
第139回北信高等学校陸上競技対校選手権大会                                       
　期日：平成29年9月8日（金）-10日（日）                                         

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】172070  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
09/09 男子  +1.0 宮下 翼(2) 11.00 峯村 京佑(2) 11.23 髙橋 和真(2) 11.23 池田 翔紀(2) 11.40 中村 颯人(1) 11.41 関口 竣介(1) 11.47 宮澤 陽斗(2) 11.48 秋山 航(2) 11.61

100m 高校･市立長野 高校･長野 高校･長野高専 高校･市立長野 高校･長野工業 高校･屋代 高校･長野高専 高校･屋代
09/10  +1.6 宮下 翼(2) 21.86 髙橋 和真(2) 22.07 池田 翔紀(2) 22.52 松岡 龍哉(1) 22.69 峯村 京佑(2) 22.74 曽根 健太(2) 22.82 児玉 悠作(2) 23.00 中村 颯人(1) 23.20

200m 高校･市立長野 GR 高校･長野高専 GR 高校･市立長野 高校･屋代 高校･長野 高校･屋代 高校･市立長野 高校･長野工業
09/08 児玉 悠作(2) 49.75 池田 翔紀(2) 50.38 髙橋 一輝(2) 50.52 髙橋 和真(2) 53.29 村越 友哉(1) 53.66 久保田 翔(2) 53.98 仙田 勇人(2) 53.99 沼田 誠也(2) 54.61

400m 高校･市立長野 高校･市立長野 高校･長野高専 高校･長野高専 高校･中野西 高校･市立長野 高校･屋代 高校･須坂
09/10 髙橋 一輝(2) 1,58.17 蟻川 喬生(2) 1,59.40 稲生 元希(1) 2,00.97 中島 啓貴(1) 2,03.65 中澤 堅太朗(2) 2,04.25 丸山 竜矢(2) 2,06.40 石川 智也(2) 2,07.17 渋沢 郁未(2) 2,09.63

800m 高校･長野高専 高校･須坂 高校･長野吉田 高校･長野工業 高校･長野 高校･長野東 高校･飯山 高校･長野吉田
09/08 丸山 拓真(1) 4,09.79 島田 佳祐(2) 4,10.77 中村 将也(1) 4,11.37 蟻川 喬生(2) 4,11.74 若林 亮冶(2) 4,12.84 藤井 太喜(1) 4,22.52 中島 明佳(2) 4,22.65 塩入 洋弥(1) 4,23.07

1500m 高校･長野日大 高校･長野高専 高校･長野日大 高校･須坂 高校･屋代 高校･須坂 高校･長野工業 高校･長野工業
09/10 武田 優介(2) 15,51.38 櫻井 陽向(2) 15,56.47 丸山 拓真(1) 16,06.07 島田 佳祐(2) 16,08.50 櫻井 心路(1) 16,40.21 池田 俊太(1) 16,43.21 藤井 太喜(1) 16,45.73 北澤 翔馬(1) 16,47.24

5000m 高校･長野 高校･長野 高校･長野日大 高校･長野高専 高校･長野高専 高校･須坂 高校･須坂 高校･長野吉田
09/08  +1.4 小﨑 隆史(2) 16.64 矢野 眞嵩(2) 16.97 鈴木 竜也(1) 17.73 勝山 誠也(1) 17.92 上野 輝大(2) 17.92 宮林 祥汰(1) 17.92 池田 直樹(2) 18.74 黒岩 厚志(2) 18.77

110mH(1.067) 高校･長野日大 高校･長野 高校･長野工業 高校･須坂創成 高校･中野立志館 高校･長野高専 高校･中野立志館 高校･中野立志館
09/09 児玉 悠作(2) 55.11 南澤 和輝(2) 57.86 清水 翔太(2) 58.20 山田 嵩大(2) 58.22 仙田 勇人(2) 1,00.10 伊藤 寛(2) 1,00.11 池田 直樹(2) 1,02.16 浦野 旭(2) 1,03.39

400mH(0.914) 高校･市立長野 高校･長野工業 高校･長野東 高校･長野工業 高校･屋代 高校･長野日大 高校･中野立志館 高校･須坂
09/09 武田 優介(2) 9,46.98 若林 亮冶(2) 9,51.04 中村 将也(1) 9,54.57 島田 佳祐(2) 10,02.18 田中 圭(1) 10,07.51 田中 亮丞(1) 10,23.90 宮川 健太(2) 10,25.92 北島 滉輝(2) 10,32.03

