
第38回長野県高等学校新人陸上競技対校選手権大会                                  
　期日：平成21年9月25日（金）-27日（日）                                        

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
09/26男子  +2.8深沢 宏之(2) 10.70加藤 一樹(2) 10.84原 翔太(2) 10.85今村 迅人(1) 10.99内堀 直也(1) 岩村田 11.02関川 大介(2) 11.09鳥屋 心吾(1) 11.23

100m 松代 赤穂 高遠 北部 杉山 侑(2) 長野 長野日大 大町
09/27   0.0原 翔太(2) 22.24新井 晃(2) 22.26今村 迅人(1) 22.56小林 修也(2) 22.85加藤 一樹(2) 23.06星沢 弘樹(2) 23.07杉山 侑(2) 23.09山本 龍一(2) 23.10

200m 高遠 長野吉田 北部 松商学園 赤穂 飯田 長野 長野高専
09/25 新井 晃(2) 50.24内山 心(2) 50.54川上 真弥(1) 50.65牛澤 成一(2) 51.45大野 裕紀(2) 51.50大森 剛(2) 52.07武井 友則(2) 52.64山本 龍一(2) 56.43

400m 長野吉田 創造学園 岩村田 屋代 伊那弥生ヶ丘 長野 松本県ヶ丘 長野高専
09/27 白鳥 敦(2) 1,56.34笠原 祥多(1) 1,56.86牛澤 成一(2) 1,57.26梅田 周(2) 1,58.34小林 桂太(1) 1,59.29大野 裕紀(2) 1,59.92ｶﾗﾑ ｲﾑﾗﾝ(2) 2,00.56大田 一輝(2) 2,01.29

800m 伊那北 諏訪二葉 屋代 長野 須坂東 伊那弥生ヶ丘 東海大三 上田
09/25 鳥羽 大地(2) 4,03.28笠原 祥多(1) 4,03.91福沢 潤一(2) 4,05.83梅田 周(2) 4,07.27滝澤 優也(2) 4,08.69梅田 匡(2) 4,10.22兼子 知也(1) 4,12.17福地 紘貴(1) 4,13.74

1500m 松本深志 諏訪二葉 佐久長聖 長野 篠ノ井 長野 飯山北 佐久長聖
09/27 福沢 潤一(2) 14,48.74臼田 稔宏(2) 14,51.96堀内 柊吾(2) 15,25.85兼子 知也(1) 15,26.08鳥羽 大地(2) 15,27.26原 広野(2) 15,27.70滝澤 優也(2) 15,28.64福地 紘貴(1) 15,34.59

5000m 佐久長聖 佐久長聖 長野日大 飯山北 松本深志 伊那北 篠ノ井 佐久長聖
09/25  +3.0太田 和彰(2) 14.57東山 由輝(1) 15.95丸山 将史(2) 16.11松﨑 哲(2) 16.34勝野 醇也(1) 16.70水崎 悠樹(1) 16.86松原 大輝(2) 16.89塩澤 啓太(2) 17.17

110mH(1.067)松代 岩村田 長野日大 塩尻志学館 大町 長野日大 大町 小諸商業
09/26 高平 勝也(2) 57.27中村 悠陽(2) 57.49内山 心(2) 58.63掛川 友希(2) 58.80小野 弘登(2) 59.24徳武 岳(2) 59.49古川 雄大(2) 59.97伊藤 圭祐(2) 1,02.12

400mH(0.914)長野吉田 大町 創造学園 小諸 松本深志 長野西 諏訪清陵 小諸
09/26 小林 貴大(2) 9,43.89原 広野(2) 9,44.37平野 慶介(2) 9,51.03澁谷 宥介(2) 9,52.12宮尾 英之(2) 10,00.18吉見 悠斗(1) 10,00.28清水 純平(2) 10,08.69島田 康陽(2) 10,10.51

3000mSC長野日大 伊那北 中野立志館 伊那弥生ヶ丘 長野日大 長野日大 飯山北 長野高専
09/27 小林 純平(2) 23,16.51北原 亮(1) 23,26.12矢ヶ崎 雄也(2) 23,40.03小林 一也(2) 23,46.74降旗 健博(2) 24,45.89丸山 雄大(2) 24,54.69佐藤 遼平(2) 25,10.43尾澤 佳昭(2) 25,10.45

5000mW佐久長聖 長野 松川 伊那北 長野日大 更級農業 須坂園芸 小諸商業
09/26 羽生田 宇恭(1) 1.85松原 大輝(2) 1.80村中 智彦(1) 1.80丸山 健一(2) 1.75五味 英幸(2) 1.75北條 達彦(2) 市立長野 1.70北野 恭平(1) 1.70

走高跳 長野日大 大町 松商学園 長野日大 富士見 山崎 拓実(1) 大町 松商学園
清水 駿(2)
野沢北

09/26 中嶋 慎也(2) 4.10竹村 昴浩(1) 4.00小山 範晃(1) 3.90武田 陽介(2) 3.80小林 英喜(2) 3.70畠山 薫(2) 3.70小林 慎弥(2) 長野商業 3.60
棒高跳 伊那弥生ヶ丘 諏訪二葉 上田東 長野吉田 飯山北 長野日大 阿部 貴博(2) 下高井農林

09/25 嶺村 鴻汰(2) 7.33(+2.8)深沢 宏之(2) 6.85(+2.7)鈴木 健太(2) 6.82(+3.4)原山 京介(1) 6.63(+1.7)原 翔太(2) 6.50(+2.0)中曽根 豪(2) 6.32(+4.0)小林 祐紀(1) 6.32(+2.1)中野 航太(2) 6.31(+2.5)
走幅跳 大町 松代 飯山北 長野西 高遠 佐久長聖 長野吉田 松本蟻ヶ崎

09/27 深沢 宏之(2)14.89(+0.3)箕輪 雄太(2)13.39(+1.0)中曽根 豪(2)13.26(+0.5)羽生田宇恭(1)12.96(-0.3)上條 将吾(1)12.84(+1.7)腰原 誠(2) 12.68(+2.5)上條 智之(1) 12.63(0.0)丸山 健一(2)12.45(+2.1)
三段跳 松代 大会新 野沢北 佐久長聖 長野日大 松本深志 豊科 松本蟻ヶ崎 長野日大

09/26 下條 久佳(2) 12.32高見澤 和希(2) 11.38尾﨑 雄介(1) 11.31山本 大地(2) 11.21中田 浩二(1) 11.09下平 勇仁(1) 11.02安藤 純(1) 11.01小林 龍之介(2) 10.89
砲丸投(6.0kg) 木曽青峰 大会新 阿南 更級農業 飯山北 木曽青峰 長野日大 伊那弥生ヶ丘 小諸

09/27 下條 久佳(2) 34.55尾﨑 雄介(1) 32.76高見澤 和希(2) 32.72伊藤 和輝(1) 32.67宮田 伊織(2) 29.83小笠原 拓人(2) 29.66中田 浩二(1) 28.56西澤 佑太(2) 28.19
円盤投(1.75kg) 木曽青峰 更級農業 阿南 阿南 木曽青峰 飯田 木曽青峰 更級農業

09/25 坪井 和久(2) 43.09川内 将(2) 41.30岩下 遼介(2) 39.65西澤 佑太(2) 39.44宮田 伊織(2) 38.90太田 悠葵(2) 37.02栗田 大樹(2) 36.78高橋 卓也(2) 34.55
ﾊﾝﾏｰ投(6.0kg) 須坂園芸 中野西 上田 更級農業 木曽青峰 明科 更級農業 明科

09/25 小笠原 拓人(2) 54.13坂田 健訓(2) 53.44木場田 航(1) 52.28山本 大地(2) 52.05駒澤 佑也(2) 52.04石坂 俊樹(2) 49.74永井 一平(1) 48.59石坂 直毅(2) 48.43
やり投(800g) 飯田 阿南 長野日大 飯山北 大町北 長野日大 丸子修学館 長野日大

09/26 長野吉田       43.91長野       44.39松代       44.62市立長野 松商学園       44.93佐久長聖       45.00岩村田       50.65
4×100mR 久保 拓海(2) 平出 哲朗(2) 飯島 史也(2) 石井 良(2) 近藤 遼弥(2) 新津 直人(2) 宮川 広夢(1)

新井 晃(2) 黒岩 秀(1) 栁原 優也(1) 尾﨑 翔太(2) 宍戸 直也(2) 笹沢 隆文(1) 内堀 直也(1)
齊藤 新(1) 大森 剛(2) 深沢 宏之(2) 清水 雅広(1) 新村 大輝(1) 中曽根 豪(2) 川上 真弥(1)
小島 正大(1) 杉山 侑(2) 太田 和彰(2) 藤井 大士(1) 小林 修也(2) 佐藤 久明(2) 櫻井 裕也(2)

09/27 長野吉田     3,23.39岩村田     3,23.53上田     3,24.03長野     3,25.02松本県ヶ丘     3,27.26伊那弥生ヶ丘     3,28.19屋代     3,28.21長野日大     3,29.14
4×400mR 齊藤 新(1) 宮川 広夢(1) 清水 大暉(2) 平出 哲朗(2) 征矢野 倭(2) 蟹澤 恭吾(2) 小山 和也(1) 西山 翔(2)

福永 和輝(2) 遠山 直希(1) 小宮山 彦毅(1) 杉山 侑(2) 唐澤 英之(1) 大野 裕紀(2) 牛澤 成一(2) 関川 大介(2)
高平 勝也(2) 東山 由輝(1) 細谷 優太(2) 宮島 壮史(2) 田中 航(2) 中嶋 慎也(2) 廣田 湧(2) 畠山 薫(2)
新井 晃(2) 川上 真弥(1) 大田 一輝(2) 大森 剛(2) 武井 友則(2) 小田部 宙(1) 齊藤 光太郎(2) 高野 拓美(2)

09/26 田畑 勇貴(2) 4213宮尾 将文(1) 4181山崎 拓実(1) 4081村澤 和樹(2) 3915木村 信吾(1) 3832村松 康平(2) 3816宮川 卓也(2) 3770関口 直人(2) 3717
八種競技 伊那北 松本深志 大町 伊那弥生ヶ丘 飯山北 飯山北 須坂 長野吉田

長野日大 72長野吉田 47佐久長聖 43長野 40.5大町 37.5松代 37飯山北 36伊那北 31
男子総合



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38回長野県高等学校新人陸上(2009.9.25-27）                                     ｺｰﾄﾞ  [09203003]

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 09/26 +2.8 1深沢 宏之(2)    10.70 2加藤 一樹(2)    10.84 3原 翔太(2)    10.85 4今村 迅人(1)    10.99

