
南信高等学校体育大会陸上競技 平成１６年５月１４～１６日　伊那市総合運動場陸上競技場
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 -3.0 両角俊亮 1151 小林俊資 1170 大蔵慎也 1171 小西志郎 1174 田畑陽輔 1212 勝野裕太 1217 吉川　卓 1217 佐藤友哉 1222
１００ｍ 諏訪清陵2 下諏訪向陽2 飯田長姫2 下諏訪向陽1 上伊那農業3 下伊那農業3 赤穂2 諏訪清陵3

ｺｰﾄﾞ003 -1.4 宮坂崇宏 2323 小西志郎 2373 両角俊亮 2407 中村哲也 2417 大蔵慎也 2445 久保田真矢 2446 平出拓也 2451 桐越勇樹 2458
２００ｍ 東海大三3 下諏訪向陽1 諏訪清陵2 伊那北3 飯田長姫2 飯田風越2 諏訪二葉3 東海大三2

ｺｰﾄﾞ005 宮坂崇宏 5135 中村哲也 5260 宮坂晃弘 5355 中田智好 5486 富澤綾太 551 宮下朋之 5517 遠山弘敏 5584 林　慎也 5641
４００ｍ 東海大三3 伊那北3 東海大三2 岡谷工業2 諏訪清陵3 飯田2 下伊那農業3 阿南2

ｺｰﾄﾞ006 高橋涼輔 20295 加藤真彰 20497 北原裕一 20596 熊谷　裕 20736 中西洸司 20766 柳澤夏樹 20806 中田智好 20819 吉澤篤実 21116
８００ｍ 東海大三2 伊那北2 伊那北2 下伊那農業3 伊那北3 東海大三1 岡谷工業2 下諏訪向陽2

ｺｰﾄﾞ008 松下　健 41149 中塚陵太 41351 高橋涼輔 41402 今井達訓 41628 原　拓実 41660 伊藤洸介 41690 加藤真彰 41779 清水勝大 41866
１５００ｍ 阿南3 上伊那農業2 東海大三2 東海大三3 飯田3 伊那北2 伊那北2 下諏訪向陽3

ｺｰﾄﾞ011 松下　健 154240 伊藤洸介 154592 原　拓実 154717 中塚陵太 160166 増澤真吾 161400 今井達訓 161400 清水勝大 162785 柴　勇一郎 163640
５０００ｍ 阿南3 伊那北3 飯田3 上伊那農業2 伊那北3 東海大三3 下諏訪向陽3 上伊那農業2

ｺｰﾄﾞ034 +4.7 勝野雅大 1562 平沢朋之 1577 平出拓也 1610 長谷川　嵩 1648 加納淳起 1699 宮脇大輔 1716 黒沢　淳 1762 鈴木友結 1794
１１０ｍH 東海大三2 東海大三3 諏訪二葉3 岡谷南2 伊那北3 飯田3 伊那北2 上伊那農業2

ｺｰﾄﾞ036 勝野雅大 5565 中村哲也 5770 加納淳起 5924 黒沢　淳 6005 宮坂晃弘 6046 竹内一弘 6048 牧野穂高 6049 長谷川　嵩 6111
４００ｍH 東海大三2 伊那北3 伊那北3 伊那北2 東海大三2 下伊那農業3 飯田3 岡谷南2

ｺｰﾄﾞ053 松下　健 93544 柴　勇一郎 100456 原　拓実 100513 増澤真吾 101079 茅原由昭 101991 野竹勇貴 102250 細川貴正 102563 大久保将弘 102745
３０００ｍSC 阿南3 上伊那農業2 飯田3 伊那北3 上伊那農業3 下伊那農業1 下諏訪向陽2 上伊那農業2

ｺｰﾄﾞ061 鈴木允人 241878 北澤智志 250821 春日雅之 255210 玉垣政博 263193 田中友紀 263310 宮下政寛 281698 矢島朋幸 292061 桜井友了 293424
５０００ｍＷ 松川3 松川2 伊那北2 伊那北2 飯田2 東海大三2 東海大三1 飯田1

ｺｰﾄﾞ601 東海大三 4356 諏訪清陵 4492 下諏訪向陽 4564 下伊那農業 4582 伊那弥生ヶ丘 4586 伊那北 4632 赤穂 4670 飯田風越 4683
4×１００ｍＲ 平沢朋之3 立石啓介2 牛山翔太2 遠山弘敏3 北原涼平1 小口貴晃2 中平章博2 北沢篤志1

