
大会コード 19170506

： 令和元(２０１９)年５月１８日（土）
： 長野市営陸上競技場（競技場コード 172070）
： (一財)長野陸上競技協会　北信地区陸上競技協会
： 長野市　長野市教育委員会

(公財)長野市スポーツ協会　信濃毎日新聞社
： しなのメイト株式会社　株式会社アイワ徽章
： 小林 靖志
： 浦野 義忠(トラック)　伊藤 利博(フィールド)
： 瀧沢 佳生

■この競技会で樹立された記録

■最優秀選手
男子：丸山 大翔(川中島JRC)　勝山 敬太(日滝小)
女子：山口 莉央(安茂里小)　大熊 杏美(坂城JAC)

■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

第36回 長野県小学生陸上競技大会
北信地区予選会

記 録 集
期 日
会 場
主 催

種目 ラウンド 記録 氏名(学年) 所属
従来の記録チーム名 ﾒﾝﾊﾞｰ(学年)

後 援

協 賛
総 務
審 判 長
記録・情報主任

記録の種類 クラス

安茂里小 14秒15
大会新 4年男子 60ｍH 決勝 11秒65 米田 太一(4) 安茂里小 12秒03
大会新 女子 80mH 13秒62 山口 莉央(6)

坂城JAC 13秒69
大会新 男子 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 51m20 勝山 敬太(6) 日滝小 42m83
大会新 6年女子 100m 決勝 13秒21 大熊 杏美(6)

NDFｼﾞｭﾆｱ 32m18
大会新 女子 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 33m97 池田 稀咲(6) 科野小 32m18
大会新 女子 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 34m96 浦野 あずみ(6)

時刻 天候 風向 風速 気温 湿度

信大附属長野小 1m28
大会新 男女 4×100ｍ 決勝 58秒12 中澤 美月(6) 千曲ｸﾗﾌﾞ 58秒80
大会新 女子 走高跳 1m30 楠見 莉沙(6)

時刻 天候 風向 風速 気温 湿度

混合 奥 紗綾(6)
米澤 幸太(6)
吾妻 俐玖(6)

(m/s) (℃) (%)(m/s) (℃) (%)
12:00 曇り 南 4.0 22.5 32.009:30 晴れ 南 1.5 20.0 40.0

29.011:00 晴れ 南 1.9 21.5 34.0
13:00 曇り 南南東 2.0 23.0 32.010:00 晴れ 南 1.0 21.0 35.0

〇 ✖ － ｒ

14:00 曇り 南東 1.5 24.0



第36回長野県小学生陸上競技大会北信地区予選会 ﾄﾗｯｸ審判長 浦野 義忠

【開催日】 2019年5月18日(土) ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 伊藤 利博
【主催団体】 北信地区陸上競技協会 記録･情報主任 瀧沢 佳生

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 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

 5/18 男女混合 千曲ｸﾗﾌﾞ       58.12 篠ﾉ井東小(A)     1:03.95 戸狩小     1:04.27 裾花小     1:04.32 青木島小(A)     1:04.87 城山小     1:05.34 青木島小(B)     1:05.60 豊洲小     1:05.93
4×100m 中澤 美月(6) GR 宮沢 洸佑(5) 小林 寧音(6) 中島 麻琴(5) 丸山 空夏(5) 宮下 瑛之信(6) 島袋 琉誠(6) 高橋 龍一(5)

奥 紗綾(6) 下条 琉真(5) 関 真歩(6) 林 哉太(5) 板倉 珠咲(5) 森 陽香(6) 稲田 陽菜(6) 原 圭凜(5)
米澤 幸太(6) 荒井 環希(5) 星野 早月(6) 宮本 芽依(5) 山﨑 球寿(5) 柴田 あしゅり(6) 田邉 隼天(6) 遠山 莉央(5)
吾妻 俐玖(6) 坂口 華奈(5) 丸山 琉弥(6) 片岡 一弥(5) 保科 結幸(5) 新保 怜司(6) 吉原 ゆな(6) 川口 新太(5)



決勝 5月18日 14:25

大会記録(GR)               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   3 千曲ｸﾗﾌﾞ   149 中澤 美月(6)     58.12  1   5 戸狩小    62 小林 寧音(6)   1:04.27 

ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾂｷ 大会新 ｺﾊﾞﾔｼ ﾈｵﾝ
  147 奥 紗綾(6)    56 関 真歩(6)

ｵｸ ｻｱﾔ ｾｷ  ｼﾝﾎ
  160 米澤 幸太(6)    64 星野 早月(6)

ﾖﾈｻﾞﾜ ｺｳﾀ ﾎｼﾉ   ｻﾂｷ
  158 吾妻 俐玖(6)    57 丸山 琉弥(6)