3000mSC 高校･長野 高校･屋代 高校･長野日大 高校･長野高専 高校･長野日大 高校･長野日大 高校･飯山 高校･長野西
09/10 鈴木 英司(2) 23,17.19 中島 明佳(2) 24,01.37 髙橋 龍広(2) 25,40.83 松本 歩夢(2) 28,17.60 藤森 健(2) 31,40.17 中村 悠汰(1) 31,41.12 玉井 歩(1) 34,49.84

5000mW 高校･長野工業 高校･長野工業 高校･長野西 高校･北部 高校･須坂 高校･長野南 高校･長野吉田
09/09 羽生田 倫世(1) 1.85 上野 輝大(2) 1.85 飯島 詢平(2) 1.70 吉澤 洸心(2) 1.65 下村 翔(2) 1.65 天利 友哉(1) 1.65 戸谷 泰生(2) 1.55

走高跳 高校･中野立志館 高校･中野立志館 高校･長野吉田 高校･中野立志館 高校･長野商業 高校･長野高専 高校･屋代
09/09 山際 創平(2) 3.90 石坂 巽海(1) 3.90 矢野 眞嵩(2) 3.70 中島 啓介(1) 3.10 小林 汰心(1) 2.80 沼田 誠也(2) 2.60 中村 匠(1) 2.40

棒高跳 高校･須坂 高校･中野立志館 高校･長野 高校･屋代 高校･長野工業 高校･須坂 高校･須坂
09/08 堀米 優兵(2) 6.54(+2.0) 礒野 巧巳(1) 6.49(+0.2) 須甲 寛大(2) 6.49(+0.7) 宮下 翼(2) 6.41(+0.6) 竹田 昌史(2) 6.26(+1.3) 関口 竣介(1) 6.26(+3.0) 高橋 江成(1) 6.22(+1.1) 山際 創平(2) 6.06(+4.0)

走幅跳 高校･中野立志館 高校･市立長野 高校･須坂 高校･市立長野 高校･長野工業 高校･屋代 高校･飯山 高校･須坂
09/10 須甲 寛大(2) 13.95(+1.5) 西澤 和輝(2) 13.57(+2.1) 礒野 巧巳(1) 13.48(+1.2) 小林 哲士(2) 12.92(+2.3) 高橋 江成(1) 12.89(+0.7) 黒岩 拓人(2) 12.79(+1.6) 小池 哲平(1) 12.66(+2.0) 南澤 和輝(2) 12.52(+2.2)

三段跳 高校･須坂 高校･長野 高校･市立長野 高校･長野吉田 高校･飯山 高校･市立長野 高校･長野吉田 高校･長野工業
09/09 千葉 俊紀(2) 11.60 髙橋 理人(1) 11.29 長谷川 悠太(2) 10.64 西條 元輝(2) 10.37 井浦 椋介(1) 10.29 児玉 裕隆(2) 9.83 岩﨑 千洋(2) 9.29 羽生田 倫世(1) 8.80

砲丸投(6.0kg) 高校･須坂 高校･須坂創成 高校･長野吉田 高校･北部 高校･須坂創成 高校･長野日大 高校･飯山 高校･中野立志館
09/10 髙橋 理人(1) 31.47 齋藤 勇輝(1) 29.24 長谷川 悠太(2) 28.09 児玉 裕隆(2) 27.92 井浦 直紀(2) 27.13 岩﨑 千洋(2) 26.93 金児 涼(2) 24.10 井浦 椋介(1) 23.27

円盤投(1.75kg) 高校･須坂創成 高校･中野立志館 高校･長野吉田 高校･長野日大 高校･須坂創成 高校･飯山 高校･更級農業 高校･須坂創成
09/08 金児 涼(2) 35.39 井浦 直紀(2) 35.30 石井 優登(1) 28.31 諏訪 礼人(2) 22.25 岩﨑 千洋(2) 20.52 齊藤 裕貴(1) 16.21

ﾊﾝﾏｰ投(6.0kg) 高校･更級農業 高校･須坂創成 高校･長野工業 高校･須坂東 高校･飯山 高校･須坂東
09/08 千葉 俊紀(2) 53.34 長谷川 悠太(2) 48.79 峯村 悠(2) 44.50 今井 侑志(2) 43.77 石山 丈(1) 43.61 山口 雄也(1) 43.10 山本 陽介(2) 41.65 齋藤 勇輝(1) 40.14

