
第124回北信高等学校陸上競技対校選手権大会                                       
　期日：平成22年5月14日（金）－16日（日）                                       
　場所：長野市営陸上競技場                                                      

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】201010  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
05/15男子  +2.9深沢 宏之(3) 10.73今村 迅人(2) 10.86齊藤 新(2) 11.04尾﨑 翔太(3) 11.18黒岩 秀(2) 11.21杉山 侑(3) 11.22山本 龍一(3) 11.22関川 大介(3) 11.40

100m 松代 北部 長野吉田 市立長野 長野 長野 長野高専 長野日大
05/16  -0.5今村 迅人(2) 22.38山本 龍一(3) 22.63小島 正大(2) 22.67杉山 侑(3) 23.07黒岩 秀(2) 23.08青木 健人(3) 23.60新井 晃(3) 23.87尾﨑 翔太(3) 24.15

200m 北部 長野高専 長野吉田 長野 長野 長野東 長野吉田 市立長野
05/14 新井 晃(3) 51.19山本 龍一(3) 51.19齊藤 新(2) 51.70大森 剛(3) 51.87牛澤 成一(3) 52.47高野 拓美(3) 53.06齊藤 光太郎(3) 54.20宮島 壮史(3) 56.38

400m 長野吉田 長野高専 長野吉田 長野 屋代 長野日大 屋代 長野
05/16 大森 剛(3) 1,56.71牛澤 成一(3) 1,57.18福永 和輝(3) 1,58.10梅田 匡(3) 1,59.58小林 桂太(2) 1,59.66宮本 泰佑(2) 1,59.73宮尾 英之(3) 2,00.18梅田 周(3) 2,04.50

800m 長野 屋代 長野吉田 長野 須坂東 長野日大 長野日大 長野
05/14 兼子 知也(2) 4,09.50宮尾 英之(3) 4,09.86梅田 匡(3) 4,09.93堀内 柊吾(3) 4,10.51梅田 周(3) 4,11.06平野 慶介(3) 4,12.04小島 剛史(2) 4,12.36大木 健晴(3) 4,12.66

1500m 飯山北 長野日大 長野 長野日大 長野 中野立志館 長野 須坂
05/16 堀内 柊吾(3) 15,22.12滝澤 優也(3) 15,22.85小林 貴大(3) 15,27.19吉見 悠斗(2) 15,28.38兼子 知也(2) 15,41.13小島 剛史(2) 15,44.57平野 慶介(3) 15,55.33寶 雄也(2) 15,57.34

5000m 長野日大 篠ﾉ井 長野日大 長野日大 飯山北 長野 中野立志館 長野
05/14  +1.2太田 和彰(3) 14.88中野 直哉(1) 16.02丸山 将史(3) 16.24宮川 卓也(3) 17.28関口 直人(3) 17.49水崎 悠樹(2) 17.63杉山 恵梧(2) 17.82内山 彼方(1) 17.96

110mH 松代 長野吉田 長野日大 須坂 長野吉田 長野日大 須坂東 長野高専
05/15 宮島 壮史(3) 57.86阿部 隼人(3) 58.47徳武 岳(3) 58.86西山 翔(3) 59.37廣田 湧(3) 1,00.35藤野 竜太(3) 1,01.34清水 雅広(2) 1,03.12太田 和彰(3) 1,03.49

400mH 長野 飯山北 長野西 長野日大 屋代 長野東 市立長野 松代
05/15 小林 貴大(3) 9,25.96吉見 悠斗(2) 9,45.34菅沼 武光(3) 9,47.31兼子 知也(2) 9,53.66平野 慶介(3) 9,55.87島田 康陽(3) 9,56.81越野 晃寛(2) 10,00.07清水 純平(3) 10,03.01

3000mSC長野日大 長野日大 長野日大 飯山北 中野立志館 長野高専 篠ﾉ井 飯山北
05/16 北原 亮(2) 23,21.26丸山 雄大(3) 25,01.55降旗 健博(3) 25,01.65神田 直之(3) 26,09.00佐藤遼平(3) 26,20.18和田 玲於奈(3) 26,26.12湯本 章人(3) 27,06.77小田切 大城(3) 27,25.67

5000mW長野 更級農業 長野日大 須坂園芸 須坂園芸 長野日大 須坂園芸 長野日大
05/15 羽生田 宇恭(2) 1.80岩崎 晴也(1) 1.80北條 達彦(3) 1.75丸山 健一(3) 1.70山岸 元大(1) 1.70小島 祥平(2) 長野西 1.65小林 義樹(3) 1.65

走高跳 長野日大 長野高専 市立長野 長野日大 須坂東 大許 紘生(1) 長野吉田 長野日大
05/15 浅見 剛志(3) 4.30畠山 薫(3) 4.10武田 陽介(3) 4.00川﨑 真(2) 長野吉田 3.80 小林 英喜(3) 3.80小林 慎弥(3) 3.60

棒高跳 長野工業 長野日大 長野吉田 阿部 貴博(3) 下高井農林 飯山北 長野商業
宮林 凌汰(1) 長野工業

05/14 深沢 宏之(3) 7.06(+3.3)養田 一揮(2) 6.46(+2.9)鈴木 健太(3) 6.42(+2.4)戸澤 裕介(1) 6.25(+2.8)原山 京介(2) 6.23(+1.8)田垣 伸(3) 6.18(+1.4)浦野謙太朗(1)6.15(+2.6)今村 迅人(2) 6.12(+1.0)
走幅跳 松代 長野吉田 飯山北 長野吉田 長野西 篠ﾉ井 須坂東 北部

05/16 深沢 宏之(3)13.82(-1.3)養田 一揮(2)13.29(-0.2)藤井 大士(2)13.01(-0.6)鈴木 健太(3)12.83(-0.9)畠山 薫(3) 12.62(+1.5)荒井 大輔(3)12.45(+1.1)丸山 健一(3)12.37(-0.2)小林 祐紀(2)12.31(+0.2)
三段跳 松代 長野吉田 市立長野 飯山北 長野日大 須坂園芸 長野日大 長野吉田

05/15 山本 大地(3) 13.05尾﨑 雄介(2) 12.82野崎 隼冬(1) 11.02下平 勇仁(2) 10.98三ツ井 良介(2) 10.52大庭 達也(1) 10.28石坂 直毅(3) 10.28中村 颯志(2) 10.09
砲丸投6.0kg 飯山北 更級農業 長野工業 長野日大 長野日大 飯山北 長野日大 篠ﾉ井

05/16 尾﨑 雄介(2) 35.12坪井 和久(3) 31.89山本 大地(3) 30.32大塚 芳輝(3) 28.15三ツ井 良介(2) 28.14野崎 隼冬(1) 28.02大庭 達也(1) 27.20下平 勇仁(2) 27.11
円盤投1.75kg 更級農業 須坂園芸 飯山北 長野日大 長野日大 長野工業 飯山北 長野日大

05/14 坪井 和久(3) 47.87川内 将(3) 44.47栗田 大樹(3) 38.99石坂 直毅(3) 37.80中村 颯志(2) 37.28大和 工峰(2) 36.85斎藤 克弥(3) 35.77北村 和最(3) 31.02
ﾊﾝﾏｰ投6.0kg 須坂園芸 中野西 更級農業 長野日大 篠ﾉ井 須坂園芸 飯山北 更級農業

05/14 石坂 直毅(3) 54.67石坂 俊樹(3) 53.77木場田 航(2) 50.62山本 大地(3) 50.23松本 拓也(3) 48.63千野裕二郎(2) 46.08木村 信吾(2) 44.50海野 倫英(2) 43.57
やり投0.8kg 長野日大 長野日大 長野日大 飯山北 長野吉田 篠ﾉ井 飯山北 篠ﾉ井

05/15 長野吉田       42.72松代       42.93長野       44.00市立長野       45.32長野工業       45.41飯山北       45.85更級農業       46.26長野日大       52.05
4×100mR 久保 拓海(3) 古川 栄貴(1) 平出 哲朗(3) 藤井 大士(2) 大槻 陽生(1) 阿部 隼人(3) 稲葉 拓也(2) 小林 龍太(2)

中野 直哉(1) 深沢 宏之(3) 黒岩 秀(2) 尾﨑 翔太(3) 浅見 剛志(3) 小林 雄太(3) 塩野入 至治(3) 関川 大介(3)
齊藤 新(2) 松下 悦久(1) 大森 剛(3) 清水 雅広(2) 宮林 凌汰(1) 村松 康平(3) 斎藤 也貴(2) 高野 拓美(3)
小島 正大(2) 太田 和彰(3) 杉山 侑(3) 藤沢 翔平(3) 鈴木 侑太(3) 鈴木 健太(3) 塚田 武(2) 畠山 薫(3)

