
平成１６年度北信高等学校新人体育大会陸上競技大会
１　　位 　 ２　　位 ３　　位 　 ４　　位 ５　　位 　 ６　　位 ７　　位 　 ８　　位

男子決勝 風 氏名　 記録 氏名　 記録 氏名　 記録 氏名　 記録 氏名　 記録 氏名　 記録 氏名　 記録 氏名　 記録
所属 所属 所属 所属 所属 所属 所属 所属

ｺｰﾄﾞ002  -1.6 三井　拓也 1135 土山　徹也 1140 井出　雅人 1159 手塚　亮太 1162 金児　将宏 1175 牧　　忠弘 1189 鎌田　周平 1209 岩下　弘毅 1278
１００ｍ 中野実業2 長野日大2 長野日大2 中野実業1 屋代2 中野実業2 長野吉田1 長野日大2

ｺｰﾄﾞ003  -0.9 三井　拓也 2294 土山　徹也 2314 金児　将宏 2322 手塚　亮太 2344 井出　雅人 2371 小林　大将 2382 桂木　勇輝 2415 鎌田　周平 2438
２００ｍ 中野実業2 長野日大2 屋代2 中野実業1 長野日大2 篠ﾉ井1 長野東高2 長野吉田1

ｺｰﾄﾞ005 金児　将宏 5035 三井　拓也 5040 戸谷　雄太 5241 荻原　康彦 5251 湯本　文親 5262 藤井　達也 5441 水口　功一 5464 石井　順也 5569
４００ｍ 屋代2 中野実業2 長野日大2 篠ﾉ井1 中野実業2 長野1 篠ﾉ井2 長野工業1

ｺｰﾄﾞ006 青木　瑞樹 20236 小林　昌弘　 20302 荻原　純平 20307 水口　功一 20407 宮脇　卓也 20798 平林　竜一 20816 久保田翔吾 21137 関　　真司 21501
８００ｍ 長野高専2 飯山北2 長野2 篠ﾉ井2 長野工業2 長野高専1 中野実業1 長野西2

ｺｰﾄﾞ008 大屋　光司 41527 青木　瑞樹 41554 神山　裕也 42063 佐藤　　良 42139 小林　昌弘　 42185 藤江　遼己 42196 土屋賀津規 42273 阿部　　真 42307
１５００ｍ 長野工業1 長野高専2 篠ﾉ井1 須坂園芸2 飯山北2 長野高専2 中野実業1 長野日大1

ｺｰﾄﾞ011 市川　裕貴 155007 宮下　拓也 160271 大屋　光司 160919 佐藤　　良 163954 鈴木　秀幸 164433 神田　靖彦 165265 河内　優輔 165271 藤江　遼己 170469
５０００ｍ 長野日大2 長野日大2 長野工業1 須坂園芸2 須坂園芸2 長野日大2 長野商業2 長野高専2

ｺｰﾄﾞ034  +1.0 伊達　仁哉 1640 竹内　　覚 1698 石井　隼太 1778 緑川　勇樹 1806 小野沢　諒 1839 井上　貴博 1856 関野　正隆 2038 中村　成徳 2039
１１０ｍH 長野工業1 松代2 長野高専2 屋代2 長野2 長野日大1 中野西1 長野1

ｺｰﾄﾞ036 緑川　勇樹 5965 藤井　達也 6049 辺見　裕嗣 6075 石井　隼太 6161 亀原　正裕 6262 田沢　勇樹 6289 湯本　文親 6409 直江　和典 6646
４００ｍH 屋代2 長野1 篠ﾉ井1 長野高専2 長野商業1 中野実業1 中野実業2 長野吉田1

ｺｰﾄﾞ053 鈴木　秀幸 102371 濵田　真之 102568 宮澤　　葵 102965 北沢　雅人 103144 土屋賀津規 103487 高橋　知之 103893 宮本　祐樹 104025 倉沢　史弥 104274
３０００ｍSC 須坂園芸2 屋代2 長野日大2 中野西2 中野実業1 長野吉田2 飯山北1 須坂園芸2
ｺｰﾄﾞ061 山本壮一郎 252213 阿部　健太 254892 小田中啓史 271224 藤澤　　勇 271314 松橋　　瞬 274848 大和　時央 284998 今井　祐介 314641 荒井　広宙 341923
５０００ｍＷ 須坂園芸1 須坂園芸2 長野日大2 中野実業2 長野高専2 長野工業1 須坂園芸1 中野実業1

