
： 20１9年５月３日(金) 
： 佐久総合運動公園陸上競技場（競技場コード 172060）
：

： 東信地区陸上競技協会　
： 跡部　定一
： 細田　完二 (トラック)　掛川　和彦 (フィールド)
： 山野井宏彰

■グラウンドコンディション
5月3日(金)

■失格の略号の説明 ■フィールド競技における記号の説明
不正スタート (R162-7) 成功・有効試技  (走高跳・棒高跳)
他の競技者を妨害した (R163-2) 失敗・無効試技
他のレーンに入った (R163-3a) パス
縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った (R163-3b) 試合放棄
ブレイクライン手前でレーンを離れ内側に入った (R163-5)
競技者がトラックから勝手に離脱した (R163-6)
ハードルを越えなかった (R168-7)
足又は脚がハードルをはみ出してバーの高さより低い位置を通った (R168-7a)
故意にハードルを倒した (R168-7b)
ﾛｽﾄ･ｵﾌﾞ･ｺﾝﾀｸﾄ で3名以上がレッドカードを出した (R230-7a)
ﾍﾞﾝﾄ･ﾆｰ で3名以上がレッドカードを出した (R230-7a)
ﾛｽﾄ･ｵﾌﾞ･ｺﾝﾀｸﾄとﾍﾞﾝﾄ･ﾆｰ で3名以上がレッドカードを出した (R230-7a)
ﾛｽﾄ･ｵﾌﾞ･ｺﾝﾀｸﾄ で競歩主任が単独で失格にした (R230-4a)
ﾍﾞﾝﾄ･ﾆｰ で競歩主任が単独で失格にした (R230-4a)
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

13:00 晴れ

大会コード 19170755

北

北 3.1
22.014:00 晴れ 北

湿度

11:00 晴れ 北東 5.0

 9:00 晴れ 北

 22.0

 21.0 20.0

4.4

 21.0
 22.0 22.0

20.0

2.5
晴れ

 21.0 20.0晴れ 2.4

晴れ

12:00 晴れ 北 3.2

1.1 36.0  21.016:00

主 催

風速 気温 湿度

総 務
審 判 長
記録・情報主任

時刻 風速時刻 天候

東信地区陸上競技協会　佐久市陸上競技協会
東信地区高等学校体育連盟陸上競技部　東信地区中学校体育連盟陸上競技専門部

 22.0 18.0

主 管

風向 気温

 8:45 1.1
(m/s) (℃)

期 日
会 場

R1

2019東信地区ジュニア・ユース陸上競技春季記録会

記 録 集

T5
T6
T7
T8
K1
K2
K3
K4
K5

FS 〇
T1 ✖
T2

(m/s) (%)

北 2.3 20.0

－
T3 ｒ
T4

10:00

天候

 18.0
北

風向

15:00 20.0
(℃)

44.0晴れ 北
(%)



2019年度東信地区ジュニア・ユース陸上競技春季記録会
　主催　東信地区陸上競技協会　佐久市陸上競技協会
　　　東信地区高等学校体育連盟陸上競技部
　　　東信地区中学校体育連盟陸上競技専門部

決勝記録一覧表
男  子  /  女  子 【競技場】172060  佐久総合運動公園陸上競技場

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
05/03 小学混合 あさまねSC(A)      59.29 T&F佐久平(小)(A)    1,01.07 水明小(A)     1,01.40 真田陸上教室(A)    1,02.45 真田陸上教室(B)    1,03.15 真田ｸﾗﾌﾞ(小)(A)    1,04.27 T&F佐久平(小)(B)    1,05.20 T&F佐久平(小)(C)    1,05.82

4x100mR 風巻 里奈(6) 櫻井 玲未(5) 林 龍之介(5) 柳澤 航希(6) 小林 由奈(5) 清水 颯太(5) 鏑木 愛結奈(6) 東海林 悠晴(5)
宮島 蒼(6) 小林 颯介(5) 神谷 永遠(6) 一之瀬 朱音(6) 岡嶋 芙空(5) 菊地 遥奈(6) 佐塚 大知(5) 掛川 日葉(6)
山口 遼真(6) 阿部 詩織(6) 永井 優里亜(6) 内山 煌大郎(6) 中屋 大和(6) 田畑 香奈(5) 宮田 菜永(6) 三石 まどか(6)
内堀 竜聖(6) 中澤 煌牙(6) 中島 芽衣(6) 金田 馨花(6) 藤沢 俊輔(5) 曹 有根(6) 高見澤 衣吹(5) 大井 優翔(6)



決勝 5月3日 16:20

[ 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   6 水明小(A)   179 林 龍之介(5)   1,01.40  1   2 あさまねSC(A)    43 風巻 里奈(6)     59.29 

ｽｲﾒｲｼｮｳA ﾊﾔｼ ﾘｭｳﾉｽｹ ｱｻﾏﾈｴｽｼｰA ｶｻﾞﾏｷ ﾘﾅ
  192 神谷 永遠(6)    60 宮島 蒼(6)

ｶﾐﾔ ﾄﾜ ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｵ
  202 永井 優里亜(6)    56 山口 遼真(6)