やり投(800g) 高校･須坂 高校･長野吉田 高校･中野西 高校･長野高専 高校･長野日大 高校･篠ﾉ井 高校･須坂 高校･中野立志館
09/09 市立長野       42.96 屋代       43.44 長野       43.95 長野高専       43.97 長野工業       44.61 須坂       44.74 中野西       45.00 長野吉田       45.29

4×100mR 宮下 翼(2) 関口 竣介(1) 峯村 京佑(2) 宮林 祥汰(1) 原山 泰成(1) 山本 陽介(2) 富井 俊介(2) 傳田 聖弥(2)
池田 翔紀(2) 松岡 龍哉(1) 長島 匠(2) 宮澤 陽斗(2) 松橋 健(2) 山際 創平(2) 宮本 和真(1) 室賀 駿一(2)
伊東 嵩矢(2) 曽根 健太(2) 山岸 龍羽(2) 天利 友哉(1) 南澤 和輝(2) 山岸 駿莉(2) 青木 駿哉(1) 竹内 優(2)
児玉 悠作(2) 秋山 航(2) 矢野 眞嵩(2) 髙橋 和真(2) 中村 颯人(1) 千葉 俊紀(2) 村越 友哉(1) 常田 勘太(2)

09/10 市立長野     3,20.27 長野高専     3,24.75 長野工業     3,26.85 屋代     3,29.15 長野吉田     3,30.95 須坂     3,31.43 飯山     3,32.87 長野     3,44.54
4×400mR 宮下 翼(2) GR 髙橋 和真(2) 山田 嵩大(2) 仙田 勇人(2) 傳田 聖弥(2) 沼田 誠也(2) 本山 翔大(2) 山岸 龍羽(2)

久保田 翔(2) 宮澤 陽斗(2) 中村 颯人(1) 若林 亮冶(2) 稲生 元希(1) 山際 創平(2) 石川 智也(2) 峯村 京佑(2)
池田 翔紀(2) 髙崎 真地(1) 中島 啓貴(1) 関口 竣介(1) 渋沢 郁未(2) 浦野 旭(2) 和田 響一(1) 長島 匠(2)
児玉 悠作(2) 髙橋 一輝(2) 南澤 和輝(2) 曽根 健太(2) 室賀 駿一(2) 千葉 俊紀(2) 山嵜 真和(2) 矢野 眞嵩(2)

09/09 千葉 俊紀(2) 4453 宮澤 晃大(2) 3686 髙崎 真地(1) 3389 小林 そら(2) 3003 山岸 大耀(1) 2634
八種競技 高校･須坂 高校･中野立志館 高校･長野高専 高校･中野立志館 高校･長野吉田

市立長野 92 須坂 86 長野高専 84 長野工業 71 長野 65 中野立志館 65 長野日大 56 屋代 51
学校対校



第139回北信高等学校陸上競技対校選手権大会                                       
　期日：平成29年9月8日（金）-10日（日）                                         

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子 【競技場】172070  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
09/09 女子  -0.7 田村 純菜(1) 12.74 河田 璃音(1) 12.82 小島 すずか(2) 12.97 唐澤 花実(1) 13.18 春日 佑月(2) 13.25 一由 恵利佳(2) 13.31 寺澤 舞歩(2) 13.32 田口 璃乃佳(2) 13.66

100m 高校･市立長野 高校･市立長野 高校･長野日大 高校･市立長野 高校･長野日大 高校･長野日大 高校･長野商業 高校･文化学園長野
09/10  +1.6 河田 璃音(1) 25.14 田村 純菜(1) 25.63 小島 すずか(2) 25.79 唐澤 花実(1) 25.94 下田 花菜(1) 26.33 山崎 萌々子(2) 26.68 一由 恵利佳(2) 26.99 髙野 蓮華(2) 28.01

200m 高校･市立長野 GR 高校･市立長野 高校･長野日大 高校･市立長野 高校･長野日大 高校･長野高専 高校･長野日大 高校･更級農業
09/08 下田 花菜(1) 59.54 内山 実音(1) 1,00.33 矢野 和(2) 1,01.48 武江 こころ(2) 1,02.13 齊藤 あやみ(2) 1,02.32 中村 朱里(2) 1,02.72 三田 尚果(2) 1,05.33 近藤 愛(2) 1,06.88

