
平成21年度　南信高等学校新人体育大会陸上競技大会                                

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】202050  飯田陸上競技場

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
09/11 女子   0.0 桐山 明日香(2) 12.81 宮坂 楓(2) 12.83 清水 麻由美(2) 12.94 中原 里奈(2) 13.35 川上円佳(2) 13.64 根橋 美希(1) 13.65 宮下 杏香(1) 13.66 井出有希子(2) 13.71

100m 伊那弥生ヶ丘 東海大三 阿南 辰野 松川 諏訪清陵 赤穂 諏訪実業高校
09/12   0.0 高橋 美由紀(1) 27.08 清水 麻由美(2) 27.15 川上円佳(2) 27.55 宮下 杏香(1) 28.25 深谷里佳(1) 28.31 中原 里奈(2) 28.33 小池 麻美(2) 28.39 根橋 美希(1) 28.56

200m 東海大三 阿南 松川 赤穂 諏訪実業高校 辰野 伊那弥生ヶ丘 諏訪清陵
09/10 小池 望(2) 59.32 川上円佳(2) 1,00.74 野口 彩夏(2) 1,01.22 根橋 美希(1) 1,01.83 高橋 美由紀(1) 1,01.96 春日 智香(2) 1,03.92 深谷里佳(1) 1,04.14 小池 麻美(2) 1,05.49

400m 諏訪二葉 松川 諏訪清陵 諏訪清陵 東海大三 伊那北 諏訪実業高校 伊那弥生ヶ丘
09/12 小池 望(2) 2,18.48 北原 成美(1) 2,26.16 亀山 聖華(2) 2,26.77 小松 紗姫(1) 2,28.41 林 優子(2) 2,28.65 矢野 結香(1) 2,30.69 藤田 英里(2) 2,35.93 池田 奈美(1) 2,37.92

800m 諏訪二葉 東海大三 飯田風越 下諏訪向陽 諏訪清陵 東海大三 阿南 伊那弥生ヶ丘
09/10 小井土 美希(2) 4,50.26 北原 成美(1) 4,59.02 竹村 知世(1) 5,05.06 小松 紗姫(1) 5,12.07 亀山 聖華(2) 5,13.19 清水 麻由子(1) 5,15.46 牧田 琴美(1) 5,15.62 小林 萌華(2) 5,15.63

1500m 東海大三 東海大三 伊那弥生ヶ丘 下諏訪向陽 飯田風越 飯田 伊那北 上伊那農業
09/12 小井土 美希(2) 10,18.78 矢野 結香(1) 10,39.11 竹村 知世(1) 10,39.87 清水 麻由子(1) 11,32.57 小林 萌華(2) 11,35.52 村澤 恵理(2) 11,44.52 酒井 はるか(2) 11,48.22 佐々木 亜美(1) 11,57.39

3000m 東海大三 東海大三 伊那弥生ヶ丘 飯田 上伊那農業 飯田 伊那西 飯田風越
09/10  -0.7 鈴木 理也(2) 16.18 笹川 悠紀(1) 17.64 井出 優香子(1) 18.06 齊藤優衣(1) 18.21 向澤璃茄(1) 18.30 牛山 奈緒(1) 18.81 下平 真希(1) 19.03 渋谷 多江(2) 19.11

100mH 東海大三 下諏訪向陽 諏訪清陵 諏訪実業高校 諏訪実業高校 諏訪二葉 飯田女子 伊那弥生ヶ丘
09/11 宮坂 楓(2) 1,04.92 高橋 美由紀(1) 1,09.61 野口 彩夏(2) 1,11.49 齊藤優衣(1) 1,12.33 向澤璃茄(1) 1,17.35 杉江 美沙(1) 1,18.41 渋谷 多江(2) 1,18.95

400mH 東海大三 大会新 東海大三 諏訪清陵 諏訪実業高校 諏訪実業高校 伊那弥生ヶ丘 伊那弥生ヶ丘
09/10 吉川世里香(2) 16,42.59 矢島 成美(2) 17,06.80 笠原 祥江(1) 18,18.88 塩澤 玲子(2) 18,58.50 吉川美穂(1) 22,59.21

