
平成１６年度南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 +1.4 小西志朗 1094 両角俊亮 1095 小林俊資 1117 大蔵慎也 1128 久保田真矢 1141 高谷拓斗 1165 山崎翔平 1166 中平章博 1173
１００ｍ 下諏訪向陽1 諏訪清陵2 下諏訪向陽2 飯田長姫2 飯田風越2 駒ヶ根工業2 赤穂1 赤穂2

ｺｰﾄﾞ003 +1.2 小西志朗 2193 両角俊亮 2230 久保田真矢 2284 小林俊資 2321 市瀬貴教 2346 桐越勇樹 2366 宮下朋之 2367 吉川卓 2392
２００ｍ 下諏訪向陽1 諏訪清陵2 飯田風越2 下諏訪向陽2 東海大三2 東海大三2 飯田2 赤穂2

ｺｰﾄﾞ005 小西志朗 5041 久保田真矢 5166 宮坂晃弘 5198 市瀬貴教 5282 宮下朋之 5359 伊藤正也 5396 伊奈川祐樹 5436 伊藤森太郎 5443
４００ｍ 下諏訪向陽1 飯田風越2 東海大三2 東海大三2 飯田2 東海大三1 下伊那農業1 諏訪清陵1

ｺｰﾄﾞ006 高橋涼輔 15929 中塚陵太 20013 米山高志 20114 北原裕一 20294 小平普 20396 宮下大夢 20403 中田智好 20521 田中一希 20574
８００ｍ 東海大三2 上伊那農業2 飯田工業1 伊那北2 飯田1 伊那北2 岡谷工業2 諏訪清陵2

ｺｰﾄﾞ008 高橋涼輔 40957 中塚陵太 41173 加藤真彰 41265 宮下大夢 41447 西澤倫彦 41491 米山高志 41526 小平普 41672 伊藤覚 41766
１５００ｍ 東海大三2 上伊那農業2 伊那北2 伊那北2 諏訪清陵1 飯田工業1 飯田1 飯田1

ｺｰﾄﾞ011 伊藤洸介 154597 西澤倫彦 160562 百瀬孝彦 162664 水上積善 162802 柴勇一郎 162921 野竹勇貴 162996 細川貴正 163173 牛山直哉 163233
５０００ｍ 伊那北2 諏訪清陵1 富士見2 上伊那農業2 上伊那農業2 下伊那農業1 下諏訪向陽2 諏訪清陵2

ｺｰﾄﾞ034 大会新勝野雅大 1589 長谷川嵩 1623 黒沢淳 1774 岡本遼 1845 五味正貴 1866 鈴木友結 1880
１１０ｍH 東海大三2 岡谷南2 伊那北2 飯田工業1 諏訪実業1 上伊那農業2

ｺｰﾄﾞ036 勝野雅大 5736 林慎也 5847 黒沢淳 5851 長谷川嵩 5902 宮坂晃弘 6002 田中悠一郎 6288 伊奈川祐樹 6594 村松信 6903
４００ｍH 東海大三2 阿南2 伊那北2 岡谷南2 東海大三2 諏訪清陵2 下伊那農業1 下伊那農業2

ｺｰﾄﾞ053 伊藤洸介 94829 柴勇一郎 95528 加藤真彰 100402 野竹勇貴 100935 細川貴正 101667 牛山直哉 102448 清水建太 102893 百瀬孝彦 103097
３０００ｍSC 伊那北2 上伊那農業2 伊那北2 下伊那農業1 下諏訪向陽2 諏訪清陵2 下諏訪向陽2 富士見2
ｺｰﾄﾞ061 北澤智志 240610 玉垣政博 242678 春日雅之 243308 矢島朋幸 243321 桜井友了 252542 田中友紀 262082 松下徹 280767 倉田直典 280874
５０００ｍＷ 松川2 伊那北2 伊那北2 東海大三1 飯田1 飯田2 下伊那農業2 伊那北1

ｺｰﾄﾞ601 下諏訪向陽 4389 東海大三 4465 諏訪清陵 4530 赤穂 4606 飯田風越 4696 伊那弥生ヶ丘 4712 岡谷南 4726
4×１００ｍＲ 牛山翔太2 市瀬貴教2 白尾貴司1 中平章博2 北沢篤志1 北原涼平1 長谷川嵩2

