
平成1５年度 樹立された記録

第133回 東信高等学校体育大会 種目 氏名 所属 記録 従来の記録

ｺｰﾄﾞ　0320503 男子5000m 大会新 上野裕一郎 佐久長聖 3 14'34"2 15'04'3
男子砲丸投 大会新 安川　太朗 岩村田 3 14m58 14m44
女子400mH 大会新 関　　優希 丸子実業 3 66"8 68"2

陸上競技 田川　敬子2
伊藤　夕希1

期日：平成15年5月16日（金）17日（土）18日（日） 伊藤　瑞季2
関　　優希3

場所：上田市営陸上競技場 女子やり投 大会新 前所　友佳 丸子実業 1 40m15 38m15
ｺｰﾄﾞ 203010 女子やり投 大会新 山之上ちさと 蓼科 2 38m86 38m15

グラウンドコンディション
5月16日（金）
時刻 天候 気温 風向 風速 湿度
11:00 晴 21℃ 北西 2.7 65%
12:00 晴 23℃ 西 1.7 59%
13:00 晴 24℃ 北西 3.0 53%
14:00 晴 25℃ 北西 3.0 60%
15:00 晴 23℃ 西 3.1 59%
16:00 晴 22℃ 西 4.0 58%

5月17日（土）
9:00 くもり 16℃ 無 0.0 69%
10:00 晴 18℃ 北西 0.2 61%
11:00 晴 20℃ 無 0.0 56%
12:00 くもり 21℃ 無 0.0 57%
13:00 晴 22℃ 南東 2.7 57%
14:00 晴 22℃ 南東 3.0 58%

5月18日（日）
●主催：東信高等学校体育連盟 9:00 くもり 18℃ 西南西 0.8 71%

上田市・上田市教育委員会・上田市体育協会 10:00 晴 20℃ 南西 0.2 64%
小諸市・小諸市教育委員会・小諸市体育協会 11:00 くもり 23℃ 南南東 2.4 59%
佐久市・佐久市教育委員会・佐久市体育協会 12:00 くもり 23℃ 南南西 0.4 52%

●主管：東信高等学校体育連盟 13:00 くもり 25℃ 南東 1.5 46%
14:00 くもり 26℃ 東 2.2 42%

4'19"2女子4×400mR 大会新 丸子実業 4'17"2



第133回　東信高等学校体育大会 ｺｰﾄﾞ　0320503 場所：上田市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ　203010 期日：平成15年5月16日（金）17日（土）18日（日）
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 +2.1 田中　太二 11.3 上原　大輝 11.4 岩下　純 11.7 宮原　　勉 11.7 松木　孝紀 11.8 小林　秀貴 11.8 沓掛　大樹 竹村　光博
１００ｍ 佐久長聖2 岩村田3 上田3 上田東2 佐久長聖1 野沢南2 上田3 上田西3

ｺｰﾄﾞ003 +0.8 上原　大輝 22.8 田中　太二 23.1 小林　裕志 23.4 飯島　勝也 24.1 黒岩　智也 24.2 清水　通博 24.4 渡辺　　俊 松木　孝紀
２００ｍ 岩村田3 佐久長聖2 岩村田2 上田東3 佐久長聖1 望月2 野沢北3 佐久長聖1

ｺｰﾄﾞ005 臼田　大輝 51.3 上原　大輝 52.2 小林　裕志 53.8 黒沢　洋二 54.5 勝間田直紀 54.5 飯島　勝也 54.9 吉田　幹弘 青井　春輝
４００ｍ 野沢北3 岩村田3 岩村田2 野沢南2 臼田3 上田東3 佐久長聖1 野沢北2

ｺｰﾄﾞ006 荻原　　威 2.04.3 都甲　　渓 2.04.9 生方　俊充 2.05.8 小林　達生 2.07.2 北沢　正親 2.07.5 小松　崇佳 2.07.7 比田井洋平 2.07.9 原　　敏史 2.08.1
８００ｍ 野沢北3 佐久長聖1 上田西3 上田東3 上田西3 岩村田1 岩村田3 上田東2