3000mW 松川 東海大三 諏訪二葉 伊那西 松川
09/12 有賀 楓子(1) 1.52 花岡 直美(2) 1.49 松島 愛(1) 1.46 伊藤 美智花(2) 1.43 小口 明音(2) 1.35 牛山 奈緒(1) 1.35 白澤 美雪(2) 伊那西 1.30

走高跳 伊那北 下諏訪向陽 伊那西 伊那弥生ヶ丘 諏訪二葉 諏訪二葉 中澤 彩乃(1) 岡谷南
09/11 伊澤 楓(1) 2.80 松本 真季(1) 2.40 小牧 柚香(1) 2.20

棒高跳 高遠 高遠 伊那北
09/10 宮坂 楓(2) 5.55(+0.5) 桐山 明日香(2) 5.39(+1.1) 小口 明音(2) 4.88(0.0) 井出有希子(2) 4.88(-0.9) 有賀 楓子(1) 4.79(0.0) 大久保 萌花(1)4.78(+0.8) 田口 瑠莉(1) 4.71(+1.0) 花岡 直美(2) 4.36(+1.3)

走幅跳 東海大三 伊那弥生ヶ丘 諏訪二葉 諏訪実業高校 伊那北 伊那西 上伊那農業 下諏訪向陽
09/11 大澤 樹里(2) 7.97 小口 明音(2) 7.80 前島 知子(2) 7.29 森本 若菜(1) 7.23 下島 鈴花(2) 6.80 西澤 雅(2) 6.78 齋藤知美(1) 6.70 伊藤 美智花(2) 6.63

砲丸投 辰野 諏訪二葉 飯田 上伊那農業 上伊那農業 辰野 松川 伊那弥生ヶ丘
09/12 大澤 樹里(2) 24.94 小山 千絵(2) 20.67 齊藤優衣(1) 20.12 西澤 雅(2) 18.45 向澤璃茄(1) 18.12 増澤 菜々子(2) 17.59 齋藤知美(1) 17.33 竹下 茉美(2) 17.16

円盤投 辰野 伊那西 諏訪実業高校 辰野 諏訪実業高校 伊那弥生ヶ丘 松川 下伊那農業
09/10 井出有希子(2) 18.78 三井恵梨香(2) 17.22 池田 奈美(1) 12.65 寺平 稚博(2) 8.93 竹村 知世(1) 6.55

ﾊﾝﾏｰ投 諏訪実業高校 諏訪実業高校 伊那弥生ヶ丘 伊那弥生ヶ丘 伊那弥生ヶ丘
09/10 原 明日香(2) 24.73 小山 千絵(2) 24.60 小平 瑞希(1) 24.17 増澤 菜々子(2) 23.96 下島 鈴花(2) 23.73 上原 瑛美(1) 23.33 小池 望(2) 21.88 森本 若菜(1) 18.20

やり投 飯田 伊那西 伊那弥生ヶ丘 伊那弥生ヶ丘 上伊那農業 諏訪清陵 諏訪二葉 上伊那農業
09/11 伊那弥生ヶ丘       51.50 諏訪二葉       52.42 諏訪実業       52.59 諏訪清陵       53.26 伊那北       53.70 伊那西       54.24 下諏訪向陽       54.75 飯田女子       55.53

4×100mR 桐山 明日香(2) 牛山 奈緒(1) 井出有希子(2) 上原 瑛美(1) 有賀 楓子(1) 瀬戸 千映(2) 田中 伶奈(1) 下平 真希(1)
小池 麻美(2) 小口 明音(2) 深谷里佳(1) 野口 彩夏(2) 春日 智香(2) 大久保 萌花(1) 笹川 悠紀(1) 吉江 有紗(1)
伊藤 美智花(2) 濵 汐音(1) 今井萌美(1) 井出 優香子(1) 小牧 柚香(1) 吉瀬 瞳(2) 鮎沢 郁恵(1) 中 ともみ(1)
増澤 菜々子(2) 小池 望(2) 三井恵梨香(2) 根橋 美希(1) 金子 美穂(1) 松島 愛(1) 花岡 直美(2) 宮島 春華(1)