小西志朗2 勝野雅大2 田中悠一郎2 吉川卓2 武田岳士1 林優2 小高雄平2
池田将大2 宮坂晃弘2 立石啓介2 水上直樹1 北澤宏幸1 小原大知2 小口浩平2
小林俊資1 桐越勇樹2 両角俊亮2 山崎翔平1 久保田真矢2 高橋博己1 北原諒1

ｺｰﾄﾞ603 東海大三 32690 諏訪清陵 33174 下諏訪向陽 33406 伊那北 33875 飯田 34327 飯田工業 34638 下伊那農業 34685 阿南 34775
４×４００ｍＲ 勝野雅大 2 兼山拓也 2 宮澤宗一郎 2 春日昂希 2 小平普 1 岡本遼 1 小池宜嗣 2 宮澤俊宏 2

宮坂晃弘 2 伊藤森太郎 1 小林俊資 1 加藤真彰 2 遠山佑太 1 宮内望 1 小林潤 1 石田圭宏 1
市瀬貴教 2 田中悠一郎 2 池田将大 2 北原裕一 2 田中友紀 2 大平竜也 1 村松信 2 林慎也 2
高橋涼輔 2 両角俊亮 2 小西志朗 2 黒沢淳 2 宮下朋之 2 奈川竜一 1 伊奈川祐樹 1 早野吉信 1

ｺｰﾄﾞ071 鎌倉幸司 180 米山祐也 175 長谷川嵩 170 宮沢宗一郎 170 池田将大 165 早出隆洋 165 北沢宏幸 160 小高雄平 155
走高跳 下諏訪向陽2 飯田風越1 岡谷南2 下諏訪向陽2 下諏訪向陽2 岡谷工業2 飯田風越1 岡谷南2

ｺｰﾄﾞ072 小林潤 380 征矢悠 340 城倉俊也 340 高山竜也 320 丸山拓実 320 松崎孝紀 280
棒高跳 下伊那農業1 伊那北2 高遠2 岡谷工業2 高遠1 伊那北1

ｺｰﾄﾞ073 池上順也 615 小池宜嗣 572 早出隆洋 568 西尾辰也 565 池田将大 547 北原涼平 544 後藤央 534 鎌倉幸司 530
走幅跳 東海大三1 +0.7 下伊那農業2 0.0 岡谷工業2 +1.4 高遠1 +1.2 下諏訪向陽2 +1.5 伊那弥生ヶ丘 +1.3 飯田風越1 -0.1 下諏訪向陽2 +0.4

ｺｰﾄﾞ074 池上順也 1231 小池宜嗣 1208 征矢悠 1162 鈴木友結 1115 米山祐也 1112 石川文月 1032 兼山拓也 1029 北原諒 1004
三段跳 東海大三1 +0.2 下伊那農業2 +2.0 伊那北2 +2.4 上伊那農業2 +1.3 飯田風越1 +0.1 伊那北1 +2.4 諏訪清陵2 +1.7 岡谷南1 +0.6

ｺｰﾄﾞ082 佐竹勇輝 879 鎌倉幸司 856 田畑和明 785 金田圭司 768 小池亮太 726 後藤央 684 金原健太 659
砲丸投 上伊那農業1 下諏訪向陽2 上伊那農業2 飯田風越2 飯田工業1 飯田風越1 下伊那農業1

ｺｰﾄﾞ087 大蔵慎也 2863 北沢宏幸 2473 宮沢宗一郎 2361 堤本善光 2245 小池亮太 2156 北沢治樹 2071 金原健太 2049 金田圭司 1919
円盤投 飯田長姫2 飯田風越1 下諏訪向陽2 飯田工業2 飯田工業1 飯田長姫1 下伊那農業1 飯田風越2

ｺｰﾄﾞ090 金原健太 1764 堤本善光 1564 金井悠二 1435 塩沢勇太 1146 白石祐也 946
ﾊﾝﾏｰ投 下伊那農業1 飯田工業2 伊那北1 飯田工業1 伊那北1

ｺｰﾄﾞ092 高橋広大 4865 金田圭司 4145 竹松正輝 3922 金井悠二 3369 堤本善光 3356 馬場元樹 3348 小原大知 3334 奈川竜一 3226
やり投 岡谷南2 飯田風越2 高遠1 伊那北2 飯田工業2 高遠1 伊那弥生ヶ丘2 飯田工業1