ﾅｶﾞｲ ﾕﾘｱ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾏ
  186 中島 芽衣(6)    45 内堀 竜聖(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾒｲ ｳﾁﾎﾞﾘ ﾘｭｳｾｲ
 2   5 真田ｸﾗﾌﾞ(小)(A)  149 清水 颯太(5)   1,04.27  2   3 T&F佐久平(小)(A    1 櫻井 玲未(5)   1,01.07 

ｻﾅﾀﾞｸﾗﾌﾞA ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ｻｸﾗｲ  ﾚﾐ
  151 菊地 遥奈(6)    18 小林 颯介(5)

ｷｸﾁ ﾊﾙﾅ ｺﾊﾞﾔｼ  ｿｳｽｹ
  145 田畑 香奈(5)    40 阿部 詩織(6)

ﾀﾊﾞﾀ ｶﾅ ｱﾍﾞ  ｼｵﾘ
  148 曹 有根(6)     9 中澤 煌牙(6)

ｿｳ ｳｺﾝ ﾅｶｻﾞﾜ  ｺｳｶﾞ
 3   7 T&F佐久平(小)(C    6 東海林 悠晴(5)   1,05.82  3   6 真田陸上教室(A)  154 柳澤 航希(6)   1,02.45 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ﾄｳｶｲﾘﾝ  ﾕｳｾｲ ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂA ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ
   32 掛川 日葉(6)   172 一之瀬 朱音(6)

ｶｹｶﾞﾜ  ﾋﾖ ｲﾁﾉｾ ｱｶﾈ
   25 三石 まどか(6)   157 内山 煌大郎(6)

ﾐﾂｲｼ  ﾏﾄﾞｶ ｳﾁﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ
   13 大井 優翔(6)   167 金田 馨花(6)

ｵｵｲ  ﾕｳﾄ ｶﾈﾀﾞ ｷｮｳｶ
 4   4 水明小(B)   182 柳沢 優奈(6)   1,06.51  4   4 真田陸上教室(B)  162 小林 由奈(5)   1,03.15 

ｽｲﾒｲｼｮｳB ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾅ ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂB ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ
  198 今井 月咲(6)   168 岡嶋 芙空(5)

ｲﾏｲ ﾂｶｻ ｵｶｼﾞﾏ ﾌｸ
  184 白鳥 基(6)   160 中屋 大和(6)

ｼﾗﾄﾘ ﾊｼﾞﾒ ﾅｶﾔ ﾔﾏﾄ
  189 川多 直也(6)   158 藤沢 俊輔(5)

ｶﾜﾀ ﾅｵﾔ ﾌｼﾞｻﾜ ｼｭﾝｽｹ
 5   2 水明小(C)   190 菅沼 鈴(5)   1,07.03  5   5 T&F佐久平(小)(B    8 鏑木 愛結奈(6)   1,05.20 

ｽｲﾒｲｼｮｳC ｽｶﾞﾇﾏ ﾘﾝ ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ｶﾌﾞﾗｷﾞ  ｱﾕﾅ
  201 金子 朝陽(5)    26 佐塚 大知(5)

ｶﾈｺ ｱｻﾋ ｻﾂｶ  ﾀﾞｲﾁ
  188 竹内 絢香(5)    31 宮田 菜永(6)

ﾀｹｳﾁ ｱﾔｶ ﾐﾔﾀ  ｻﾄ
  193 上田 琉月(5)    27 高見澤 衣吹(5)

ｳｴﾀﾞ ﾙｷ ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ｲﾌﾞｷ
  3 浅科小

AC 欠場

   1 あさまねSC(A)     59.29 風巻 里奈(6) 宮島 蒼(6) 山口 遼真(6) 内堀 竜聖(6)   2   1
   2 T&F佐久平(小)(A)   1,01.07 櫻井 玲未(5) 小林 颯介(5) 阿部 詩織(6) 中澤 煌牙(6)   2   2
   3 水明小(A)   1,01.40 林 龍之介(5) 神谷 永遠(6) 永井 優里亜(6) 中島 芽衣(6)   1   1
   4 真田陸上教室(A)   1,02.45 柳澤 航希(6) 一之瀬 朱音(6) 内山 煌大郎(6) 金田 馨花(6)   2   3
   5 真田陸上教室(B)   1,03.15 小林 由奈(5) 岡嶋 芙空(5) 中屋 大和(6) 藤沢 俊輔(5)   2   4
   6 真田ｸﾗﾌﾞ(小)(A)   1,04.27 清水 颯太(5) 菊地 遥奈(6) 田畑 香奈(5) 曹 有根(6)   1   2
   7 T&F佐久平(小)(B)   1,05.20 鏑木 愛結奈(6) 佐塚 大知(5) 宮田 菜永(6) 高見澤 衣吹(5)   2   5
   8 T&F佐久平(小)(C)   1,05.82 東海林 悠晴(5) 掛川 日葉(6) 三石 まどか(6) 大井 優翔(6)   1   3
   9 水明小(B)   1,06.51 柳沢 優奈(6) 今井 月咲(6) 白鳥 基(6) 川多 直也(6)   1   4
  10 水明小(C)   1,07.03 菅沼 鈴(5) 金子 朝陽(5) 竹内 絢香(5) 上田 琉月(5)   1   5

ｵｰﾀﾞｰ1

小学混合

4x100mR

決勝

小学混合

4x100mR
タイムレース

ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位順位 所属名 都道府県 記録 備考
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