
第122回北信高等学校陸上競技対校選手権大会                                       
　期日：平成21年5月15日（金）16日（土）17日（日）                               
　場所：長野市営陸上競技場                                                      

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】201010  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
05/16 男子  +0.4 深沢　宏之(2) 11.24 小林　竜也(3) 11.37 関川　大介(2) 11.41 黒岩　秀(1) 11.59 山本　龍一(2) 11.62 新井　晃(2) 11.73 有賀　大貴(3) 11.74 尾﨑　翔太(2) 11.91

100m 松代 長野日大 長野日大 長野 長野高専 長野吉田 長野 市立長野
05/17  -0.7 湯本　与暁(3) 23.25 小林　竜也(3) 23.40 新井　晃(2) 23.47 関川　大介(2) 23.66 山本　龍一(2) 23.69 今村　迅人(1) 23.79 有賀　大貴(3) 23.89 太田　和彰(2) 23.93

200m 長野日大 長野日大 長野吉田 長野日大 長野高専 北部 長野 松代
05/15 佐藤　基明(3) 51.57 湯本　与暁(3) 51.88 新井　晃(2) 51.91 牛澤　成一(2) 52.41 花岡　和貴(3) 52.64 杉山　侑(2) 52.83 大森　剛(2) 53.21 山本　龍一(2) 56.41

400m 長野 長野日大 長野吉田 屋代 長野吉田 長野 長野 長野高専
05/17 花岡　和貴(3) 1,59.91 牛澤　成一(2) 2,00.72 梅田　周(2) 2,02.79 宮尾　英之(2) 2,04.18 溝口　群(3) 2,04.48 林　祥希(3) 2,04.50 福永　和輝(2) 2,06.38 梅田　匡(2) 2,07.07

800m 長野吉田 屋代 長野 長野日大 長野日大 長野 長野吉田 長野
05/15 菅沼　武光(2) 4,11.75 中島　將護(3) 4,12.36 兼子　知也(1) 4,15.05 梅田　周(2) 4,16.07 徳武　大起(3) 4,19.39 垂澤　直也(3) 4,21.58 篠根芙弥也(3) 4,22.15 中村　秀(2) 4,22.18

1500m 長野日大 長野高専 飯山北 長野 須坂東 長野日大 更級農業 長野工業
05/17 垂澤　直也(3) 15,33.17 兼子　知也(1) 15,38.54 堀内　柊吾(2) 15,38.75 中島　將護(3) 15,39.37 高木　寿希(3) 15,43.67 齋藤　寛峻(3) 15,46.60 丸山　直人(2) 16,02.92 佐藤　秀彰(3) 16,03.00

5000m 長野日大 飯山北 長野日大 長野高専 更級農業 長野 飯山北 中野立志館
05/15  +3.1 太田　和彰(2) 15.36 小林　建貴(3) 16.52 丸山　将史(2) 16.95 松村　拓磨(3) 17.22 浅岡　宏紀(3) 17.74 丸山　健一(2) 18.14 早川　恭平(3) 18.73 荒井　大輔(2) 18.85

110mH 松代 長野 長野日大 長野吉田 長野工業 長野日大 長野吉田 須坂園芸
05/16 池田健二郎(3) 56.45 高平　勝也(2) 58.26 小林　建貴(3) 59.42 西山　翔(2) 1,01.15 宮島　壮史(2) 1,01.75 廣田　湧(2) 1,01.86 矢澤　隆(3) 1,04.25 佐藤　基明(3) 1,07.15

400mH 松代 長野吉田 長野 長野日大 長野 屋代 長野西 長野
05/16 菅沼　武光(2) 9,44.24 垂澤　直也(3) 9,44.92 清水　純平(2) 9,54.97 小林　貴大(2) 9,55.16 佐藤　秀彰(3) 10,05.24 滝沢慎太郎(3) 10,05.71 風間　栄作(2) 10,05.93 島田　康陽(2) 10,14.59

3000mSC 長野日大 長野日大 飯山北 長野日大 中野立志館 篠ノ井 更級農業 長野高専
05/17 降旗　健博(2) 26,17.34 湯本　章人(2) 26,50.99 鷲尾　竜二(3) 26,59.14 和田玲於奈(2) 27,17.74 北原　亮(1) 28,03.23 丸山　雄大(2) 28,12.64 宮川　恵祐(3) 29,06.93 佐藤　遼平(2) 29,55.69

5000mW 長野日大 須坂園芸 中野立志館 長野日大 長野 更級農業 長野東 須坂園芸
05/16 羽生田宇恭(1) 1.80 宮田　景介(3) 1.70 北條　達彦(2) 1.70 佐治　円創(3) 1.70 丸山　健一(2) 1.70 井出　悠太(2) 1.65 小林　義樹(2) 1.65 伊東　佑太(1) 1.60