松代 赤穂 高遠 北部
 5内堀 直也(1)    11.02 5杉山 侑(2)    11.02 7関川 大介(2)    11.09 8鳥屋 心吾(1)    11.23

岩村田 長野 長野日大 大町
男子 09/27 0.0 1原 翔太(2)    22.24 2新井 晃(2)    22.26 3今村 迅人(1)    22.56 4小林 修也(2)    22.85

高遠 長野吉田 北部 松商学園
 5加藤 一樹(2)    23.06 6星沢 弘樹(2)    23.07 7杉山 侑(2)    23.09 8山本 龍一(2)    23.10

赤穂 飯田 長野 長野高専
男子 09/25  1新井 晃(2)    50.24 2内山 心(2)    50.54 3川上 真弥(1)    50.65 4牛澤 成一(2)    51.45

長野吉田 創造学園 岩村田 屋代
 5大野 裕紀(2)    51.50 6大森 剛(2)    52.07 7武井 友則(2)    52.64 8山本 龍一(2)    56.43

伊那弥生ヶ丘 長野 松本県ヶ丘 長野高専
男子 09/27  1白鳥 敦(2)  1,56.34 2笠原 祥多(1)  1,56.86 3牛澤 成一(2)  1,57.26 4梅田 周(2)  1,58.34

伊那北 諏訪二葉 屋代 長野
 5小林 桂太(1)  1,59.29 6大野 裕紀(2)  1,59.92 7ｶﾗﾑ ｲﾑﾗﾝ(2)  2,00.56 8大田 一輝(2)  2,01.29

須坂東 伊那弥生ヶ丘 東海大三 上田
男子 09/25  1鳥羽 大地(2)  4,03.28 2笠原 祥多(1)  4,03.91 3福沢 潤一(2)  4,05.83 4梅田 周(2)  4,07.27

松本深志 諏訪二葉 佐久長聖 長野
 5滝澤 優也(2)  4,08.69 6梅田 匡(2)  4,10.22 7兼子 知也(1)  4,12.17 8福地 紘貴(1)  4,13.74

篠ノ井 長野 飯山北 佐久長聖
 9菅沼 武光(2)  4,21.7710ｶﾗﾑ ｲﾑﾗﾝ(2)  4,22.2111白鳥 敦(2)  4,25.02澁谷 宥介(2) 棄権    

長野日大 東海大三 伊那北 伊那弥生ヶ丘
男子 09/27  1福沢 潤一(2) 14,48.74 2臼田 稔宏(2) 14,51.96 3堀内 柊吾(2) 15,25.85 4兼子 知也(1) 15,26.08

佐久長聖 佐久長聖 長野日大 飯山北
 5鳥羽 大地(2) 15,27.26 6原 広野(2) 15,27.70 7滝澤 優也(2) 15,28.64 8福地 紘貴(1) 15,34.59

松本深志 伊那北 篠ノ井 佐久長聖
 9桃澤 大祐(2) 15,38.3610菅沼 武光(2) 15,42.6611小林 巧(1) 15,59.2012澁谷 宥介(2) 15,59.65

上伊那農業 長野日大 下諏訪向陽 伊那弥生ヶ丘
13平野 慶介(2) 16,20.5614涌井 紀宜(2) 16,21.6415小松 直斗(2) 16,26.7516牛山 弘康(1) 16,27.37

中野立志館 阿南 下諏訪向陽 諏訪二葉
17寶 雄也(1) 16,29.0618河野 駿介(2) 16,30.5519荒井 賢也(1) 16,38.6320千国 直哉(1) 16,41.24

長野 長野日大 丸子修学館 松本深志
21降籏 賢人(1) 16,43.8222里見 裕章(2) 16,49.5423波多野 悠人(2) 16,50.2724長岡 千豪(1) 16,54.52

松本県ヶ丘 野沢北 創造学園 南安曇農業
25清水 純平(2) 17,05.4426野溝 悟(2) 17,12.1227宮澤 遼(2) 17,17.7728栢木 大誓(2) 17,22.28

飯山北 伊那北 丸子修学館 木曽青峰
29青木 陽(1) 17,31.9630小林 浩俊(2) 17,34.4431青木 友亮(1) 17,45.95泉 継道(1) 欠場    

松本県ヶ丘 小諸 松商学園 上田
男子 09/25 +3.0 1太田 和彰(2)    14.57 2東山 由輝(1)    15.95 3丸山 将史(2)    16.11 4松﨑 哲(2)    16.34

松代 岩村田 長野日大 塩尻志学館
 5勝野 醇也(1)    16.70 6水崎 悠樹(1)    16.86 7松原 大輝(2)    16.89 8塩澤 啓太(2)    17.17

大町 長野日大 大町 小諸商業
男子 09/26  1高平 勝也(2)    57.27 2中村 悠陽(2)    57.49 3内山 心(2)    58.63 4掛川 友希(2)    58.80

長野吉田 大町 創造学園 小諸
 5小野 弘登(2)    59.24 6徳武 岳(2)    59.49 7古川 雄大(2)    59.97 8伊藤 圭祐(2)  1,02.12

松本深志 長野西 諏訪清陵 小諸
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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38回長野県高等学校新人陸上(2009.9.25-27）                                     ｺｰﾄﾞ  [09203003]

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 09/26  1小林 貴大(2)  9,43.89 2原 広野(2)  9,44.37 3平野 慶介(2)  9,51.03 4澁谷 宥介(2)  9,52.12
長野日大 伊那北 中野立志館 伊那弥生ヶ丘

 5宮尾 英之(2) 10,00.18 6吉見 悠斗(1) 10,00.28 7清水 純平(2) 10,08.69 8島田 康陽(2) 10,10.51
長野日大 長野日大 飯山北 長野高専

 9風間 栄作(2) 10,16.0710岡村 尚平(2) 10,19.8111千國 真生(1) 10,21.9312川嶋 剛志(1) 10,23.28
更級農業 丸子修学館 松本蟻ヶ崎 長野

男子 09/27  1小林 純平(2) 23,16.51 2北原 亮(1) 23,26.12 3矢ヶ崎 雄也(2) 23,40.03 4小林 一也(2) 23,46.74
佐久長聖 長野 松川 伊那北

 5降旗 健博(2) 24,45.89 6丸山 雄大(2) 24,54.69 7佐藤 遼平(2) 25,10.43 8尾澤 佳昭(2) 25,10.45
長野日大 更級農業 須坂園芸 小諸商業

 9湯本 章人(2) 25,43.1210宮島 長太朗(2) 26,20.2911新村 卓也(2) 26,44.3712加藤 貴規(2) 26,56.21
須坂園芸 飯田 上伊那農業 上田西

13久高 拓馬(2) 26,59.0914和田 玲於奈(2) 27,05.9815小田切 大城(2) 27,07.2616松田 誠二(1) 27,38.10
松本県ヶ丘 長野日大 長野日大 小諸

17下平 涼(1) 28,13.1018神田 直之(2) 28,15.2119越高 幸規(1) 28,20.2720有坂 丈典 28,22.05
飯田 須坂園芸 松川 上田染谷丘

永瀬 昻太(1) 失格    
松本蟻ヶ崎

八種競技 09/25 1組 0.0 1田畑 勇貴(2)    11.55 1宮川 卓也(2)    11.55 3村澤 和樹(2)    12.15 4宮尾 将文(1)    12.20
伊那北 須坂 伊那弥生ヶ丘 松本深志

 5山崎 拓実(1)    12.32 6伊藤 圭祐(2)    13.04櫻井 裕也(2) 欠場    
大町 小諸 岩村田

 2組 +0.2 1唐澤 英之(1)    11.78 2関口 直人(2)    12.02 3下川 直樹(2)    12.20 4木村 信吾(1)    12.20
松本県ヶ丘 長野吉田 松本県ヶ丘 飯山北

 5佐野 太一(1)    12.63 6服部 裕明(1)    12.77小林 尚登(1) 欠場    
小諸 伊那弥生ヶ丘 阿南

 3組 -0.7 1村松 康平(2)    12.32 2小柳 正人(1)    12.33 3尾本 友紀(2)    12.60 4塩川 浩平(2)    12.81
飯山北 創造学園 小諸 北佐久農業

 5五十嵐 友彰(2)    12.88 6藤澤 真人(1)    12.91 7中原 祐吾(1)    12.96 8庄田 元彬(2)    13.04
大町北 伊那北 伊那弥生ヶ丘 長野高専

八種競技 09/25 1組  1田畑 勇貴(2)    52.59 2唐澤 英之(1)    52.94 3村澤 和樹(2)    54.41 4関口 直人(2)    55.06
伊那北 松本県ヶ丘 伊那弥生ヶ丘 長野吉田

 5尾本 友紀(2)    56.25 6村松 康平(2)    56.64 7藤澤 真人(1)    58.43櫻井 裕也(2) 欠場    
小諸 飯山北 伊那北 岩村田

 2組  1宮尾 将文(1)    53.88 2服部 裕明(1)    54.76 3木村 信吾(1)    55.84 4山崎 拓実(1)    55.88
松本深志 伊那弥生ヶ丘 飯山北 大町

 5小柳 正人(1)    56.11 6佐野 太一(1)    56.58 7中原 祐吾(1)    60.86
創造学園 小諸 伊那弥生ヶ丘

 3組  1宮川 卓也(2)    54.72 2伊藤 圭祐(2)    54.95 3下川 直樹(2)    55.76 4庄田 元彬(2)    57.03
須坂 小諸 松本県ヶ丘 長野高専

 5五十嵐 友彰(2)    58.21 6塩川 浩平(2)    59.91小林 尚登(1) 欠場    
大町北 北佐久農業 阿南
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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38回長野県高等学校新人陸上(2009.9.25-27）                                     ｺｰﾄﾞ  [09203003]

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

八種競技 09/26  1宮尾 将文(1)  4,37.53 2村松 康平(2)  4,40.77 3村澤 和樹(2)  4,44.39 4五十嵐 友彰(2)  4,46.75
松本深志 飯山北 伊那弥生ヶ丘 大町北

 5服部 裕明(1)  4,49.41 6唐澤 英之(1)  4,51.15 7藤澤 真人(1)  4,57.17 8庄田 元彬(2)  4,57.86
伊那弥生ヶ丘 松本県ヶ丘 伊那北 長野高専

 9山崎 拓実(1)  5,00.2410田畑 勇貴(2)  5,00.3711佐野 太一(1)  5,00.4612小柳 正人(1)  5,11.02
大町 伊那北 小諸 創造学園

13関口 直人(2)  5,12.7314下川 直樹(2)  5,22.8515木村 信吾(1)  5,22.9916中原 祐吾(1)  5,31.07
長野吉田 松本県ヶ丘 飯山北 伊那弥生ヶ丘