ｺｰﾄﾞ601 中野実業 4376 長野日大 4384 長野吉田 4634 長野高専 4804 更級農業 4841 須坂園芸 5098 松代 5713
4×１００ｍＲ 牧　　忠弘2 戸谷　雄太2 直江　和典1 柳澤　隼也1 黒岩　信介1 辰野　　浩2 竹内　　覚2

手塚　亮太1 井出　雅人2 佐藤　　涼1 遠藤　　慎2 青木　勇馬2 増田　善幸2 宮入　　崇1
湯本　文親2 岩下　弘毅2 下井　拓人2 内山　　周1 平林　　拓2 水谷　好孝1 後藤　　学2
三井　拓也2 土山　徹也2 鎌田　周平1 石井　隼太2 中村　将嗣2 根岸　幸平1 伊熊　　徹2

ｺｰﾄﾞ603 中野実業 32712 長野日大 33186 長野吉田 33426 篠ﾉ井 33556 屋代 33848 長野 33879 長野工業 34230 長野高専 34366
４×４００ｍＲ 牧　　忠弘2 井出　雅人2 溝口　拓真2 小林　大将1 石田　直也1 藤井　達也1 石井　順也1 平林　竜一1

宮本　脩平2 土山　徹也2 森田　悟志2 辺見　裕嗣1 緑川　勇樹2 荻原　純平2 鳥羽　将太2 青木　瑞樹2
手塚　亮太1 小坂　健輔2 下井　拓人2 水口　功一2 濵田　真之2 竹前　隆宏1 関根　大介1 内山　　周1
三井　拓也2 戸谷　雄太2 佐藤　　涼1 荻原　康彦1 金児　将宏2 南澤　　匡1 伊達　仁哉1 石井　隼太2

ｺｰﾄﾞ071 小林　信彦 185 湯本　一宗 180 下井　拓人 175 宮本　脩平 170 竹内　　覚 160 佐藤　　涼 160 宮川　真一 155 直江　和典 150
走高跳 長野高専1 中野西2 長野吉田2 中野実業2 松代2 長野吉田1 長野日大1 長野吉田1

ｺｰﾄﾞ072 平林　　拓 300 窪　　直樹 280 青木　晋介 280 佐藤　　涼 260 神谷　大地 200
棒高跳 更級農業2 長野工業2 屋代2 長野吉田1 長野吉田1

ｺｰﾄﾞ073 宮本　脩平 633 桂木　勇輝 617 小坂　健輔 615 堀越　政幸 615 小林　栄太 613 伊熊　　徹 611 手塚　亮太 607 鎌田　周平 604
走幅跳 中野実業2  +0.5 長野東高2  +1.5 長野日大2  +1.4 中野西1  +1.8 長野西2  +1.3 松代2  +1.4 中野実業1  +1.4 長野吉田1  +1.5

ｺｰﾄﾞ074 伊熊　　徹 1342 小坂　健輔 1310 辰野　　浩 1285 堀越　政幸 1275 宮本　脩平 1244 下井　拓人 1230 小林　栄太 1192 黒崎　直哉 1151
三段跳 松代2  +1.1 長野日大2  +0.4 須坂園芸2   0.0 中野西1  +1.1 中野実業2  +1.3 長野吉田2  +1.7 長野西2  +0.4 中野実業2  +1.2

ｺｰﾄﾞ082 関　純之介 1310 大島　弘也 1254 青木　優都 1241 牧　　忠弘 1209 後藤　　学 1139 原田　俊介 1088 森　　大輔 1036 北堀　龍一 1020
砲丸投 長野日大1 長野俊英2 長野日大2 中野実業2 松代2 長野西2 更級農業1 須坂園芸1

ｺｰﾄﾞ087 原田　俊介 3946 辰野　　浩 3590 青木　優都 3566 後藤　　学 3403 増田　善幸 3387 関　純之介 3290 小林　佳弘 3033 元井　雄大 2961
円盤投 長野西2 須坂園芸2 長野日大2 松代2 須坂園芸2 長野日大1 中野実業2 須坂園芸1

ｺｰﾄﾞ090 増田　善幸 3989 平林　作淑 3711 水谷　好孝 3523 後藤　　学 2939 青木　優都 2653 小林　龍太 2209 江守　博光 1656
ﾊﾝﾏｰ投 須坂園芸2 須坂園芸2 須坂園芸1 松代2 長野日大2 長野1 長野日大1

