
北信高等学校総合体育大会陸上競技
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 -1.1 山崎　雅史 11"45 手塚　亮太 11"56 井出　雅人 11"63 竹内　貴文 11"63 小山  周作 11"71 岩下　弘毅 11"79 金児　将宏 11"80 富岡　大治 11"81
１００ｍ 長野3 中野実業1 長野日大2 長野西3 長野日大3 長野日大2 屋代2 長野工業2

ｺｰﾄﾞ003 -0.4 宮沢　洋平 22"02 土山　徹也 22"90 山崎 雅史 23"01 丸山    瑛 23"19 手塚 亮太 23"23 岩下 弘毅 23"29 金児 将宏 23"54 小山  周作 24"08
２００ｍ 長野工業3 長野日大2 長野3 長野3 中野実業1 長野日大2 屋代2 長野日大3

ｺｰﾄﾞ005 宮沢　洋平 49"64 太田　和也 50"64 戸谷 雄太 51"53 金児 将宏 51"67 丸山    瑛 51"71 一ノ瀬 創 52"41 宮下 明夫 52"75 小島 充樹 53"17
４００ｍ 長野工業3 屋代3 長野日大2 屋代2 長野3 長野日大3 松代3 長野日大3

ｺｰﾄﾞ006 須原　　啓 1′57"97 一ノ瀬　創 2′00"71 佐藤 隆史 2′01"14 古屋 　潤 2′01"22 池田 悠記 2′01"40 天野 雄司 2′02"87 小林 昌弘 2′04"09 中殿 秀見 2′04"71

８００ｍ 長野日大3 長野日大3 屋代3 長野高専3 長野3 松代3 飯山北2 飯山北3
ｺｰﾄﾞ008 須原　　啓 4′04"73 太田　達也 4′08"94 佐藤 隆史 4′09"68 上野 隆太 4′10"19 池田 悠記 4′10"50 古屋 　潤 4′12"09 横谷 裕希 4′16"93 塩尻 雄巳 4′19"40

１５００ｍ 長野日大3 長野日大3 屋代3 松代3 長野3 長野高専3 松代3 須坂園芸3
ｺｰﾄﾞ011 太田　達也 15′15"26 上野　隆太 15′19"95 横谷 裕希 15′23"44 石川 雄麻 15′27"54 宮下 拓也 15′45"47 寺田 文哉 15′51"35 村澤 智啓 15′58"81 藤澤 由文 15′59"86

５０００ｍ 長野日大3 松代3 松代3 中野実業3 長野日大2 長野日大3 長野高専3 長野3
ｺｰﾄﾞ034  +2.9 大島　将也 16"25 竹内　　覚 17"82 石井 隼太 18"43 緑川 勇樹 19"01 小林 信彦 21"74 関野 正隆 22"72

１１０ｍH 長野3 松代2 長野高専2 屋代2 長野高専1 中野西1
ｺｰﾄﾞ036 北澤　英幹 57"14 田原　義勝 57"66 丸山    瑛 57"85 金井 　亮 57"87 戸谷 雄太 59"21 藤井 達也 61"00 宮原 慎平 62"80 亀原 正裕 63"43

４００ｍH 長野吉田3 中野実業3 長野3 長野日大3 長野日大2 長野1 篠ﾉ井3 長野商業1
ｺｰﾄﾞ053 石川　雄麻 9′53"30 村澤　智啓 10′04"16 盛野 恵太 10′14"98 塩尻 雄巳 10′22"01 澤山 雄大 10′22"12 宮澤 　葵 10′27"16 藤澤 由文 10′27"78 濱田 真之 10′28"65

３０００ｍSC 中野実業3 長野高専3 中野実業3 須坂園芸3 長野商業3 長野日大2 長野3 屋代2
ｺｰﾄﾞ061 藤澤　　勇 25′21"87 小田中啓史 25′25"31 阿部 健太 25′40"73 松橋 　瞬 26′46"62 山本 壮一郎 28′08"64 倉田 恭兵 31′42"43 相澤 祐治 32′25"60 今井祐介 32′26"93

５０００ｍＷ 中野実業2 長野日大2 須坂園芸2 長野高専2 須坂園芸1 中野実業2 更級農業2 須坂園芸1
ｺｰﾄﾞ601 長野日大 43"15 長野工業 44"12 屋代 44"23 中野実業 44"53 長野 44"58 長野吉田 45"05 松代 45"80 長野西 52"00
4×１００ｍＲ 岩下　弘毅2 山岸  弘和3 五明浩一郎3 湯本 文親2 大島 将也3 鎌田 周平1 竹内 　覚2 小林 正和2