17宮川 卓也(2)  5,31.99尾本 友紀(2) 棄権    
須坂 小諸

八種競技 09/26 1組 +1.2 1宮川 卓也(2)    17.94 2下川 直樹(2)    19.24 3伊藤 圭祐(2)    20.21 4庄田 元彬(2)    20.85
須坂 松本県ヶ丘 小諸 長野高専

 5五十嵐 友彰(2)    21.36塩川 浩平(2) 棄権    小林 尚登(1) 欠場    
大町北 北佐久農業 阿南

 2組 +2.5 1山崎 拓実(1)    17.57 2宮尾 将文(1)    17.78 3木村 信吾(1)    18.63 4佐野 太一(1)    18.85
大町 松本深志 飯山北 小諸

 5服部 裕明(1)    18.86 6小柳 正人(1)    21.36 7中原 祐吾(1)    22.70
伊那弥生ヶ丘 創造学園 伊那弥生ヶ丘

 3組 +1.6 1田畑 勇貴(2)    17.45 2村澤 和樹(2)    18.89 3村松 康平(2)    19.26 4関口 直人(2)    19.42
伊那北 伊那弥生ヶ丘 飯山北 長野吉田

 5尾本 友紀(2)    19.54 6唐澤 英之(1)    20.43 7藤澤 真人(1)    22.37櫻井 裕也(2) 欠場    
小諸 松本県ヶ丘 伊那北 岩村田

オープン男子 09/25 久保田 翔平(3) 欠場    
飯田風越

オープン男子 09/27  1川元 奨(2)  1,51.86
北佐久農業

オープン男子 09/26 早川 恭平(3) 欠場    
長野吉田

オープン男子 09/27  1宮澤 英之(3) 21,49.33
佐久長聖

1500m

110mH(1.067)
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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38回長野県高等学校新人陸上(2009.9.25-27）                                     ｺｰﾄﾞ  [09203003]

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 09/26 1組 +0.6 1加藤 一樹(2)    11.05 2内堀 直也(1)    11.18 3今村 迅人(1)    11.18 4関川 大介(2)    11.31

赤穂 岩村田 北部 長野日大
 5星沢 弘樹(2)    11.36 6黒岩 秀(1)    11.46 7宍戸 直也(2)    11.50 8清水 大暉(2)    11.57

飯田 長野 松商学園 上田
 2組 +1.7 1深沢 宏之(2)    10.91 2原 翔太(2)    10.98 3杉山 侑(2)    11.18 4鳥屋 心吾(1)    11.26

松代 高遠 長野 大町
 5平川 和章(2)    11.33 6小林 修也(2)    11.38 7山本 純也(2)    11.42 8塚田 武(1)    11.46

諏訪二葉 松商学園 下諏訪向陽 更級農業
男子 09/27 1組 -0.1 1原 翔太(2)    22.34 2今村 迅人(1)    22.62 3星沢 弘樹(2)    22.84 4山本 龍一(2)    22.89

高遠 北部 飯田 長野高専
 5小林 修也(2)    22.91 6川上 真弥(1)    22.94 7柄澤 昌希(1)    23.32 8大澤 浩平(1)    23.56

松商学園 岩村田 丸子修学館 佐久長聖
 2組 -1.4 1新井 晃(2)    22.91 2加藤 一樹(2)    23.15 3杉山 侑(2)    23.19 4関川 大介(2)    23.19

長野吉田 赤穂 長野 長野日大
 5平川 和章(2)    23.56 6尾﨑 翔太(2)    23.68 7小口 研一郎(2)    23.80鳥屋 心吾(1) 途中棄権

諏訪二葉 市立長野 諏訪清陵 大町
男子 09/25 1組  1新井 晃(2)    51.39 2大森 剛(2)    51.39 3川上 真弥(1)    51.42 4武井 友則(2)    51.81

長野吉田 長野 岩村田 松本県ヶ丘
 5白澤 諒志郎(2)    51.98 6小山 義人(2)    52.37 7蟹澤 恭吾(2)    52.51 8松尾 駿輝(2)    52.54

豊科 野沢北 伊那弥生ヶ丘 東海大三
 2組  1内山 心(2)    51.40 2牛澤 成一(2)    51.54 3大野 裕紀(2)    51.55 4山本 龍一(2)    51.94

創造学園 屋代 伊那弥生ヶ丘 長野高専
 5宮島 壮史(2)    52.33 6小宮山 彦毅(1)    52.69 7牧内 拳(2)    52.84 8征矢野 倭(2)    53.58

長野 上田 飯田 松本県ヶ丘
男子 09/26 1組  1梅田 周(2)  2,01.09 2笠原 祥多(1)  2,01.33 3ｶﾗﾑ ｲﾑﾗﾝ(2)  2,01.53 4福永 和輝(2)  2,03.71

長野 諏訪二葉 東海大三 長野吉田
 5蟹澤 恭吾(2)  2,06.43 6宮本 泰佑(1)  2,06.57 7村松 裕太(2)  2,09.31小宮山 彦毅(1) 棄権    

伊那弥生ヶ丘 長野日大 丸子修学館 上田
 2組  1白鳥 敦(2)  1,59.08 2牛澤 成一(2)  1,59.81 3大田 一輝(2)  2,00.07 4大野 裕紀(2)  2,00.41

伊那北 屋代 上田 伊那弥生ヶ丘
 5小林 桂太(1)  2,01.20 6梅田 匡(2)  2,01.24 7梅崎 純平(1)  2,06.93 8大久保 賢志(1)  2,07.99

須坂東 長野 篠ノ井 上田西
男子 09/25 1組 +1.6 1東山 由輝(1)    15.94 2松﨑 哲(2)    16.80 3松原 大輝(2)    17.01 4水崎 悠樹(1)    17.26

岩村田 塩尻志学館 大町 長野日大
 5古川 雄大(2)    17.73 6今井 修平(1)    17.94 7中島 司(2)    17.96 8杉山 恵梧(1)    17.97

諏訪清陵 松本県ヶ丘 木曽青峰 須坂東
 2組 +1.9 1太田 和彰(2)    14.65 2丸山 将史(2)    16.38 3勝野 醇也(1)    16.87 4塩澤 啓太(2)    17.10

松代 大会新 長野日大 大町 小諸商業
 5野邑 直貴(2)    17.60 6掛川 友希(2)    17.79 7服部 裕明(1)    18.48 8小林 直矢(1)    18.86

富士見 小諸 伊那弥生ヶ丘 松本県ヶ丘
男子 09/26 1組  1内山 心(2)    59.35 2徳武 岳(2)    59.52 3古川 雄大(2)    59.62 4伊藤 圭祐(2)    59.76

創造学園 長野西 諏訪清陵 小諸
 5清水 雅広(1)  1,00.30 6阿部 隼人(2)  1,02.42 7青木 太平(1)  1,02.52村澤 和樹(2) 棄権    

市立長野 飯山北 豊科 伊那弥生ヶ丘
東山 由輝(1) 棄権    

岩村田
 2組  1中村 悠陽(2)    58.71 2高平 勝也(2)    59.43 3掛川 友希(2)  1,00.01 4小野 弘登(2)  1,00.03

大町 長野吉田 小諸 松本深志
 5廣田 湧(2)  1,00.66 6児玉 翔(1)  1,00.67 7酒井 聖矢(1)  1,02.02 8西山 翔(2)  1,02.60

屋代 佐久長聖 飯田 長野日大
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順
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順
位

順
位

100m

200m

400m

800m

110mH(1.067)

400mH(0.914)



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38回長野県高等学校新人陸上(2009.9.25-27）                                     ｺｰﾄﾞ  [09203003]

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 09/25 1組 +2.7 1深沢 宏之(2)    10.72 2原 翔太(2)    10.85 3宍戸 直也(2)    11.21 4塚田 武(1)    11.26

松代 高遠 松商学園 更級農業
 5清水 大暉(2)    11.28 6田中 航(2)    11.32 7植松 孝太(2)    11.33 8沖村 祐樹(2)    11.46

上田 松本県ヶ丘 野沢北 赤穂
 2組 +2.4 1小林 修也(2)    11.12 2杉山 侑(2)    11.18 3平川 和章(2)    11.32 4櫻井 裕也(2)    11.37

松商学園 長野 諏訪二葉 岩村田
 5柄澤 昌希(1)    11.45 6石井 良(2)    11.48 7小口 研一郎(2)    11.50 8上原 敬史(2)    11.73

丸子修学館 市立長野 諏訪清陵 木曽青峰
 3組 +1.0 1内堀 直也(1)    11.11 2星沢 弘樹(2)    11.17 3鳥屋 心吾(1)    11.18 4黒岩 秀(1)    11.24

岩村田 飯田 大町 長野
 5山本 純也(2)    11.31 6尾﨑 翔太(2)    11.34 7新津 直人(2)    11.54 8長崎 仁徳(2)    11.71

下諏訪向陽 市立長野 佐久長聖 松本深志
 4組 +1.1 1加藤 一樹(2)    11.00 2今村 迅人(1)    11.17 3関川 大介(2)    11.21 4宮川 広夢(1)    11.41

赤穂 北部 長野日大 岩村田
 5伊藤 雅剛(2)    11.44 6田中 俊紀(1)    11.53 7大澤 浩平(1)    11.53 8小田部 宙(1)    11.71

松本深志 木曽青峰 佐久長聖 伊那弥生ヶ丘
男子 09/27 1組 +0.7 1新井 晃(2)    22.80 2鳥屋 心吾(1)    23.07 3杉山 侑(2)    23.12 4平川 和章(2)    23.18

長野吉田 大町 長野 諏訪二葉
 5大澤 浩平(1)    23.48 6柄澤 昌希(1)    23.54 7長崎 仁徳(2)    24.03山本 純也(2) 欠場    

佐久長聖 丸子修学館 松本深志 下諏訪向陽
 2組 -1.8 1原 翔太(2)    22.88 2小口 研一郎(2)    23.65 3関川 大介(2)    23.74 4青木 健人(2)    23.84

高遠 諏訪清陵 長野日大 長野東
 5清水 大暉(2)    24.19 6上原 敬史(2)    24.45 7植松 孝太(2)    24.67嶺村 鴻汰(2) 欠場    

上田 木曽青峰 野沢北 大町
 3組 -1.0 1加藤 一樹(2)    23.31 2山本 龍一(2)    23.50 3小林 修也(2)    23.58 4太田 和彰(2)    23.76

赤穂 長野高専 松商学園 松代
 5児玉 知(1)    24.08 6中村 悠陽(2)    24.77内堀 直也(1) 欠場    小田部 宙(1) 欠場    

小諸 大町 岩村田 伊那弥生ヶ丘
 4組 -1.4 1今村 迅人(1)    22.99 2川上 真弥(1)    23.12 3星沢 弘樹(2)    23.39 4尾﨑 翔太(2)    23.58