05/16 長野     3,25.22長野吉田     3,25.46屋代     3,25.53松代     3,25.68長野日大     3,26.38長野工業     3,29.31長野東     3,30.89市立長野     3,39.28
4×400mR 平出 哲朗(3) 関口 直人(3) 小山 和也(2) 太田 和彰(3) 西山 翔(3) 伊藤 稜(3) 青木 健人(3) 藤沢 翔平(3)

杉山 侑(3) 高平 勝也(3) 廣田 湧(3) 古川 栄貴(1) 関川 大介(3) 鈴木 侑太(3) 藤野 竜太(3) 高橋 将人(1)
宮島 壮史(3) 中野 直哉(1) 齊藤 光太郎(3) 栁原 優也(2) 畠山 薫(3) 浅見 剛志(3) 浦野 泰希(1) 尾﨑 翔太(3)
大森 剛(3) 齊藤 新(2) 牛澤 成一(3) 深沢 宏之(3) 高野 拓美(3) 原田 翼(3) 高橋 秋平(2) 清水 雅広(2)

05/15 小島 将貴(3) 4354村松 康平(3) 4239宮川 卓也(3) 4198関口 直人(3) 4042木村 信吾(2) 3828庄田 元彬(3) 3467赤羽 拓海(3) 3189倉石 耀多(2) 3115
八種競技 長野東 飯山北 須坂 長野吉田 飯山北 長野高専 須坂東 篠ﾉ井

男子対校 長野日大 164長野吉田 101.5長野 82飯山北 80松代 45須坂園芸 32更級農業 31長野高専 30



トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第124回北信高等学校陸上競技(H22.5.14-16)                                        ｺｰﾄﾞ  [10201501]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
男子 05/14 1組 +0.9 1塚田 武(2)    11.56 2古川 栄貴(1)    11.70 3荒井 大輔(3)    12.30 4小林 傑(2)    12.44

更級農業 松代 須坂園芸 須坂
 5早川 祐人(1)    12.54 6赤松 剛(2)    12.56 7上野 太一(1)    12.63 8丸田 弘明(1)    13.16

長野西 須坂東 須坂商業 屋代
 2組 +3.0 1壬生 秀樹(3)    11.59 2塩野入 信栄(2)    11.71 3勝山喬也(2)    12.18 4杉山 恵梧(2)    12.21

長野工業 長野俊英 中野立志館 須坂東
 5海野 倫英(2)    12.43 6半田 良太(1)    13.14 7石井 良(3)    13.25 8吉見 康平(1)    14.11

篠ﾉ井 屋代南 市立長野 須坂園芸
 3組 +1.7 1山本 龍一(3)    11.30 2黒岩 秀(2)    11.34 3飯島 史也(3)    12.18 4田川 征紀(1)    12.38

長野高専 長野 松代 飯山北
 5山﨑 綾将(1)    12.42 6野澤 知哉(2)    13.06 7渡辺 正輝(2)    13.74 8郷道 拓未(1)    13.80

須坂園芸 長野東 長野南 須坂
 4組 +2.1 1今村 迅人(2)    11.22 2鈴木 侑太(3)    11.56 3平出 哲朗(3)    11.75 4須藤 晃平(3)    12.55

北部 長野工業 長野 中野西
 5小林 泰揮(2)    12.60 6上野 星矢(1)    13.03 7根岸 諒平(1)    14.59金井 克人(3) 欠場    

長野南 更級農業 須坂 長野ろう
 5組 +1.9 1関川 大介(3)    11.35 2久保 拓海(3)    11.53 3小山 和也(2)    11.59 4伊藤 稜(3)    11.66

長野日大 長野吉田 屋代 長野工業
 5浦野 泰希(1)    11.71 6鶴見 健太(1)    12.31 7宮崎 知弥(3)    12.44 8峯村 純平(3)    13.29

長野東 長野南 須坂東 長野西
 6組 +2.3 1齊藤 新(2)    11.27 2尾﨑 翔太(3)    11.30 3平林和也(2)    11.97 4畠山 航平(3)    12.08

長野吉田 市立長野 中野立志館 長野日大
 5塩野入 至治(3)    12.28 6柳澤 拓馬(2)    12.71 7高橋 諒佑(2)    13.07 8春原 大輔(2)    13.19

更級農業 篠ﾉ井 須坂商業 長野ろう
 7組 +2.0 1深沢 宏之(3)    10.79 2木藤 星(2)    11.34 3小林 龍太(2)    11.77 4坂本 将(3)    12.12

松代 長野吉田 長野日大 中野西
 5千野裕二郎(2)    12.45 6田玉 巧(1)    12.59 7小林 誠(1)    13.37 8清野 雄貴(2)    14.71

篠ﾉ井 屋代 北部 長野高専
 8組 +2.3 1杉山 侑(3)    11.38 2青木 健人(3)    11.39 3川内 将(3)    11.45 4岩崎 晴也(1)    11.89

長野 長野東 中野西 長野高専
 5北條 達彦(3)    12.06 6宮本 一也(2)    12.52 7丸山 和清(1)    13.90荻原隆博(1) 欠場    

市立長野 飯山北 長野ろう 中野立志館
男子 05/16 1組 0.0 1関川 大介(3)    24.02 2藤野 竜太(3)    24.40 3井出 悠太(3)    24.41 4雲崎 竜也(3)    24.53

長野日大 長野東 長野西 長野吉田
 5小川翔(2)    25.24 6宮崎 知弥(3)    25.50 7小林 誠(1)    26.62石井 良(3) 欠場    

中野立志館 須坂東 北部 市立長野
 2組 0.0 1今村 迅人(2)    22.83 2鈴木 侑太(3)    23.30 3小林 龍太(2)    24.26 4清水隆太郎(2)    24.46

北部 長野工業 長野日大 中野立志館
 5吉澤 尚輝(1)    25.06 6宮本 一也(2)    25.72 7船木 昭聡(3)    26.00 8郷道 拓未(1)    28.40

長野高専 飯山北 須坂東 須坂
 3組 -2.3 1小島 正大(2)    23.59 2宮川 卓也(3)    23.78 3杉山 侑(3)    24.21 4塩野入 信栄(2)    24.82

長野吉田 須坂 長野 長野俊英
 5土屋翔太(1)    24.97 6柳澤 拓馬(2)    26.04 7峯村 純平(3)    26.86 8中村 亮太(1)    27.70

中野立志館 篠ﾉ井 長野西 長野南
 4組 -1.6 1浅見 剛志(3)    23.73 2黒岩 秀(2)    23.78 3山本 龍一(3)    23.84 4松下 悦久(1)    24.08

長野工業 長野 長野高専 松代
 5稲葉 拓也(2)    24.71 6徳武 岳(3)    24.80 7吉見 康平(1)    30.39亀原 一起(1) 欠場    

更級農業 長野西 須坂園芸 長野商業
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トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第124回北信高等学校陸上競技(H22.5.14-16)                                        ｺｰﾄﾞ  [10201501]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

 5組 +0.6 1尾﨑 翔太(3)    23.13 2小山 和也(2)    23.42 3高野 拓美(3)    23.78 4塩野入 至治(3)    24.85
市立長野 屋代 長野日大 更級農業

 5小林 傑(2)    24.91 6鈴木 晃(2)    25.29 7小林 泰揮(2)    25.35千野裕二郎(2) 欠場    
須坂 須坂園芸 長野南 篠ﾉ井

 6組 +0.8 1新井 晃(3)    23.71 2平出 哲朗(3)    23.87 3郷原 惇(1)    24.47 4村松 卓哉(2)    24.57
長野吉田 長野 北部 屋代

 5下田 振一(1)    24.66 6高橋 秋平(2)    24.83 7赤松 剛(2)    26.56西田 幸平(1) 欠場    
松代 長野東 須坂東 長野南

 7組 0.0 1青木 健人(3)    23.73 2宮林 凌汰(1)    24.00 3塚田 武(2)    24.26 4藤沢 翔平(3)    24.37
長野東 長野工業 更級農業 市立長野

 5飯島 史也(3)    24.64 6海野 倫英(2)    25.26 7上野 太一(1)    25.98丸田 弘明(1) 欠場    
松代 篠ﾉ井 須坂商業 屋代

男子 05/14 1組  1齊藤 光太郎(3)    53.20 2栁原 優也(2)    53.85 3清水 雅広(2)    54.93 4土屋 翔太(2)    55.01
屋代 松代 市立長野 須坂東

 5溝口 慧(2)    55.35 6兒玉和也(3)    58.61 7峯村 純平(3)  1,01.47島田 竜輔(1) 欠場    
長野日大 中野立志館 長野西 長野東

