
大会コード 22170524

： ２０２２年９月３日(土) －４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・(公財)長野市スポーツ協会

北信高等学校体育連盟・北信地区中学校体育連盟
信濃毎日新聞社

： 小林 靖志
： 小林 幸太郎 (トラック)　 小林 至 (フィールド)　
： 瀧沢 佳生

■グラウンドコンディション
9月3日(土) 9月4日(日)

09:00 雨 南東 1.3 23.9 83.8 08:30 曇り 南 1.2 25.1 78.8
10:00 雨 北北東 1.2 23.9 86.0 09:00 晴れ 南 1.5 25.7 77.0
11:00 曇り 南西 2.0 24.8 83.5 10:00 晴れ 南 1.5 26.2 73.0
12:00 雨 西 0.1 25.5 75.1 11:00 晴れ 南 1.9 27.2 66.0
13:00 曇り 南西 1.4 26.2 74.0 12:00 晴れ 南 2.2 28.0 62.3
14:00 曇り 南 0.8 26.9 71.5 13:00 晴れ 南 2.0 28.6 60.2
15:00 曇り 南東 1.3 27.1 72.5 14:00 晴れ 南 2.0 29.0 58.0
16:00 曇り 北 1.0 26.6 75.3 15:00 曇り 南 1.3 29.4 57.0

16:00 曇り 南南西 1.6 29.5 59.0

■この大会で樹立された記録

■略号の説明
欠場 成功・有効試技 順位による通過者 警告
途中棄権 失敗・無効試技 記録による通過者 2回目の警告
記録なし パス 審判長の決定による通過者 レッドカードによる失格
失格 試合放棄 ジュリーの決定による通過者
レーン侵害(TR17.4.3、TR17.4.4)の適用

■失格の略号の説明　()内は規則番号
不正スタート(TR16.7)
レーン走行のレースで、割り当てられたレーン以外を走った〔直送路／曲走路〕(TR17.3.1)
ブレイクライン手前でレーンを離れ内側レーンに入った(TR17.5.3)
バトンパスがテイク・オーバーゾーン内で完了しなかった(TR24.7)
()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
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裾花中 15秒21
9/4 大会新 中学女子 100mH 決勝 14秒90 山口 莉央(3) 裾花中

熊谷 悟 Mt.Rex TC 54秒62
9/4 大会新 中学女子 100mH 予選 15秒06 山口 莉央(3)
9/4 大会新 男子 400mH 決勝 53秒38

1分53秒25
9/4 大会新 男子 400mH 決勝 53秒35 德嵩 力也(2) 市立長野高 54秒62

遠山 侑里(6)
岩嶋 亜依(6)
大原 愛衣(5)
竹村 咲愛(6)

9/4 大会新 男子 800m 予選 1分51秒52 髙橋 一輝 長野高専

3m05
9/3 大会新 小学女子 4x100mR 決勝 54秒74 長野市陸上教室 55秒98

市立長野高 5m54
9/3 大会新 女子 棒高跳 決勝 3m10 深尾 美希(2) 長野工業高

田中 秀磨(3) 長野日大中 4分19秒91
9/3 大会新 女子 走幅跳 決勝 5m76 宮原 凛成(3)
9/3 大会新 中学男子 1500m 決勝 4分19秒61

記録 氏名(学年) 所属 従来の記録チーム名 ﾒﾝﾊﾞｰ(学年)

(m/s) (℃) (%)

日付 記録の種類 クラス 種目 ラウンド
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第64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】 2022年9月3日(土)-4日(日) ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 小林 至
【主催団体】 北信地区陸上競技協会 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/ 3 小学男女 埴生小       57.10 長野市陸上教室      57.59 若穂RCjr     1:05.48
4×100m 鹿田 陽菜乃(6) 玉井 誠士(6) 白尾 璃乃(4)

小林 悠(6) 廉沢 沙菜(6) 白尾 秀翔(6)
矢澤 莉奈(6) 小林 千鶴(6) 長田 咲愛(4)
柳沢 琉希(6) 黒田 遼(6) 長田 洸夢(6)



決勝 9月3日 16:00

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 紗希・山田 怜来・栗山 大翔・小川 夏生）
大会記録(GR)                    55.11                              坂城JAC          2021        
                                      （吾妻 啓志・早野 優空・滝澤 來樹・山下 結衣）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 埴生小   427 鹿田 陽菜乃(6)     57.10 

ﾊﾆｭｳｼｮｳ ｼｶﾀﾞ ﾋﾅﾉ
  429 小林 悠(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ
  430 矢澤 莉奈(6)

ﾔｻﾞﾜ ﾘﾅ
  431 柳沢 琉希(6)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾙｷ
 2   5 長野市陸上教室  433 玉井 誠士(6)     57.59 

ﾅｶﾞｶﾞﾉｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ ﾀﾏｲ ｾｲｼﾞ
  444 廉沢 沙菜(6)

ｶﾄﾞｻﾜ ｻﾅ
  440 小林 千鶴(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾂﾞﾙ
  435 黒田 遼(6)

ｸﾛﾀﾞ ﾘｮｳ
 3   6 若穂RCjr   417 白尾 璃乃(4)   1:05.48 

ﾜｶﾎｱｰﾙｼｰｼﾞｭﾆｱ ｼﾗｵ ﾘﾉ
  416 白尾 秀翔(6)

ｼﾗｵ ｼｭｳﾄ
  413 長田 咲愛(4)

ｵｻﾀﾞ ｻｸﾗ
  414 長田 洸夢(6)

ｵｻﾀﾞ ﾋﾛﾑ

小学男女

4×100m

決勝
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