北部 岩村田 飯田 市立長野
 5内山 心(2)    23.82 6新津 直人(2)    23.93 7松尾 駿輝(2)    23.94田中 航(2) 欠場    

創造学園 佐久長聖 東海大三 松本県ヶ丘
男子 09/25 1組  1武井 友則(2)    51.80 2新井 晃(2)    51.95 3小宮山 彦毅(1)    52.10 4蟹澤 恭吾(2)    52.37

松本県ヶ丘 長野吉田 上田 伊那弥生ヶ丘
 5宮島 壮史(2)    52.37 6福澤 大輔(1)    53.49遠山 直希(1) 欠場    鳥屋 心吾(1) 欠場    

長野 赤穂 岩村田 大町
 2組  1大野 裕紀(2)    51.85 2大森 剛(2)    52.20 3白澤 諒志郎(2)    52.42 4根岸 達也(2)    52.75

伊那弥生ヶ丘 長野 豊科 小諸
 5齊藤 光太郎(2)    52.76 6佐藤 久明(2)    52.94 7川西 翔太(1)    53.49 8中平 弘(1)    54.09

屋代 佐久長聖 大町 飯田
 3組  1川上 真弥(1)    51.57 2牛澤 成一(2)    52.28 3牧内 拳(2)    52.60 4栁原 優也(1)    52.82

岩村田 屋代 飯田 松代
 5掛川 友希(2)    52.95 6伊藤 雅敏(2)    53.30 7中村 悠陽(2)    53.32 8松澤 直樹(2)    53.51

小諸 松本深志 大町 岡谷工業
 4組  1内山 心(2)    51.05 2山本 龍一(2)    51.61 3松尾 駿輝(2)    52.18 4小山 義人(2)    52.30

創造学園 長野高専 東海大三 野沢北
 5征矢野 倭(2)    52.53 6細谷 優太(2)    52.55 7宮澤 斉次(2)    52.70 8高平 勝也(2)    52.90

松本県ヶ丘 上田 松川 長野吉田
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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38回長野県高等学校新人陸上(2009.9.25-27）                                     ｺｰﾄﾞ  [09203003]

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 09/26 1組  1小宮山 彦毅(1)  2,01.70 2ｶﾗﾑ ｲﾑﾗﾝ(2)  2,01.87 3福永 和輝(2)  2,01.96 4蟹澤 恭吾(2)  2,03.27
上田 東海大三 長野吉田 伊那弥生ヶ丘

 5越取 直(2)  2,03.39 6上野 泰暢(1)  2,05.62武井 友則(2) 欠場    大森 剛(2) 欠場    
木曽青峰 臼田 松本県ヶ丘 長野

 2組  1梅田 周(2)  2,01.66 2村松 裕太(2)  2,01.76 3笠原 祥多(1)  2,01.98 4宮本 泰佑(1)  2,03.16
長野 丸子修学館 諏訪二葉 長野日大

 5大久保 賢志(1)  2,03.25 6川西 翔太(1)  2,07.88 7橋戸 幸平(1)  2,08.92柳澤 颯太(2) 欠場    
上田西 大町 木曽青峰 飯田

 3組  1小林 桂太(1)  2,01.10 2白鳥 敦(2)  2,01.18 3大田 一輝(2)  2,01.23 4梅田 匡(2)  2,01.34
須坂東 伊那北 上田 長野

 5渡島 康太(1)  2,05.37 6児玉 岳(1)  2,08.39牛山 弘康(1) 欠場    中村 俊輝(1) 欠場    
松商学園 佐久長聖 諏訪二葉 大町

 4組  1梅崎 純平(1)  2,05.13 2大野 裕紀(2)  2,05.36 3牛澤 成一(2)  2,05.92 4小山 義人(2)  2,06.44
篠ノ井 伊那弥生ヶ丘 屋代 野沢北

 5正木 慎吾(2)  2,07.16 6纐纈 克久(2)  2,07.92 7清沢 星哉(2)  2,09.95 8小林 祐也(1)  2,13.56
飯田工業 松本美須々ヶ丘 松本深志 上田東

男子 09/25 1組  1福沢 潤一(2)  4,09.97 2滝澤 優也(2)  4,11.59 3白鳥 敦(2)  4,11.76 4菅沼 武光(2)  4,12.68
佐久長聖 篠ノ井 伊那北 長野日大

 5澁谷 宥介(2)  4,13.02 6長岡 千豪(1)  4,14.87 7清水 純平(2)  4,16.36 8降籏 賢人(1)  4,24.77
伊那弥生ヶ丘 南安曇農業 飯山北 松本県ヶ丘

 9荒井 賢也(1)  4,25.5410里見 裕章(2)  4,26.7111千国 直哉(1)  4,27.77
丸子修学館 野沢北 松本深志

 2組  1梅田 周(2)  4,12.74 2ｶﾗﾑ ｲﾑﾗﾝ(2)  4,13.61 3福地 紘貴(1)  4,13.88 4宮尾 英之(2)  4,14.82
長野 東海大三 佐久長聖 長野日大

 5大久保 賢志(1)  4,15.05 6牛山 弘康(1)  4,15.29 7千國 真生(1)  4,15.93 8南澤 延輝(1)  4,20.51
上田西 諏訪二葉 松本蟻ヶ崎 上伊那農業

 9上野 泰暢(1)  4,23.98越取 直(2) 欠場    
臼田 木曽青峰

 3組  1笠原 祥多(1)  4,10.72 2兼子 知也(1)  4,10.80 3梅田 匡(2)  4,10.81 4鳥羽 大地(2)  4,10.84
諏訪二葉 飯山北 長野 松本深志

 5宮本 泰佑(1)  4,13.67 6桃澤 大祐(2)  4,15.42 7小林 祐也(1)  4,16.09 8村松 裕太(2)  4,16.73
長野日大 上伊那農業 上田東 丸子修学館

 9小松 直斗(2)  4,26.3610横沢 俊(1)  4,28.3811大澤 彰浩(2)  4,30.55
下諏訪向陽 大町 松本工業

男子 09/25 1組 +0.6 1勝野 醇也(1)    17.27 2水崎 悠樹(1)    17.68 3小林 直矢(1)    18.84 4荒井 大輔(2)    19.08
大町 長野日大 松本県ヶ丘 須坂園芸

 5小沼 雄大(1)    19.20 6渡邊 泰樹(1)    20.19平澤 蓮(2) 欠場    
小諸 諏訪清陵 飯田工業

 2組 +0.1 1東山 由輝(1)    16.58 2松﨑 哲(2)    17.30 3古川 雄大(2)    17.65 4杉山 恵梧(1)    18.04
岩村田 塩尻志学館 諏訪清陵 須坂東

 5小椋 渉(1)    18.69 6村澤 和樹(2)    19.08丸山 健一(2) 欠場    
創造学園 伊那弥生ヶ丘 長野日大

 3組 -0.1 1太田 和彰(2)    15.02 2掛川 友希(2)    18.07 3今井 修平(1)    18.50 4宮坂 佳裕(2)    18.71
松代 小諸 松本県ヶ丘 岡谷南

 5奥田 了(1)    19.37 6赤羽 悟(1)    19.40 7高橋 博幸(1)    19.54
松本深志 伊那弥生ヶ丘 北佐久農業
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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38回長野県高等学校新人陸上(2009.9.25-27）                                     ｺｰﾄﾞ  [09203003]

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 +1.0 1丸山 将史(2)    16.73 2松原 大輝(2)    17.08 3塩澤 啓太(2)    17.40 4野邑 直貴(2)    17.53
長野日大 大町 小諸商業 富士見

 5中島 司(2)    17.84 6服部 裕明(1)    18.50阿部 隼人(2) 欠場    
木曽青峰 伊那弥生ヶ丘 飯山北

男子 09/26 1組  1徳武 岳(2)    59.97 2掛川 友希(2)  1,00.09 3廣田 湧(2)  1,00.14 4小野 弘登(2)  1,00.16
長野西 小諸 屋代 松本深志

 5科野 信人(1)  1,02.19 6渡邊 修平(2)  1,03.52 7森本 健嗣(2)  1,06.45野邑 直貴(2) 途中棄権
木曽青峰 飯田工業 北佐久農業 富士見

 2組  1東山 由輝(1)    58.48 2西山 翔(2)  1,00.48 3古川 雄大(2)  1,01.74 4青木 太平(1)  1,01.98
岩村田 長野日大 諏訪清陵 豊科

 5中島 司(2)  1,02.10 6服部 裕明(1)  1,03.26尾本 友紀(2) 欠場    宮島 壮史(2) 欠場    
木曽青峰 伊那弥生ヶ丘 小諸 長野

 3組  1中村 悠陽(2)    59.14 2伊藤 圭祐(2)    59.40 3清水 雅広(1)    59.45 4阿部 隼人(2)    59.48
大町 小諸 市立長野 飯山北

 5村澤 和樹(2)  1,01.98 6近藤 遼弥(2)  1,02.99 7市川 誠(2)  1,04.30 8今井 晃規(2)  1,04.62
伊那弥生ヶ丘 松商学園 伊那北 丸子修学館

 4組  1高平 勝也(2)    58.78 2内山 心(2)  1,00.89 3児玉 翔(1)  1,01.24 4酒井 聖矢(1)  1,01.75
長野吉田 創造学園 佐久長聖 飯田

 5齊藤 光太郎(2)  1,02.37 6富井 嵩晃(2)  1,02.64 7松﨑 哲(2)  1,04.75中嶋 慎也(2) 欠場    
屋代 野沢南 塩尻志学館 伊那弥生ヶ丘

男子 09/26 1組  1小林 貴大(2) 10,11.39 2澁谷 宥介(2) 10,11.82 3川嶋 剛志(1) 10,13.02 4島田 康陽(2) 10,13.78
長野日大 伊那弥生ヶ丘 長野 長野高専

 5清水 純平(2) 10,14.43 6宮澤 遼(2) 10,15.20 7大槻 翼(2) 10,30.65 8泉 継道(1) 10,35.48
飯山北 丸子修学館 上伊那農業 上田

 9西澤 優汰(1) 10,35.9810望月 憲(2) 10,46.2111栢木 大誓(2) 10,47.2712長澤 晨哉(1) 10,52.99
小諸 松本蟻ヶ崎 木曽青峰 諏訪清陵

13佐藤 大輔(2) 11,08.3314小林 勝太(1) 11,17.1215江畑 雄太(2) 12,37.31鳥羽 大地(2) 欠場    
上伊那農業 上田東 田川 松本深志