ｺｰﾄﾞ008 上野裕一郎 4.00.2 佐藤　悠基 4.05.9 森田　　稔 4.15.0 小林　大祥 4.22.7 阿部　卓矢 4.23.1 清水　健司 4.24.9 古市　勇斗 4.27.2 別府　　響 4.27.5
１５００ｍ 佐久長聖3 佐久長聖2 佐久長聖3 上田西3 野沢南2 上田3 上田2 上田2

ｺｰﾄﾞ011 上野裕一郎 14.34.2 森田　　稔 15.09.0 佐藤　悠基 15.41.4 小林　大祥 16.01.5 清水　健司 16.01.6 小林　孝幸 16.06.9 阿部　卓矢 16.16.0 古市　勇斗 16.16.3
５０００ｍ 佐久長聖3 大会新 佐久長聖3 佐久長聖2 上田西3 上田3 野沢北3 野沢南2 上田2

ｺｰﾄﾞ034 -1.6 井出　光昭 16.9 前沢　彰裕 17.1 星野　　立 17.3 榊原　亮輔 17.9 松沢　雄希 19.4 小林　　稔 25.5 深沢　友人 横山　　巧
１１０ｍH 野沢北3 上田千曲3 上田東2 岩村田3 臼田3 小諸2 野沢北2 蓼科3

ｺｰﾄﾞ036 臼田　大輝 57.4 渡辺　　俊 60.4 榊原　亮輔 60.4 小林　晶平 63.6 水上　直輝 65.8 行田　利樹 71.7 森角　圭真 青井　春輝
４００ｍH 野沢北3 野沢北3 岩村田3 臼田3 岩村田3 小諸3 野沢南3 野沢北2

ｺｰﾄﾞ053 小林　孝幸 10.13.0 城田　祐士 10.17.6 丸山　亮介 10.27.6 別府　　響 10.27.7 小林　祥文 10.41.9 小山　達也 10.43.2 寺尾　貴道 10.56.2 佐々木　覚 11.00.9
３０００ｍSC 野沢北3 上田東3 上田3 上田2 岩村田2 丸子実2 小諸3 岩村田3
ｺｰﾄﾞ061 小田切泰人 28.38.0 小原　達也 30.02.7 永井　　毅 30.19.3 小林　慎矢 31.13.6 三井　　司 32.37.6
５０００ｍＷ 小諸1 岩村田2 蓼科2 臼田1 北佐久農業2

ｺｰﾄﾞ601 岩村田 44.2 野沢北 45.0 佐久長聖 46.0 上田染谷丘 46.4 上田西 46.5 上田東 46.7 野沢南 小諸
4×１００ｍＲ 安川　太朗3 井出　光昭3 黒岩　智也1 池田　広基2 水野　秀幸2 佐々木英一3 小山雅比古3 池田　浩晃3

鳩山　昇汰3 新海　祐哉2 吉田　幹弘1 井出　一彦2 石川　　勇2 星野　　立2 小林　秀貴2 古川　雄介3
小林　裕志2 渡辺　　俊3 松木　孝紀1 土屋　　亮3 深井　憲3 桜井　大和2 小林　貴広2 行田　利樹3
上原　大輝3 臼田　大輝3 田中　太二2 関　　恭平3 竹村　光博3 飯島　勝也3 森角　圭真3 新井　草太3

ｺｰﾄﾞ603 岩村田 3.28.7 野沢北 3.30.6 野沢南 3.36.8 臼田 3.39.1 上田東 3.43.1 上田西 3.43.4 小諸 上田 佐久長聖 ８位
４×４００ｍＲ 井出　竜也2 井出　光昭3 黒沢　洋二2 中村　祐介3 荻原　大輔2 石川　　勇2 内堀　晃佑2 岩下　純3 県大会出場 羽毛田耕介1

鳩山　昇汰3 臼田　大輝3 森角　圭真3 小林　晶平3 佐々木英一3 竹村　光博3 行田　利樹3 丸山　大樹3 荒井　一也2
小林　裕志2 渡辺　　俊3 須江　祐基3 松沢　雄希3 桜井　大和2 深井　憲3 池田　浩晃3 佐野　祐太2 神蔵　雄生2
上原　大輝3 青井　春輝2 小林　貴広2 勝間田　直紀3 飯島　勝也3 生方　俊充3 古川　雄介3 沓掛　大樹3 吉田　幹弘1

