
大会コード 20170524

： ２０２０年９月５日(土) －９月６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
9月5日(土) 9月6日(日)

■この大会で樹立された記録

①吾妻 啓志(4) ②早野 優空(5)
③滝澤 來樹(5) ④山下 結衣(5)

①久保 桜河(6) ②祢津 涼乃佑(6)
③荒井 環希(6) ④坂口 華奈(6)

■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

■その他記号の説明
R143(TR5)規定外のシューズを使用
イエローカード

■失格の略号の説明
不正スタート (R162-7)
他のレーンに入った (R163-3a)
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)

後 援

総 務
審 判 長
記録・情報主任

時刻 天候

第62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 南南東 2.8 27.3 59.009:00 晴れ 南南東 0.6 29.1 54.0
09:00 晴れ 南南東 3.2 27.4 60.010:00 晴れ 北北東 2.7 29.7 58.0
10:00 晴れ 南南東 2.7 28.2 57.011:00 晴れ 東南東 1.2 31.1 55.0
11:00 曇り 南南東 3.1 29.2 55.012:00 晴れ 東南東 1.3 31.7 50.0
12:00 曇り 南西 3.1 29.8 52.013:00 晴れ 東南東 2.1 32.5 53.0
13:00 晴れ 南西 4.0 30.6 48.014:00 晴れ 東北東 1.1 32.5 52.0
14:00 曇り 南東 2.5 30.8 49.015:00 晴れ 北 2.3 32.1 52.0
15:00 曇り 南東 2.7 30.7 47.016:00 晴れ 北 2.2 32.0 52.0
16:00 晴れ 南南西 1.7 30.5 46.017:00 雨 南南東 2.6 25.5 73.0

氏名(学年) 所属 従来の記録チーム名 ﾒﾝﾊﾞｰ(学年)
9月5日 大会新 女子 100m 決勝

日付 記録の種類 クラス 種目 ラウンド 記録

12.20 綿貫 寧(3) 市立長野高 12.2(手)
9月5日 大会新 小学男女 4x100m 決勝 56.27 坂城JAC 1:01.08 

9月5日 大会新 小学男女 4x100m 決勝 1:00.66 篠ノ井東小 1:01.08 

9月5日 大会新 男子 三段跳 決勝 15.59 石川 和義 飯水陸協 14.43
9月5日 大会新 男子 三段跳 決勝 15.14 櫻井 大幹 長野市陸協 14.43

米倉 朋輝 長野市陸協 13.45
9月5日 大会新 中学男子 1500m 決勝 4:19.91 吉岡 斗真
9月5日 大会新 男子 砲丸投げ 決勝 15.67

川中島中 4:20.14
9月6日 大会新 中学男子 3000m 決勝 9:05.39 永原 颯磨 川中島中 9:13.84
9月6日 大会新 女子 三段跳 決勝 11.42 宮﨑 優季 長野市陸協 11.27

松林 彩 七二会中 12.94
9月6日 大会新 男子 800m 決勝 1:53.25 髙橋 一輝
9月6日 大会新 中学女子 砲丸投げ 決勝 13.11

ﾁｰﾑ剛腕 1:56.31
9月6日 大会新 女子 走高跳 決勝 1.68 中島 花梨 市立長野高 1.67
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第62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】 2020年9月5日(土)-6日(日) 跳躍審判長 有賀 大成
【主催団体】 北信地区 投てき審判長 小林 至

記録主任 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/ 5 小学男女 坂城JAC       56.27 篠ノ井東小     1:00.66 長野市陸上教室     1:02.18 木島平小     1:02.85
4×100m 吾妻 啓志(4) 久保 桜河(6) 横山 瑛登(5) 小野沢 二葉(5)

早野 優空(5) 祢津 涼乃佑(6) 新井 愛里奈(5) 竹鄭 真緒(5)
滝澤 來樹(5) 荒井 環希(6) 倉石 菜々子(5) 添田 咲太朗(4)
山下 結衣(5) 坂口 華奈(6) 堤 昌寛(5) 山嵜 太陽(5)



決勝 9月5日 14:00

長野県小学生記録(ER)            54.85                              座光寺           2019/06/23  
                                      （小池 悠・千葉 唯花・春原 秀・木内 憲琉）
大会記録(GR)                  1:01.08 長野市陸上教室                                2019        
                                      （玉井・竹田・笠井・甘利）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 坂城JAC    18 吾妻 啓志(4)     56.27 

ｱｶﾞﾂﾏ ﾀｶﾕｷ 大会新
   15 早野 優空(5)

ﾊﾔﾉ ﾕｱ
   17 滝澤 來樹(5)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾗｲｼﾞｭ
   16 山下 結衣(5)

ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ
 2   5 篠ノ井東小    27 久保 桜河(6)   1:00.66 

ｸﾎﾞ ｵｳｶﾞ 大会新
   28 祢津 涼乃佑(6)

ﾈﾂ ｽｽﾞﾉｽｹ
   29 荒井 環希(6)

ｱﾗｲ ﾀﾏｷ
   30 坂口 華奈(6)

ｻｶｸﾞﾁ ﾊﾅ
 3   3 長野市陸上教室   47 横山 瑛登(5)   1:02.18 

ﾖｺﾔﾏ ｴｲﾄ
   49 新井 愛里奈(5)

ｱﾗｲ ﾏﾘﾅ
   50 倉石 菜々子(5)

ｸﾗｲｼ ﾅﾅｺ
   48 堤 昌寛(5)

ﾂﾂﾐ ﾏｻﾋﾛ
 4   2 木島平小     8 小野沢 二葉(5)   1:02.85 

ｵﾉｻﾞﾜ ﾌﾀﾊﾞ
    7 竹鄭 真緒(5)

ﾀｹﾍﾞ ﾏｵ
    9 添田 咲太朗(4)

ｿｴﾀﾞ ｻｸﾀﾛｳ
    5 山嵜 太陽(5)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲﾖｳ

小学男女

4×100m

決勝
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