
 

 大会コード 14202008 

平成 26 年度 南信高等学校新人体育大会陸上競技大会 

記録集 

 
 
 

期 日 ： 平成 26 年 9 月 13 日（土）～14 日（日） 

主 催 ： (一財)長野陸上競技協会 南信高等学校体育連盟  

後 援 ： 伊那市教育委員会 上伊那陸上競技協会 

会 場 ： 伊那市陸上競技場（202030） 

審判長 ： トラック／北澤 豊治 フィールド／城田 忠承 招集所／赤羽 稔章 

記録主任： 平林 哲郎 

 

 

■ この大会で樹立された記録 

月日 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 記録 氏名 男女 所属 従来の記録 備考 

9/13 ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg) 決勝 37m17 小松  央 男 赤穂(2) 34m65 大会新 

9/14 走高跳 決勝 1m97 松澤 和也 男 諏訪実業(2) 1m96 大会新 

         

 

■グラウンドコンディション 

月  日 時  刻 天  候 風  向 風速 m/s 気温 ℃  湿度 ％ 

9 月 13 日 

9:30 晴れ 北北東 1.5 25.5 51.0 

10:00 晴れ 北東 0.5 27.0 47.0 

11:00 晴れ 東南東 1.0 27.0 43.0 

12:00 晴れ 南東 0.2 27.0 43.0 

13:00 晴れ 北東 1.2 27.5 37.0 

14:00 晴れ 東南東 0.3 26.5 36.0 

15:00 晴れ 南西 1.5 26.0 36.0 

月  日 時  刻 天  候 風  向 風速 m/s 気温 ℃ 湿度 ％ 

9 月 14 日 

9:00 晴れ 南西 0.3 25.5 52 

10:00 晴れ 北北東 0.4 25.5 49 

11:00 晴れ 北 1.5 26.0 42 

12:00 晴れ 南南東 1.7 26.0 36 

13:00 晴れ 東北東 1.5 26.5 36 

14:00 晴れ 東北東 2.0 26.5 36 

15:00 晴れ 北東 2.8 26.5 36 

 

■学校対校得点 

 

総合 1位 2位 3位 4位 5位 6 位 7位 8 位 

男子 
松川 

92 点 

伊那北 

86 点 

上伊那農業 

71 点 

諏訪二葉 

61 点 

飯田 

61 点 

赤穂 

49 点 

飯田風越 

47 点 

諏訪清陵 

44 点 

女子 
飯田風越 

90 点 

伊那弥生ヶ丘 

61 点 

飯田 

61 点 

諏訪二葉 

59 点 

伊那西 

51.5 点 

上伊那農業 

50 点 

伊那北 

49.5 点 

諏訪清陵 

45 点 



平成26年度　南信高等学校新人体育大会陸上競技大会                                
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決勝記録一覧表
(GR:大会新  ) 男  子 【競技場】202030  伊那市陸上競技場

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
09/13 男子   0.0 松下 優太(2) 10.85 山崎 久樹(2) 11.21 巻渕 優也(2) 11.27 戸田 和輝(2) 11.42 宮澤 崇(1) 11.43 松島 竜平(2) 11.50 近藤 裕哉(1) 11.56 阿部 佳介(2) 11.65

100m 松川 上伊那農 諏訪清陵 伊那北 上伊那農 飯田 松川 諏訪二葉
09/14  +1.5 松下 優太(2) 21.94 山崎 久樹(2) 22.75 戸田 和輝(2) 22.92 松島 竜平(2) 22.99 近藤 裕哉(1) 23.39 宮澤 悠斗(1) 23.46 小川 明喜男(1) 25.54 深澤 駿也(2) 27.97

200m 松川 上伊那農 伊那北 飯田 松川 辰野 伊那北 下諏訪向陽
09/13 春日 明日実(2) 50.63 伊藤 和輝(2) 52.02 中島 瑶樹(2) 52.50 阿部 佳介(2) 52.74 木下 悠也(2) 52.97 守住 望(2) 53.32 松島 竜平(2) 56.73

400m 伊那弥生ヶ丘 諏訪清陵 飯田風越 諏訪二葉 赤穂 諏訪清陵 飯田
09/14 春日 明日実(2) 2,03.53 髙坂 雄也(2) 2,05.48 小池 竜熙(2) 2,06.65 岩﨑 一徹(1) 2,08.07 塩澤 耕大(2) 2,09.60 宮田 祐杜(2) 2,10.23 古田 裕貴(2) 2,11.01 福沢 伸(2) 2,19.06

