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この大会で樹立された記録
なし

グラウンドコンディション スタートリストおよび競技結果に用いる略号の説明

 パス
15:00 曇り 17.0 72.0 南西 0.2 r 試合放棄・離脱
14:00 雨 16.5 76.0 南西 0.2

○ 成功・有効試技 
13:00 曇り 16.5 76.0 北東 0.1 × 失敗・無効試技
12:00 雨 16.5 81.0 南東 0.6

NM 記録なし
11:00 雨 16.0 85.0 西 0.5 DQ 失格
10:00 雨 15.0 80.0 南 0.4

DNS 欠場
9:25 雨 15.2 83.0 南 0.3 DNF 途中棄権
時刻 天候 気温 湿度 風向 風速m/s

木曽・大北・東筑 各地区教育委員会連絡協議会

◆

◆ ◆
5/21(土) 略号 内容

主　催 中信地区陸上競技協会 記録・情報主任
協　賛 信濃毎⽇新聞社
後　援 松本・大町・塩尻・安曇野 各市教育委員会

会　場 長野県松本平広域公園陸上競技場 トラック審判長
競技場コード 171020 フィールド審判長

大会コード 22170505

第17回 中信地区小学生陸上競技大会
兼 第39回長野県小学生陸上競技大会中信地区予選会

公式記録集
期　⽇ 令和4年5月21⽇(土) 総　務



第17回中信地区小学生陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 板花 利美

兼 第39回長野県小学生陸上競技大会中信地区予選会 跳躍審判長 田澤 稔
主催：中信地区陸上競技協会 投てき審判長 田澤 稔
【開催日】 2022年5月21日(土) 記録主任 三代澤 芳男

【主催団体】 中信地区陸上競技協会 決勝記録一覧表
男  子 / 女  子 【競技場】松本平広域公園陸上競技場

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

 5/21 男女混合 清水     1:00.64 並柳(A)     1:00.70 堀金     1:00.81 明南     1:01.70 豊科北     1:01.71 会染     1:02.42 並柳(B)     1:02.98 宗賀     1:05.62
4×100m 塩野﨑 結菜(6) 近藤 虎流(6) 髙石 悠花(6) 内川 小綺(6) 佐々木 かんな(6) 北澤 里菜(5) 今井 春花(6) 池田 乃愛(5)

金宇 仙樹(6) 合葉 月香(6) 百瀬 茉由子(6) 荒井 蓮之介(6) 神谷 知玖(6) 江端 綾夏(5) 田村 芳之助(6) 古平 美桜(5)
藤森 ひかる(6) 陳 美妃(6) 加藤 俊多(6) 北山 琉音(6) 小林 ななみ(6) 井上 律(5) 北原 羽明斗(6) 清水 夢斗(5)
萩原 侑大(6) 中田 颯希(6) 板花 瑞樹(6) 上條 結斗(6) 片桐 歌威(6) 浅田 凌空(5) 松井 杏菜(6) 川上 惺士朗(5)



決勝 5月21日 15:00

長野県小学生記録(ER)            52.75                              茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ      2020/11/21  
                                      （柳平 紗季・山田 怜来・栗山 大翔・小川 夏生）
大会記録(GR)                    56.52                              菅野             2021        
                                      （大月 優夢・橋戸 克実・幸山 咲・吉﨑 音緒）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 清水   300 塩野﨑 結菜(6)   1:00.64 

ｼﾐｽﾞ ｼｵﾉｻﾞｷ ﾕｳﾅ
  297 金宇 仙樹(6)

ｶﾅｳ ｾﾝｼﾞｭ
  289 藤森 ひかる(6)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋｶﾙ
  288 萩原 侑大(6)

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ
 2   9 並柳(A)   497 近藤 虎流(6)   1:00.70 

ﾅﾐﾔﾅｷﾞ ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾙ
  496 合葉 月香(6)

ｱｲﾊﾞ ﾙｶ
  489 陳 美妃(6)

ﾁﾝ ﾐﾋ
  490 中田 颯希(6)

ﾅｶﾀ ｻﾂｷ
 3   5 堀金   584 髙石 悠花(6)   1:00.81 

ﾎﾘｶﾞﾈ ﾀｶｲｼ ﾕｶ
  586 百瀬 茉由子(6)

ﾓﾓｾ ﾏﾕｺ
  607 加藤 俊多(6)

ｶﾄｳ ｼｭﾝﾀ
  588 板花 瑞樹(6)

ｲﾀﾊﾅ ﾐｽﾞｷ
 4   2 明南   618 内川 小綺(6)   1:01.70 

ﾒｲﾅﾝ ｳﾁｶﾜ ｻｷ
  627 荒井 蓮之介(6)

ｱﾗｲ ﾚﾝﾉｽｹ
  615 北山 琉音(6)

ｷﾀﾔﾏ ﾙﾉ
  623 上條 結斗(6)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳﾄ
 5   4 豊科北   581 佐々木 かんな(6)   1:01.71 

ﾄﾖｼﾅｷﾀ ｻｻｷ ｶﾝﾅ
  572 神谷 知玖(6)

ｶﾐﾔ ﾄﾓｷ
  574 小林 ななみ(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ
  570 片桐 歌威(6)

ｶﾀｷﾞﾘ ｶｲ
 6   6 会染    75 北澤 里菜(5)   1:02.42 

ｱｲｿﾒ ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾅ
   83 江端 綾夏(5)

ｴﾊﾞﾀ ｱﾔｶ
   85 井上 律(5)

ｲﾉｳｴ ﾘﾂ
   80 浅田 凌空(5)

ｱｻﾀﾞ ﾘｸ
 7   3 並柳(B)   495 今井 春花(6)   1:02.98 

ﾅﾐﾔﾅｷﾞ ｲﾏｲ ﾊﾙｶ
  487 田村 芳之助(6)

ﾀﾑﾗ ﾖｼﾉｽｹ
  485 北原 羽明斗(6)

ｷﾀﾊﾗ ﾊｱﾄ
  494 松井 杏菜(6)

ﾏﾂｲ ｱﾝﾅ
 8   1 宗賀   250 池田 乃愛(5)   1:05.62 

ｿｳｶﾞ ｲｹﾀﾞ ﾉｱ
  258 古平 美桜(5)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾐｵ
  254 清水 夢斗(5)

ｼﾐｽﾞ ﾕﾒﾄ
  252 川上 惺士朗(5)

ｶﾜｶﾐ ｾｲｼﾛｳ
 9   7 松川   274 下屋 和香(5)   1:05.88 

ﾏﾂｶﾜ ｼﾓﾔ ﾉﾄﾞｶ
  277 遠山 怜央(5)

ﾄｵﾔﾏ ﾚｵ
  276 奥原 夕奈(5)

ｵｸﾊﾗ ﾕﾅ
  265 北條 冬梨(5)

ﾎｳｼﾞｮｳ ﾄｳﾘ

男女混合

4×100m

決勝
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