井出　雅人2 富岡　大治2 金児 将宏2 手塚 亮太1 山崎 雅史3 北澤 英幹3 宮下 明夫3 小林 栄太2
土山　徹也2 小林　拓郎3 塚田 　涼3 馬島 稔明3 丸山    瑛3 佐藤 　涼1 村田 大和3 中山 太平2
小山  周作3 宮沢　洋平3 太田 和也3 牧 　忠弘2 吉田 直矢3 林 　直哉3 伊熊 　徹2 竹内 貴文3

ｺｰﾄﾞ603 屋代 3′23"78 長野日大 3′25"75 中野実業 3′27"82 飯山北 3′34"23 長野 3′34"72 松代 3′34"79 篠ﾉ井 3′38"15 長野吉田 3′40"48

４×４００ｍＲ 塚田　　涼3 金井　　亮3 手塚 亮太1 服部一登志3 藤井 達也1 伊熊 　徹2 宮本 基至3 高橋 知之2
金児　将宏2 一ノ瀬　創3 田原 義勝3 中殿 秀見3 池田 悠記3 天野 雄司3 荻原 康彦1 森田 悟志2
佐藤　隆史3 小島　充樹3 湯本 文親2 小林 昌弘 2 荻原 純平2 小林 達也3 竹内 　亮2 千葉 俊幸2
太田　和也3 戸谷　雄太2 馬島 稔明3 西澤宗一郎3 丸山 英明3 宮下 明夫3 水口 功一2 林 　直哉3

ｺｰﾄﾞ071 村田　大和 1ｍ75 湯本　一宗 1ｍ75 小山 貴史 1ｍ70 宮本 脩平 1ｍ70 下井 拓人 1ｍ65 小林 栄太 1ｍ60 渡辺 裕樹 1ｍ60
走高跳 松代3 中野西2 長野工業3 中野実業2 長野吉田2 長野西2 長野東3

ｺｰﾄﾞ072 杉浦　　徹 4ｍ00 平林　　拓 3ｍ20 青木 晋介 2ｍ80 佐藤 　涼 2ｍ40 成澤 諒平 2ｍ40 窪 　直樹 2ｍ40
棒高跳 長野工業3 更級農業2 屋代2 長野吉田1 長野吉田1 長野工業2

ｺｰﾄﾞ073 竹内　貴文 6ｍ72 山崎　悟嗣 6ｍ63 小林 栄太 6ｍ28 大島 将也 6ｍ26 手塚 清貴 6ｍ26 小坂 健輔 6ｍ25 松沢 卓也 6ｍ10 馬島 稔明 6ｍ09
走幅跳 長野西3 +3.6 長野日大3  +5.1 長野西2 +3.6 長野3 +3.2 長野ろう学校3  +3.4 長野日大2 +5.5 長野日大1 +4.5 中野実業3 +3.5

ｺｰﾄﾞ074 山崎　悟嗣 13ｍ68 伊熊　　徹 12ｍ69 馬島 稔明 12ｍ64 大島 将也 12ｍ49 五明浩一郎 12ｍ38 小坂 健輔 12ｍ34 辰野 　浩 12ｍ25 黒崎 直哉 11ｍ86
三段跳 長野日大3 +0.6 松代2 +0.0 中野実業3 +0.4 長野3 +0.4 屋代3 +0.3 長野日大2 +0.6 須坂園芸2 +0.3 中野実業2 +0.6

ｺｰﾄﾞ082 池田正太郎 14ｍ00 山口　博生 12ｍ40 青木 優都 12ｍ26 岩月 達也 12ｍ22 宮崎 祐輔 12ｍ10 関 純之介 11ｍ86 大島 弘也 11ｍ80 林 　直哉 11ｍ45
砲丸投 須坂園芸3 長野商業3 長野日大2 長野日大3 長野高専3 長野日大1 長野俊英2 長野吉田3

ｺｰﾄﾞ087 原田　俊介 40ｍ65 池田正太郎 38ｍ96 後藤 　学 36ｍ06 金井 広太 34ｍ94 宮崎 祐輔 34ｍ88 小林 佳弘 31ｍ68 山岸    匠 31ｍ65 山岸  弘和 31ｍ53
円盤投 長野西2 須坂園芸3 松代2 須坂園芸3 長野高専3 中野実業2 長野日大3 長野工業3

ｺｰﾄﾞ090 金井　広太 50ｍ34 宮本　基至 40ｍ07 増田 善幸 38ｍ20 平林 作淑 34ｍ65 宮崎 祐輔 30ｍ36 後藤 　学 25ｍ69 青木 優都 24ｍ70
ﾊﾝﾏｰ投 須坂園芸3 篠ﾉ井3 須坂園芸2 須坂園芸2 長野高専3 松代2 長野日大2