800m 伊那弥生ヶ丘 赤穂 諏訪清陵 飯田風越 飯田 下伊那農 飯田 飯田
09/13 伊藤 大生(2) 4,06.89 馬場 隆夫(1) 4,08.34 那須野 亨(2) 4,08.63 所河 北斗(2) 4,08.68 上原 雄大(1) 4,09.60 鈴木 優斗(2) 4,11.79 村山 和勇(1) 4,18.12 大月 海世(1) 4,19.44

1500m 諏訪二葉 上伊那農 伊那北 東海大三 上伊那農 諏訪二葉 飯田風越 東海大三
09/14 宮下 晴貴(2) 15,34.99 伊藤 大生(2) 15,36.46 上原 雄大(1) 15,37.58 那須野 亨(2) 15,45.47 下村 勇喜(1) 15,45.62 石倉 大輔(1) 15,48.30 鈴木 優斗(2) 15,58.02 近藤 隆博(2) 16,01.50

5000m 東海大三 諏訪二葉 上伊那農 伊那北 東海大三 伊那北 諏訪二葉 上伊那農
09/13  -0.1 荻原 勇吹(1) 16.30 唐澤 翔馬(2) 17.34 原田 巧己(2) 17.94 清水 敬太(2) 18.89 棚田 駿太(1) 19.14 藤原 渓太(1) 19.78 鈴木 哲(2) 20.33 伊藤 来夢(1) 23.52

110mH(1.067m) 諏訪二葉 上伊那農 飯田風越 諏訪二葉 松川 上伊那農 駒ヶ根工 諏訪実
09/14 中島 瑶樹(2) 58.63 丸山 凌治(1) 1,02.46 山岸 流唯(2) 1,02.80 唐澤 翔馬(2) 1,04.61 藤原 渓太(1) 1,04.94 菊地 康亮(2) 1,06.44 清水 敬太(2) 1,06.72 光沢 佑人(1) 1,08.39

400mH(0.914m) 飯田風越 伊那北 飯田OIDE長姫 上伊那農 上伊那農 上伊那農 諏訪二葉 松川
09/13 下村 勇喜(1) 9,50.20 宮下 晴貴(2) 9,54.56 滝澤 代聖(2) 9,58.46 後沢 大成(2) 10,09.28 髙坂 雄也(2) 10,11.78 熊谷 駿(2) 10,16.37 宮崎 仁(2) 10,34.65 矢澤 雄太(2) 10,35.17

3000mSC 東海大三 東海大三 東海大三 飯田 赤穂 飯田 飯田風越 伊那北
09/14 平栗 広大(2) 26,45.64 北原 類(1) 29,45.04 平澤 太一(1) 30,05.30

5000mW 松川 伊那北 松川
09/14 松澤 和也(2) 1.97 宮坂 駿吾(1) 1.92 赤羽 達也(1) 1.83 宮島 大介(1) 1.75 金子 司(2) 1.65 山岸 流唯(2) 1.65 花井 有輝(1) 1.65 松澤 貴文(2) 1.65

走高跳 諏訪実 GR 諏訪清陵 伊那北 赤穂 下諏訪向陽 飯田OIDE長姫 飯田風越 下伊那農
09/13 前田 貴滉(1) 4.45 木村 浩樹(2) 4.00 伊藤 大起(1) 3.70 伊藤 拓也(2) 3.50

棒高跳 伊那北 下諏訪向陽 下諏訪向陽 伊那弥生ヶ丘
09/13 椚谷 和久(1) 6.52(+2.7) 小池 大勝(2) 6.08(-0.3) 小林 蒼泉(1) 5.98(+0.1) 馬場 将之介(1) 5.92(+1.1) 唐澤 旺生(2) 5.91(-0.8) 有賀 正和(1) 5.90(+0.2) 竹入 聡一郎(1) 5.78(0.0) 手塚 貴郁(1) 5.77(0.0)

走幅跳 飯田 諏訪清陵 諏訪実 諏訪二葉 伊那北 伊那弥生ヶ丘 伊那北 飯田風越
09/14 椚谷 和久(1) 13.11(+2.5) 赤羽 達也(1) 12.28(+0.5) 金子 司(2) 12.16(+0.5) 手塚 貴郁(1) 12.12(+1.5) 唐澤 旺生(2) 11.91(+1.5) 白鳥 照人(1) 11.64(+0.8) 松澤 和也(2) 11.53(+0.7) 石倉 知輝(2) 11.46(+3.2)