 2組  1高平 勝也(3)    54.84 2井出 悠太(3)    54.95 3清水隆太郎(2)    55.71 4佐藤 将徳(3)    57.10
長野吉田 長野西 中野立志館 北部

 5朝倉 雅貴(1)    57.82 6月岡 靖貴(2)  1,03.89滝澤 健斗(3) 欠場    佐藤 雅文(2) 欠場    
松代 須坂 中野西 須坂商業

 3組  1新井 晃(3)    54.08 2平出 哲朗(3)    54.08 3高橋 秋平(2)    54.14 4郷原 惇(1)    55.75
長野吉田 長野 長野東 北部

 5神農 育男(1)    58.97 6関 悠人(2)  1,01.04 7渡邊 文也(2)  1,02.73
篠ﾉ井 長野ろう 飯山北

 4組  1大森 剛(3)    52.71 2高野 拓美(3)    53.46 3梅崎 純平(2)    53.74 4小林 桂太(2)    53.77
長野 長野日大 篠ﾉ井 須坂東

 5鈴木 晃(2)    56.30 6小林 傑(2)    57.20 7五明 和樹(1)    59.81
須坂園芸 須坂 長野工業

 5組  1牛澤 成一(3)    53.16 2齊藤 新(2)    53.31 3伊藤 稜(3)    54.10 4藤沢 翔平(3)    54.23
屋代 長野吉田 長野工業 市立長野

 5徳武 岳(3)    54.50 6小川翔(2)    56.02 7細田 和志(1)  1,14.89
長野西 中野立志館 長野ろう

 6組  1宮島 壮史(3)    52.60 2山本 龍一(3)    52.98 3廣田 湧(3)    53.64 4和田 侑也(1)    54.05
長野 長野高専 屋代 松代

 5松下 明広(2)    55.51 6稲葉 拓也(2)    57.16 7船木 昭聡(3)    59.09
長野日大 更級農業 須坂東

男子 05/15 1組  1梅田 匡(3)  2,05.90 2大木 健晴(3)  2,06.27 3和田 侑也(1)  2,06.32 4山岸 英輝(3)  2,06.77
長野 須坂 松代 北部

 5浅井 直樹(1)  2,06.88 6馬場謙太(2)  2,11.11 7稲葉 拓也(2)  2,15.90 8桒原 権太(3)  2,22.47
長野日大 中野立志館 更級農業 飯山北

 2組  1宮本 泰佑(2)  2,06.66 2福永 和輝(3)  2,07.25 3原田 翼(3)  2,08.59 4神農 育男(1)  2,11.84
長野日大 長野吉田 長野工業 篠ﾉ井

 5関 悠人(2)  2,21.32 6月岡 靖貴(2)  2,27.99 7渡邊 文也(2)  2,28.62中澤 亮太(2) 欠場    
長野ろう 須坂 飯山北 須坂東

 3組  1佐藤 将徳(3)  2,06.82 2梅崎 純平(2)  2,08.15 3小林 桂太(2)  2,09.75 4早川 卓也(2)  2,10.83
北部 篠ﾉ井 須坂東 長野工業

 5平塚諒亮(3)  2,13.09 6小林 周平(1)  2,18.96 7内田 祐介(2)  2,30.00上平 泰司(1) 欠場    
中野立志館 市立長野 更級農業 長野ろう

800m

400m



トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第124回北信高等学校陸上競技(H22.5.14-16)                                        ｺｰﾄﾞ  [10201501]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

 4組  1牛澤 成一(3)  2,05.18 2諏訪 琢眞(3)  2,07.76 3滝澤 健斗(3)  2,09.15 4倉嶋 俊治(2)  2,09.90
屋代 長野高専 中野西 篠ﾉ井

 5小林 将也(1)  2,10.25 6箕浦 広志(1)  2,16.63 7藤澤 進(3)  2,28.39
北部 長野吉田 飯山

 5組  1大森 剛(3)  2,05.59 2小山 和也(2)  2,07.75 3島田 竜輔(1)  2,07.77 4石澤 優成(3)  2,08.08
長野 屋代 長野東 飯山北

 5髙松 大也(1)  2,23.27 6横山 諒(1)  2,24.02 7藤沢 光(1)  2,25.49
長野吉田 長野高専 須坂

 6組  1梅田 周(3)  2,06.99 2宮尾 英之(3)  2,07.23 3中島 亮(2)  2,09.59 4高橋 将人(1)  2,12.65
長野 長野日大 屋代 市立長野

 5今井賢太(1)  2,13.57 6依田 卓東(1)  2,21.98 7山田 祐平(2)  2,23.36
中野立志館 長野高専 中野西

男子 05/14 1組  1宮尾 英之(3)  4,15.25 2中村 秀(3)  4,15.30 3梅田 周(3)  4,15.31 4丸山 直人(3)  4,15.49
長野日大 長野工業 長野 飯山北

 5越野 晃寛(2)  4,15.78 6酒井 敦弘(3)  4,17.84 7小林功洋(2)  4,25.13 8丸山 雄大(3)  4,29.81
篠ﾉ井 中野西 中野立志館 更級農業

 9中山 翔太(1)  4,38.4310田村 俊介(2)  4,40.5611武石 卓(2)  4,43.9712高橋 将人(1)  4,48.41
須坂東 屋代 長野商業 市立長野

13諏訪戸 涼(3)  4,53.3314藤沢 光(1)  5,06.1415越石 暁成(2)  5,11.7616片山 卓実(2)  5,24.56
北部 須坂 屋代南 長野高専

17関口 慶佑(1)  5,57.65上平 泰司(1) 欠場    福永 和輝(3) 欠場    
長野南 長野ろう 長野吉田

 2組  1菅沼 武光(3)  4,16.66 2滝澤 優也(3)  4,16.79 3小島 剛史(2)  4,16.80 4清水 純平(3)  4,16.96
長野日大 篠ﾉ井 長野 飯山北

 5原田 翼(3)  4,17.33 6風間 栄作(3)  4,18.35 7中島 亮(2)  4,23.13 8若月 省吾(3)  4,28.49
長野工業 更級農業 屋代 長野商業

 9小林 将也(1)  4,29.8410平塚諒亮(3)  4,31.4011滝沢 雄貴(1)  4,34.9712小林 周平(1)  4,36.51
北部 中野立志館 長野高専 市立長野

13佐藤遼平(3)  4,40.4914宮川 真(3)  4,56.2115小林 宏至(1)  5,00.6616日野 智道(1)  5,13.94
須坂園芸 須坂東 長野西 長野南

17新里 和希(3)  5,23.46広瀬 健一(3) 欠場    中林 朗(3) 欠場    
長野吉田戸隠分 飯山 長野吉田

 3組  1梅田 匡(3)  4,10.55 2平野慶介(3)  4,10.69 3堀内 柊吾(3)  4,10.71 4大木 健晴(3)  4,11.06
長野 中野立志館 長野日大 須坂

 5兼子 知也(2)  4,12.27 6諏訪 琢眞(3)  4,17.11 7中村 克哉(3)  4,17.13 8小矢沢 雄一(1)  4,21.88
飯山北 長野高専 中野西 屋代

 9倉嶋 謙吾(2)  4,28.3710鈴木 健人(3)  4,30.4511早川 卓也(2)  4,30.9112山岸 英輝(3)  4,32.81
長野西 飯山 長野工業 北部

13荒井 梨貴(3)  4,37.6014倉嶋 俊治(2)  4,42.1715関 孝志(2)  4,44.9316佐藤 大(1)  4,46.24
市立長野 篠ﾉ井 更級農業 須坂東

17富澤 隆司(3)  5,17.9718武田 衛(1)  7,08.13髙橋 洸貴(1) 欠場    
長野吉田戸隠分 下高井農林 長野吉田

男子 05/14 1組 +0.2 1太田 和彰(3)    15.79 2杉山 恵梧(2)    17.98 3宮川 卓也(3)    17.99 4水崎 悠樹(2)    18.09
松代 須坂東 須坂 長野日大

 5内山 彼方(1)    18.19 6山﨑 綾将(1)    19.50養田 一揮(2) 欠場    三井 一真(1) 欠場    
長野高専 須坂園芸 長野吉田 長野

110mH

1500m



トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第124回北信高等学校陸上競技(H22.5.14-16)                                        ｺｰﾄﾞ  [10201501]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

 2組 +0.4 1中野 直哉(1)    16.25 2丸山 将史(3)    16.74 3関口 直人(3)    17.80 4荒井 大輔(3)    18.27
長野吉田 長野日大 長野吉田 須坂園芸

 5太田 将史(1)    18.83 6水﨑 友一朗(1)    19.68 7丸山 健一(3)    19.95阿部 隼人(3) 欠場    
松代 長野西 長野日大 飯山北