ｺｰﾄﾞ092 児玉　赤人 44ｍ83 荒井　康太 43ｍ51 飯島 将彦 43ｍ09 今井  勇貴 42ｍ67 山岸  弘和 40ｍ26 大草 貴弘 38ｍ85 和田 大史 38ｍ57 元井 雄大 38ｍ16
やり投 長野西3 松代3 松代2 長野日大3 長野工業3 長野日大2 須坂園芸2 須坂園芸1

ｺｰﾄﾞ210 小林　佳弘 4069点 小林　栄太 3980点 若林 竜也 3553点
8種競技 中野実業2 長野西2 須坂商業2

対校得点 長野日大 162点 中野実業 83点 松代 74点 長野 69点 須坂園芸 61点 屋代 58点 長野工業 46点 長野西 45.5点



北信高等学校総合体育大会陸上競技
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 -3.6 徳永　朋美 13"11 春原　麻里 13"19 酒井ひとみ 13"20 佐藤己乃美 13"39 森山ひとみ 13"41 外谷友里子 13"41 山田ちなつ 13"52 竹内　美奈 13"60
１００ｍ 篠ﾉ井3 長野日大1 屋代3 篠ﾉ井3 長野西3 長野西3 長野吉田1 長野西3

ｺｰﾄﾞ003 0.5 徳永 朋美 26"35 佐藤己乃美 26"57 酒井ひとみ 26"94 山崎 　彩 26"97 若林真理恵 27"26 市川 美里 27"46 宮澤 夏未 27"46 森山あゆみ 28"38
２００ｍ 篠ﾉ井3 篠ﾉ井3 屋代3 長野商業2 長野2 中野実業3 長野吉田3 長野日大3

ｺｰﾄﾞ005 鳥羽 貴絵 60"06 佐藤己乃美 61"45 酒井ひとみ 62"31 丸山 　藍 62"49 山崎　　彩 62"61 森山 夕貴 64"72 宮澤 夏未 65"71 塩入友美奈 66"78
４００ｍ 長野日大3 篠ﾉ井3 屋代3 飯山北3 長野商業2 長野日大2 長野吉田3 篠ﾉ井3

ｺｰﾄﾞ006 丸山 　藍 2′18"79 鳥羽　貴絵 2′19"45 武井 千尋 2′21"07 永井 裕希 2′25"84 青柳はるか 2′26"89 山嵜亜花里 2′30"83 諸橋 唯香 2′31"32 江口 緑 2′33"61

８００ｍ 飯山北3 長野日大3 長野日大2 文大長野3 長野日大1 長野1 長野吉田2 中野西1
ｺｰﾄﾞ008 武井 千尋 4′52"05 斉藤　千聖 4′53"32 山嵜亜花里 4′57"99 丸山 　藍 5′06"61 永井　裕希 5′07"94 岡村 利恵 5′09"68 諸橋 唯香 5′18"12 高橋 　舞 5′19"01

１５００ｍ 長野日大2 長野日大1 長野1 飯山北3 文大長野3 長野西3 長野吉田2 篠ﾉ井3
ｺｰﾄﾞ010 斉藤 千聖 10′14"38 山嵜亜花里 10′26"46 村井 晃名 10′39"46 小田切綾乃 10′44"51 岡村　利恵 10′46"30 高橋 　舞 11′24"69 橋井 千秋 11′34"70 清水 結菜 11′36"40

３０００ｍ 長野日大1 長野1 長野日大2 長野日大3 長野西3 篠ﾉ井3 篠ﾉ井2 長野東1
ｺｰﾄﾞ044  +3.5 竹内 美奈 15"29 廉澤　典子 16"44 滝沢 美穂 16"46 小林奈々恵 17"25 佐々木賛美 17"30 下條あゆみ 17"43 傅田亜由美 18"19 浅原 彩乃 18"21

1００mH 長野西3 長野商業2 長野日大3 屋代2 長野日大3 長野1 長野吉田2 長野商業1
ｺｰﾄﾞ045 市川 美里 68"88 大林奈津子 69"98 佐々木賛美 70"86 村橋 郁美 70"89 竹前実愉希 72"29 小林奈々恵 73"92 宮下 麻里 74"53 廉澤 典子 76"22
４００ｍＨ 中野実業3 篠ﾉ井3 長野日大3 長野商業3 長野日大3 屋代2 長野2 長野商業2

丸山 佳織 15′59"37 赤塩百合子 17′23"20 赤池 　悠 18′09"71 下田 華子 18′22"72 坂口　裕美 19′49"72 山崎 　茜 20′27"77

３０００ｍＷ 長野西3 須坂園芸3 篠ﾉ井3 更級農業2 長野南3 松代2
ｺｰﾄﾞ601 篠ﾉ井 50"42 長野日大 50"79 長野商業 52"03 長野吉田 52"34 中野実業 52"35 長野西 52"37 屋代 53"33 中野西 53"81
4×１００ｍＲ 塩入友美奈3 森山あゆみ3 廉澤 典子2 山田ちなつ1 市川　美里3 押田多恵子2 山寺 美緒2 山岸 佳奈3