09/12 東海大三     4,13.04 諏訪清陵     4,16.86 伊那弥生ヶ丘     4,17.16 諏訪実業     4,18.87 諏訪二葉     4,20.82 下諏訪向陽     4,23.36 伊那北     4,23.44 伊那西     4,35.56
4×400mR 宮坂 楓(2) 根橋 美希(1) 桐山 明日香(2) 井出有希子(2) 小口 明音(2) 鮎沢 郁恵(1) 金子 美穂(1) 松島 愛(1)

北原 成美(1) 林 優子(2) 小池 麻美(2) 三井恵梨香(2) 濵 汐音(1) 笹川 悠紀(1) 有賀 楓子(1) 大久保 萌花(1)
矢野 結香(1) 上原 瑛美(1) 寺平　稚博(2) 今井萌美(1) 牛山 奈緒(1) 花岡 直美(2) 小牧 柚香(1) 吉瀬 瞳(2)
高橋 美由紀(1) 野口 彩夏(2) 伊藤 美智花(2) 深谷里佳(1) 小池 望(2) 田中 伶奈(1) 春日 智香(2) 保科 千絵(2)

09/11 桐山 明日香(2) 3795 伊藤 美智花(2) 2958 笹川 悠紀(1) 2890 中澤 彩乃(1) 2714 渋谷 多江(2) 2416
09/12 七種競技 伊那弥生ヶ丘 伊那弥生ヶ丘 下諏訪向陽 岡谷南 伊那弥生ヶ丘



トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

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
女子 09/10  1 小井土 美希(2)  4,50.26  2 北原 成美(1)  4,59.02  3 竹村 知世(1)  5,05.06  4 小松 紗姫(1)  5,12.07

東海大三 東海大三 伊那弥生ヶ丘 下諏訪向陽

 5 亀山 聖華(2)  5,13.19  6 清水 麻由子(1)  5,15.46  7 牧田 琴美(1)  5,15.62  8 小林 萌華(2)  5,15.63
飯田風越 飯田 伊那北 上伊那農業

 9 小平 瑞希(1)  5,35.91 10 佐々木 亜美(1)  5,37.44 11 笠原 春乃(2)  5,39.90 12 原 菜月(1)  5,45.81
伊那弥生ヶ丘 飯田風越 下諏訪向陽 飯田

女子 09/12  1 小井土 美希(2) 10,18.78  2 矢野 結香(1) 10,39.11  3 竹村 知世(1) 10,39.87  4 清水 麻由子(1) 11,32.57
東海大三 東海大三 伊那弥生ヶ丘 飯田

 5 小林 萌華(2) 11,35.52  6 村澤 恵理(2) 11,44.52  7 酒井 はるか(2) 11,48.22  8 佐々木 亜美(1) 11,57.39
上伊那農業 飯田 伊那西 飯田風越

 9 原 菜月(1) 12,05.91 10 小平 瑞希(1) 12,08.30 11 鹿野 知世(1) 12,18.88 12 中島 栄梨香(2) 12,36.29
飯田 伊那弥生ヶ丘 伊那弥生ヶ丘 下伊那農業

13 長沼 美月(1) 13,01.15 14 神田 瑞紀(2) 13,25.78 15 酒井 桃子(1) 13,30.44 16 木下香奈絵(1) 13,31.31
下伊那農業 岡谷南 辰野 松川

小島 悠衣(2) 欠場    下澤 翔子(1) 欠場    永田めぐみ(1) 欠場    青木 菜摘(2) 欠場    
飯田女子 飯田女子 諏訪実業高校 東海大三
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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 平成21年度　南信高等学校新人体育大会陸上競技大                                 ｺｰﾄﾞ  [        ]

競技場名 飯田陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202050]

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
女子 09/11  1組 -1.0  1 清水 麻由美(2)    12.98  2 中原 里奈(2)    13.59  3 井出有希子(2)    13.60  4 川上円佳(2)    13.68

阿南 辰野 諏訪実業高校 松川
 5 宮下 杏香(1)    13.70  6 田口 瑠莉(1)    13.74  7 小池 麻美(2)    13.77  8 増澤 菜々子(2)    14.07