三段跳 飯田 伊那北 下諏訪向陽 飯田風越 伊那北 赤穂 諏訪実 赤穂
09/13 小松 央(2) 11.78 山口 圭亮(2) 9.88 宮島 真吾(2) 9.85 齋藤 進次郎(2) 9.75 藤下 拳成(1) 9.22 前澤 凌(2) 9.00 原 健人(2) 8.59 牛山 一成(1) 8.46

砲丸投(6.000kg) 赤穂 飯田OIDE長姫 阿南 松川 下伊那農 高遠 飯田 松川
09/14 宮島 真吾(2) 33.58 山口 圭亮(2) 33.10 下山 剛史(1) 26.81 松倉 奎也(2) 25.22 齋藤 進次郎(2) 24.87 岡島 琢冬(2) 24.52 原 健人(2) 24.41 藤下 拳成(1) 20.96

円盤投(1.750kg) 阿南 飯田OIDE長姫 飯田OIDE長姫 阿南 松川 飯田OIDE長姫 飯田 下伊那農
09/13 小松 央(2) 37.17 齋藤 進次郎(2) 18.24 松倉 奎也(2) 18.12 佐藤 翔太(2) 13.24

ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg) 赤穂 GR 松川 阿南 松川
09/14 宮澤 研人(2) 55.84 宮島 真吾(2) 52.66 原 健人(2) 46.46 牛山 一成(1) 44.33 藤下 拳成(1) 41.72 荻原 勇吹(1) 41.29 熊谷 駿(2) 38.21 大内 健瑠(1) 35.86

やり投(0.800kg) 伊那北 阿南 飯田 松川 下伊那農 諏訪二葉 飯田 飯田
09/13 松川       43.86 上伊那農       44.36 飯田       44.39 飯田風越       45.23 下諏訪向陽       46.04 諏訪実       46.15 伊那弥生ヶ丘       46.56 飯田OIDE長姫       47.29

4×100mR 齋藤 進次郎(2) 藤原 渓太(1) 椚谷 和久(1) 中島 瑶樹(2) 金子 司(2) 丹羽 南樹(1) 有賀 正和(1) 遠山 春樹(2)
近藤 裕哉(1) 山崎 久樹(2) 松村 慶大(2) 熊谷 諒平(2) 宮坂 智史(1) 児玉 陸太郎(2) 春日 明日実(2) 秋村 フェルナンド(1)
光沢 佑人(1) 唐澤 翔馬(2) 熊谷 太生(1) 原田 巧己(2) 小平 祐貴(1) 松澤 和也(2) 葉桐 文哉(1) 山岸 流唯(2)
松下 優太(2) 宮澤 崇(1) 松島 竜平(2) 鎌倉 渉(1) 伊藤 大起(1) 小林 蒼泉(1) 伊藤 拓也(2) 小笠原 有希(2)

09/14 諏訪清陵     3,26.49 松川     3,32.83 上伊那農     3,36.67 伊那北     3,37.41 諏訪二葉     3,37.90 飯田風越     3,39.35 赤穂     3,40.72 飯田     3,47.86
4×400mR 守住 望(2) 光沢 佑人(1) 菊地 康亮(2) 宮澤 研人(2) 岩本 雄大(1) 鎌倉 渉(1) 畑佐 崚介(1) 熊谷 太生(1)

伊藤 和輝(2) 近藤 裕哉(1) 山崎 久樹(2) 小川 明喜男(1) 清水 海斗(2) 熊谷 諒平(2) 平沢 大地(2) 古田 裕貴(2)
小池 大勝(2) 塩沢 大樹(2) 唐澤 翔馬(2) 小野 拳(2) 馬場 将之介(1) 原田 巧己(2) 下井 颯太(1) 熊谷 奎亮(1)
巻渕 優也(2) 松下 優太(2) 宮澤 崇(1) 戸田 和輝(2) 阿部 佳介(2) 中島 瑶樹(2) 木下 悠也(2) 松村 慶大(2)