ｺｰﾄﾞ092 飯島　将彦 4659 中村　尚哉 4447 小林　大将 4379 角川　侑平　 4310 飛澤　正人 4075 元井　雄大 4066 大草　貴弘 4034 小林　正和 3967
やり投 松代2 長野高専1 篠ﾉ井1 長野西2 飯山北1 須坂園芸1 長野日大2 長野西2

ｺｰﾄﾞ210 小林　栄太 4237 小林　佳弘 4196 佐藤　　涼 3647 若林　竜也 3492 清水　昭博 3206 神谷　大地 3034



平成１６年度北信高等学校新人体育大会陸上競技大会
１　　位 　 ２　　位 ３　　位 　 ４　　位 ５　　位 　 ６　　位 ７　　位 　 ８　　位

女子決勝 風 氏名　 記録 氏名　 記録 氏名　 記録 氏名　 記録 氏名　 記録 氏名　 記録 氏名　 記録 氏名　 記録
所属 所属 所属 所属 所属 所属 所属 所属

ｺｰﾄﾞ002  -1.8 春原　麻里 1315 池田沙也加 1331 山田ちなつ 1345 若林真理恵 1359 山本　由梨 1373 北澤雅衣子 1377 高相まなみ 1380 小池　和世 1419
１００ｍ 長野日大1 篠ﾉ井2 長野吉田1 長野2 更級農業2 屋代1 中野実業2 篠ﾉ井2

ｺｰﾄﾞ003  -1.7 山崎　　彩 2679 春原　麻里 2693 山田ちなつ 2763 池田沙也加 2789 森山　夕貴 2791 中嶋　夏海 2793 若林真理恵 2806 山本　由梨 2833
２００ｍ 長野商業2 長野日大1 長野吉田1 篠ﾉ井2 長野日大2 中野実業2 長野2 更級農業2

ｺｰﾄﾞ005 山田ちなつ 6084 山崎　　彩 6127 中嶋　夏海 6218 森山　夕貴 6249 若林真理恵 6322 佐藤巳奈美 6426 山口　真奈 6742 黒岩　知美 6774
４００ｍ 長野吉田1 長野商業2 中野実業2 長野日大2 長野2 篠ﾉ井2 篠ﾉ井2 篠ﾉ井2

ｺｰﾄﾞ006 諸橋　唯香 22463 青柳はるか 22940 江口　　緑 23222 原田　麻衣 23227 征矢　真樹 23619 上野　彩絵 23640 中村　祥子 23680 東　ちあき 24263
８００ｍ 長野吉田2 長野日大1 中野西1 長野日大2 長野日大高1 長野西高1 須坂商業1 須坂2

ｺｰﾄﾞ008 武井　千尋 43782 斉藤　千聖 43899 山嵜亜花里 45434 青柳はるか 45988 諸橋　唯香 50549 江口　　緑 51902 森山　未来 52535 前川今日子 53273
１５００ｍ 長野日大2 大会新 長野日大1 大会新 長野1 長野日大1 長野吉田2 中野西1 篠ﾉ井1 須坂園芸1

ｺｰﾄﾞ010 武井　千尋 95521 斉藤　千聖 95826 村井　晃名 100825 山嵜亜花里 100854 橋井　千秋 110673 諸橋　唯香 113236 前川今日子 114315 森山　未来 114342
３０００ｍ 長野日大2 大会新 長野日大1 大会新 長野日大2 長野1 篠ﾉ井2 長野吉田2 須坂園芸1 篠ﾉ井1

ｺｰﾄﾞ044  +0.7 小林奈々恵 1671 佐藤比登美 1711 傅田亜由美 1727 高相まなみ 1750 須賀　　梓 1769 下條あゆみ 1786 関澤　沙苗 1792 浅原　彩乃 1799
1００mH 屋代2 飯山北1 長野吉田2 中野実業2 長野日大1 長野1 長野高専2 長野商業1

ｺｰﾄﾞ045 小林奈々恵 6742 中嶋　夏海 7006 宮下　麻里 7010 山口　紋佳 7409 宮岡　あや 7426 黒岩　知美 7524 立野　菜緒 7939 小平紗也加 8035
４００ｍＨ 屋代2 中野実業2 長野2 長野商業1 中野西1 篠ﾉ井2 長野高専1 篠ﾉ井1

下田　華子 182971 中村　綾花 183968
３０００ｍＷ 更級農業2 長野西1

ｺｰﾄﾞ601 長野日大 5175 篠ﾉ井 5184 長野吉田 5203 長野 5332 中野実業 5428 長野西 5525 中野西 5555 更級農業 5749
4×１００ｍＲ 須賀　　梓1 小池　和世2 傅田亜由美2 渡邊佳奈子1 丸山　真枝2 中村　綾花1 高橋　美希1 萩原絵里奈1