男子 05/15 1組  1太田 和彰(3)    58.09 2廣田 湧(3)    58.15 3徳武 岳(3)    58.38 4西山 翔(3)    58.61
松代 屋代 長野西 長野日大

 5宮島 壮史(3)    58.67 6清水隆太郎(2)  1,02.39 7三井 一真(1)  1,04.30
長野 中野立志館 長野

 2組  1藤野 竜太(3)    59.15 2阿部 隼人(3)    59.28 3清水 雅広(2)    59.39 4高平 勝也(3)  1,00.68
長野東 飯山北 市立長野 長野吉田

 5峯村 豪樹(3)  1,05.41 6佐藤 友哉(1)  1,07.98齊藤 光太郎(3) 欠場    
長野 長野西 屋代

400mH



トラック種目・予  選・[準決勝]・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第124回北信高等学校陸上競技(H22.5.14-16)                                        ｺｰﾄﾞ  [10201501]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
男子 05/15 1組 +0.7 1深沢 宏之(3)    10.99 2杉山 侑(3)    11.38 3青木 健人(3)    11.56 4久保 拓海(3)    11.58

松代 長野 長野東 長野吉田
 5小山 和也(2)    11.73 6塚田 武(2)    11.74 7伊藤 稜(3)    11.92 8平林和也(2)    11.95

屋代 更級農業 長野工業 中野立志館
 2組 -1.0 1今村 迅人(2)    11.13 2関川 大介(3)    11.50 3川内 将(3)    11.61 4古川 栄貴(1)    11.86

北部 長野日大 中野西 松代
 5平出 哲朗(3)    11.88 6岩崎 晴也(1)    12.12木藤 星(2) 欠場    壬生 秀樹(3) 欠場    

長野 長野高専 長野吉田 長野工業
 3組 +2.1 1齊藤 新(2)    11.06 2黒岩 秀(2)    11.19 3尾﨑 翔太(3)    11.24 4山本 龍一(3)    11.35

長野吉田 長野 市立長野 長野高専
 5鈴木 侑太(3)    11.48 6浦野 泰希(1)    11.52 7小林 龍太(2)    11.64 8塩野入 信栄(2)    11.81

長野工業 長野東 長野日大 長野俊英
男子 05/16 1組 -1.2 1今村 迅人(2)    22.79 2山本 龍一(3)    23.01 3青木 健人(3)    23.24 4関川 大介(3)    23.26

北部 長野高専 長野東 長野日大
 5宮林 凌汰(1)    23.94 6塚田 武(2)    24.08 7平出 哲朗(3)    24.10 8藤沢 翔平(3)    24.78

長野工業 更級農業 長野 市立長野
 2組 -0.1 1新井 晃(3)    22.93 2黒岩 秀(2)    22.97 3尾﨑 翔太(3)    23.21 4鈴木 侑太(3)    23.28

長野吉田 長野 市立長野 長野工業
 5清水隆太郎(2)    24.30 6井出 悠太(3)    24.47 7小林 龍太(2)    24.55 8藤野 竜太(3)    24.69

中野立志館 長野西 長野日大 長野東
 3組 -0.2 1小島 正大(2)    22.83 2杉山 侑(3)    23.39 3浅見 剛志(3)    23.63 4松下 悦久(1)    23.70

長野吉田 長野 長野工業 松代
 5小山 和也(2)    23.77 6高野 拓美(3)    23.97 7郷原 惇(1)    24.60宮川 卓也(3) 欠場    

屋代 長野日大 北部 須坂
男子 05/14 1組  1山本 龍一(3)    51.83 2宮島 壮史(3)    52.74 3廣田 湧(3)    53.04 4清水隆太郎(2)    53.55

長野高専 長野 屋代 中野立志館
 5高平 勝也(3)    53.68 6井出 悠太(3)    55.12 7小林 桂太(2)    55.28 8溝口 慧(2)    55.96

長野吉田 長野西 須坂東 長野日大
 2組  1新井 晃(3)    51.70 2牛澤 成一(3)    51.86 3高野 拓美(3)    52.35 4梅崎 純平(2)    53.75

長野吉田 屋代 長野日大 篠ﾉ井
 5平出 哲朗(3)    54.06 6和田 侑也(1)    54.72 7土屋 翔太(2)    56.13 8清水 雅広(2)    56.17

長野 松代 須坂東 市立長野
 3組  1齊藤 新(2)    51.48 2大森 剛(3)    51.83 3齊藤 光太郎(3)    52.25 4栁原 優也(2)    52.56

長野吉田 長野 屋代 松代
 5高橋 秋平(2)    54.66 6徳武 岳(3)    54.77 7藤沢 翔平(3)    55.77 8伊藤 稜(3)    56.02

長野東 長野西 市立長野 長野工業
男子 05/15 1組  1梅田 周(3)  1,59.07 2牛澤 成一(3)  2,01.44 3小林 桂太(2)  2,02.32 4大木 健晴(3)  2,05.92

長野 屋代 須坂東 須坂
 5梅崎 純平(2)  2,09.16 6和田 侑也(1)  2,10.30 7山岸 英輝(3)  2,10.73 8浅井 直樹(1)  2,10.99

篠ﾉ井 松代 北部 長野日大
 2組  1大森 剛(3)  1,59.75 2宮尾 英之(3)  2,00.62 3諏訪 琢眞(3)  2,04.55 4佐藤 将徳(3)  2,10.15

長野 長野日大 長野高専 北部
 5中島 亮(2)  2,11.95 6早川 卓也(2)  2,12.40 7石澤 優成(3)  2,13.76島田 竜輔(1) 欠場    

屋代 長野工業 飯山北 長野東
 3組  1福永 和輝(3)  2,00.33 2宮本 泰佑(2)  2,00.39 3梅田 匡(3)  2,00.64 4原田 翼(3)  2,03.65

長野吉田 長野日大 長野 長野工業
 5小山 和也(2)  2,08.17 6滝澤 健斗(3)  2,09.99 7小林 将也(1)  2,14.68 8倉嶋 俊治(2)  2,16.59

屋代 中野西 北部 篠ﾉ井

800m

400m

100m

200m

順
位

順
位

順
位

順
位



トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野 [20] 競技会名 第124回北信高等学校陸上競技(H22.5.14-16) ｺｰﾄﾞ  [10201501]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
男子 05/15 +2.9  1 深沢 宏之(3)    10.73  2 今村 迅人(2)    10.86  3 齊藤 新(2)    11.04  4 尾﨑 翔太(3)    11.18

松代 北部 長野吉田 市立長野
 5 黒岩 秀(2)    11.21  6 杉山 侑(3)    11.22  7 山本 龍一(3)    11.22  8 関川 大介(3)    11.40

長野 長野 長野高専 長野日大
男子 05/16 -0.5  1 今村 迅人(2)    22.38  2 山本 龍一(3)    22.63  3 小島 正大(2)    22.67  4 杉山 侑(3)    23.07

北部 長野高専 長野吉田 長野
 5 黒岩 秀(2)    23.08  6 青木 健人(3) 高校    23.60  7 新井 晃(3)    23.87  8 尾﨑 翔太(3)    24.15

長野 長野東 長野吉田 市立長野
男子 05/14  1 新井 晃(3)    51.19  2 山本 龍一(3)    51.19  3 齊藤 新(2)    51.70  4 大森 剛(3)    51.87

長野吉田 長野高専 長野吉田 長野
 5 牛澤 成一(3) 高校    52.47  6 高野 拓美(3)    53.06  7 齊藤 光太郎(3) 高校    54.20  8 宮島 壮史(3)    56.38

屋代 長野日大 屋代 長野
男子 05/16  1 大森 剛(3)  1,56.71  2 牛澤 成一(3) 高校  1,57.18  3 福永 和輝(3)  1,58.10  4 梅田 匡(3)  1,59.58

長野 屋代 長野吉田 長野
 5 小林 桂太(2)  1,59.66  6 宮本 泰佑(2)  1,59.73  7 宮尾 英之(3)  2,00.18  8 梅田 周(3)  2,04.50

須坂東 長野日大 長野日大 長野
男子 05/14  1 兼子 知也(2)  4,09.50  2 宮尾 英之(3)  4,09.86  3 梅田 匡(3)  4,09.93  4 堀内 柊吾(3)  4,10.51

飯山北 長野日大 長野 長野日大
 5 梅田 周(3)  4,11.06  6 平野 慶介(3)  4,12.04  7 小島 剛史(2)  4,12.36  8 大木 健晴(3)  4,12.66

長野 中野立志館 長野 須坂
 9 滝澤 優也(3)  4,13.54 10 菅沼 武光(3)  4,15.92 11 諏訪 琢眞(3)  4,16.77 12 清水 純平(3)  4,17.08