09/14 荻原 勇吹(1) 4711 唐木 大河(1) 3722 有賀 正和(1) 3375 篠田 治輝(1) 3359 棚田 駿太(1) 3332 葉桐 文哉(1) 3008 花井 有輝(1) 2941 齋藤 春希(1) 2906
八種競技 諏訪二葉 赤穂 伊那弥生ヶ丘 松川 松川 伊那弥生ヶ丘 飯田風越 伊那弥生ヶ丘

92 86 71 61 61 49 47 44
対校得点 松川 伊那北 上伊那農業 諏訪二葉 飯田 赤穂 飯田風越 諏訪清陵
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決勝記録一覧表
女  子 【競技場】202030  伊那市陸上競技場

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
09/13 女子  -0.3 西村 千明(2) 12.78 伯耆原 由花(2) 12.83 上原 千夏(1) 13.04 菅沼 真洸(2) 13.21 中山 美奈(2) 13.23 家苗 蒔(2) 13.43 樋口 由葵(2) 13.51 橋爪 郁未(2) 13.56

100m 伊那北 伊那西 松川 飯田風越 伊那弥生ヶ丘 松川 伊那弥生ヶ丘 伊那弥生ヶ丘
09/14  +1.6 関島 友里佳(2) 25.90 森本 紀乃(2) 26.11 伯耆原 由花(2) 26.36 上原 千夏(1) 26.69 髙木 聡美(2) 26.78 菅沼 真洸(2) 26.93 樋口 由葵(2) 27.53 家苗 蒔(2) 27.60

200m 飯田風越 諏訪二葉 伊那西 松川 下諏訪向陽 飯田風越 伊那弥生ヶ丘 松川
09/13 関島 友里佳(2) 58.94 森本 紀乃(2) 59.79 梅垣 琴音(2) 1,00.68 中山 美奈(2) 1,01.47 髙木 聡美(2) 1,01.66 伯耆原 由花(2) 1,04.10 菅沼 真洸(2) 1,04.64 吉川 夏鈴(2) 1,06.71

400m 飯田風越 諏訪二葉 諏訪清陵 伊那弥生ヶ丘 下諏訪向陽 伊那西 飯田風越 飯田風越
09/14 永山 実来(1) 2,26.41 武井 優奈(2) 2,29.58 小塩 早紀(2) 2,30.15 長谷川 美波(2) 2,31.58 寺島 菜穂(2) 2,32.99 上原 舞(1) 2,33.27 堀内 智加(1) 2,34.72 市沢 日菜(2) 2,35.27

800m 飯田 伊那北 伊那弥生ヶ丘 飯田 諏訪清陵 諏訪清陵 赤穂 飯田
09/13 竹内 優花(1) 4,39.69 竹村 瑞香(1) 4,57.02 永山 実来(1) 5,00.08 井尻 茉莉香(2) 5,01.20 原 明香里(2) 5,01.50 田中 杏子(1) 5,01.58 高橋 未来(1) 5,01.60 神戸 麻衣(2) 5,01.64

1500m 東海大三 東海大三 飯田 諏訪二葉 松川 諏訪二葉 上伊那農 諏訪二葉
09/14 竹内 優花(1) 9,58.70 竹村 瑞香(1) 10,47.86 井尻 茉莉香(2) 10,48.17 高橋 未来(1) 10,49.07 神戸 麻衣(2) 10,55.87 原 明香里(2) 11,04.82 田中 杏子(1) 11,11.90 松村 彩乃(1) 11,25.16

3000m 東海大三 東海大三 諏訪二葉 上伊那農 諏訪二葉 松川 諏訪二葉 飯田
09/13   0.0 前田 花奈(1) 16.02 中村 日菜子(2) 16.92 池田 好(1) 17.85 三澤 葵(1) 18.14 樋屋 彩(1) 18.28 唐澤 遥南(2) 18.64 池上 真琴(1) 18.80 唐澤 季里(1) 19.70

100mH(0.838m) 伊那弥生ヶ丘 諏訪清陵 諏訪実 飯田 伊那北 伊那西 伊那西 諏訪清陵
09/14 森本 紀乃(2) 1,07.62 三浦 遥果(2) 1,11.86 長谷川 未来(1) 1,13.55 久保村 玲衣(2) 1,15.04 樋屋 彩(1) 1,15.46 井口 結花(2) 1,15.61 中村 日菜子(2) 1,17.04 稲垣 汐里(2) 1,21.27