ｺｰﾄﾞ210 小池宜嗣 3663 金井悠二 2638 唐木智充 2596 松崎孝紀 2388
8種競技 下伊那農業2 伊那北2 伊那北1 伊那北1

対校得点 伊那北 124 東海大第三 93 下諏訪向陽 92 下伊那農業 59 飯田風越 59 上伊那農業 52 諏訪清陵 49 飯田工業 47



平成１６年度南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 +2.9 榊山恵乃 1263 菊地真奈美 1271 仲田千秋 1282 櫻井ゆかり 1282 市川ゆう 1296 関郁恵 1313 吉澤菜穂 1322 矢沢麻央 1325
１００ｍ 飯田風越2 伊那弥生ヶ丘1 伊那弥生ヶ丘1 飯田風越1 伊那北1 諏訪清陵2 赤穂2 赤穂2

ｺｰﾄﾞ003 +1.3 仲田千秋 2615 榊山恵乃 2641 菊地真奈美 2655 櫻井ゆかり 2693 市川ゆう 2703 小池真友梨 2757 関郁恵 2760 牛山みずは 2817
２００ｍ 伊那弥生ヶ丘1 飯田風越2 伊那弥生ヶ丘1 飯田風越1 伊那北1 下諏訪向陽2 諏訪清陵2 諏訪二葉2

ｺｰﾄﾞ005 小池真友梨 6292 肥野沙也加 6358 森下綾乃 6457 市川ゆう 6549 古田祐佳子 6592 梅村美貴 6648 木下庸示 6675 伊藤香澄 6781
４００ｍ 下諏訪向陽2 伊那北1 下伊那農業2 伊那北1 飯田1 飯田女子2 阿南2 諏訪実業1

ｺｰﾄﾞ006 大沼香織 22172 福与有紀 22358 片桐幸那 22907 平澤綾 23158 小口七海 23274 古田祐佳子 23683 安澤菜美 23762 宮下史絵 24525
８００ｍ 伊那北1 飯田2 下伊那農業2 伊那北1 諏訪清陵2 飯田1 諏訪実業2 伊那弥生ヶ丘2

ｺｰﾄﾞ008 大沼香織 44332 福与有紀 44901 角屋有希 50033 片桐幸那 50635 平澤綾 51181 小口七海 51269 安澤菜美 51548 有賀智美 51741
１５００ｍ 伊那北1 飯田2 東海大三1 下伊那農業2 伊那北1 諏訪清陵2 諏訪実業2 諏訪清陵2

ｺｰﾄﾞ010 大沼香織 95838 福与有紀 102047 片桐幸那 103957 角屋有希 104103 宮下みさ希 111155 安澤菜美 111306 平澤綾 111575 那須野美咲 112353
３０００ｍ 伊那北1 飯田2 下伊那農業2 東海大三1 飯田風越1 諏訪実業2 伊那北1 上伊那農業2

ｺｰﾄﾞ044 -0.8 小池由麻 1703 酒井真由 1842 武井冴香 1843 春日優美 1845 関城亜弥子 2304
1００mH 下諏訪向陽2 赤穂2 諏訪清陵1 伊那弥生ヶ丘2 伊那西2

ｺｰﾄﾞ045 小池由麻 6961 梅村美貴 7265 森下綾乃 7338 春日優美 7368 肥野沙也加 7572 北原瑞季 7580 伊藤香澄 7849
４００ｍＨ 下諏訪向陽2 飯田女子2 下伊那農業2 伊那弥生ヶ丘2 伊那北1 伊那弥生ヶ丘1 諏訪実業1

木村香織 165252 井澤優香 195396 園原明日加 224657
３０００ｍＷ 東海大三2 伊那西1 飯田女子1

ｺｰﾄﾞ601 伊那弥生ヶ丘 5171 下諏訪向陽 5268 赤穂 5291 飯田風越 5334 伊那北 5378 下伊那農業 5582 伊那西 5630 高遠 5889
4×１００ｍＲ 北原瑞季 1 小林郁恵 1 柳田美穂 1 小平麻衣 1 高山花織 2 代田望都 2 山岸登美枝 2 白鳥舞 2