ｱｶﾞﾂﾏ ﾘｸ ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳﾔ
 2   2 篠ﾉ井東小(A)    85 宮沢 洸佑(5)   1:03.95  2   6 青木島小(A)   142 丸山 空夏(5)   1:04.87 

ﾐﾔｻﾞﾜ  ｺｳｽｹ ﾏﾙﾔﾏ ｿﾅ
   83 下条 琉真(5)   145 板倉 珠咲(5)

ｼﾓｼﾞｮｳ  ﾘｭｳﾏ ｲﾀｸﾗ ﾐｻｷ
   84 荒井 環希(5)   153 山﨑 球寿(5)

ｱﾗｲ  ﾀﾏｷ ﾔﾏｻﾞｷ ｷｭｳﾄ
   85 坂口 華奈(5)   157 保科 結幸(5)

ｻｶｸﾞﾁ  ﾊﾅ ﾎｼﾅ ﾕｲﾄ
 3   6 裾花小   139 中島 麻琴(5)   1:04.32  3   4 城山小   100 宮下 瑛之信(6)   1:05.34 

ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｺﾄ ﾐﾔｼﾀ ｴｲﾉｼﾝ
  149 林 哉太(5)   112 森 陽香(6)

ﾊﾔｼ ｶﾅﾀ ﾓﾘ ﾊﾙｶ
  136 宮本 芽依(5)   110 柴田 あしゅり(6)

ﾐﾔﾓﾄ ﾒｲ ｼﾊﾞﾀ ｱｼｭﾘ
  147 片岡 一弥(5)   104 新保 怜司(6)

ｶﾀｵｶ ｶｽﾞﾔ ｼﾝﾎﾞ ｻﾄｼ
 4   5 長野市陸上教   175 久田 芽花(5)   1:07.67  4   2 青木島小(B)   156 島袋 琉誠(6)   1:05.60 

ﾋｻﾀ ﾒﾘｶ ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾘｭｳｾｲ
  223 浜田 一輝(5)   140 稲田 陽菜(6)

ﾊﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ ｲﾅﾀﾞ ﾊﾙﾅ
  207 山浦 一智(5)   155 田邉 隼天(6)

ﾔﾏｳﾗ ｶｽﾞﾄ ﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾃ
  199 中村 璃那(5)   143 吉原 ゆな(6)

ﾅｶﾑﾗ ﾘﾅ ﾖｼﾊﾗ ﾕﾅ
 5   4 篠ﾉ井東小(B)    90 富田 瑛斗(5)   1:09.90  5   3 豊洲小   253 高橋 龍一(5)   1:05.93 

ﾄﾐﾀ  ｱｷﾄ ﾀｶﾊｼ   ﾘｮｳｲﾁ
   88 春日 俊佑(5)   230 原 圭凜(5)

ｶｽｶﾞ  ｼｭﾝｽｹ ﾊﾗ   ｶﾘﾝ
   82 宮入 梓(5)   226 遠山 莉央(5)

ﾐﾔｲﾘ  ｱｽﾞｻ ﾄｵﾔﾏ  ﾘｵ
   95 鳥羽 優奈(5)   257 川口 新太(5)

ﾄﾊﾞ  ﾕｳﾅ ｶﾜｸﾞﾁ   ｱﾗﾀ

   1 千曲ｸﾗﾌﾞ     58.12大会新 中澤 美月(6) 奥 紗綾(6) 米澤 幸太(6) 吾妻 俐玖(6)   1   1
   2 篠ﾉ井東小(A)   1:03.95 宮沢 洸佑(5) 下条 琉真(5) 荒井 環希(5) 坂口 華奈(5)   1   2
   3 戸狩小   1:04.27 小林 寧音(6) 関 真歩(6) 星野 早月(6) 丸山 琉弥(6)   2   1
   4 裾花小   1:04.32 中島 麻琴(5) 林 哉太(5) 宮本 芽依(5) 片岡 一弥(5)   1   3
   5 青木島小(A)   1:04.87 丸山 空夏(5) 板倉 珠咲(5) 山﨑 球寿(5) 保科 結幸(5)   2   2
   6 城山小   1:05.34 宮下 瑛之信(6)森 陽香(6) 柴田 あしゅり(新保 怜司(6)   2   3
   7 青木島小(B)   1:05.60 島袋 琉誠(6) 稲田 陽菜(6) 田邉 隼天(6) 吉原 ゆな(6)   2   4
   8 豊洲小   1:05.93 高橋 龍一(5) 原 圭凜(5) 遠山 莉央(5) 川口 新太(5)   2   5
   9 長野市陸上教   1:07.67 久田 芽花(5) 浜田 一輝(5) 山浦 一智(5) 中村 璃那(5)   1   4
  10 篠ﾉ井東小(B)   1:09.90 富田 瑛斗(5) 春日 俊佑(5) 宮入 梓(5) 鳥羽 優奈(5)   1   5

組 順位備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録

男女混合

4×100m

決勝
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