三浦孝太3 佐藤友哉3 小西志郎1 熊谷　裕3 岩波智徳3 加納淳起3 吉川　卓2 武田岳士1
宮坂崇宏3 富澤綾太3 渡辺　亮3 片桐秀美3 小原大知2 春日昂希2 下平裕介1 北沢陽平3
新村　守3 両角俊亮2 小林俊資2 勝野裕太3 唐澤公平3 中村哲也3 山崎翔平1 久保田真矢2

ｺｰﾄﾞ603 東海大三 33018 下諏訪向陽 33587 諏訪清陵 33608 伊那北 33679 飯田 34217 下伊那農業 34366 岡谷工業 35556 伊那弥生ヶ丘 35642
４×４００ｍＲ 勝野雅大2 牛山翔太2 佐藤友哉3 中村哲也3 宮下朋之2 勝野裕太3 中田智好2 牛山慶一3

宮坂晃弘2 清水勝大3 立石啓介2 加藤真彰2 牧野穂高3 竹内一弘3 三浦義季2 林優2
高橋涼輔2 溝口秀行3 兼山拓也2 黒沢　淳2 原　拓実3 熊谷　裕3 早出隆洋2 岩波智徳3
宮坂崇宏3 小林俊資2 両角俊亮2 加納淳起3 宮脇大輔3 遠山弘敏3 高山竜也2 木下淳平3

ｺｰﾄﾞ071 平沢朋之 190 鎌倉幸司 185 宮下亮介 180 米山祐也 170 勝野裕太 170 池田将大 170 宮沢宗一郎 165 早出隆洋 165
走高跳 東海大三3 下諏訪向陽2 諏訪二葉3 飯田風越1 下伊那農業3 下諏訪向陽2 下諏訪向陽2 岡谷工業2

ｺｰﾄﾞ072 伊藤智廣 420 北澤京祐 410 高山竜也 340 丸山拓実 320 征矢　悠 280 小口貴晃 280 小林　潤 260 城倉俊也 260
棒高跳 高遠3 伊那北3 岡谷工業2 高遠1 伊那北2 伊那北2 下伊那農業1 高遠2

ｺｰﾄﾞ073 新村　守 675 三浦孝太 670 池上順也 642 宮脇大輔 626 小池宜嗣 609 鎌倉幸司 592 大和圭介 578 早出隆洋 577
走幅跳 東海大三3 +3.5 東海大三3 +3.6 東海大三1 +4.2 飯田3 +4.1 下伊那農業2 +7.8 下諏訪向陽2 +3.8 岡谷工業3 +3.4 岡谷工業2 +4.9

ｺｰﾄﾞ074 新村　守 1284 三浦孝太 1274 小池宜嗣 1191 加納淳起 1169 竹内一弘 1128 鈴木友結 1115 征矢悠 1088 兼山拓也 1081
三段跳 東海大三3 +5.0 東海大三3 +3.9 下伊那農業2 +2.4 伊那北3 +3.1 下伊那農業3 +2.8 上伊那農業2 +2.9 伊那北2 +2.7 諏訪清陵2 +6.1

ｺｰﾄﾞ082 吉澤年男 1187 坂下大輔 1115 阿部洋己 1093 高坂竜也 1070 中塚　充 1069 山本兼佑 1058 片桐秀美 1005 渡辺　亮 999
砲丸投 岡谷南3 赤穂3 富士見3 上伊那農業3 伊那弥生ヶ丘3 赤穂3 下伊那農業3 下諏訪向陽3

ｺｰﾄﾞ087 溝口秀行 3279 高坂竜也 3203 渡辺　亮 3113 山本兼佑 2901 片桐秀美 2853 中塚　充 2849 吉澤年男 2760 吉沢裕司 2727
円盤投 下諏訪向陽3 上伊那農業3 下諏訪向陽3 赤穂3 下伊那農業3 伊那弥生ヶ丘 岡谷南3 飯田工業3

ｺｰﾄﾞ090 渡辺　亮 3926 中塚　充 2543 吉澤年男 1903 溝口秀行 1588 金井悠二 1383 金原健太 1268 宮下大夢 945 小口貴晃 863
ﾊﾝﾏｰ投 下諏訪向陽3 伊那弥生ヶ丘3 岡谷南3 下諏訪向陽3 伊那北2 下伊那農業1 伊那北2 伊那北2

ｺｰﾄﾞ092 小林総一郎 4872 高橋広大 4605 牛山慶一 4247 北沢陽平 4102 藤森俊二 4063 金田圭司 4057 熊谷貴史 4037 高坂竜也 3916
やり投 岡谷工業3 岡谷南2 伊那弥生ヶ丘3 飯田風越3 岡谷工業3 飯田風越2 下伊那農業3 上伊那農業3