仲田千秋 1 小池由麻 2 矢沢麻央 2 熊谷恵理 1 肥野沙也加 1 林瑠美 2 浦野志織 2 伊藤麻里子 2
菊地真奈美 1 湯田坂友希 2 酒井真由 2 櫻井ゆかり 1 森田志歩 2 片桐幸那 2 小口紗也加 1 酒井香織 2
春日優美 2 小池真友梨 2 吉澤菜穂 2 榊山恵乃 2 市川ゆう 1 森下綾乃 2 白鳥文華 1 石倉奏子 2

ｺｰﾄﾞ603 下諏訪向陽 41547 伊那弥生ヶ丘 41821 伊那北 41898 諏訪清陵 42126 下伊那農業 43058 伊那西 44081 飯田女子 45743
4×４００ｍＲ 湯田坂友希 2 仲田千秋 1 市川ゆう 1 関郁恵 2 林瑠美 2 関城亜弥子 2 梅村美貴 2

小池由麻 2 北原瑞季 1 平澤綾 1 古松奈々子 1 代田望都 2 浦野志織 2 福澤春香 1
唐沢美沙子 1 春日優美 2 大沼香織 1 武井冴香 1 片桐幸那 2 山岸登美枝 2 近藤真由 1
小池真友梨 2 菊地真奈美 1 肥野沙也加 1 小口七海 2 森下綾乃 2 伊藤愛美 1 園原明日加 1

ｺｰﾄﾞ071 池上知沙 149 小口紗也加 146 伊藤香澄 143 武井冴香 135 高山花織 135 酒井香織 135 梅村美貴 130 六波羅祐里 120
走高跳 下諏訪向陽2 伊那西1 諏訪実業1 諏訪清陵1 伊那北2 高遠2 飯田女子2 伊那北1

ｺｰﾄﾞ073 高山花織 280 保科亜希 240 森田志歩 240 酒井香織 240 望月彩見 240
棒高跳 伊那北２ 伊那北1 伊那北２ 高遠２ 高遠2

ｺｰﾄﾞ073 櫻井ゆかり 474 柳田美穂 471 林瑠美 468 池上愛美 456 酒井真由 423 代田望都 411 森田志歩 405 小平麻衣 393
走幅跳 飯田風越1 -0.5 赤穂1 +1.5 下伊那農業2 0.0 上伊那農業1 0.0 赤穂2 0.0 下伊那農業2 -0.4 伊那北2 +0.7 飯田風越1 0.0

ｺｰﾄﾞ084 熊谷ゆかり 926 長窪麻実 883 小林郁恵 831 熊谷恵里 741 望月彩見 734 小林由布子 600 酒井香織 553
砲丸投 松川1 松川1 下諏訪向陽1 飯田風越1 高遠2 上伊那農業2 高遠2

ｺｰﾄﾞ088 長窪麻実 2861 今牧美幸 2498 熊谷ゆかり 2448 熊谷恵里 1905 矢沢麻央 1872 吉澤菜穂 1712 小平麻衣 1665 福澤春香 1534
円盤投 松川1 飯田2 松川1 飯田風越1 赤穂2 赤穂２ 飯田風越１ 飯田女子1

ｺｰﾄﾞ０９０ 長窪麻実 1963 熊谷ゆかり 1840 丸山恵理子 1399 森田志歩 1237 牛山美菜実 1214 宮坂幸代 1156 上條侑香 1051 保科亜希 1034
ﾊﾝﾏｰ投 松川1 松川1 伊那北1 伊那北２ 下諏訪向陽1 諏訪実業１ 下諏訪向陽２ 伊那北1

ｺｰﾄﾞ093 湯田坂友希 3093 望月彩見 2976 池上知沙 2499 熊谷恵里 2263 丸山恵理子 1921 白鳥文華 1853 牛山美菜実 1812 近藤真由 1320
やり投 下諏訪向陽2 高遠2 下諏訪向陽2 飯田風越1 伊那北1 伊那西1 下諏訪向陽1 飯田女子1

ｺｰﾄﾞ211 古松奈々子 3243 湯田坂友希 3236 林留美 2833 清水萌美 1825 関城亜弥子 1691 河野千穂 1604 近藤真由 1480
7種 諏訪清陵1 下諏訪向陽2 下伊那農業2 下伊那農業1 伊那西2 伊那北1 飯田女子1

対校得点 伊那北 118 下諏訪向陽 85 飯田風越 60 伊那弥生ヶ丘 56 下伊那農業 56 松川 44 諏訪清陵 37 飯田 35