春原　麻里1 佐藤巳奈美2 佐藤史奈子1 下條あゆみ1 中嶋　夏海2 上野　彩絵1 新井亜沙美2 山本　由梨2
丸山　　茜1 山口　真奈2 新井　真希2 宮下　麻里2 田中　美希1 渡邊　仁美2 滝沢　志織1 岡田　　優1
森山　夕貴2 池田沙也加2 山田ちなつ1 若林真理恵2 高相まなみ2 押田多恵子2 鈴木　梨絵2 下田　華子2

ｺｰﾄﾞ603 長野吉田 41196 篠ﾉ井 41473 長野日大 41632 長野 42181 長野商業 42329 中野西 42611 屋代 43604 長野西 44124
4×４００ｍＲ 新井　真希2 佐藤巳奈美2 高橋　美和1 渡邊佳奈子1 中島　宏野2 鈴木　梨絵2 山寺　美緒2 押田多恵子2

諸橋　唯香2 山口　真奈2 武井　千尋2 宮下　麻里2 中嶋　里菜2 江口　　緑1 北澤雅衣子1 中村　綾花1
佐藤史奈子1 黒岩　知美2 春原　麻里1 島田衣里子1 浅原　彩乃1 黒岩　千歩1 長尾　麻菜2 大日方倫子1
山田ちなつ1 池田沙也加2 森山　夕貴2 若林真理恵2 山崎　　彩2 宮岡　あや1 小林奈々恵2 渡邊　仁美2

ｺｰﾄﾞ071 新井　真希 155 中嶋　里菜 150 浅原　彩乃 145 金田　真美 140 郷津　　梓 140 佐藤史奈子 135 丸山　雅子 130 宮岡あかね 130
走高跳 長野吉田2 長野商業2 長野商業1 長野商業1 長野清泉2 長野吉田1 文大長野1 長野吉田1

ｺｰﾄﾞ073 高相まなみ 496 丸山　　茜 485 関澤　沙苗 480 佐藤史奈子 475 渡邊　仁美 472 新井　真希 467 宮岡あかね 450 小池　和世 444
走幅跳 中野実業2  +1.2 長野日大1  +0.4 長野高専2  +1.0 長野吉田1  +1.0 長野西2  +1.0 長野吉田2  +1.4 長野吉田1  +0.9 篠ﾉ井2  +0.6

ｺｰﾄﾞ084 佐藤まり子 943 高見澤智子 906 山田　浩子 880 濱野　裕子 880 押田多恵子 842 戸谷真理子 811 山寺　美緒 803 島田　仁美 766
砲丸投 須坂東2 更級農業2 長野1 北部2 長野西2 長野吉田1 屋代2 文大長野高1

ｺｰﾄﾞ088 丸山　真枝 3029 牧野友加里 2580 堀　亜紗美 2456 佐藤まり子 2391 高見澤智子 2377 山寺　美緒 2362 藤岡かおる 2343 戸谷真理子 2293
円盤投 中野実業2 須坂園芸1 中野西2 須坂東2 更級農業2 屋代2 松代2 長野吉田1

ｺｰﾄﾞ093 佐藤まり子 3408 戸谷真理子 3230 高見澤智子 3214 藤岡かおる 3109 丸山　真枝 3034 牧野友加里 2537 白井　沙苗 2366 若菜　理恵 2359
やり投 須坂東2 長野吉田1 更級農業2 松代2 中野実業2 須坂園芸1 長野吉田1 須坂商業2

ｺｰﾄﾞ211 浅原　彩乃 3246 関澤　沙苗 3067 下條あゆみ 2761 白井　沙苗 2335 宮岡あかね 2286 加瀬　綾香 2135 坂本　江未 1735
7種 長野商業1 長野高専2 長野1 長野吉田1 長野吉田1 長野吉田1 長野西1

対校得点 長野日大 106 長野吉田 102 長野 53 長野商業 50.5 中野実業 47 篠ノ井 45 更級農業 31 屋代 26



8種競技 長野西2 中野実業2 長野吉田1 須坂商業2 長野高専1 長野吉田1

対校得点 長野日大 125 中野実業 109 須坂園芸 86 長野高専 62 長野吉田 51 屋代 48 松代 46 長野工業 39