400m 高校･長野日大 高校･長野日大 高校･文化学園長野 高校･長野西 高校･市立長野 高校･長野東 高校･長野清泉 高校･長野
09/10 萩谷 楓(2) 2,13.69 高安 結衣(2) 2,14.94 内山 実音(1) 2,18.96 中村 朱里(2) 2,20.53 宮澤 美裕(1) 2,24.71 大橋 朱里(2) 2,31.59 土屋 槻里子(1) 2,32.61 中島 有希(2) 2,36.95

800m 高校･長野東 高校･長野東 高校･長野日大 高校･長野東 高校･長野日大 高校･長野高専 高校･長野商業 高校･須坂
09/08 高木 更紗(1) 4,39.76 小原 茉莉(1) 4,40.43 唐澤 七瀬(2) 4,47.43 宮澤 美裕(1) 4,56.02 仲條 夏葵(2) 4,58.37 堀内 あかり(1) 5,05.92 大橋 朱里(2) 5,09.31 中島 有希(2) 5,10.38

1500m 高校･長野東 高校･長野東 高校･長野東 高校･長野日大 高校･飯山 高校･長野日大 高校･長野高専 高校･須坂
09/10 高松 いずみ(1) 9,27.59 臼田 悠花(2) 10,06.87 和田 帆香(1) 10,09.81 仲條 夏葵(2) 10,41.98 堀内 あかり(1) 10,42.35 大橋 朱里(2) 11,05.52 中島 有希(2) 11,09.71 北澤 向日葵(1) 11,10.80

3000m 高校･長野東 GR 高校･長野東 高校･長野東 高校･飯山 高校･長野日大 高校･長野高専 高校･須坂 高校･長野日大
09/08  +0.9 秋元 南乃(2) 14.89 山崎 萌々子(2) 15.48 永原 朱夏(2) 16.66 髙橋 雪衣(1) 17.15 内山 彩夏(1) 17.29 淀 日南子(1) 18.06 相澤 こごみ(1) 18.42 宮島 志歩(2) 18.71

100mH(0.840) 高校･市立長野 高校･長野高専 高校･市立長野 高校･須坂創成 高校･長野日大 高校･市立長野 高校･文化学園長野 高校･屋代
09/09 山崎 萌々子(2) 1,04.83 齊藤 あやみ(2) 1,07.39 淀 日南子(1) 1,09.91 内山 彩夏(1) 1,10.44

400mH(0.762) 高校･長野高専 高校･市立長野 高校･市立長野 高校･長野日大
09/08 原田 琴菜(2) 29,14.94 小林 美郷(2) 30,08.21 山﨑 心優(1) 33,13.19 山口 真由(2) 35,01.69

5000mW 高校･長野西 高校･更級農業 高校･長野東 高校･長野西
09/10 細尾 咲衣(1) 1.50 臼井 花(1) 1.45 小林 萌花(2) 1.45 能瀬 麗捺(1) 高校･文化学園長野 1.45 松橋 香乃(1) 1.40 山田 千翔(2) 1.40 岩村 有紀(1) 1.40

走高跳 高校･長野日大 高校･長野日大 高校･長野清泉 戸谷 はるか(1) 高校･長野吉田 高校･長野西 高校･市立長野 高校･市立長野
09/09 北村 美結(2) 3.20 三田 尚果(2) 2.20

棒高跳 高校･長野工業 高校･長野清泉
09/08 田村 純菜(1) 5.11(-0.5) 山岸 萌香(1) 5.11(-0.1) 小林 涼美(1) 5.08(+0.9) 根橋 佑奈(2) 5.05(-0.1) 兼松 わか菜(1)4.86(-0.4) 寺澤 舞歩(2) 4.86(-0.2) 常田 麻奈(2) 4.68(+0.6) 森 琴音(1) 4.49(+2.9)

走幅跳 高校･市立長野 高校･飯山 高校･飯山 高校･長野日大 高校･長野日大 高校･長野商業 高校･長野日大 高校･篠ﾉ井
09/10 山岸 萌香(1) 10.69(-0.1) 根橋 佑奈(2) 10.17(+0.1) 小林 涼美(1) 10.04(+0.5) 永原 朱夏(2) 9.78(-0.8) 髙橋 朱華(1) 9.59(0.0) 兼松 わか菜(1) 9.52(0.0) 栗林 果奈(2) 9.50(+0.1) 栁沢 風夏(2) 9.37(+0.5)