ｺｰﾄﾞ210 宮脇大輔 4620 勝野裕太 4515 長田勇人 3804 小池宜嗣 3635 石川文月 3200 松崎孝紀 2086 倉田直典 1974
8種競技 飯田3 下伊那農業3 岡谷南3 下伊那農業2 伊那北1 伊那北1 伊那北1

対校得点 東海大第三 140 伊那北 130 下諏訪向陽 31 下伊那農業 67 飯田 46 上伊那農業 46 岡谷南 35 諏訪清陵 33



南信高等学校体育大会陸上競技 平成１６年５月１４～１６日　伊那市総合運動場陸上競技場
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 -5.5 榊山恵乃 1361 櫻井ゆかり 1369 吉澤菜穂 1389 伊ヶ崎文香 1392 関　郁恵 1399 今井佑香 1401 菊地真奈美 1410 矢沢麻央 1416
１００ｍ 飯田風越2 飯田風越1 赤穂2 下諏訪向陽3 諏訪清陵2 岡谷南3 伊那弥生ヶ丘1 赤穂2

ｺｰﾄﾞ003 -1.6 榊山恵乃 2757 今井佑香 2795 市川ゆう 2816 伊ヶ崎文香 2823 小池真友梨 2826 関　冴佳 2852 菊地真奈美 2877 林　由華 2972
２００ｍ 飯田風越2 岡谷南3 伊那北1 下諏訪向陽3 下諏訪向陽2 下伊那農業3 伊那弥生ヶ丘1 岡谷南2

ｺｰﾄﾞ005 伊ヶ崎文香 6252 小池真友梨 6439 関　冴佳 6602 肥野沙也加 6705 木下庸示 6780 林　由華 6898 市川ゆう 6957 馬場　梓 7326
４００ｍ 下諏訪向陽3 下諏訪向陽2 下伊那農業3 伊那北1 阿南2 岡谷南2 伊那北1 伊那北3

ｺｰﾄﾞ006 大沼香織 22717 小口七海 23142 福與有紀 23310 北原美樹 23603 片桐幸那 23641 高橋　悠 23760 浦野志織 24501 宮下史絵 24740
８００ｍ 伊那北1 諏訪清陵2 飯田2 飯田3 下伊那農業2 下諏訪向陽3 伊那西2 伊那弥生ヶ丘2

ｺｰﾄﾞ008 大沼香織 50176 北原美樹 50880 片桐幸那 50933 角屋有希 51437 高橋　悠 51594 牛山小百合 51606 小口七海 52672 那須野美咲 52986
１５００ｍ 伊那北1 飯田3 下伊那農業2 東海大三1 下諏訪向陽3 諏訪清陵3 諏訪清陵2 上伊那農業2

ｺｰﾄﾞ010 大沼香織 104336 角屋有希 110009 北原美樹 111029 片桐幸那 111675 福與有紀 112145 安澤菜美 113286 那須野美咲 113741 牛山小百合 113986
３０００ｍ 伊那北1 東海大三1 飯田3 下伊那農業2 飯田2 諏訪実業2 上伊那農業2 諏訪清陵3

ｺｰﾄﾞ044 +4.5 小池由麻 1593 宮嶋弥生 1638 早川蕗子 1689 宮澤美花 1699 松下真弓 1711 日岐真理子 1813 春日優美 1832 武井冴香 1969
1００mH 下諏訪向陽2 東海大三3 諏訪清陵3 飯田女子3 飯田女子3 岡谷南3 伊那弥生ヶ丘2 諏訪清陵1

ｺｰﾄﾞ045 宮嶋弥生 6731 小池由麻 7160 早川蕗子 7215 馬場　梓 7573 星野えりか 7662 鎌倉志穂美 7831 伊藤香澄 7904 春日優美 8215
４００ｍＨ 東海大三3 下諏訪向陽2 諏訪清陵3 伊那北3 下諏訪向陽3 下伊那農業3 諏訪実業1 伊那弥生ヶ丘2

藤澤亜矢 161121 木村香織 171226 木下裕美子 211310 園原明日加 220376 井沢里紗 233564
３０００ｍＷ 伊那西3 東海大三2 飯田女子3 飯田女子1 伊那西1

ｺｰﾄﾞ601 飯田風越 5102 下諏訪向陽 5210 赤穂 5289 諏訪清陵 5309 伊那弥生ヶ丘 5316 伊那北 5341 下伊那農業 5445 岡谷南 5509
4×１００ｍＲ 櫻井ゆかり1 伊ヶ崎文香3 酒井真由2 関　郁恵2 北原瑞季1 高山花織2 鎌倉志穂美3 今井佑香3