ｺｰﾄﾞ071 内堀　晃佑 1.80 小林　　稔 1.80 荻原　大輔 1.70 東城　貴之 1.70 小林　裕志 1.65 森田　啓司 1.60 楢原　克也 1.60 黒沢　洋二 1.55
走高跳 小諸2 小諸2 上田東2 上田3 岩村田2 上田染谷丘3 上田東2 野沢南2

ｺｰﾄﾞ072 米山　尚也 3.40 山浦　康宏 2.40 堀　　弘明 2.40
棒高跳 岩村田2 岩村田2 上田西2

ｺｰﾄﾞ073 森角　圭真 6.52 関　　恭平 6.42 神蔵　雄生 6.30 井出　竜也 6.11 古川　雄介 6.10 井出　一彦 6.04 清水　通博 5.97 松沢　雄希 5.95
走幅跳 野沢南3 +3.8 上田染谷丘3 +3.1 佐久長聖2 +4.2 岩村田2 +3.6 小諸3 +2.4 上田染谷丘2 +1.5 望月2 +2.2 臼田3 +2.5

ｺｰﾄﾞ074 榊原　亮輔 13.02 神蔵　雄生 12.89 関　　恭平 12.40 佐藤　弘康 12.25 森田　啓司 12.02 佐藤　　新 11.63 井出　竜也 11.49 工藤　皓平 11.41
三段跳 岩村田3 +0.6 佐久長聖2 +0.1 上田染谷丘3 -0.2 上田東3 +1.5 上田染谷丘3 -0.6 蓼科3 0.0 岩村田2 -3.0 野沢南3 0.0

ｺｰﾄﾞ082 安川　太朗 14.58 豊島　哲哉 12.79 鳩山　昇汰 12.74 新井　草太 11.65 笹野　弘充 11.30 小島　稔也 11.17 池田　宏基 11.14 柳澤　智規 10.70
砲丸投 岩村田3 大会新 上田千曲3 岩村田3 小諸3 丸子実1 蓼科2 上田染谷丘2 蓼科2

ｺｰﾄﾞ087 森川　祥次 40.16 新井　草太 39.13 松井　真二 37.07 安川　太朗 37.04 小林　　稔 33.53 柳澤　智規 32.93 小山雅比古 32.64 豊島　哲弥 32.15
円盤投 蓼科3 小諸3 岩村田3 岩村田3 小諸2 蓼科2 野沢南3 上田千曲3

ｺｰﾄﾞ090 中谷　友哉 48.47 森川　祥次 43.58 菅原　　慎 40.80 荻原　達矢 39.53 山浦　慎吾 35.95 堀　　真弥 33.07 吉野　健二 31.67 市川　剛広 27.29
ﾊﾝﾏｰ投 丸子実2 蓼科3 上田東3 上田染谷丘3 蓼科2 上田染谷丘3 蓼科2 丸子実1

ｺｰﾄﾞ092 荻原　敬吾 50.80 鳩山　昇汰 50.73 松井　真二 50.21 西村　和哉 49.58 大森　祥平 46.61 大塚　千尋 45.51 工藤　皓平 45.13 甘利　征也 42.43
やり投 上田東3 岩村田3 岩村田3 蓼科2 望月2 上田3 野沢南3 北佐久農業3

ｺｰﾄﾞ210 井出　竜也 4017 古川　雄介 3665 小山雅比古 3457 内堀　晃佑 3232 春原　和弘 2884 箕輪　秀勝 2646 吉野　健二 1397 淀川　哲郎 570
8種競技 岩村田2 小諸3 野沢南3 小諸2 上田西3 北佐久農業2 蓼科2 蓼科1