走高跳 長野日大 長野高専 市立長野 中野西 長野日大 長野西 長野日大 長野
05/16 浅岡　宏紀(3) 4.10 山﨑　貴弘(3) 4.00 畠山　薫(2) 3.90 浅見　剛志(2) 3.80 小林　英喜(2) 飯山北 3.60 平林　隼弥(1) 3.40 小林　慎弥(2) 3.20

棒高跳 長野工業 長野商業 長野日大 長野工業 阿部　貴博(2) 下高井農林 更級農業 長野商業
05/15 深沢　宏之(2) 7.02(+1.7) 鈴木　健太(2) 6.70(+4.4) 河野　一也(3) 6.58(+3.7) 小林　祐紀(1) 6.36(+5.0) 櫻井　大幹(3) 6.26(+2.3) 原山　京介(1) 6.26(+3.5) 養田　一揮(1) 6.18(+2.4) 越　智明(3) 6.07(+4.8)

走幅跳 松代 飯山北 中野立志館 長野吉田 松代 長野西 長野吉田 中野西
05/17 深沢　宏之(2)14.26(+0.6) 鈴木　健太(2)13.29(+1.7) 櫻井　大幹(3)13.26(+0.3) 河野　一也(3)12.66(+1.9) 丸山　健一(2)12.38(-0.3) 畠山　薫(2) 12.37(+1.9) 佐藤　基明(3)12.28(+0.7) 高平　勝也(2)12.17(-0.1)

三段跳 松代 飯山北 松代 中野立志館 長野日大 長野日大 長野 長野吉田
05/16 町田　祥(3) 11.63 尾﨑　雄介(1) 10.95 山本　大地(2) 10.73 北澤　憲(3) 10.48 下平　勇仁(1) 10.19 中村　颯志(1) 10.19 井口　拓(3) 10.03 石坂　直毅(2) 9.77

砲丸投6.0kg 松代 更級農業 飯山北 更級農業 長野日大 篠ノ井 長野日大 長野日大
05/17 町田　祥(3) 38.11 富井　博輝(3) 34.61 北澤　憲(3) 29.24 坪井　和久(2) 27.88 田代　将之(3) 27.09 山本　大地(2) 27.01 松本　拓也(2) 26.10 西澤　佑太(2) 25.61

円盤投1.75kg 松代 大会新 須坂園芸 大会新 更級農業 須坂園芸 長野吉田 飯山北 長野吉田 更級農業
05/15 富井　博輝(3) 51.47 坪井　和久(2) 43.28 西澤　佑太(2) 37.86 小林　真士(3) 36.73 川内　将(2) 35.78 上野平大記(3) 34.36 栗田　大樹(2) 33.89 石坂　直毅(2) 30.46

ﾊﾝﾏｰ投6.0kg 須坂園芸 大会新 須坂園芸 更級農業 篠ノ井 中野西 須坂園芸 更級農業 長野日大
05/15 山本　大地(2) 51.00 井口　拓(3) 50.58 坂上　智史(3) 46.58 河西　竜也(3) 46.40 石坂　俊樹(2) 45.12 鷲尾　純一(3) 45.03 村松　卓哉(1) 44.25 早川　真人(2) 44.14

やり投0.8kg 飯山北 長野日大 長野工業 長野西 長野日大 中野西 屋代 長野東
05/16 長野日大       43.28 長野       44.23 長野吉田       44.24 屋代       45.29 長野工業       45.37 長野東       45.65 市立長野       45.86 篠ノ井       46.80

4×100mR 高野　拓美(2) 黒岩　秀(1) 小島　正大(1) 田中　亮(3) 原田　悠輔(3) 藤野　竜太(2) 藤沢　翔平(2) 吉澤　亮平(3)
関川　大介(2) 有賀　大貴(3) 新井　晃(2) 藤川　絢介(3) 塚田　卓郎(3) 松本　陽一(3) 尾﨑　翔太(2) 小林　真士(3)
湯本　与暁(3) 平出　哲朗(2) 齊藤　新(1) 廣田　湧(2) 浅岡　宏紀(3) 青木　健人(2) 清水　雅広(1) 吉池　柊人(1)
小林　竜也(3) 杉山　侑(2) 高平　勝也(2) 村松　卓哉(1) 浅見　剛志(2) 小島　将貴(2) 石井　良(2) 内山　勝利(3)

05/17 長野日大     3,25.36 長野     3,25.59 屋代     3,28.99 長野吉田     3,30.16 長野東     3,37.35 飯山北     3,39.66 中野立志館     3,42.34 更級農業     3,47.08
4×400mR 高野　拓美(2) 林　祥希(3) 田中　亮(3) 高平　勝也(2) 小島　将貴(2) 阿部　隼人(2) 兒玉　和也(2) 稲葉　拓也(1)