榊山恵乃2 小池由麻2 矢沢麻央2 田口はるか3 仲田千秋1 市川ゆう1 森下綾乃2 日岐真理子3
濱島美幸3 湯田坂友希2 伊藤千明3 武井冴香1 春日優美2 森田志歩2 林　瑠美2 林　由華2
矢島莉絵1 小池真友梨2 吉沢菜穂2 早川蕗子3 菊地真奈美1 馬場　梓3 関　冴佳3 一ノ瀬　渚3

ｺｰﾄﾞ603 下諏訪向陽 42044 諏訪清陵 42690 下伊那農業 43249 伊那北 43525 東海大三 43797 伊那西 44449 伊那弥生ヶ丘 44660 諏訪実業 50200
4×４００ｍＲ 小池由麻2 関　郁恵2 鎌倉志穂美3 馬場　梓3 宮嶋弥生3 関城亜弥子2 氣賀澤穂那美2 伊藤香澄1

小池真友梨2 小口七海2 片桐幸那2 市川ゆう1 小松由佳1 浦野志織2 春日優美2 山田梨恵子2
湯田坂友希2 田口はるか3 森下綾乃2 肥野沙也加1 木村香織2 山岸登美枝2 宮下史絵2 安澤菜美2
伊ヶ崎文香3 早川蕗子3 関　冴佳3 大沼香織1 角屋有希1 伊藤愛美2 飯澤美佳3 宮坂幸代1

ｺｰﾄﾞ071 小口紗也加 145 池上知沙 140 皆浦由佳 130 安藤香織 130 酒井香織 130 高山花織 125 決定戦　128
走高跳 伊那西1 下諏訪向陽2 飯田女子1 飯田3 高遠2 伊那北2 県大会出場

伊藤香澄 130 松下真弓 130 武井冴香 125
諏訪実業1 飯田女子3 諏訪清陵1

ｺｰﾄﾞ072 高山花織 260 望月彩見 240 酒井香織 220
棒高跳 伊那北2 高遠2 高遠2

森田志歩 240 中塚実里 220
伊那北2 伊那西3
小松麻衣 240
高遠3

ｺｰﾄﾞ073 矢島莉絵 563 宮嶋弥生 529 勝岡さゆり 474 林　瑠美 472 柳田美穂 471 田口はるか 464 六波羅祐里 461 酒井真由 454
走幅跳 飯田風越1 +5.4 東海大三3 +2.6 飯田風越3 +3.2 下伊那農業2 +2.5 赤穂1 +3.2 諏訪清陵3 +1.1 伊那北1 +4.5 赤穂2 +3.4

ｺｰﾄﾞ084 片桐麻衣子 893 熊谷ゆかり 878 小林郁恵 782 小田切恵美 772 伊藤千明 759 森下結希乃 724 熊谷恵里 700 熊谷つかさ 689
砲丸投 飯田風越3 松川1 下諏訪向陽1 岡谷工業3 赤穂3 茅野3 飯田風越1 飯田女子3

ｺｰﾄﾞ088 片桐麻衣子 2991 長窪麻実 2478 菊池美沙 2303 今牧美幸 2270 森下結希乃 2072 星野　舞 1779 矢沢麻央 1702 伊藤千明 1688
円盤投 飯田風越3 松川1 諏訪実業3 飯田2 茅野3 茅野3 赤穂2 赤穂3

ｺｰﾄﾞ091 熊谷ゆかり 2057 長窪麻実 1696 菊池美沙 1498
ﾊﾝﾏｰ投 松川1 松川1 諏訪実業3

ｺｰﾄﾞ093 小田切恵美 3567 宮澤美花 3402 湯田坂友希 3274 伊藤千明 3228 片桐麻衣子 3123 菊池美沙 2673 勝岡さゆり 2421 星野えりか 2301
やり投 岡谷工業3 飯田女子3 下諏訪向陽2 赤穂3 飯田風越3 諏訪実業3 飯田風越3 下諏訪向陽3

ｺｰﾄﾞ211 古松奈々子 3201 宮澤美花 2991 湯田坂友希 2943 林　瑠美 2556 松下真弓 2489 星野えりか 2466
7種 諏訪清陵1 飯田女子3 下諏訪向陽2 下伊那農業2 飯田女子3 下諏訪向陽3

対校得点 下諏訪向陽 99 飯田風越 69 伊那北 675 諏訪清陵 535 飯田女子 475 東海大第三 45 下伊那農業 45 飯田 375