 2組  1吉見 悠斗(1) 10,02.44 2宮尾 英之(2) 10,02.61 3平野 慶介(2) 10,02.77 4千國 真生(1) 10,02.87
長野日大 長野日大 中野立志館 松本蟻ヶ崎

 5原 広野(2) 10,03.13 6岡村 尚平(2) 10,03.48 7風間 栄作(2) 10,14.13 8降籏 賢人(1) 10,36.58
伊那北 丸子修学館 更級農業 松本県ヶ丘

 9尾澤 佳昭(2) 10,42.9010小林 傑(1) 11,00.7311荒井 涼佑(1) 11,04.9412田中 耀介(1) 11,07.95
小諸商業 野沢北 上伊那農業 松本深志

13米山 修一朗(1) 11,09.0214澤田 岳明(1) 11,11.8115池上 陽祐(2) 11,17.89松下 拓磨(1) 失格    
諏訪清陵 木曽青峰 伊那弥生ヶ丘 佐久長聖

400mH(0.914)

3000mSC



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38回長野県高等学校新人陸上(2009.9.25-27）                                     ｺｰﾄﾞ  [09203003]

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 09/25 1組     1岩村田 宮川 広夢(1) 櫻井 裕也(2) 東山 由輝(1) 川上 真弥(1)       43.54

    2長野 平出 哲朗(2) 黒岩 秀(1) 大森 剛(2) 杉山 侑(2)       43.95
    3松代 飯島 史也(2) 栁原 優也(1) 深沢 宏之(2) 太田 和彰(2)       44.17
    4市立長野 石井 良(2) 尾﨑 翔太(2) 清水 雅広(1) 藤井 大士(1)       44.63
    5松本深志 伊藤 雅敏(2) 長崎 仁徳(2) 小野 弘登(2) 伊藤 雅剛(2)       44.68
    6伊那弥生ヶ丘 蟹澤 恭吾(2) 大野 裕紀(2) 中嶋 慎也(2) 小田部 宙(1)       44.84
    7更級農業 稲葉 拓也(1) 塩野入至治(2) 斎藤 也貴(1) 塚田 武(1)       45.62
    8赤穂 宮下 快(1) 福澤 大輔(1) 沖村 祐樹(2) 加藤 一樹(2)       45.69

 2組     1長野吉田 久保 拓海(2) 新井 晃(2) 齊藤 新(1) 小島 正大(1)       43.89
    2松本県ヶ丘 今井 修平(1) 田中 航(2) 武井 友則(2) 征矢野 倭(2)       44.31
    3松商学園 近藤 遼弥(2) 宍戸 直也(2) 新村 大輝(1) 小林 修也(2)       44.47
    4佐久長聖 新津 直人(2) 笹沢 隆文(1) 中曽根 豪(2) 佐藤 久明(2)       44.62
    5飯田 酒井 聖矢(1) 星沢 弘樹(2) 小林 美輝(2) 中平 弘(1)       44.84
    6上田 細谷 優太(2) 清水 大暉(2) 大田 一輝(2) 飯塚 築(1)       45.00
    7野沢北 小山 義人(2) 植松 孝太(2) 小林 直哉(1) 箕輪 雄太(2)       45.23

長野日大 小林 龍太(1) 関川 大介(2) 高野 拓美(2) 畠山 薫(2) 失格      
男子 09/27 1組     1長野吉田 齊藤 新(1) 福永 和輝(2) 高平 勝也(2) 新井 晃(2)     3,27.63

    2伊那弥生ヶ丘 蟹澤 恭吾(2) 大野 裕紀(2) 中嶋 慎也(2) 小田部 宙(1)     3,28.94
    3長野日大 西山 翔(2) 関川 大介(2) 畠山 薫(2) 高野 拓美(2)     3,29.28
    4松本深志 宮尾 将文(1) 長崎 仁徳(2) 小野 弘登(2) 伊藤 雅敏(2)     3,30.44
    5小諸 児玉 知(1) 伊藤 圭祐(2) 掛川 友希(2) 根岸 達也(2)     3,31.97
    6下諏訪向陽 岩波 柾也(1) 平出 嵩典(2) 山本 純也(2) 笠井 健太(1)     3,31.97
    7諏訪清陵 古川 雄大(2) 小口 研一郎(2) 渡邊 泰樹(1) 寺田 智也(2)     3,35.17
    8伊那北 市川 誠(2) 小林 祥史(1) 藤澤 真人(1) 田畑 勇貴(2)     3,38.25

 2組     1岩村田 宮川 広夢(1) 相場 智裕(2) 東山 由輝(1) 川上 真弥(1)     3,25.71
    2長野 宮島 壮史(2) 大森 剛(2) 平出 哲朗(2) 杉山 侑(2)     3,26.19
    3上田 清水 大暉(2) 小宮山 彦毅(1) 細谷 優太(2) 大田 一輝(2)     3,26.28
    4松本県ヶ丘 征矢野 倭(2) 唐澤 英之(1) 田中 航(2) 武井 友則(2)     3,28.47
    5屋代 小山 和也(1) 牛澤 成一(2) 廣田 湧(2) 齊藤 光太郎(2)     3,28.76
    6丸子修学館 久保川 峻吾(1) 今井 晃規(2) 柄澤 昌希(1) 村松 裕太(2)     3,29.46
    7飯田 酒井 聖矢(1) 柳澤 颯太(2) 後藤 龍(2) 中平 弘(1)     3,32.39
    8松本蟻ヶ崎 宮川 弦士(1) 千國 真生(1) 中野 航太(2) 上條 智之(1)     3,36.14

4×400mR

チーム名 選手名１

4×100mR



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38回長野県高等学校新人陸上(2009.9.25-27）                                     ｺｰﾄﾞ  [09203003]

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 09/25 1組     1長野吉田 久保 拓海(2) 新井 晃(2) 齊藤 新(1) 小島 正大(1)       43.60

    2松本県ヶ丘 今井 修平(1) 田中 航(2) 武井 友則(2) 征矢野 倭(2)       44.20
    3伊那弥生ヶ丘 蟹澤 恭吾(2) 大野 裕紀(2) 鰍澤 将平(1) 小田部 宙(1)       44.40
    4市立長野 石井 良(2) 尾﨑 翔太(2) 清水 雅広(1) 藤井 大士(1)       44.66
    5野沢北 小山 義人(2) 植松 孝太(2) 小林 直哉(1) 箕輪 雄太(2)       44.98
    6小諸 児玉 知(1) 掛川 友希(2) 伊藤 圭祐(2) 根岸 達也(2)       46.61
    7大町北 駒澤 佑也(2) 内川 直己(1) 五十嵐 友彰(2) 山岸 聖矢(1)       47.52

諏訪清陵 古川 雄大(2) 三輪 峻大(2) 大槻 駿介(1) 小口 研一郎(2) 失格      
 2組     1長野 平出 哲朗(2) 黒岩 秀(1) 大森 剛(2) 杉山 侑(2)       43.97

    2松本深志 伊藤 雅敏(2) 長崎 仁徳(2) 小野 弘登(2) 伊藤 雅剛(2)       44.84
    3飯田 酒井 聖矢(1) 星沢 弘樹(2) 小林 美輝(2) 中平 弘(1)       45.01
    4上田 小宮山 彦毅(1) 清水 大暉(2) 大田 一輝(2) 飯塚 築(1)       45.08
    5創造学園 内山 心(2) 忠地 政英(2) 小柳 正人(1) 小椋 渉(1)       46.08
    6小諸商業 塩澤 啓太(2) 中澤 桂(1) 佐藤 和紀(1) 佐藤 栄樹(2)       46.09
    7駒ヶ根工業 木下 勝寛(2) 米澤 祥吾(2) 小林 正寿(1) 竹村 悠太(1)       46.99

 3組     1岩村田 宮川 広夢(1) 櫻井 裕也(2) 東山 由輝(1) 川上 真弥(1)       43.22
    2松代 飯島 史也(2) 栁原 優也(1) 深沢 宏之(2) 太田 和彰(2)       43.91
    3松商学園 近藤 遼弥(2) 宍戸 直也(2) 新村 大輝(1) 小林 修也(2)       44.57
    4下諏訪向陽 平出 嵩典(2) 笠井 健太(1) 岩波 柾也(1) 山本 純也(2)       45.62
    5丸子修学館 今井 晃規(2) 柄澤 昌希(1) 久保川 峻吾(1) 橋詰 智也(1)       45.72
    6長野東 藤野 竜太(2) 青木 健人(2) 小島 将貴(2) 早川 真人(2)       45.89
    7松本蟻ヶ崎 高木 駿(1) 上條 智之(1) 久保 秀俊(2) 中野 航太(2)       46.26
    8飯田工業 高橋 一眞(2) 渡邊 修平(2) 平澤 蓮(2) 林 拓真(2)       48.62

 4組     1長野日大 小林 龍太(1) 関川 大介(2) 高野 拓美(2) 畠山 薫(2)       43.86
    2佐久長聖 新津 直人(2) 笹沢 隆文(1) 中曽根 豪(2) 佐藤 久明(2)       44.71
    3赤穂 宮下 快(1) 福澤 大輔(1) 沖村 祐樹(2) 加藤 一樹(2)       45.39
    4更級農業 稲葉 拓也(1) 塩野入至治(2) 斎藤 也貴(1) 塚田 武(1)       45.57
    5大町 中村 悠陽(2) 鳥屋 心吾(1) 川西 翔太(1) 勝野 醇也(1)       45.71
    6伊那北 藤澤 真人(1) 田畑 勇貴(2) 市川 誠(2) 小林 祥史(1)       46.29
    7上田西 小須田 卓朗(1) 塩見 弘樹(2) 松木 優太(2) 林 拓也(2)       46.51
    8田川 宮島 優也(1) 秋谷 聡(1) 北澤 友章(1) 上原 啓間(2)       48.54

男子 09/26 1組     1伊那弥生ヶ丘 蟹澤 恭吾(2) 大野 裕紀(2) 中嶋 慎也(2) 小田部 宙(1)     3,29.87
    2松本県ヶ丘 征矢野 倭(2) 今井 修平(1) 田中 航(2) 武井 友則(2)     3,30.94
    3丸子修学館 久保川 峻吾(1) 今井 晃規(2) 柄澤 昌希(1) 村松 裕太(2)     3,31.25
    4屋代 小山 和也(1) 齊藤 光太郎(2) 廣田 湧(2) 牛澤 成一(2)     3,31.27
    5下諏訪向陽 岩波 柾也(1) 平出 嵩典(2) 山本 純也(2) 笠井 健太(1)     3,36.31
    6野沢北 早川 佳明(2) 植松 孝太(2) 箕輪 雄太(2) 小山 義人(2)     3,38.19
    7創造学園 忠地 政英(2) 内山 心(2) 小柳 正人(1) 小椋 渉(1)     3,41.13