篠ﾉ井 長野日大 長野高専 飯山北
13 丸山 直人(3)  4,18.47 14 越野 晃寛(2)  4,22.62 15 中村 秀(3)  4,25.38

飯山北 篠ﾉ井 長野工業
男子 05/16  1 堀内 柊吾(3) 15,22.12  2 滝澤 優也(3) 15,22.85  3 小林 貴大(3) 15,27.19  4 吉見 悠斗(2) 15,28.38

長野日大 篠ﾉ井 長野日大 長野日大
 5 兼子 知也(2) 15,41.13  6 小島 剛史(2) 15,44.57  7 平野 慶介(3) 15,55.33  8 寶 雄也(2) 15,57.34

飯山北 長野 中野立志館 長野
 9 島田 康陽(3) 16,05.63 10 丸山 直人(3) 16,20.27 11 風間 栄作(3) 16,25.92 12 中村 克哉(3) 16,26.90

長野高専 飯山北 更級農業 中野西
13 山崎 将輝(3) 16,30.91 14 半田 勇貴(1) 高校 16,31.26 15 田上 敬太(3) 16,31.33 16 小矢沢 雄一(1) 高校 16,31.83

篠ﾉ井 屋代 篠ﾉ井 屋代
17 清水 純平(3) 16,31.95 18 武田 康(3) 16,38.71 19 中村 秀(3) 17,03.71 20 吉元 将也(2) 17,05.98

飯山北 須坂 長野工業 長野
21 関 孝志(2) 17,10.09 22 松澤  薫(3) 17,13.65 23 荒井 梨貴(3) 17,16.26 24 酒井 敦弘(3) 17,29.68

更級農業 中野立志館 市立長野 中野西
25 諏訪戸 涼(3) 17,32.39 26 小林 凌(3) 17,42.94 27 山下 一樹(3) 17,51.99 28 宮川 真(3) 18,19.14

北部 中野西 中野立志館 須坂東
29 丸山 雄大(3) 18,36.84 30 塩嶋 耕平(1) 18,37.69 31 篠塚 大樹(1) 18,39.29 32 峯村 直樹(1) 19,19.32

更級農業 長野高専 須坂園芸 須坂園芸
33 富澤 隆司(3) 19,39.05 34 新里 和希(3) 20,03.08 片山 卓実(2) 欠場 神田 直之(3) 欠場

長野吉田戸隠分 長野吉田戸隠分 長野高専 須坂園芸
男子 05/14 +1.2  1 太田 和彰(3)    14.88  2 中野 直哉(1)    16.02  3 丸山 将史(3)    16.24  4 宮川 卓也(3)    17.28

松代 長野吉田 長野日大 須坂
 5 関口 直人(3)    17.49  6 水崎 悠樹(2)    17.63  7 杉山 恵梧(2)    17.82  8 内山 彼方(1)    17.96

長野吉田 長野日大 須坂東 長野高専



トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野 [20] 競技会名 第124回北信高等学校陸上競技(H22.5.14-16) ｺｰﾄﾞ  [10201501]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

男子 05/15  1 宮島 壮史(3)    57.86  2 阿部 隼人(3)    58.47  3 徳武 岳(3)    58.86  4 西山 翔(3)    59.37
長野 飯山北 長野西 長野日大

 5 廣田 湧(3) 高校  1,00.35  6 藤野 竜太(3) 高校  1,01.34  7 清水 雅広(2)  1,03.12  8 太田 和彰(3)  1,03.49
屋代 長野東 市立長野 松代

男子 05/15  1 小林 貴大(3)  9,25.96  2 吉見 悠斗(2)  9,45.34  3 菅沼 武光(3)  9,47.31  4 兼子 知也(2)  9,53.66
長野日大 長野日大 長野日大 飯山北

 5 平野 慶介(3)  9,55.87  6 島田 康陽(3)  9,56.81  7 越野 晃寛(2) 10,00.07  8 清水 純平(3) 10,03.01
中野立志館 長野高専 篠ﾉ井 飯山北

 9 武田 康(3) 10,03.76 10 風間 栄作(3) 10,06.18 11 小林 泰明(3) 10,31.85 12 小林 凌(3) 10,37.32
須坂 更級農業 長野 中野西

13 高木 涼(2) 10,40.95 14 松澤  薫(3) 10,41.94 15 下里 峻水(3) 10,44.16 16 松本 忠史(3) 10,49.44
長野 中野立志館 長野 篠ﾉ井

17 中林 朗(3) 10,53.45 18 関 孝志(2) 10,55.05 19 山口 隆矢(2) 10,56.18 20 滝沢 雄貴(1) 10,56.78
長野吉田 更級農業 中野立志館 長野高専

21 佐藤遼平(3) 11,04.66 22 塩嶋 耕平(1) 11,48.59 田村 俊介(2) 高校 欠場 倉嶋 謙吾(2) 欠場
須坂園芸 長野高専 屋代 長野西

男子 05/16  1 北原 亮(2) 23,21.26  2 丸山 雄大(3) 25,01.55  3 降旗 健博(3) 25,01.65  4 神田 直之(3) 26,09.00
長野 更級農業 長野日大 須坂園芸

 5 佐藤遼平(3) 26,20.18  6 和田 玲於奈(3) 26,26.12  7 湯本 章人(3) 27,06.77  8 小田切 大城(3) 27,25.67
須坂園芸 長野日大 須坂園芸 長野日大

 9 内田 祐介(2) 36,28.14
更級農業

八種競技 05/14 +0.3  1 宮川 卓也(3)    11.51  2 村松 康平(3)    11.93  3 関口 直人(3)    11.97  4 木村 信吾(2)    12.15
須坂 飯山北 長野吉田 飯山北

 5 小島 将貴(3) 高校    12.18  6 赤羽 拓海(3)    12.23  7 庄田 元彬(3)    12.29  8 倉石 耀多(2)    12.63
長野東 須坂東 長野高専 篠ﾉ井

八種競技 05/14  1 宮川 卓也(3)    53.98  2 小島 将貴(3) 高校    54.43  3 関口 直人(3)    55.18  4 村松 康平(3)    55.58
須坂 長野東 長野吉田 飯山北

 5 庄田 元彬(3)    56.53  6 赤羽 拓海(3)    57.29  7 木村 信吾(2)    57.33  8 倉石 耀多(2)    58.50
長野高専 須坂東 飯山北 篠ﾉ井

八種競技 05/15  1 村松 康平(3)  4,30.65  2 小島 将貴(3) 高校  4,32.73  3 庄田 元彬(3)  4,45.27  4 関口 直人(3)  4,51.64
飯山北 長野東 長野高専 長野吉田

 5 倉石 耀多(2)  4,56.67  6 赤羽 拓海(3)  4,58.00  7 宮川 卓也(3)  5,20.58  8 木村 信吾(2)  5,20.69
篠ﾉ井 須坂東 須坂 飯山北

八種競技 05/15 +1.4  1 宮川 卓也(3)    17.17  2 小島 将貴(3) 高校    17.29  3 木村 信吾(2)    17.95  4 関口 直人(3)    18.34
須坂 長野東 飯山北 長野吉田

 5 村松 康平(3)    18.92  6 庄田 元彬(3)    20.05  7 赤羽 拓海(3)    20.79  8 倉石 耀多(2)    21.00
飯山北 長野高専 須坂東 篠ﾉ井

オープン男子 05/14  1組 +1.0  1 小林 祐紀(2)    11.73  2 松下 悦久(1)    11.86  3 吉澤 尚輝(1)    12.39  4 野崎 健太(1) 高校    12.69
長野吉田 松代 長野高専 長野東

 5 上松 暉(1)    12.72  6 中村 亮太(1)    13.49  7 竹前 儀登(1)    14.65 青木 達哉(2) 欠場
長野吉田 長野南 須坂東 長野日大

 2組 +1.0  1 高橋 弘樹(2)    12.18  2 伊東 佑太(2)    12.25  3 西澤 政也(1)    12.44  4 太田 将史(1)    12.63
長野日大 長野 市立長野 松代

 5 大許 紘生(1)    12.68  6 西澤 昌悟(1)    13.56  7 宮尾 和希(1)    13.79 伝田 晃己(1) 欠場
長野吉田 須坂東 更級農業 須坂東
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トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野 [20] 競技会名 第124回北信高等学校陸上競技(H22.5.14-16) ｺｰﾄﾞ  [10201501]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

 3組 +1.2  1 小島 正大(2)    11.58  2 下田 振一(1)    12.18  3 大槻 陽生(1)    12.72  4 小島 佑太(2)    12.80
長野吉田 松代 長野工業 中野西

