5)
小池 奏斗(5) 斉藤 雅明(5) 井澤 耀(5)
山本 光輝(5) 滝澤 賢太朗(5) 小林 颯(5)



決勝 6月5日 15:20

県小記録            55.00
大会記録            58.80

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 屋代(A)   136 佐久間 萌佳(5)   1,05.76 

ﾔｼﾛA ｻｸﾏ ﾓｴｶ
  135 丸山 朋花(4)

ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｶ
  137 小池 奏斗(5)

ｺｲｹ ｶﾅﾄ
  138 山本 光輝(5)

ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂｷ
 2   2 裾花   338 吉澤 紗良(5)   1,06.59 

ｽｿﾊﾞﾅ ﾖｼｻﾞﾜ ｻﾗ
  337 矢島 由唯(5)

ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ
  339 斉藤 雅明(5)

ｻｲﾄｳ ﾏｻｱｷ
  340 滝澤 賢太朗(5)

ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ
 3   4 青木島   355 宮島 歩那(5)   1,09.25 

ｱｵｷｼﾞﾏ ﾐﾔｼﾞﾏ ｱﾕﾅ
  353 板倉 真咲(5)

ｲﾀｸﾗ ﾏｻｷ
  356 井澤 耀(5)

ｲｻﾞﾜ ﾖｳ
  357 小林 颯(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ
  3 屋代(B)   139 宮川 さくら(4)

ﾔｼﾛB ﾐﾔｶﾞﾜ ｻｸﾗ 失格
  140 大塚 優愛(4) R1(3-4)

ｵｵﾂｶ ﾕｳﾅ
  141 髙山 琥太郎(4)

ﾀｶﾔﾏ ｺﾀﾛｳ
  142 大倉 一真(4)

ｵｵｸﾗ ｶｽﾞﾏ

男女

4×100mR

決勝
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