長野工業 欠場      
 2組     1長野吉田 齊藤 新(1) 福永 和輝(2) 高平 勝也(2) 新井 晃(2)     3,30.20

    2小諸 児玉 知(1) 伊藤 圭祐(2) 掛川 友希(2) 根岸 達也(2)     3,33.10
    3飯田 牧内 拳(2) 星沢 弘樹(2) 後藤 龍(2) 柳沢 颯太(2)     3,35.83
    4松本蟻ヶ崎 上條 智之(1) 千國 真生(1) 宮川 弦士(1) 中野 航太(2)     3,36.72
    5佐久長聖 佐藤 宗人(2) 大澤 浩平(1) 笹沢 隆文(1) 佐藤 久明(2)     3,36.92
    6長野東 青木 健人(2) 藤野 竜太(2) 小島 将貴(2) 島田 将也(2)     3,37.53
    7松商学園 新村 大輝(1) 宍戸 直也(2) 近藤 遼弥(2) 村中 智彦(1)     3,38.45
    8駒ヶ根工業 米澤 祥吾(2) 木下 勝寛(2) 春日 翔平(1) 竹村 悠太(1)     3,44.38

4×400mR

チーム名 選手名１

4×100mR



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38回長野県高等学校新人陸上(2009.9.25-27）                                     ｺｰﾄﾞ  [09203003]

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  考チーム名 選手名１
 3組     1長野 大森 剛(2) 宮島 壮史(2) 平出 哲朗(2) 杉山 侑(2)     3,29.23

    2岩村田 宮川 広夢(1) 遠山 直希(1) 櫻井 裕也(2) 川上 真弥(1)     3,34.05
    3諏訪清陵 大槻 駿介(1) 小口 研一郎(2) 渡邊 泰樹(1) 寺田 智也(2)     3,35.54
    4松本深志 小野 弘登(2) 長崎 仁徳(2) 清水 黎(2) 伊藤 雅敏(2)     3,36.30
    5中野西 酒井 敦弘(2) 滝澤 健斗(2) 中村 克哉(2) 小山 貴史(2)     3,39.01
    6木曽青峰 中島 司(2) 佐々木 賢太郎(2) 小桂 洋二(1) 科野 信人(1)     3,40.50
    7上田東 宮崎 浩司(2) 宮入 俊(2) 中村 駿(2) 小林 祐也(1)     3,45.49

諏訪二葉 欠場      
 4組     1上田 清水 大暉(2) 小宮山 彦毅(1) 細谷 優太(2) 大田 一輝(2)     3,31.04

    2長野日大 松下 明広(1) 関川 大介(2) 畠山 薫(2) 高野 拓美(2)     3,32.37
    3伊那北 市川 誠(2) 白鳥 敦(2) 小林 祥史(1) 田畑 勇貴(2)     3,35.00
    4市立長野 藤沢 翔平(2) 尾﨑 翔太(2) 藤井 大士(1) 清水 雅広(1)     3,37.13
    5飯田工業 林 拓真(2) 瀧澤 俊輝(2) 渡邊 修平(2) 正木 慎吾(2)     3,40.62
    6小諸商業 中澤 桂(1) 佐藤 栄樹(2) 坂本 麗太(1) 塩澤 啓太(2)     3,42.60
    7松本美須々ヶ丘 上松 敬弘(1) 澤谷 大軌(1) 三村 一暉(1) 高山 晃司(2)     3,43.98

大町 欠場      



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38回長野県高等学校新人陸上(2009.9.25-27）                                     ｺｰﾄﾞ  [09203003]

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 09/26  1羽生田 宇恭(1)    1.85 2松原 大輝(2)    1.80 3村中 智彦(1)    1.80 4丸山 健一(2)    1.75

長野日大 大町 松商学園 長野日大
 5五味 英幸(2)    1.75 6北條 達彦(2)    1.70 6山崎 拓実(1)    1.70 8北野 恭平(1)    1.70

富士見 市立長野 大町 松商学園
 8清水 駿(2)    1.7010小柳 正人(1)    1.7011佐々木 僚汰(1)    1.6511瀧澤 俊輝(2)    1.65

野沢北 創造学園 創造学園 飯田工業
13小林 直矢(1)    1.6514宮坂 佳裕(2)    1.6514塩川 浩平(2)    1.6516小林 義樹(2)    1.65

松本県ヶ丘 岡谷南 北佐久農業 長野日大
16吉田 隼人(1)    1.6518清水 智成(1)    1.6019小林 尚登(1)    1.6019渡邊 泰樹(1)    1.60

豊科 上伊那農業 阿南 諏訪清陵
19四ﾂ橋 和生(1)    1.6019倉石 耀多(1)    1.6023松井 朋博(2)    1.6023佐野 太一(1)    1.60

下伊那農業 篠ノ井 飯田風越 小諸
井上 嵩史(1) 記録なし 伊東 佑太(1) 記録なし 伊藤 圭祐(2) 記録なし 小島 祥平(1) 欠場    

野沢北 長野 小諸 長野西
櫻井 裕也(2) 欠場    

岩村田
男子 09/26  1中嶋 慎也(2)    4.10 2竹村 昴浩(1)    4.00 3小山 範晃(1)    3.90 4武田 陽介(2)    3.80

伊那弥生ヶ丘 諏訪二葉 上田東 長野吉田
 5小林 英喜(2)    3.70 6畠山 薫(2)    3.70 7小林 慎弥(2)    3.60 7阿部 貴博(2)    3.60

飯山北 長野日大 長野商業 下高井農林
 9平林 隼弥(1)    3.6010川﨑 真(1)    3.4010小林 真二(1)    3.4012平林 哲也(2)    3.20

更級農業 長野吉田 上田東 松本県ヶ丘
飯島 泰斗(1) 記録なし 大月 昭紀(1) 記録なし 浅見 剛志(2) 欠場    

岩村田 松本県ヶ丘 長野工業
男子 09/25  1嶺村 鴻汰(2)    7.33 2深沢 宏之(2)    6.85 3鈴木 健太(2)    6.82 4原山 京介(1)    6.63

大町    +2.8 松代    +2.7 飯山北    +3.4 長野西    +1.7
 5原 翔太(2)    6.50 6中曽根 豪(2)    6.32 7小林 祐紀(1)    6.32 8中野 航太(2)    6.31

高遠    +2.0 佐久長聖    +4.0 長野吉田    +2.1 松本蟻ヶ崎    +2.5
 9上條 将吾(1)    6.2210上條 智之(1)    6.2011養田 一揮(1)    6.1512箕輪 雄太(2)    6.11

松本深志    +2.0 松本蟻ヶ崎    +1.5 長野吉田    +2.2 野沢北    +1.3
13下川 直樹(2)    6.0214林 拓真(2)    6.0115清水 駿(2)    6.0016細萱 椋(2)    5.96

松本県ヶ丘    +1.7 飯田工業    +3.7 野沢北    +3.4 松本工業    +2.9
17小林 直哉(1)    5.9118腰原 誠(2)    5.7719小野 将季(1)    5.7520久保 拓海(2)    5.74

野沢北    +0.8 豊科    +3.1 中野立志館    +2.1 長野吉田    +3.5
21田垣 伸(2)    5.7222磯崎 祐聡(1)    5.7223美濃部 宏亮(1)    5.7024渡邊 泰樹(1)    5.67

篠ノ井    +0.5 岡谷南    +4.1 上伊那農業    +2.5 諏訪清陵    +2.4
25三沢 真弥(1)    5.6326松井 朋博(2)    5.5227高橋 一眞(2)    5.4928市川 誠(2)    5.14

上田西    +2.6 飯田風越    +1.2 飯田工業    +4.5 伊那北    +2.4
29澤谷 大軌(1)    3.9830塩澤 啓太(2)    3.3531笹沢 隆文(1) 記録なし 宮川 広夢(1) 欠場    

松本美須々ヶ丘    +2.2 小諸商業    +1.7 佐久長聖 岩村田

順
位

棒高跳

走幅跳

走高跳

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38回長野県高等学校新人陸上(2009.9.25-27）                                     ｺｰﾄﾞ  [09203003]

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 09/27  1深沢 宏之(2) 大会新   14.89 2箕輪 雄太(2)   13.39 3中曽根 豪(2)   13.26 4羽生田 宇恭(1)   12.96
松代    +0.3 野沢北    +1.0 佐久長聖    +0.5 長野日大    -0.3

 5上條 将吾(1)   12.84 6腰原 誠(2)   12.68 7上條 智之(1)   12.63 8丸山 健一(2)   12.45
松本深志    +1.7 豊科    +2.5 松本蟻ヶ崎     0.0 長野日大    +2.1

 9養田 一揮(1)   12.3610藤井 大士(1)   12.3311荒井 大輔(2)   12.2512久保田 大揮(2)   12.10
長野吉田    +1.4 市立長野    +1.3 須坂園芸    +0.6 飯田    +1.3

13樽沢 佑弥(1)   12.0914今井 晃規(2)   12.0615小山 範晃(1)   11.9716東原 陸(2)   11.88
木曽青峰    +0.4 丸子修学館    +1.2 上田東    +1.9 大町    +0.9

17土田 涼介(1)   11.6918清水 駿(2)   11.6919小林 美輝(2)   11.5620松井 朋博(2)   11.47
松本県ヶ丘    +1.8 野沢北    +2.0 飯田    +0.9 飯田風越    +1.9

21瀧澤 俊輝(2)   11.4222佐野 太一(1) 記録なし 22中野 航太(2) 記録なし 22矢澤 涼人(2) 記録なし
飯田工業    +1.8 小諸 松本蟻ヶ崎 飯田風越

22足立 祥一(1) 記録なし 22下川 直樹(2) 記録なし 22高橋 一眞(2) 記録なし 蟹澤 恭吾(2) 欠場    
東御清翔 松本県ヶ丘 飯田工業 伊那弥生ヶ丘

畠山 薫(2) 欠場    中嶋 慎也(2) 欠場    鈴木 健太(2) 欠場    
長野日大 伊那弥生ヶ丘 飯山北

男子 09/26  1下條 久佳(2)   12.32 2高見澤 和希(2)   11.38 3尾﨑 雄介(1)   11.31 4山本 大地(2)   11.21
木曽青峰 大会新 阿南 更級農業 飯山北

 5中田 浩二(1)   11.09 6下平 勇仁(1)   11.02 7安藤 純(1)   11.01 8小林 龍之介(2)   10.89
木曽青峰 長野日大 伊那弥生ヶ丘 小諸