 5 小林 良輔(2)    12.99 浦野 謙太朗(1) 欠場 岡田 拓真(1) 欠場
篠ﾉ井 須坂東 須坂東

 4組 +2.5  1 松尾 錦(1)    12.29  2 関 悠佑(2)    12.33  3 朝倉 雅貴(1)    12.58  4 中村 颯志(2)    12.94
長野吉田 長野 松代 篠ﾉ井

 5 亘 高志(1)    13.22  6 塚田 渓(1)    13.30 駒津 秀樹(1) 欠場
更級農業 長野工業 須坂東

 5組 +1.1  1 中野 直哉(1)    11.63  2 堀内 皓平(1)    12.46  3 宮川 将輝(1)    12.69  4 堀内 紀幸(1)    13.05
長野吉田 長野工業 長野吉田 長野高専

 5 村田 大季(1)    13.06  6 中村 大貴(1)    13.30 西田 幸平(1) 欠場
更級農業 須坂東 長野南

オープン男子 05/16  1組 +0.7  1 古川 栄貴(1)    23.49  2 久保 拓海(3)    24.12  3 杉山 恵梧(2)    24.70  4 畠山 航平(3)    24.99
松代 長野吉田 須坂東 長野日大

 5 西澤 政也(1)    25.29  6 大森 翼(1)    25.43  7 関 悠佑(2)    25.55
市立長野 長野吉田 長野

 2組 -1.8  1 太田 和彰(3)    23.84  2 浦野 泰希(1) 高校    24.41  3 宮之本 航(1)    24.62  4 土屋 翔太(2)    25.15
松代 長野東 長野吉田 須坂東

 5 栁澤 一道(1)    25.80  6 朝倉 雅貴(1)    25.98 青木 達哉(2) 欠場
市立長野 松代 長野日大

 3組 -0.1  1 高橋 弘樹(2)    24.66  2 伊東 佑太(2)    24.84  3 松尾 錦(1)    24.88  4 宮川 将輝(1)    25.54
長野日大 長野 長野吉田 長野吉田

 5 大槻 陽生(1)    26.46 根岸 光星(1) 欠場 大森 剛(3) 欠場
長野工業 松代 長野

オープン男子 05/14  1 峯村 豪樹(3)    54.21  2 宮之本 航(1)    54.70  3 中澤 亮太(2)    55.81  4 土屋 洋樹(1)    59.99
長野 長野吉田 須坂東 長野西

杉山 侑(3) 欠場
長野

オープン男子 05/14  1組  1 吉見 悠斗(2)  4,18.10  2 小山 玄(1)  4,21.98  3 玉井 大士(2)  4,30.09  4 福沢 晃泰(1)  4,35.16
長野日大 長野 長野日大 飯山北

 5 長谷川 将己(1)  4,35.76  6 新郷 航希(1)  4,38.89  7 山口 拓也(3)  4,39.24  8 塩嶋 耕平(1)  4,55.05
長野高専 長野日大 中野立志館 長野高専

 9 徳竹 昴紀(1)  5,02.88 10 小林 誠(1)  5,08.82 11 内田 祐介(2)  5,10.70 下里 峻水(3) 欠場
中野立志館 北部 更級農業 長野

 2組  1 宮本 泰佑(2)  4,15.87  2 寶 雄也(2)  4,17.59  3 吉元 将也(2)  4,25.39  4 半田 勇貴(1) 高校  4,28.85
長野日大 長野 長野 屋代

 5 町田 龍之介(2)  4,41.51  6 富井 一輝(2)  4,42.25  7 西澤 幸之助(1)  4,47.79  8 横山 諒(1)  4,49.69
長野日大 中野立志館 飯山北 長野高専

 9 依田 卓東(1)  5,00.34 10 岩井 駿介(1)  5,05.68 山下 一樹(3) 欠場 湯本 修平(2) 欠場
長野高専 飯山北 中野立志館 長野日大

オープン男子 05/16  1 小林 泰明(3) 16,22.48  2 菅沼 武光(3) 16,31.64  3 山岸 雄気(1) 16,52.67  4 高木 涼(2) 16,53.89
長野 長野日大 中野立志館 長野

 5 福沢 晃泰(1) 17,20.00  6 小林 功洋(2) 17,20.25  7 藤澤 公宣(1) 17,23.98  8 富井 一輝(2) 17,32.93
飯山北 中野立志館 中野立志館 中野立志館

 9 山口 隆矢(2) 17,38.84 10 川嶋 剛志(2) 17,40.85 11 山口 拓也(3) 18,23.64 河野 駿介(3) 欠場
中野立志館 長野 中野立志館 長野日大

松本 忠史(3) 欠場 越野 晃寛(2) 欠場
篠ﾉ井 篠ﾉ井
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リレー種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第124回北信高等学校陸上競技(H22.5.14-16)                                        ｺｰﾄﾞ  [10201501]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 順位 選手名２ 選手名３ 選手名４ 記  録 備  考
男子 05/14 1組     1長野吉田 久保 拓海(3) 中野 直哉(1) 齊藤 新(2) 小島 正大(2)       42.77

    2松代 古川 栄貴(1) 深沢 宏之(3) 松下 悦久(1) 太田 和彰(3)       43.34
    3長野工業 伊藤 稜(3) 浅見 剛志(3) 壬生 秀樹(3) 鈴木 侑太(3)       44.13
    4更級農業 稲葉 拓也(2) 塩野入 至治(3) 斎藤 也貴(2) 塚田 武(2)       45.83
    5中野立志館 荻原隆博(1) 平林和也(2) 清水隆太郎(2) 勝山喬也(2)       46.01
    6中野西 小林 岳史(3) 川内 将(3) 須藤 晃平(3) 坂本 将(3)       49.42
    7長野東 藤野 竜太(3) 青木 健人(3) 浦野 泰希(1) 小島 将貴(3)       49.47
    8須坂園芸 山﨑 綾将(1) 荒井 大輔(3) 吉見 康平(1) 中島 秀和(1)       50.11
    9長野ろう 金井 克人(3) 関 悠人(2) 丸山 和清(1) 春原 大輔(2)       52.44

 2組     1長野 平出 哲朗(3) 黒岩 秀(2) 大森 剛(3) 杉山 侑(3)       43.95
    2長野日大 小林 龍太(2) 関川 大介(3) 高野 拓美(3) 畠山 薫(3)       44.31
    3市立長野 藤井 大士(2) 尾﨑 翔太(3) 清水 雅広(2) 藤沢 翔平(3)       45.26
    4飯山北 阿部 隼人(3) 小林 雄太(3) 村松 康平(3) 鈴木 健太(3)       45.90
    5長野高専 岩崎 晴也(1) 山本 龍一(3) 庄田 元彬(3) 吉澤 尚輝(1)       46.16
    6篠ﾉ井 橋詰 泰寛(3) 田垣 伸(3) 海野 倫英(2) 千野裕二郎(2)       46.67
    7北部 松木 大地(1) 今村 迅人(2) 郷原 惇(1) 梶塚 航太(1)       47.19

長野商業 欠場      
男子 05/15 1組     1長野吉田 小島 正大(2) 齊藤 新(2) 中野 直哉(1) 新井 晃(3)     3,27.19

    2長野工業 伊藤 稜(3) 鈴木 侑太(3) 中村 秀(3) 浅見 剛志(3)     3,31.96
    3須坂東 土屋 翔太(2) 杉山 恵梧(2) 中澤 亮太(2) 小林 桂太(2)     3,38.29
    4須坂 宮川 卓也(3) 小林 傑(2) 大木 健晴(3) 武田 康(3)     3,46.31
    5長野商業 今藤 燎(1) 小林 慎弥(3) 武石 卓(2) 若月 省吾(3)     3,49.77
    6更級農業 稲葉 拓也(2) 塚田 武(2) 斎藤 也貴(2) 塩野入 至治(3)     3,52.26

長野高専 吉澤 尚輝(1) 諏訪 琢眞(3) 岩崎 晴也(1) 山本 龍一(3) 途中棄権  
 2組     1長野 平出 哲朗(3) 杉山 侑(3) 宮島 壮史(3) 大森 剛(3)     3,29.78

    2長野日大 松下 明広(2) 畠山 薫(3) 関川 大介(3) 高野 拓美(3)     3,30.38
    3長野東 青木 健人(3) 藤野 竜太(3) 高橋 秋平(2) 小島 将貴(3)     3,34.54
    4篠ﾉ井 神農 育男(1) 梅崎 純平(2) 柳澤 拓馬(2) 海野 倫英(2)     3,47.96
    5須坂園芸 鈴木 晃(2) 佐藤遼平(3) 篠塚 大樹(1) 峯村 直樹(1)     4,02.54

中野西 酒井 敦弘(3) 滝澤 健斗(3) 中村 克哉(3) 小山 貴史(3) 欠場      
 3組     1松代 太田 和彰(3) 古川 栄貴(1) 栁原 優也(2) 深沢 宏之(3)     3,31.18