対校得点 岩村田 162 佐久長聖 94.5 野沢北 70 小諸 66 上田東 66 蓼科 46 野沢南 44 上田 38.5



第133回　東信高等学校体育大会 ｺｰﾄﾞ　0320503 場所：上田市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ　203010 期日：平成15年5月16日（金）17日（土）18日（日）
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 +2.5 菊池　元美 13.0 神子澤麻紀 13.3 藤沢　美果 13.3 萩原　可奈 13.5 青木　美香 13.8 関口　　藍 13.8 金子　早苗 秋山　広美
１００ｍ 臼田3 佐久長聖2 上田西3 岩村田3 蓼科3 上田染谷丘2 上田染谷丘2 上田2

ｺｰﾄﾞ003 +2.1 関　　優希 26.6 菊池　元美 27.6 藤沢　美果 28.1 金井　理紗 28.2 田中　莉沙 29.1 神子澤麻紀 30.4 宮田　知美 金子　早苗
２００ｍ 丸子実3 臼田3 上田西3 上田東3 佐久長聖2 佐久長聖2 上田東3 上田染谷丘2

ｺｰﾄﾞ005 関　　優希 62.1 萩原　沙織 65.0 井出　　瞳 67.2 田中　莉沙 67.8 大塚　晴香 69.7 吉澤　貴子 69.8 依田　千彬 伊藤　夕希
４００ｍ 丸子実3 野沢南3 小諸3 佐久長聖2 臼田3 佐久長聖3 上田染谷丘1 丸子実1

ｺｰﾄﾞ006 田川　敬子 2.26.0 中島　真弓 2.29.4 永井　瑞希 2.29.7 小野山理沙 2.31.1 伊藤　夕希 2.32.2 吉澤　貴子 2.32.4 堀越　貴恵 2.34.9 遠藤美和子 2.38.0
８００ｍ 丸子実2 野沢北3 上田3 上田染谷丘3 丸子実1 佐久長聖2 上田西3 野沢北3

ｺｰﾄﾞ008 永井　瑞希 4.59.9 田川　敬子 5.02.3 小野山理沙 5.05.9 中島　真弓 5.16.7 堀越　貴恵 5.25.2 上野　由貴 5.35.4 油井とも子 5.36.5 伊藤　夕希 5.36.8
１５００ｍ 上田3 丸子実2 上田染谷丘3 野沢北3 上田西3 岩村田2 上田東2 丸子実1

ｺｰﾄﾞ010 永井　瑞希 10.21.7 田川　敬子 10.36.7 小野山理沙 11.00.6 小渕　啓子 11.58.4 佐藤　杏子 12.02.6 上野　由貴 12.09.6 山木　利佐 12.33.7 三井亜里沙 12.45.2
３０００ｍ 上田3 丸子実2 上田染谷丘3 蓼科2 小諸2 岩村田2 蓼科3 上田西1

ｺｰﾄﾞ044 -2.2 伊藤　瑞季 16.8 土屋　友紀 17.6 萩原　可奈 17.8 清水　未来 17.8 大高　未来 18.1 柏木香菜子 19.0 中里　優子 山村　　梓
1００mH 丸子実2 上田3 岩村田3 上田1 野沢北3 野沢南3 小諸2 小諸3

ｺｰﾄﾞ045 関　　優希 66.8 萩原　沙織 71.8 青木　美香 74.0 井出　　瞳 74.3 大高　未来 75.5 和田　悠花 79.0 大塚　晴香 83.0 笹平　紗姫 87.0
４００ｍＨ 丸子実3 大会新 野沢南3 蓼科3 小諸3 野沢北3 小諸3 臼田3 小諸1

佐藤　杏子 16.43.7 小渕　啓子 17.22.8 加藤　直子 22.53.0 山木　利佐 25.34.7
３０００ｍＷ 小諸2 蓼科2 小諸1 蓼科3
ｺｰﾄﾞ601 丸子実 54.2 上田染谷丘 54.7 上田 55.0 佐久長聖 55.3 小諸 55.5 野沢南 56.8 野沢北 蓼科 上田東 ８位
4×１００ｍＲ 関　　優希3 関口　　藍2 秋山　広美2 原　　聡美1 山村　　梓3 油井　千明2 井出　朋美3 青木　美香3 県大会出場 五十嵐　香3