 9宮田 伊織(2)   10.5710中村 颯志(1)    9.8311岩下 遼介(2)    9.5212三ッ井 良介(1)    9.39
木曽青峰 篠ノ井 上田 長野日大

13鰍澤 将平(1)    9.2614牧内 拳(2)    9.0915石崎 暁裕(1)    8.8116吉澤 雄一朗(1)    8.81
伊那弥生ヶ丘 飯田 大町 松本蟻ヶ崎

17深井 基裕(1)    8.7618高橋 大樹(1)    8.4919伊藤 弘晃(1)    8.3820小口 研一郎(2)    8.37
松本県ヶ丘 中野立志館 飯田風越 諏訪清陵

21西澤 佑太(2)    8.3622渡辺 慎吾(1)    8.3223米山 雅人(2)    8.0424滝澤 成仁(1)    8.03
更級農業 野沢北 飯田工業 長野俊英

25高橋 卓也(2)    7.6826永井 一平(1)    7.4127中澤 裕生(1)    7.3228宮﨑 王貴(1)    7.14
明科 丸子修学館 岩村田 飯田工業

29村田 匡彰(1)    6.7430小林 峻也(2)    6.56
松本県ヶ丘 北佐久農業

男子 09/27  1下條 久佳(2)   34.55 2尾﨑 雄介(1)   32.76 3高見澤 和希(2)   32.72 4伊藤 和輝(1)   32.67
木曽青峰 更級農業 阿南 阿南

 5宮田 伊織(2)   29.83 6小笠原 拓人(2)   29.66 7中田 浩二(1)   28.56 8西澤 佑太(2)   28.19
木曽青峰 飯田 木曽青峰 更級農業

 9大塚 芳輝(2)   27.5710永井 一平(1)   27.3411大井 達也(1)   26.6612坪井 和久(2)   26.52
長野日大 丸子修学館 岩村田 須坂園芸

13大井 翼(1)   24.7814中村 颯志(1)   24.3615早川 佳明(2)   24.3216中澤 裕生(1)   24.10
北佐久農業 篠ノ井 野沢北 岩村田

17駒澤 佑也(2)   23.8218吉垣 匠馬(2)   23.7919石崎 暁裕(1)   23.7120下平 勇仁(1)   23.69
大町北 田川 大町 長野日大

21安藤 純(1)   23.5922斎藤 克弥(2)   23.4923米山 雅人(2)   22.7624山元 裕啓(2)   22.55
伊那弥生ヶ丘 飯山北 飯田工業 松川

25宮﨑 王貴(1)   21.7026宮川 弦士(1)   21.6727籠谷 勇人(1)   20.7528宮島 卓也(1)   20.47
飯田工業 松本蟻ヶ崎 野沢北 阿南

29高橋 卓也(2)   19.63小林 正夫(2) 欠場    山本 大地(2) 欠場    小林 龍之介(2) 欠場    
明科 岩村田 飯山北 小諸

円盤投(1.75kg)

三段跳

砲丸投(6.0kg)



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38回長野県高等学校新人陸上(2009.9.25-27）                                     ｺｰﾄﾞ  [09203003]

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 09/25  1坪井 和久(2)   43.09 2川内 将(2)   41.30 3岩下 遼介(2)   39.65 4西澤 佑太(2)   39.44
須坂園芸 中野西 上田 更級農業

 5宮田 伊織(2)   38.90 6太田 悠葵(2)   37.02 7栗田 大樹(2)   36.78 8高橋 卓也(2)   34.55
木曽青峰 明科 更級農業 明科

 9小林 峻也(2)   33.0810中村 颯志(1)   31.9911藤田 諒(1)   28.9412大井 達也(1)   28.36
北佐久農業 篠ノ井 穂高商業 岩村田

13大和 工峰(1)   28.1914堀内 翔太(1)   27.7615村田 匡彰(1)   27.0416中澤 裕生(1)   26.27
須坂園芸 明科 松本県ヶ丘 岩村田

17藤岡 敏希(1)   24.7618斎藤 克弥(2)   23.4819深井 基裕(1)   20.5520宮島 卓也(1)   18.79
大町北 飯山北 松本県ヶ丘 阿南

21閏間 耀一(1)   17.8122安藤 純(1)   16.1123伊藤 和輝(1)   15.5424蟹澤 勇斗(1)   12.08
下諏訪向陽 伊那弥生ヶ丘 阿南 伊那弥生ヶ丘

25廣田 裕貴(1)    8.4226渡辺 慎吾(1) 記録なし 小笠原 拓人(2) 欠場    石坂 直毅(2) 欠場    
伊那弥生ヶ丘 野沢北 飯田 長野日大

高見澤 和希(2) 欠場    
阿南

男子 09/25  1小笠原 拓人(2)   54.13 2坂田 健訓(2)   53.44 3木場田 航(1)   52.28 4山本 大地(2)   52.05
飯田 阿南 長野日大 飯山北

 5駒澤 佑也(2)   52.04 6石坂 俊樹(2)   49.74 7永井 一平(1)   48.59 8石坂 直毅(2)   48.43
大町北 長野日大 丸子修学館 長野日大

 9早川 真人(2)   46.7310平澤 蓮(2)   45.2611早川 佳明(2)   44.0812松本 拓也(2)   43.01
長野東 飯田工業 野沢北 長野吉田

13木藤 星(1)   41.8914大井 達也(1)   41.6915花村 卓哉(1)   40.8016小林 龍之介(2)   39.11
長野吉田 岩村田 塩尻志学館 小諸

17三村 健人(2)   38.9718吉澤 雄一朗(1)   35.6619土松 昂平(2)   34.7220北村 和最(2)   34.52
飯田風越 松本蟻ヶ崎 飯田 更級農業

21渡辺 慎吾(1)   32.9722酒井 皓平(2)   32.2423鈴木 涼太(1)   31.9023村田 匡彰(1)   31.90
野沢北 松本工業 飯田工業 松本県ヶ丘

25佐藤 和紀(1)   31.7826関島 裕太(2)   28.4627坂本 麗太(1)   20.6228栗田 桂(1) 記録なし
小諸商業 飯田風越 小諸商業 白馬

28宮尾 将文(1) 記録なし 下條 久佳(2) 欠場    山本 純也(2) 欠場    小宮山 彦毅(1) 欠場    
松本深志 木曽青峰 下諏訪向陽 上田

八種競技 09/26  1山崎 拓実(1)    1.80 2小柳 正人(1)    1.70 3宮尾 将文(1)    1.60 4田畑 勇貴(2)    1.55
大町 創造学園 松本深志 伊那北

 4村松 康平(2)    1.55 6服部 裕明(1)    1.55 7村澤 和樹(2)    1.55 8木村 信吾(1)    1.55
飯山北 伊那弥生ヶ丘 伊那弥生ヶ丘 飯山北

 9佐野 太一(1)    1.5510五十嵐 友彰(2)    1.5011下川 直樹(2)    1.5012関口 直人(2)    1.50
小諸 大町北 松本県ヶ丘 長野吉田

13宮川 卓也(2)    1.5014唐澤 英之(1)    1.4014尾本 友紀(2)    1.40藤澤 真人(1) 記録なし
須坂 松本県ヶ丘 小諸 伊那北

庄田 元彬(2) 記録なし 中原 祐吾(1) 記録なし 伊藤 圭祐(2) 棄権    塩川 浩平(2) 棄権    
長野高専 伊那弥生ヶ丘 小諸 北佐久農業

櫻井 裕也(2) 欠場    小林 尚登(1) 欠場    
岩村田 阿南

やり投(800g)

走高跳

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38回長野県高等学校新人陸上(2009.9.25-27）                                     ｺｰﾄﾞ  [09203003]

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

八種競技 09/25  1小柳 正人(1)    5.86 2唐澤 英之(1)    5.81 3山崎 拓実(1)    5.67 4田畑 勇貴(2)    5.63
創造学園    +1.7 松本県ヶ丘    +2.6 大町    -0.3 伊那北    +1.3

 5下川 直樹(2)    5.61 6村松 康平(2)    5.51 7宮川 卓也(2)    5.45 8佐野 太一(1)    5.40
松本県ヶ丘    +2.3 飯山北    +1.7 須坂    -0.1 小諸    +0.9

 9尾本 友紀(2)    5.4010木村 信吾(1)    5.3711村澤 和樹(2)    5.3612関口 直人(2)    5.32
小諸    +0.8 飯山北    +3.6 伊那弥生ヶ丘    +1.3 長野吉田    +2.8

13宮尾 将文(1)    5.2714五十嵐 友彰(2)    5.2415服部 裕明(1)    5.1416伊藤 圭祐(2)    5.12
松本深志    +1.3 大町北    +2.0 伊那弥生ヶ丘    +2.5 小諸    +1.1

17庄田 元彬(2)    4.7818藤澤 真人(1)    4.7019塩川 浩平(2)    4.6820中原 祐吾(1)    4.51
長野高専    +1.4 伊那北    +3.0 北佐久農業    +2.3 伊那弥生ヶ丘    +0.6

櫻井 裕也(2) 欠場    小林 尚登(1) 欠場    
岩村田 阿南

八種競技 09/25  1木村 信吾(1)    9.08 2関口 直人(2)    8.60 3田畑 勇貴(2)    8.45 4村澤 和樹(2)    8.26
飯山北 長野吉田 伊那北 伊那弥生ヶ丘

 5下川 直樹(2)    8.03 6村松 康平(2)    7.95 7山崎 拓実(1)    7.71 8唐澤 英之(1)    7.71
松本県ヶ丘 飯山北 大町 松本県ヶ丘

 9尾本 友紀(2)    7.5710服部 裕明(1)    7.5411五十嵐 友彰(2)    7.3812宮尾 将文(1)    7.38
小諸 伊那弥生ヶ丘 大町北 松本深志

13宮川 卓也(2)    7.2214伊藤 圭祐(2)    7.2115塩川 浩平(2)    7.0316小柳 正人(1)    6.98
須坂 小諸 北佐久農業 創造学園

17佐野 太一(1)    6.6218庄田 元彬(2)    6.3519藤澤 真人(1)    5.5720中原 祐吾(1)    4.38
小諸 長野高専 伊那北 伊那弥生ヶ丘

小林 尚登(1) 欠場    櫻井 裕也(2) 欠場    
阿南 岩村田

八種競技 09/26  1宮尾 将文(1)   40.84 2木村 信吾(1)   40.06 3五十嵐 友彰(2)   34.88 4下川 直樹(2)   34.23
松本深志 飯山北 大町北 松本県ヶ丘

 5関口 直人(2)   33.78 6村松 康平(2)   32.52 7小柳 正人(1)   32.25 8佐野 太一(1)   31.78
長野吉田 飯山北 創造学園 小諸