三段跳 高校･飯山 高校･長野日大 高校･飯山 高校･市立長野 高校･須坂創成 高校･長野日大 高校･中野立志館 高校･松代
09/09 臼井 華(1) 10.02 小林 幸音(1) 8.46 阿部 佳乃(1) 7.84 小澤 雪乃(1) 7.22 池田 彩香(2) 7.21 中静 美優(1) 7.16 髙橋 雪衣(1) 7.05 渡利 美穂(1) 6.88

砲丸投(4.0kg) 高校･更級農業 高校･飯山 高校･須坂創成 高校･中野西 高校･長野商業 高校･須坂 高校･須坂創成 高校･更級農業
09/10 小林 幸音(1) 30.64 松本 優花(1) 24.67 臼井 華(1) 23.66 飯沼 菜生(2) 21.80 石田 桃香(2) 21.68 横田 和沙(1) 20.60 阿部 佳乃(1) 19.29 西澤 早紀(2) 19.17

円盤投(1.0kg) 高校･飯山 高校･更級農業 高校･更級農業 高校･更級農業 高校･長野西 高校･松代 高校･須坂創成 高校･長野東
09/08 小林 幸音(1) 28.04 渡利 美穂(1) 26.63 神頭 那奈(1) 13.76 弓本 あかり(1) 13.24

ﾊﾝﾏｰ投(4.0kg) 高校･飯山 高校･更級農業 高校･長野西 高校･長野商業
09/08 松本 優花(1) 35.75 横田 和沙(1) 31.39 西澤 早紀(2) 28.27 上野 七美(2) 28.12 小林 詩織(2) 26.73 石田 結希乃(2) 26.08 横田 瑞希(2) 24.92 石田 桃香(2) 24.22

やり投(600g) 高校･更級農業 高校･松代 高校･長野東 高校･中野立志館 高校･長野西 高校･長野商業 高校･松代 高校･長野西
09/09 市立長野       48.35 長野日大       49.43 文化学園長野       52.26 飯山       53.62 松代       55.67 長野清泉     1,01.04 長野西     1,02.97

4×100mR 河田 璃音(1) GR 一由 恵利佳(2) 田口 璃乃佳(2) 堀 詩音(2) 西 まりあ(1) 長島 ちなみ(2) 松橋 祐奈(1)
唐澤 花実(1) 小島 すずか(2) 矢野 和(2) 山岸 萌香(1) 栁沢 風夏(2) 小林 萌花(2) 武江 こころ(2)
田村 純菜(1) 下田 花菜(1) 相澤 こごみ(1) 小林 涼美(1) 横田 和沙(1) 福澤 萌夏(1) 石田 桃香(2)
永原 朱夏(2) 春日 佑月(2) 能瀬 麗捺(1) 小林 幸音(1) 横田 瑞希(2) 三田 尚果(2) 池田 薫(1)

09/10 長野日大     3,57.27 市立長野     4,03.37 長野東     4,08.00 文化学園長野     4,18.52 長野西     4,25.58 長野高専     4,27.16 長野商業     4,31.89 飯山     4,34.16
4×400mR 春日 佑月(2) 永原 朱夏(2) 中村 朱里(2) 相澤 こごみ(1) 池田 薫(1) 宮沢 知穂(1) 弓本 あかり(1) 仲條 夏葵(2)

内山 実音(1) 齊藤 あやみ(2) 高安 結衣(2) 能瀬 麗捺(1) 松橋 祐奈(1) 大橋 朱里(2) 土屋 槻里子(1) 芳川 千恵(1)
小島 すずか(2) 唐澤 花実(1) 萩谷 楓(2) 内山 明未花(2) 武江 こころ(2) 山崎 萌々子(2) 久保田すみれ(1) 今溝 陽名子(1)
下田 花菜(1) 田村 純菜(1) 高木 更紗(1) 矢野 和(2) 山口 真由(2) 五十嵐 万智(2) 武田 真奈(1) 小林 涼美(1)

松代     4,38.33
横田 瑞希(2)
栁沢 風夏(2)
西 まりあ(1)
横田 和沙(1)

09/10 秋元 南乃(2) 3503 山田 真菜(1) 3392 上野 七美(2) 3286 武江 こころ(2) 2910 宮入 響(1) 2778 武田 真奈(1) 2666
七種競技 高校･市立長野 高校･長野日大 高校･中野立志館 高校･長野西 高校･長野日大 高校･長野商業

長野日大 134 市立長野 113 長野東 84 飯山 65 更級農業 50 長野西 47 長野高専 29 文化学園長野 24.5
学校対校