伊藤　瑞季2 池田　幸代2 土屋　友紀3 吉澤　貴子3 井出　　瞳3 遠山　　翠3 中島　真弓3 山之上ちさと2 宮田　知美3
伊藤　夕希1 金子　早苗2 清水　未来1 田中　莉沙2 戸枝　　瞳3 柏木香菜子3 遠藤美和子3 小林　実紗3 堀　　綾香1
前所　友佳1 依田　千彬1 小川　亜紀3 神子澤麻紀2 中里　優子2 萩原　沙織3 大高　未来3 小渕　啓子2 金井　理紗3

ｺｰﾄﾞ603 丸子実 4.17.2 上田染谷丘 4.27.6 小諸 4.31.2 野沢北 4.31.7 野沢南 4.38.9 佐久長聖 4.39.5 岩村田 4.47.2 上田 4.48.5
4×４００ｍＲ 田川　敬子2 大会新 依田　千彬1 山村　　梓3 中島　真弓3 油井　千明2 遠藤　琴美2 蒔田　千晴2 尾崎　優子3

伊藤　夕希1 池田　幸代2 井出　　瞳3 遠藤美和子3 柏木香菜子3 吉澤　貴子2 小宮山洋子2 鶴岡　想子2
伊藤　瑞季2 小野山理沙3 中里　優子2 井出　朋美3 遠山　　翠3 原　　聡美1 上野　由貴2 小川　亜紀3
関　　優希3 金子　早苗2 和田　悠花3 大高　未来3 萩原　沙織3 田中　莉沙2 萩原　可奈3 土屋　友紀3

ｺｰﾄﾞ071 伊藤　瑞季 1.45 中里　優子 1.30 遠山　　翠 1.30 秋山　広美 1.30 小川　亜紀 1.25
走高跳 丸子実2 小諸2 野沢南3 上田2 上田3

ｺｰﾄﾞ073 萩原　可奈 4.81 井出　朋美 4.70 池田　幸代 4.64 青木　美香 4.59 五十嵐　香 4.44 小宮山洋子 4.36 菊池　元美 4.35 滝沢　奈美 4.27
走幅跳 岩村田3 +2.5 野沢北3 +2.3 上田染谷丘2 +3.3 蓼科3 +3.2 上田東3 +2.6 岩村田2 +3.9 臼田3 +4.3 上田西1 +2.9

ｺｰﾄﾞ084 前所　友佳 9.61 遠山　　優 8.74 山之上ちさと 8.73 高橋　美沙 8.49 村松　響子 7.48 滝澤　　萌 7.37 尾沼　未帆 7.32 清水　宏美 6.85
砲丸投 丸子実1 野沢南3 蓼科2 蓼科1 上田染谷丘1 上田染谷丘2 小諸2 望月2

ｺｰﾄﾞ088 遠山　　優 28.81 山之上ちさと 27.60 前所　友佳 27.48 柏木香菜子 24.25 尾沼　未帆 23.88 蒔田　千晴 21.87 高橋　美沙 21.70 佐藤　由宇 21.02
円盤投 野沢南3 蓼科2 丸子実1 野沢南3 小諸2 岩村田2 蓼科1 佐久長聖2

ｺｰﾄﾞ093 前所　友佳 40.15 山之上ちさと 38.86 清水　宏美 35.12 遠山　　優 31.54 佐藤　由宇 28.54 掛川　真帆 25.82 田邉　　恵 24.70 滝澤　　萌 24.53
やり投 丸子実1 大会新 蓼科2 大会新 望月2 野沢南3 佐久長聖2 丸子実1 軽井沢2 上田染谷丘2

ｺｰﾄﾞ211 伊藤　瑞季 3572 土屋　友紀 3068 井出　　瞳 2803 遠山　　翠 2685 山村　　梓 2097 小泉沙也加 1850
7種競技 丸子実2 上田3 小諸3 野沢南3 小諸3 小諸2

対校得点 丸子実業 117 小諸 72 蓼科 61.5 野沢南 60 上田 58 上田染谷丘 53 佐久長聖 38 野沢北 35