400mH(0.762m) 諏訪二葉 飯田 赤穂 伊那弥生ヶ丘 伊那北 飯田 諏訪清陵 飯田風越
09/14 伊奈川 紗映(2) 32,01.90

5000mW 飯田女子
09/13 上澤 美波(2) 1.49 唐澤 遥南(2) 伊那西 1.46 村松 明日見(1) 1.40 樋口 朊香(1) 1.40 市沢 日菜(2) 1.35 渡邉 友香(1) 赤穂 1.25

走高跳 飯田風越 鈴木 みのり(1) 伊那北 飯田 岡谷東 飯田 酒井 茜(1) 赤穂
09/13 加賀見 麻里(1) 2.70 田中 真彩(1) 2.70 井口 結花(2) 2.70 宮崎 希(2) 2.60 両角 茜音(2) 2.50

棒高跳 下諏訪向陽 伊那北 飯田 伊那弥生ヶ丘 諏訪清陵
09/14 西村 千明(2) 5.46(+1.5) 長澤 妙(1) 5.13(+0.9) 酒井 珠良(2) 4.94(+1.1) 髙見 李那(1) 4.60(+1.8) 宮崎 真衣奈(1)4.54(+2.0) 関 理帆(1) 4.44(+1.8) 小林 にじほ(2)4.43(+0.3) 守屋 綺乃(1) 4.36(+0.6)

走幅跳 伊那北 諏訪清陵 上伊那農 諏訪二葉 飯田風越 赤穂 伊那西 伊那西
09/14 細井 友香(1) 9.45 竹入 愛彩美(2) 8.15 堀内 美佳(2) 7.43 有賀 渚(2) 7.07 宮崎 真衣奈(1) 6.88 北原 遥香(1) 6.49

砲丸投(4.000kg) 伊那西 上伊那農 伊那弥生ヶ丘 岡谷東 飯田風越 上伊那農
09/13 竹入 愛彩美(2) 32.03 細井 友香(1) 26.06 桑澤 瑛江(2) 22.39 上澤 美波(2) 21.50 吉川 夏鈴(2) 19.37 堀内 美佳(2) 17.16 稲垣 汐里(2) 13.85 外間 久美子(2) 6.86

円盤投(1.000kg) 上伊那農 伊那西 辰野 飯田風越 飯田風越 伊那弥生ヶ丘 飯田風越 高遠
09/13 稲垣 汐里(2) 31.80 有賀 渚(2) 31.21 佐々木 彩(2) 27.34 細井 友香(1) 24.03 滝澤 奈苗(1) 22.63 赤羽 香子(2) 21.93 桜井 菜緒(1) 19.06 蟹澤 紗希(2) 18.37

やり投(0.600kg) 飯田風越 岡谷東 赤穂 伊那西 岡谷東 辰野 飯田風越 赤穂
09/13 飯田風越       51.33 諏訪二葉       51.90 上伊那農       52.12 諏訪清陵       52.27 伊那北       52.34 飯田       52.53 下諏訪向陽       53.42 伊那西       54.83

4×100mR 稲垣 汐里(2) 廣瀬 澄玲(1) 竹入 愛彩美(2) 中村 日菜子(2) 樋屋 彩(1) 三浦 遥果(2) 加賀見 麻里(1) 伯耆原 由花(2)
関島 友里佳(2) 森本 紀乃(2) 酒井 珠良(2) 梅垣 琴音(2) 鈴木 みのり(1) 井口 結花(2) 髙木 聡美(2) 池上 真琴(1)
菅沼 真洸(2) 深渡 由季(1) 菅沼 菜摘(2) 唐澤 季里(1) 河野 恵理子(1) 三澤 葵(1) 柘植 みなみ(2) 唐澤 遥南(2)
上澤 美波(2) 髙見 李那(1) 向山 ひより(2) 山田 花菜(1) 西村 千明(2) 村松 明日見(1) 宮本 菜央(1) 三澤 結衣(1)

09/14 飯田風越     4,08.49 伊那弥生ヶ丘     4,11.25 諏訪清陵     4,13.41 上伊那農     4,16.88 諏訪二葉     4,20.66 下諏訪向陽     4,23.65 飯田     4,24.23 伊那北     4,25.38
4×400mR 吉川 夏鈴(2) 中山 美奈(2) 山田 花菜(1) 酒井 珠良(2) 廣瀬 澄玲(1) 柘植 みなみ(2) 三澤 葵(1) 樋屋 彩(1)