関川　大介(2) 小林　建貴(3) 牛澤　成一(2) 花岡　和貴(3) 松本　陽一(3) 村松　康平(2) 山下　一樹(2) 塚田　武(1)
小林　竜也(3) 大森　剛(2) 廣田　湧(2) 福永　和輝(2) 高橋　秋平(1) 石澤　優成(2) 清水隆太郎(1) 塩野入至治(2)
湯本　与暁(3) 佐藤　基明(3) 齊藤光太郎(2) 齊藤　新(1) 藤野　竜太(2) 田中　敬大(3) 河野　一也(3) 宮沢　誠(3)

05/16 小島　将貴(2) 4185 村松　康平(2) 3938 松村　拓磨(3) 3839 吉澤　亮平(3) 3736 荒井　祐希(3) 3491
八種競技 長野東 飯山北 長野吉田 篠ノ井 長野吉田

長野日大 183 長野 79 長野吉田 78 松代 67 飯山北 65.5 更級農業 41 須坂園芸 39 長野高専 29
男子総合



第122回北信高等学校陸上競技対校選手権大会                                       
　期日：平成21年5月15日（金）16日（土）17日（日）                               
　場所：長野市営陸上競技場                                                      

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】201010  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
05/16 女子  -0.7 田中　美沙(2) 12.47 廣川さつき(2) 13.24 山﨑　真穂(3) 13.39 海野　由貴(2) 13.42 飯塚　瑛菜(2) 13.59 田中　萌(2) 13.62 吉原　沙季(2) 13.65 竹内　希(2) 13.65

100m 長野吉田 文大長野 長野吉田 屋代 文大長野 長野日大 長野高専 松代
05/17  -1.4 田中　美沙(2) 25.81 吉村　知夏(1) 26.90 海野　由貴(2) 27.09 山﨑　真穂(3) 27.73 廣川さつき(2) 27.77 飯塚　瑛菜(2) 28.36 菅野　舞(2) 28.40 吉原　沙季(2) 28.58

200m 長野吉田 長野吉田 屋代 長野吉田 文大長野 文大長野 長野日大 長野高専
05/15 中田　倭菜(3) 1,00.13 青沼　瑞季(2) 1,01.79 山下　友香(3) 1,02.86 二本松花名子(2) 1,04.38 藤澤　楓(2) 1,04.55 菅野　舞(2) 1,05.37 正村花奈子(2) 1,07.12 村田佳菜未(3) 1,09.56

400m 長野吉田 長野吉田 長野吉田 市立長野 長野日大 長野日大 須坂 長野西
05/17 安原　光(1) 2,20.29 二本松花名子(2) 2,23.81 渡部　智美(3) 2,26.05 北田　萌(1) 2,28.04 吉澤　芹菜(3) 2,28.12 北澤知恵子(3) 2,32.02 春日　葉月(3) 2,34.78 八木緋夏莉(2) 2,38.00

800m 長野東 市立長野 長野日大 長野吉田 篠ノ井 長野吉田 長野日大 長野日大
05/15 加藤　未有(3) 4,37.90 中村　早(2) 4,41.93 豊岡明日美(3) 4,48.87 佐々木文華(1) 4,51.10 割田　麻紀(2) 4,51.82 割田　有貴(2) 4,51.91 牛越あかね(2) 4,52.01 中沢　萌(3) 4,52.14

1500m 長野東 長野 長野日大 長野東 長野日大 長野日大 長野東 長野
05/17 加藤　未有(3) 9,33.05 中村　早(2) 9,42.34 渋澤　真理(3) 9,54.92 豊岡明日美(3) 10,06.56 割田　麻紀(2) 10,11.88 割田　有貴(2) 10,17.90 松山なつみ(2) 10,36.81 中沢　萌(3) 10,36.98

3000m 長野東 大会新 長野 長野東 長野日大 長野日大 長野日大 中野立志館 長野
05/15  +2.2 小平　亜湖(2) 15.13 宮澤七夕子(2) 15.23 吉村　知夏(1) 15.63 塚田　佳子(3) 16.15 千野　綾子(3) 17.08 内山　未稀(3) 17.78 山口　優希(1) 18.56 熊井　麻美(2) 18.57

100mH 長野吉田 長野吉田 長野吉田 長野東 篠ノ井 長野西 長野東 長野西
05/16 中田　倭菜(3) 1,03.63 山下　友香(3) 1,07.59 小平　亜湖(2) 1,08.50 牛山　和奈(2) 1,15.52 村田佳菜未(3) 1,16.90 阪本さくら(2) 1,17.10 西澤　奈美(3) 1,19.90

400mH 長野吉田 大会新 長野吉田 長野吉田 長野 長野西 市立長野 長野西
05/15 鳥羽　詩織(3) 13,44.02 宮林　侑梨(2) 15,58.99 秦　初音(1) 17,54.86 小島　梨紗(1) 18,26.23 増田　陽華(3) 23,31.25 小山　優里(1) 24,37.86

