
大会コード 19170524

： ２０１９年８月３１日(土) －９月１日(日)
： 長野市営陸上競技場（競技場コード 172070）
： 北信地区陸上競技協会　長野市陸上競技協会
： 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
(公財)信毎文化事業財団・(一財)長野陸上競技協会

： 小林 靖志
： 小林 幸太郎 (トラック)　有賀 大成 (跳躍)　 小林 至 (投てき)　
： 瀧沢 佳生

■グラウンドコンディション
8月31日(土) 9月1日(日)

■この大会で樹立された記録

①富山 萌衣 (3②宮原 凛成 (3)
③宮下 留花 (3④牧内 愛実 (3)

①富山 萌衣 (3②宮原 凛成 (3)
③宮下 留花 (3④牧内 愛実 (3)

■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

■失格の略号の説明
故意にハードルを倒した (R168-7b)
リレーでテイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった (R170-7)
()内は区間を表す　 (1-2) :1走→2走  (2-3) :2走→3走  (3-4): 3走→4走
バトンを手以外で運んだ(R170-6)

後 援

総 務
審 判 長
記録・情報主任

時刻 天候

第61回北信地区陸上競技選手権大会

記 録 集
期 日
会 場
主 催

(m/s) (℃) (%)
風向 風速 気温 湿度

(m/s) (℃) (%)
風向 風速 気温 湿度時刻 天候

08:30 曇り 北北西 1.1 23.0 75.009:00 晴れ 東 1.1 26.2 60.0
09:00 雨 東南東 0.9 23.2 74.010:00 晴れ 東南東 1.9 27.1 54.0
10:00 曇り 南南西 0.7 24.1 71.011:00 晴れ 南南東 1.2 28.0 53.0
11:00 曇り 南南東 1.1 25.4 59.012:00 曇り 東南東 1.9 28.8 54.4
12:00 曇り 東南東 1.8 26.1 55.013:00 曇り 東北東 2.5 29.4 53.0
13:00 曇り 北東 1.6 27.1 55.014:00 曇り 北北東 3.2 29.5 51.0
14:00 曇り 北北東 1.1 27.3 56.015:00 曇り 北北東 3.1 28.4 52.0

16:00 曇り 北北東 1.5 26.7 57.0
15:00 曇り 北北東 2.1 27.2 57.0

氏名(学年) 所属 従来の記録チーム名 ﾒﾝﾊﾞｰ(学年)
8月31日 大会新 中学女子 4x100m 予選

日付 記録の種類 クラス 種目 ラウンド 記録

50.37 坂城中 50.69

8月31日 大会新 中学女子 走幅跳 決勝 5.45 宮原 凛成 (3) 坂城中 5.41
8月31日 大会新 男子 100m 予選 10.60 松橋 大夢 (4) 国士大 10.65
8月31日 大会新 中学女子 4x100m 決勝 50.48 坂城中 50.69

9月1日 大会新 中学男子 3000m 決勝 9:13.84 和田 瑛登 (3) 戸倉上山田中 9:17.88
宮﨑 蒼也 (3) 屋代中 9:17.88

9月1日 大会新 中学男子 110mH 予選 14.53 小池 集万 (3)
9月1日 大会新 中学男子 3000m 決勝 9:14.45

15.22

〇 ✖ － ｒ

犀陵中 15.01
9月1日 大会新 中学女子 100mH 決勝 15.21 千野 里花 (3) 山ノ内中
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第61回北信地区陸上競技選手権大会 ﾄﾗｯｸ審判長 小林 幸太郎

【開催日】 2019年8月31日(土)～9月1日(日) 跳躍審判長 有賀 大成
【主催団体】 北信地区陸上競技協会 投てき審判長 小林 至

記録･情報主任 瀧沢 佳生

決勝記録一覧表
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

 9/ 1 小学混合 長野市陸上教室    1:01.08 篠ノ井東小     1:02.34 NDFｼﾞｭﾆｱ     1:02.64
4×100m 玉井 誠士(3) 綿本 優翔(6) 荻原 綾美(6)

竹田 萌ノ花(6) 越 優翔(6) 高橋 翔輝(6)
笠井 永遠(5) 東野 愛生(6) 清水 真暉(6)
天利 祐華(5) 鈴木 倖心羽(6) 工藤 ささら(6)



決勝 9月1日 15:50

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 長野市陸上教室   29 玉井 誠士(3)   1:01.08 

ﾀﾏｲ ｾｲｼﾞ
   25 竹田 萌ノ花(6)

ﾀｹﾀﾞ ﾎﾉｶ
   30 笠井 永遠(5)

ｶｻｲ ﾄﾜ
   24 天利 祐華(5)

ｱﾏﾘ ﾕｳｶ
 2   5 篠ノ井東小    20 綿本 優翔(6)   1:02.34 

ﾜﾀﾓﾄ ﾕｳﾄ
   22 越 優翔(6)

ｺｼ ﾕｳﾄ
   21 東野 愛生(6)

ﾋｶﾞｼﾉ ｱﾑ
   19 鈴木 倖心羽(6)

ｽｽﾞｷ ｺｺﾊ
 3   4 NDFｼﾞｭﾆｱ    12 荻原 綾美(6)   1:02.64 

ｵｷﾞﾜﾗ ｱﾔﾐ
    8 高橋 翔輝(6)

ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｷ
    5 清水 真暉(6)

ｼﾐｽﾞ ﾏﾅｷ
    9 工藤 ささら(6)

ｸﾄﾞｳ ｻｻﾗ

9月1日 15:50

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 NDFｼﾞｭﾆｱ    13 浦野 あずみ(6)   1:04.83 

ｳﾗﾉ ｱｽﾞﾐ
    2 徳武 快哩(5)

ﾄｸﾀｹ ｶｲﾘ
    1 武田 実久(6)

ﾀｹﾀﾞ ﾐｸ
   14 阿部 壮甫(4)

ｱﾍﾞ ｿｳｽｹ

小学混合

4×100m

決勝

ｵｰﾌﾟﾝ小学混合

4×100m
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