    2屋代 廣田 湧(3) 小山 和也(2) 牛澤 成一(3) 齊藤 光太郎(3)     3,31.72
    3市立長野 藤井 大士(2) 清水 雅広(2) 藤沢 翔平(3) 尾﨑 翔太(3)     3,36.53
    4長野西 井出 悠太(3) 徳武 岳(3) 小島 祥平(2) 古谷 泰助(3)     3,37.70
    5中野立志館 小川翔(2) 土屋翔太(1) 平林和也(2) 清水隆太郎(2)     3,38.45
    6飯山北 阿部 隼人(3) 村松 康平(3) 石澤 優成(3) 兼子 知也(2)     3,38.77

チーム名 選手名１

4×100mR

4×400mR



フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第124回北信高等学校陸上競技(H22.5.14-16)                                        ｺｰﾄﾞ  [0201501]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
男子 05/15  1羽生田 宇恭(2)    1.80 2岩崎 晴也(1)    1.80 3北條 達彦(3)    1.75 4丸山 健一(3)    1.70

長野日大 長野高専 市立長野 長野日大
 5山岸 元大(1)    1.70 6小島 祥平(2)    1.65 6大許 紘生(1)    1.65 8小林 義樹(3)    1.65

須坂東 長野西 長野吉田 長野日大
 9山本 小太郎(1)    1.6510松本 啓夢(1)    1.5510倉石 耀多(2)    1.5512小林 丈晃(1)    1.55

須坂東 北部 篠ﾉ井 長野
13髙瀬 侑弥(1)    1.5014今野 大輔(1)    1.50村田 貴大(1) 斎藤 也貴(2) 欠場    

長野西 長野高専 長野高専 更級農業
男子 05/15  1浅見 剛志(3)    4.30 2畠山 薫(3)    4.10 3武田 陽介(3)    4.00 4川﨑 真(2)    3.80

長野工業 長野日大 長野吉田 長野吉田
 4阿部 貴博(3)    3.80 4宮林 凌汰(1)    3.80 7小林 英喜(3)    3.80 8小林 慎弥(3)    3.60

下高井農林 長野工業 飯山北 長野商業
 9村田 大季(1)    3.6010平林 隼弥(2)    3.4010上野 正輝(1)    3.4012堀尾 佳希(1)    3.20

更級農業 更級農業 長野日大 須坂
木村 信吾(2) 欠場    

飯山北
男子 05/14  1深沢 宏之(3)    7.06 2養田 一揮(2)    6.46 3鈴木 健太(3)    6.42 4戸澤 裕介(1)    6.25

松代    +3.3 長野吉田    +2.9 飯山北    +2.4 長野吉田    +2.8
 5原山 京介(2)    6.23 6田垣 伸(3)    6.18 7浦野 謙太朗(1)    6.15 8今村 迅人(2)    6.12

長野西    +1.8 篠ﾉ井    +1.4 須坂東    +2.6 北部    +1.0
 9小林 祐紀(2)    6.0810北村 勇樹(3)    6.0411尾﨑 翔太(3)    5.9512米持 光恭(2)    5.91

長野吉田    +2.9 長野日大    +0.6 市立長野    +4.5 中野西    +2.3
13窪田 祐二(3)    5.8814藤井 大士(2)    5.8715浦野 泰希(1) 高校    5.8316兼平 昌賢(1)    5.77

長野日大    +0.9 市立長野    +2.4 長野東    +2.4 中野立志館    +1.9
17小林 雄太(3)    5.7118上野 太一(1)    5.6919中嶋 隼樹(2)    5.6220斎藤 也貴(2)    5.59

飯山北    +3.4 須坂商業    +0.3 長野日大    +3.5 更級農業    +4.9
21野崎 健太(1) 高校    5.5522小山 貴史(3)    5.5523松木 大地(1)    5.5324山﨑 亮太(2)    5.48

長野東    +1.3 中野西    +2.6 北部    +3.8 長野西    +1.4
25伊熊 拓(2) 高校    5.3126半田 龍一郎(2)    5.1827佐藤 英明(1)    5.0228今藤 燎(1)    5.00

屋代    +0.9 屋代南    +5.3 長野    +1.1 長野商業    +2.3
29栁澤 一道(1)    4.9230瀧澤 優貴(1)    4.8331清野 雄貴(2)    4.7832梶塚 航太(1)    4.63

市立長野    +3.0 長野工業    +1.4 長野高専    +1.9 北部    +3.9
33尾澤 拓朗(1)    4.6134野澤 知哉(2) 高校    4.5635柳澤 拓馬(2)    4.4936根岸 諒平(1)    4.10

長野西    -0.3 長野東    +2.7 篠ﾉ井    +1.5 須坂    +3.5
37郷道 拓未(1)    3.7838金井 克人(3)    3.5339細田 和志(1)    3.39島津 海斗(2)

須坂    +0.5 長野ろう    +1.1 長野ろう    +2.7 松代
丸山 正幸(2) 山﨑 綾将(1) 小林 岳史(3) 堀 勇人(1)

飯山北 須坂園芸 中野西 松代
男子 05/16  1深沢 宏之(3)   13.82 2養田 一揮(2)   13.29 3藤井 大士(2)   13.01 4鈴木 健太(3)   12.83

松代    -1.3 長野吉田    -0.2 市立長野    -0.6 飯山北    -0.9
 5畠山 薫(3)   12.62 6荒井 大輔(3)   12.45 7丸山 健一(3)   12.37 8小林 祐紀(2)   12.31

長野日大    +1.5 須坂園芸    +1.1 長野日大    -0.2 長野吉田    +0.2
 9羽生田 宇恭(2)   12.0310島津 海斗(2)   11.92山﨑 亮太(2) 伊熊 拓(2) 高校

長野日大    -1.3 松代    -0.1 長野西 屋代
小林 岳史(3) 栁原 優也(2)

中野西 松代

走高跳

棒高跳

走幅跳

三段跳

順
位

順
位

順
位

順
位



フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第124回北信高等学校陸上競技(H22.5.14-16)                                        ｺｰﾄﾞ  [0201501]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

男子 05/15  1山本 大地(3)   13.05 2尾﨑 雄介(2)   12.82 3野崎 隼冬(1)   11.02 4下平 勇仁(2)   10.98
飯山北 更級農業 長野工業 長野日大

 5三ツ井 良介(2)   10.52 6大庭 達也(1)   10.28 7石坂 直毅(3)   10.28 8中村 颯志(2)   10.09
長野日大 飯山北 長野日大 篠ﾉ井

 9栗田 大樹(3)    9.8610藤巻 陽介(2)    9.7111黒岩 秀(2)    9.0312中村 陽太(2)    8.90
更級農業 飯山北 長野 松代

13坪井 和久(3)    8.7814高橋 大樹(2)    8.6315青木 寿史(1)    8.5616早川 祐人(1)    8.05
須坂園芸 中野立志館 須坂東 長野西

17戸谷 滉平(1) 高校    7.8318本井 宥人(1)    7.7819伊藤 敦紀(1)    7.4820竹内 佑斗(1)    7.28
屋代 北部 市立長野 北部

21村田 将梧(1)    6.9822丸山 直紀(2) 高校    6.9523丸山 和清(1)    6.6124大和 工峰(2)    6.55
北部 屋代 長野ろう 須坂園芸

橋詰 泰寛(3) 欠場    小島 将貴(3) 高校 欠場    松本 拓也(3) 欠場    
篠ﾉ井 長野東 長野吉田

男子 05/16  1尾﨑 雄介(2)   35.12 2坪井 和久(3)   31.89 3山本 大地(3)   30.32 4大塚 芳輝(3)   28.15
更級農業 須坂園芸 飯山北 長野日大

 5三ツ井 良介(2)   28.14 6野崎 隼冬(1)   28.02 7大庭 達也(1)   27.20 8下平 勇仁(2)   27.11
長野日大 長野工業 飯山北 長野日大

 9藤巻 陽介(2)   26.0710橋詰 泰寛(3)   25.0911庄田 元彬(3)   25.0612丸山 直紀(2) 高校   25.01
飯山北 篠ﾉ井 長野高専 屋代

13檀原 亮(3)   24.7414中村 陽太(2)   24.4815松本 拓也(3)   24.3516小林 良輔(2)   23.40
篠ﾉ井 松代 長野吉田 篠ﾉ井

17高橋 大樹(2)   23.3418内山 彼方(1)   23.1319竹前 俊貴(3)   22.0220戸谷 滉平(1) 高校   21.29
中野立志館 長野高専 中野西 屋代

21太田 一矢(1)   20.5022大和 工峰(2)   20.4123和田 将太(3)   19.2024本井 宥人(1)   17.38
北部 須坂園芸 長野吉田戸隠分 北部