 9服部 裕明(1)   31.4710宮川 卓也(2)   31.3411村澤 和樹(2)   31.0712山崎 拓実(1)   30.94
伊那弥生ヶ丘 須坂 伊那弥生ヶ丘 大町

13田畑 勇貴(2)   30.7114庄田 元彬(2)   28.8715尾本 友紀(2)   28.8316藤澤 真人(1)   23.37
伊那北 長野高専 小諸 伊那北

17唐澤 英之(1)   22.5818中原 祐吾(1)   15.79塩川 浩平(2) 棄権    伊藤 圭祐(2) 棄権    
松本県ヶ丘 伊那弥生ヶ丘 北佐久農業 小諸

小林 尚登(1) 欠場    櫻井 裕也(2) 欠場    
阿南 岩村田

オープン男子 09/26  1小林 夏樹(3)    1.90
諏訪二葉

オープン男子 09/26  1松澤ジアン成治(3)    4.90
高遠棒高跳

やり投(800g)

走高跳

走幅跳

砲丸投(6.0kg)



Ｐ　３３

コード　09203003

コード　201010

11"55 742 12"20 612 12"32 589 12"15 622 12"20 612 12"32 589 11"55 742 12"02 647 11"78 695 12"77 508

0.0 742 0.0 612 0.0 589 0.0 622 +0.2 612 -0.7 589 0.0 742 +0.2 647 +0.2 695 +0.2 508

5m63 508 5m27 435 5m67 516 5m36 453 5m37 455 5m51 483 5m45 471 5m32 445 5m81 546 5m14 409

+1 3 1250 +1 3 1047 0 3 1105 +1 3 1075 +3 6 1067 +1 7 1072 0 1 1213 +2 8 1092 +2 6 1241 +2 5 917

451

服部 裕明

伊那弥生ヶ丘 1

2278832

飯山北 2

唐澤 英之

松本県ヶ丘 1伊那弥生ヶ丘 2

宮川 卓也

須坂 2

村松 康平

飯山北 1

1073

関口 直人

長野吉田 2

996

陸協名　　　長野陸上競技協会　コード

木村 信吾

平成２１　年　　９　月　２５　日（　金　曜）～　　９　月　２６　日（　土　曜）

競技会名　長野県高等学校新人体育大会陸上競技大会

801434

主催団体　　長野県高等学校体育連盟 競技場名　　長野市営陸上競技場

422

田畑 勇貴

20622224

村澤 和樹

走幅跳

山崎 拓実

大町 1伊那北 2

宮尾 将文

松本深志 1

１００ｍ

種 目

都
道府

県・所属

競技者名

ナ ン

混成競技(八種)記録得点表 （ 男 ・ 女 ）

記 録 員 宮坂 典明

記録主任 平林 哲郎

審 判 長 藤森 茂幸

名属

名

名

２ ０

+1.3 1250 +1.3 1047 -0.3 1105 +1.3 1075 +3.6 1067 +1.7 1072 -0.1 1213 +2.8 1092 +2.6 1241 +2.5 917

8m45 393 7m38 330 7m71 349 8m26 382 9m08 431 7m95 363 7m22 320 8m60 402 7m71 349 7m54 339

1643 1377 1454 1457 1498 1435 1533 1494 1590 1256

52"59 699 53"88 645 55"88 564 54"41 623 55"84 565 56"64 535 54"72 610 55"06 596 52"94 684 54"76 608

2342 2022 2018 2080 2063 1970 2143 2090 2274 1864

第　１　日

得　点　計

順　　　位

17"45 578 17"78 545 17"57 566 18"89 442 18"63 465 19"26 410 17"94 530 19"42 396 20"43 316 18"86 445

+1.6 2920 +2.5 2567 +2.5 2584 +1.6 2522 +2.5 2528 +1.6 2380 +1.2 2673 +1.6 2486 +1.6 2590 +2.5 2309

30m71 309 40m84 454 30m94 312 31m07 314 40m06 443 32m52 335 31m34 318 33m78 353 22m58 196 31m47 320

3229 3021 2896 2836 2971 2715 2991 2839 2786 2629

1m55 426 1m60 464 1m80 627 1m55 426 1m55 426 1m55 426 1m50 389 1m50 389 1m40 317 1m55 426

3655 3485 3523 3262 3397 3141 3380 3228 3103 3055

81

2274209021431970

１１０ｍＨ

砲丸投

やり投

走高跳

４００ｍ

2342 18642063208020182022

1324311659

幅

3655 3485 3523 3262 3397 3141 3380 3228 3103 3055

5´00"37 558 4´37"53 696 5´00"24 558 4´44"39 653 5´22"99 435 4´40"77 675 5´31"99 390 5´12"73 489 4´51"15 612 4´49"41 622

4213 4181 4081 3915 3832 3816 3770 3717 3715 3677

第　２　日

得　点　計

総　得　点

順　　　位

41814213

1098721

39154081

6543

367737153717377038163832

16271627184617691871 2159 18352063

　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。

１５００ｍ

18131441

　　　　　　走幅跳の最高記録の風速が４ｍを超えた場合、セカンド記録以下に４ｍ以内のものがあればそれを付記してください。

種 目

都
道府

県・所属

競技者名

ナ ン

混成競技(八種)記録得点表 （ 男 ・ 女 ）

記 録 員 宮坂 典明

記録主任 平林 哲郎

審 判 長 藤森 茂幸

名属

名

名

２ ０



Ｐ　３３

コード　09203003

コード　201010

12"20 612 12"33 588 12"63 532 12"88 488 13"04 461 12"92 481 12"96 475 12"60 538 13"04 461 12"81 501

+0.2 612 -0.7 588 +0.2 532 -0.7 488 -0.7 461 -0.7 481 -0.7 475 -0.7 538 0.0 461 -0.7 501

5m61 504 5m86 556 5m40 461 5m24 429 4m78 341 4m70 326 4m51 292 5m40 461 5m12 405 4m68 323

+2 3 1116 +1 7 1144 +0 9 993 +2 0 917 +1 4 802 +3 0 807 +0 6 767 +0 8 999 +1 1 866 +2 3 824

北佐久農業 2

3547 408 447 1710 1702 1632

小諸 2

2276

小諸 2

庄田 元彬 藤澤 真人 中原 祐吾 尾本 友紀佐野 太一 五十嵐 友彰

2502

主催団体　　長野県高等学校体育連盟 競技場名　　長野市営陸上競技場

伊藤 圭祐 塩川 浩平

松本県ヶ丘 2 創造学園 1 小諸 1 大町北 2 長野高専 2 伊那北 1 伊那弥生ヶ丘 1

下川 直樹

１００ｍ

走幅跳

陸協名　　　長野陸上競技協会　コード

平成２１　年　　９　月　２５　日（　金　曜）～　　９　月　２６　日（　土　曜）

競技会名　長野県高等学校新人体育大会陸上競技大会

小柳 正人

1703 2041

種 目

都
道府

県・所属

競技者名

ナ ン

名属

名

名属

名

名

混成競技(八種)記録得点表 （ 男 ・ 女 ）

記 録 員 宮坂 典明

記録主任 平林 哲郎

審 判 長 藤森 茂幸２ ０

+2.3 1116 +1.7 1144 +0.9 993 +2.0 917 +1.4 802 +3.0 807 +0.6 767 +0.8 999 +1.1 866 +2.3 824

8m03 368 6m98 306 6m62 285 7m38 330 6m35 269 5m57 224 4m38 156 7m57 341 7m21 320 7m03 309

1484 1450 1278 1247 1071 1031 923 1340 1186 1133

55"76 569 56"11 555 56"58 537 58"21 476 57"03 520 58"43 468 60"86 384 56"25 550 54"95 601 59"91 416

2053 2005 1815 1723 1591 1499 1307 1890 1787 1549

第　１　日

得　点　計

順　　　位

19"24 412 21"36 250 18"85 446 21"36 250 20"85 285 22"37 186 22"70 167 19"54 386 20"21 333

+1.2 2465 +2.5 2255 +2.5 2261 +1.2 1973 +1.2 1876 +1.6 1685 +2.5 1474 +1.6 2276 +1.2 2120 DNF

34m23 359 32m25 331 31m78 324 34m88 368 28m87 283 23m37 207 15m79 106 28m83 283

2824 2586 2585 2341 2159 1892 1580 2559 DNF

1m50 389 1m70 544 1m55 426 1m50 389 NM 0 NM 0 NM 0 1m40 317

3213 3130 3011 2730 2159 1892 1580 2876

１１０ｍＨ

やり投

走高跳

幅

砲丸投

４００ｍ

1307 1890 1787 1549

20 12 15 18

1591 14992053 2005 1815 1723

7 10 14 16 17 19

3213 3130 3011 2730 2159 1892 1580 2876

5´22"85 435 5´11"02 498 5´00"46 557 4´46"75 638 4´57"86 572 4´57"17 576 5´31"07 394

3648 3628 3568 3368 2731 2468 1974 DNF

第　２　日

得　点　計

総　得　点

順　　　位

１５００ｍ

　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。

1753 1645 1140 969 667

　　　　　　走幅跳の最高記録の風速が４ｍを超えた場合、セカンド記録以下に４ｍ以内のものがあればそれを付記してください。

1595 1623

3648 3628 3568 3368 2731 2468 1974

11 12 13 14 15 16 17

種 目

都
道府

県・所属

競技者名

ナ ン

名属

名

名属

名

名

混成競技(八種)記録得点表 （ 男 ・ 女 ）

記 録 員 宮坂 典明

記録主任 平林 哲郎

審 判 長 藤森 茂幸２ ０



Ｐ　３３

コード　09203003

コード　201010

DNS DNS

陸協名　　　長野陸上競技協会　コード 競技会名　長野県高等学校新人体育大会陸上競技大会

平成２１　年　　９　月　２５　日（　金　曜）～　　９　月　２６　日（　土　曜）

1583 759

主催団体　長野県高等学校体育連盟 競技場名　　長野市営陸上競技場

１００ｍ

岩村田 2 阿南 1

櫻井 裕也 小林 尚登

走幅跳

種 目

都
道府

県・所属

競技者名

ナ ン

混成競技(八種)記録得点表 （ 男 ・ 女 ）

記 録 員 宮坂 典明

記録主任 平林 哲郎

審 判 長 藤森 茂幸

名属

名

名属

名

名属

名

名

２ ０

第　１　日

得　点　計

順　　　位

幅

砲丸投

４００ｍ

１１０ｍＨ

やり投

走高跳

第　２　日

得　点　計

総　得　点

順　　　位

　　　　　　走幅跳の最高記録の風速が４ｍを超えた場合、セカンド記録以下に４ｍ以内のものがあればそれを付記してください。

１５００ｍ

　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。
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