菅沼 真洸(2) 久保村 玲衣(2) 長澤 妙(1) 菅沼 菜摘(2) 髙見 李那(1) 髙木 聡美(2) 長谷川 美波(2) 垣内 夕(2)
稲垣 汐里(2) 樋口 由葵(2) 中村 日菜子(2) 柏原 千夏(1) 深渡 由季(1) 宮本 菜央(1) 市沢 日菜(2) 河野 恵理子(1)
関島 友里佳(2) 橋爪 郁未(2) 梅垣 琴音(2) 向山 ひより(2) 森本 紀乃(2) 加賀見 麻里(1) 井口 結花(2) 西村 千明(2)

09/14 向山 ひより(2) 3826 前田 花奈(1) 3402 三浦 遥果(2) 3301 宮崎 真衣奈(1) 2766 吉川 夏鈴(2) 2715
七種競技 上伊那農 伊那弥生ヶ丘 飯田 飯田風越 飯田風越

90 61 61 59 51.5 50 49.5 45
対校得点 飯田風越 伊那弥生ヶ丘 飯田 諏訪二葉 伊那西 上伊那農業 伊那北 諏訪清陵



P

期日：平成26年9月13日(土曜)～平成26年9月14日(日曜) 審判長

陸協名　　長野
ｺｰﾄﾞ 2 0 1 4 2 0 2 0 0 8

記録主任

主催団体名
2 0 2 0 3 0

記録員

1 1 1 1 1 1 1 1 1

（陸連No.15）

注１： 左の欄は記録、右の欄の上は得点、下は合計得点、風向・風速を必要とする種目には必ず追・向の別と風速を記録欄に記入のこと。 風向・風速を必要とする競技で＋4.0ｍを超えた場合、または平均が＋2.0ｍを超えた場合は、セカ
注2：(生年)は生まれた年(西暦)の下２桁を記入する。例)1989年生まれ→(89) ンド記録（＋4.0以下）で平均すると＋2.1m以下のものがあればそれを付記して下さい。
注３：学年は中高一貫校及びクラブチームの場合、高校生はＨ1~3(High school)、中学生はJ1~3(Junior high school)で記入する。