25伊藤 敦紀(1)   17.1026藤森 健佑(2)   16.1627中島 秀和(1)   13.26壬生 秀樹(3) 欠場    
市立長野 長野工業 須坂園芸 長野工業

男子 05/14  1坪井 和久(3)   47.87 2川内 将(3)   44.47 3栗田 大樹(3)   38.99 4石坂 直毅(3)   37.80
須坂園芸 中野西 更級農業 長野日大

 5中村 颯志(2)   37.28 6大和 工峰(2)   36.85 7斎藤 克弥(3)   35.77 8北村 和最(3)   31.02
篠ﾉ井 須坂園芸 飯山北 更級農業

 9渡邉 敦也(2)   24.8410野崎 隼冬(1)   19.8911中島 秀和(1)   17.0612藤森 健佑(2)   14.30
飯山北 長野工業 須坂園芸 長野工業

吉越 純(2)
下高井農林

砲丸投6.0kg

円盤投1.75kg

ハンマー投



フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第124回北信高等学校陸上競技(H22.5.14-16)                                        ｺｰﾄﾞ  [0201501]
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男子 05/14  1石坂 直毅(3)   54.67 2石坂 俊樹(3)   53.77 3木場田 航(2)   50.62 4山本 大地(3)   50.23
長野日大 長野日大 長野日大 飯山北

 5松本 拓也(3)   48.63 6千野裕二郎(2)   46.08 7木村 信吾(2)   44.50 8海野 倫英(2)   43.57
長野吉田 篠ﾉ井 飯山北 篠ﾉ井

 9村松 卓哉(2) 高校   43.1510木藤 星(2)   42.9711壬生 秀樹(3)   41.2212古谷 泰助(3)   41.00
屋代 長野吉田 長野工業 長野西

13早川 真人(3) 高校   40.9514小林 良輔(2)   40.2515今野 大輔(1)   38.0816北村 和最(3)   34.62
長野東 篠ﾉ井 長野高専 更級農業

17太田 一矢(1)   33.6218根岸 光星(1)   33.3619春原 大輔(2)   29.1020戸谷 滉平(1) 高校   28.77
北部 松代 長野ろう 屋代

21山田 恭之(2)   28.7422藤森 健佑(2)   27.4123渡邉 敦也(2)   25.4624長谷川 将己(1)   23.62
中野西 長野工業 飯山北 長野高専

25中島 秀和(1)   20.3226伊藤 敦紀(1)   20.3027石井 雄也(1)   18.55村田 将梧(1) 欠場    
須坂園芸 市立長野 長野商業 北部

八種競技 05/15  1小島 将貴(3) 高校    1.70 2村松 康平(3)    1.55 3木村 信吾(2)    1.50 3関口 直人(3)    1.50
長野東 飯山北 飯山北 長野吉田

 3倉石 耀多(2)    1.50 6赤羽 拓海(3)    1.45 7宮川 卓也(3)    1.45 8庄田 元彬(3)    1.35
篠ﾉ井 須坂東 須坂 長野高専

八種競技 05/14  1村松 康平(3)    5.76 2宮川 卓也(3)    5.73 3関口 直人(3)    5.59 4小島 将貴(3) 高校    5.32
飯山北    +3.0 須坂    +3.1 長野吉田    +1.8 長野東    +2.4

 5木村 信吾(2)    5.14 6赤羽 拓海(3)    5.11 7倉石 耀多(2)    5.09 8庄田 元彬(3)    4.98
飯山北    +1.0 須坂東    -1.0 篠ﾉ井    +1.0 長野高専    +1.0

八種競技 05/14  1木村 信吾(2)   10.25 2小島 将貴(3) 高校    9.49 3村松 康平(3)    9.14 4関口 直人(3)    9.12
飯山北 長野東 飯山北 長野吉田

 5庄田 元彬(3)    7.59 6宮川 卓也(3)    7.38 7赤羽 拓海(3)    7.03 8倉石 耀多(2)    6.81
長野高専 須坂 須坂東 篠ﾉ井

八種競技 05/15  1宮川 卓也(3)   46.94 2村松 康平(3)   38.78 3木村 信吾(2)   38.72 4関口 直人(3)   35.01
須坂 飯山北 飯山北 長野吉田

 5小島 将貴(3) 高校   33.63 6庄田 元彬(3)   32.74 7倉石 耀多(2)   21.30 8赤羽 拓海(3)   19.04
長野東 長野高専 篠ﾉ井 須坂東

オープン男子 05/15  1尾崎 皓一(1)    1.75 2渡辺 史也(1)    1.65
長野日大 長野日大

オープン男子 05/14  1古川 栄貴(1)    5.71 2佐久間 裕弥(1)    4.38 3藤野 航平(1)    4.13 4青木 孔之介(1)    3.98
松代    +4.1 長野西    +2.1 長野西    +2.8 長野日大    -0.2

オープン男子 05/16 窪田 祐二(3) 欠場    
長野日大

オープン男子 05/15 太田 一矢(1) 欠場    
北部

オープン男子 05/14 橋詰 泰寛(3) 欠場    阿部 史弥(2) 欠場    
篠ﾉ井 長野日大やり投0.8kg

走高跳

走幅跳

三段跳

砲丸投6.0kg

走高跳

走幅跳

砲丸投6.0kg

やり投0.8kg

やり投0.8kg



P

月 ～ 日 開始時刻

2 0

2 1 0 0 0 2

2 1 0 0 7 3

2 1 0 0 8 2

2 1 0 0 0 5

2 1 0 0 3 4

2 1 0 0 9 2

2 1 0 0 7 1

2 1 0 0 0 8

備考　　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。氏名の下には選手コード番号を入れる。

平均風速 +1.4 +0.2 +1.6 +0.9 +1.6 +1.2 +0.9 +0.9

12.15

0.3

12.63

0.30.3

11.97

0.3665

11.51

0.3

12.29

0.3

総得点

順位

12.18

0.3

やり投

走高跳

１５００ｍ

4354

1 8

１００ｍ

走幅跳

砲丸投

４００ｍ

第一日得点計

順位

１１０ｍH

第二日得点計

21.30

3115

1421

179

2147

389

579

3115

1694

8
274

1968

21.00

1.4

58.50

296

1228

466

1694

4239

2

1360

倉石 耀多

篠ﾉ井2

532

532

400

932

6.81

2029

3073

426

740

4239

3499

38.78
424

4. 30.65

439

2649

18.92

1.4

2210

2

434

1634

576

2210

村松 康平

飯山北3

66511.93

9.14

2138

4
594

2732

17.29

1.4

9.49

2216

3083

544

727

4354

3627

33.63

4. 32.73

455

1516

351

622

2138
54.43

1788

3828

5

1217

小島 将貴

長野東3

616

616

445

1061

38.72
424

2993

389

446

3382

5.

2040

5
529

2569

17.95

1.4

2040
57.33

10.25
501

1532

508

1860

4042

4

801

木村 信吾

飯山北2

622

622

409

1031

35.01
370

3044

389

609

4042

3433

2182

3
492

2674

18.34

1.4

2182
55.18

9.12
433

1590

592

1073

関口 直人

長野吉田3

657

657

500

1157

1949

4198

3

46.94
543

3399

352

447

4198

3751

1
607

2856

17.17

1.4

2249

7.38
330

1609

640
53.98

996

宮川 卓也

須坂3

750

750

529

1279

1613

3467

2820

6

647

3467

2199

20.05

1.4

283

1854

6
345

7.59
342

1315

32.74
338

2537

539

1854

1360

3189

7

3547

庄田 元彬

長野高専3

595

595

378

973

571

3189
4. 58.00

19.04
148

2266

352

289

2118

1829

7
20.79

1.4

7.03
309

1319

510
57.29

種 目

氏 名

1829

606

606

404

1010

12.23

0.3

赤羽 拓海

須坂東3

3095

長野陸上競技協会 コード 1

番号 832

0

1種目コード

50 審判長 藤本　勝彦1 0 7

05

コード競技会名 第124回北信高等学校春季陸上競技対校選手権大会陸協名

214 15 混成競技　記録　得点表（ 男 ・ 女 ） 種8

主催団体 北信高等学校体育連盟

混　成

コード

開始時刻

競技場名 長野市営陸上競技場 2 1
記録主任

2

1

記録員

尾田　美恵子
0 1 00

5.32

2.4

5.11

-1.0

5.73

3.1

4.98

1.0

5.76

3.0

5.59

1.8

535

1200

5.14

1.0

5.09

1.0

56.53 55.58
2249

1.70 1.45 1.45 1.35
2618

1.55 1.50 1.50 1.50
2536

5. 20.58 4. 45.27 4. 51.64 20.69
3828

4. 56.67

所
属
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