徳永 朋美3 徳武ゆかり3 山崎 　彩2 宮澤 夏未3 高相まなみ2 森山ひとみ3 小林奈々恵2 新井亜沙美2
佐藤己乃美3 鳥羽　貴絵3 中島 宏野2 傅田亜由美2 丸山　真枝2 渡邊 仁美2 酒井ひとみ3 堀 亜紗美2
池田沙也加2 春原　麻里1 小林 　恵3 山田智佳子3 中嶋　夏海2 外谷友里子3 北澤雅衣子1 鈴木 梨絵2

ｺｰﾄﾞ603 長野日大 4′11"90 篠ﾉ井 4′14"88 長野商業 4′22"15 長野吉田 4′22"33 長野 4′30"31 長野西 4′35"92 中野西 4′37"71 屋代 4′40"30

4×４００ｍＲ 森山 夕貴2 徳永　朋美3 村橋 郁美3 小林 恭子3 宮下　麻里2 森山ひとみ3 鈴木 梨絵2 山寺 美緒2
竹前実愉希3 塩入友美奈3 中島 宏野2 宮澤 夏未3 島田衣里子1 渡邊 仁美2 山岸 佳奈3 小林奈々恵2
武井 千尋2 佐藤己乃美3 廉澤 典子2 新井 真希2 山嵜亜花里1 岡村 利恵3 堀 亜紗美2 長尾 麻菜2
鳥羽 貴絵3 大林奈津子3 山崎 　彩2 諸橋 唯香2 若林真理恵2 外谷友里子3 新井亜沙美2 酒井ひとみ3

ｺｰﾄﾞ071 柳澤 恵子 1ｍ55 新井　真希 1ｍ50 小林 　恵 1ｍ50 中嶋 里菜 1ｍ50 浅原　彩乃 1ｍ45 戸谷真理子 1ｍ40 郷津 　梓 1ｍ30
走高跳 長野工業3 長野吉田2 長野商業3 長野商業2 長野商業1 長野吉田1 長野清泉2

ｺｰﾄﾞ073 市川 美里 5ｍ33 滝沢　美穂 5ｍ33 高相まなみ 5ｍ26 森山ひとみ 5ｍ21 市原　美里 5ｍ08 村橋 郁美 4ｍ88 佐藤史奈子 4ｍ85 渡邊 仁美 4ｍ85
走幅跳 中野実業3  +3.2 長野日大3 +4.2 中野実業2 +4.4 長野西3 +6.0 須坂園芸3 +3.0 長野商業3 +3.9 長野吉田1 +2.8 長野西2  +4.5

ｺｰﾄﾞ084 市原 美里 10ｍ19 山崎　麻美 9ｍ91 高見澤智子 9ｍ52 島田恵里香 9ｍ09 佐藤まり子 8ｍ93 濱野 裕子 8ｍ87 押田多恵子 8ｍ66 山田 浩子 8ｍ22
砲丸投 須坂園芸3 文大長野3 更級農業2 文大長野3 須坂東2 北部2 長野西2 長野1

ｺｰﾄﾞ088 山崎 麻美 31ｍ99 丸山　真枝 29ｍ07 山寺 美緒 25ｍ83 堀 亜紗美 23ｍ99 塚田　寛子 22ｍ80 藤岡かおる 22ｍ40 島田恵里香 22ｍ31 高橋 美久 22ｍ18
円盤投 文大長野3 中野実業2 屋代2 中野西2 長野日大3 松代2 文大長野3 須坂園芸2

ｺｰﾄﾞ093 市原 美里 42ｍ36 丸山　真枝 33ｍ02 竹前実愉希 32ｍ44 松本 彩花 30ｍ19 山田　秀美 30ｍ00 酒井 美奈 29ｍ84 倉島 　愛 29ｍ39 藤岡かおる 29ｍ24
やり投 須坂園芸3 大会新 中野実業2 長野日大3 長野俊英3 長野吉田3 長野西2 篠ﾉ井3 松代2

ｺｰﾄﾞ211 滝沢 美穂 3467点 塚田　寛子 3254点 佐々木 賛美 3075点 戸谷 真理子 2842点 関澤　沙苗 2811点 萩原 絵里奈 2617点 山田 秀美 2587点
7種 長野日大3 長野日大3 長野日大3 長野吉田1 長野高専2 更級農業1 長野吉田3

対校得点 長野日大 143点 篠ノ井 72点 長野商業 53.5点 長野西 48点 長野吉田 44.5点 中野実業 43点 文大長野 31点 屋代 35点