順　　位 1 2 3 4 5

3,332 3,008 2,941 2,906 2,678

6 7 8 9

2,906 2,678

総　得　点 4,711 3,722 3,375 3,359

3,3321,572 3,722

4.41.73 669 5.59.41 267

3,375 3,359

599

3,008 2,941

512 5.41.68 344 4.45.26 648 4.53.21
１５００ｍ

5.03.07 542 5.07.60 517 4.52.69 603 5.08.49

2,342 2,237 2,4112,847 2,988 2,360

1.5 389

1,030 3,205 2,772

1.30 250 1.65 504 1.45 3521.5 389 1.7 544 1.65 504

1,885 2,022

走高跳
1.70 544 1.6 464

2,484 2,110 1,838486 2,741 2,383 2,303

0 17.29 125 35.26 374309 32.65 337 21.07 176 記録無
やり投

43.02 486 20.97 174 31.02 314 30.67

1.2 1,838 1.2 1,760 1.2 1,6481.2 1,994 1.2 2,147 1.2 1,934

22.91 156

1.2 1.2 2,567 1.2 2,069

23.29 136 20.06 344 21.82 22024.10 98 22.44 182 19.07 426
第

２

日

種

目

１１０ｍＨ
16.70 656 19.57 384

6 5 8 7 9

1,798 1,494 1,540 1,492

順　　位 1 2 3 4

第　１　日
得　点　計

2,483 2,183 1,971 1,812 1,721

3,332 3,008 2,941 2,906 2,678

1,540 1,492

第　2　日
得　点　計

1,572 3,722 3,375 3,359

1,721 1,798 1,4942,483 2,183 1,971 1,812

421 56.24 550 67.20 201487 61.40 367 54.33 626 59.77
４００ｍ

53.54 659 54.78 608 56.46 541 57.90

1,073 990 1,2911,325 1,354 1,172

8.55 399

1,824 1,575 1,430

6.57 282 6.50 278 4.59 1686.56 281 6.89 301 6.91 302

822 0.6 892

砲丸投
10.56 519 8.81 414

1,052 1.1 890 1.9 795 1.51.9 1,305 0.9 1,161 -0.1 1,149 2.2 1,024 0.4

356 4.85 354 4.97 377435 5.33 447 4.41 274 4.86
走幅跳

5.79 542 5.59 500 5.82 548 5.27

2.1 1.5 2.12.1 1.5 1.5

12.73 515

1.5 2.1 2.1

12.18 616 13.17 439 13.00 46812.26 601 12.32 589 12.24 605

飯田風越 伊那弥生ヶ丘 飯田

第

１

日

種

目

１００ｍ
11.45 763 11.95 661

齊藤　春希 大内　健瑠

都道府県・所属・学年 諏訪二葉 赤穂 伊那弥生ヶ丘 松川 松川 伊那弥生ヶ丘

561

競技者名（生年） 荻原　勇吹 唐木　大河 有賀　正和 篠田　治輝 棚田　駿太 葉桐　文哉 花井　有輝

松 澤 望 美

ナンバー 131 491 448 556 547 447 604 449

南信高等学校体育連盟 長野陸上競技協会

混 成 競 技 記 録 得 点 表 （ 男 ・ 女 ）

種 目 八種競技 城 田 忠 承

競 技 会 名 平成26年度南信高等学校新人体育大会陸上競技大会 平 林 哲 郎

競 技 場 名 伊那市陸上競技場



P

期日：平成26年9月13日(土曜)～平成26年9月14日(日曜) 審判長

陸協名　　長野
ｺｰﾄﾞ 2 0 1 4 2 0 2 0 0 8

記録主任

主催団体名
2 0 2 0 3 0

記録員

2 2 １ １ 2

（陸連No.15）

注１： 左の欄は記録、右の欄の上は得点、下は合計得点、風向・風速を必要とする種目には必ず追・向の別と風速を記録欄に記入のこと。 風向・風速を必要とする競技で＋4.0ｍを超えた場合、または平均が＋2.0ｍを超えた場合は、セカ
注2：(生年)は生まれた年(西暦)の下２桁を記入する。例)1989年生まれ→(89) ンド記録（＋4.0以下）で平均すると＋2.1m以下のものがあればそれを付記して下さい。
注３：学年は中高一貫校及びクラブチームの場合、高校生はＨ1~3(High school)、中学生はJ1~3(Junior high school)で記入する。

3

3,301 3,301 3,301 3,301

3 3 3 33 3順　　位 3 3 3

総　得　点 3,301 3,301 3,301 3,301 3,301 3,301

第　2　日
得　点　計

1,456 1,585 1,221 1,189 1,201

1,189 1,2011,585

2.47.10 494 2.40.50 567 2.48.42 480
８００ｍ

2.35.51 625 2.38.39 591

721

1,2211,456

831 994 727 622

211 21.40 315309 15.76
やり投

24.09 365 26.78 416 21.07

1.9

4.43 411 4.41 406

1.0 1.1 0.70.9

4.46 4185.07 578
第

２

日

種

目

走幅跳
4.65 466

順　　位 3 1 4 2 5

第　１　日
得　点　計

1,845 2,241 1,545 2,213 1,514

-0.7 1,845 -0.7 2,241 -0.7 2,213 -0.7 1,514-0.7 1,545

29.54 51527.90 639
２００ｍ

29.31 531 28.18 617 29.67 505

1,574 9991,314 1,624 1,040

324
砲丸投

7.32 356 8.24 315 7.21 348 6.82415 6.68

6751,226958 1,209 725

1.43 544 1.35 460
走高跳

1.30 409 1.43 544 1.25 359

0.1 0.10.1 0.1 0.1

215665 19.27 366 16.27 682 21.13

都道府県・所属・学年 飯田 上伊那農 飯田風越 伊那弥生ヶ丘 飯田風越

吉川　夏鈴

第

１

日

種

目

１００ｍＨ
17.43 549 16.41

競技者名（生年） 三浦　遥果 向山　ひより 宮崎　真衣奈 前田　花奈

ナンバー 409 236 467

混 成 競 技 記 録 得 点 表 （ 男 ・ 女 ）

種 目 七種競技

南信高等学校体育連盟 長野陸上競技協会 競 技 場 名 伊那市陸上競技場

城 田 忠 承

競 技 会 名 平成26年度南信高等学校新人体育大会陸上競技大会 平 林 哲 郎

296 463

松 澤 望 美
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