3000mW 長野東 大会新 長野東 長野東 長野 更級農業 須坂園芸
05/17 宮入　綾菜(3) 1.50 安藤穂志乃(3) 1.50 宮澤七夕子(2) 1.45 松本あやめ(2) 1.40 中嶋　貴子(1) 1.40 水庫　愛実(2) 1.30

走高跳 市立長野 文大長野 長野吉田 長野吉田 中野立志館 長野西
05/15 長野　安那(2) 5.14(+4.0) 塚田　佳子(3) 4.98(+2.2) 門井　詩織(2) 4.87(+0.4) 松本あやめ(2) 4.86(+0.7) 外谷安祐美(1) 4.64(+2.8) 熊井　麻美(2) 4.59(+2.2) 市村　美紀(1) 4.45(+3.1) 宇田亜彩未(2) 4.44(+3.7)

走幅跳 長野東 長野東 長野日大 長野吉田 長野 長野西 市立長野 下高井農林
05/16 中村　麻衣(2) 9.54 山﨑　真希(2) 9.22 小林　茜(3) 9.08 内山紗由美(2) 8.92 上原絵理香(2) 8.40 中澤　千夏(1) 8.21 飯嶋　桜子(1) 8.05 西村　江未(1) 7.92

砲丸投4.0kg 中野立志館 飯山北 更級農業 長野西 須坂商業 市立長野 長野西 長野西
05/17 藤澤　緑(3) 30.12 浅川　小巻(2) 28.40 小林　あて(3) 28.14 原山　祐希(1) 28.03 市川ゆりか(3) 27.56 上原絵理香(2) 26.95 中澤　千夏(1) 24.57 小林　茜(3) 24.15

円盤投1.0kg 長野高専 文大長野 須坂園芸 文大長野 文大長野 須坂商業 市立長野 更級農業
05/15 山﨑　真希(2) 30.48 竹内　希(2) 30.15 小林　茜(3) 28.69 輪島　繭里(1) 28.67 山田　麻衣(2) 27.73 小島エリカ(2) 27.21 渡辺　紀子(3) 26.33 松本　和子(3) 26.26

やり投0.6kg 飯山北 松代 更級農業 長野吉田 長野吉田 須坂園芸 長野西 長野工業
05/16 文大長野       51.73 長野西       54.20 長野東       55.13 長野       55.24 篠ノ井       55.59 長野清泉       55.74 長野日大       60.21

4×100mR 飯塚　瑛菜(2) 涌田みちる(3) 山口　優希(1) 堀内　万葉(3) 小野　加奈(1) 泉　　知紘(3) 土屋　友里(2)
小林　史果(3) 矢島穂菜美(2) 塚田　佳子(3) 牛山　和奈(2) 千野　綾子(3) 友野　絢未(2) 田中　萌(2)
前原　愛美(1) 水庫　愛実(2) 立井　夏美(1) 大日方友理(1) 山田沙代子(1) 清水　美花(3) 門井　詩織(2)
廣川さつき(2) 熊井　麻美(2) 長野　安那(2) 関　美沙季(1) 近藤　志保(3) 久保田沙恵(2) 菅野　舞(2)

05/17 長野吉田     4,05.68 長野日大     4,14.63 長野東     4,17.59 市立長野     4,27.12 文大長野     4,28.35 長野     4,29.58 篠ノ井     4,30.53 長野西     4,32.88
4×400mR 小平　亜湖(2) 門井　詩織(2) 安原　光(1) 阪本さくら(2) 飯塚　瑛菜(2) 牛山　和奈(2) 千野　綾子(3) 熊井　麻美(2)

中田　倭菜(3) 田中　萌(2) 加藤　未有(3) 綱嶋　由佳(2) 小林　史果(3) 外谷安祐美(1) 小野　加奈(1) 塚田　陽子(3)
青沼　瑞季(2) 菅野　舞(2) 満澤　茜(1) 山口　芽吹(1) 村上　汐里(2) 中村　早(2) 吉澤　芹菜(3) 西澤　奈美(3)
田中　美沙(2) 藤澤　楓(2) 佐々木文華(1) 二本松花名子(2) 廣川さつき(2) 堀内　万葉(3) 山田沙代子(1) 水庫　愛実(2)

05/17 宮澤七夕子(2) 3179 山田　麻衣(2) 2894 内山　未稀(3) 2801 寺島ひかり(1) 2581 松本　和子(3) 2065
七種競技 長野吉田 長野吉田 長野西 長野吉田 長野工業

長野吉田 158 長野東 92 長野日大 61 文大長野 53 長野西 41 長野 38 市立長野 35 更級農業 17
女子総合
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