赤穂 上伊那農業 伊那弥生ヶ丘 伊那弥生ヶ丘
 2組 -0.7  1 桐山 明日香(2)    12.96  2 宮坂 楓(2)    13.13  3 根橋 美希(1)    13.71  4 三井恵梨香(2)    13.77

伊那弥生ヶ丘 東海大三 諏訪清陵 諏訪実業高校
 5 吉江 有紗(1)    13.87  6 前島 知子(2)    13.88  7 濵 汐音(1)    14.06  8 宮澤 莉子(1)    14.16

飯田女子 飯田 諏訪二葉 赤穂
女子 09/12  1組 -0.8  1 高橋 美由紀(1)    27.45  2 川上円佳(2)    27.78  3 小池 麻美(2)    28.30  4 深谷里佳(1)    28.68

東海大三 松川 伊那弥生ヶ丘 諏訪実業高校
 5 野口 彩夏(2)    28.79  6 吉江 有紗(1)    28.86  7 大久保 萌花(1)    29.17  8 宮澤 莉子(1)    29.28

諏訪清陵 飯田女子 伊那西 赤穂
 2組 -1.1  1 清水 麻由美(2)    27.53  2 宮下 杏香(1)    28.21  3 根橋 美希(1)    28.35  4 中原 里奈(2)    28.44

阿南 赤穂 諏訪清陵 辰野
 5 前島 知子(2)    28.76  6 三井恵梨香(2)    28.77  7 仲田 あかり(2)    28.78  8 濵 汐音(1)    29.30

飯田 諏訪実業高校 下伊那農業 諏訪二葉
女子 09/11  1組  1 矢野 結香(1)  2,25.85  2 林 優子(2)  2,27.87  3 小松 紗姫(1)  2,29.39  4 池田 奈美(1)  2,32.28

東海大三 諏訪清陵 下諏訪向陽 伊那弥生ヶ丘
 5 藤田 英里(2)  2,32.88  6 寺平 稚博(2)  2,33.48  7 牧田 琴美(1)  2,39.06  7 蟹澤 未来(1)  2,39.06

阿南 伊那弥生ヶ丘 伊那北 赤穂
 2組  1 小池 望(2)  2,19.56  2 北原 成美(1)  2,30.18  3 亀山 聖華(2)  2,31.68  4 田中 伶奈(1)  2,35.41

諏訪二葉 東海大三 飯田風越 下諏訪向陽
 5 春日 智香(2)  2,36.78  6 鹿野 知世(1)  2,43.89  7 原 奈々(1)  2,45.97 今井萌美(1) 欠場    

伊那北 伊那弥生ヶ丘 辰野 諏訪実業高校
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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 平成21年度　南信高等学校新人体育大会陸上競技大                                 ｺｰﾄﾞ  [        ]

競技場名 飯田陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202050]

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
女子 09/11  1組 -1.3  1 川上円佳(2)    13.85  2 宮下 杏香(1)    13.98  3 吉江 有紗(1)    14.01  4 深谷里佳(1)    14.09

松川 赤穂 飯田女子 諏訪実業高校
 5 瀬戸 千映(2)    14.91  6 中村 叶(2)    15.54 山崎 恵理(1) 欠場    

伊那西 岡谷南 阿南
 2組 -0.6  1 井出有希子(2)    13.85  2 小池 麻美(2)    13.87  3 田口 瑠莉(1)    14.10  4 上原 瑛美(1)    14.55

諏訪実業高校 伊那弥生ヶ丘 上伊那農業 諏訪清陵
 5 吉瀬 瞳(2)    15.07  6 堀内 奈緒美(1)    15.45  7 入江亜寿紗(1)    16.56

伊那西 岡谷南 松川
 3組 -1.5  1 宮坂 楓(2)    13.14  2 中原 里奈(2)    13.90  3 濵 汐音(1)    14.13  4 小林 祥子(1)    14.69

東海大三 辰野 諏訪二葉 岡谷南
 5 澁谷 未来(1)    14.97  6 下平 真希(1)    15.20  7 備前 美樹(1)    15.80

飯田 飯田女子 岡谷東高校
 4組 -0.6  1 桐山 明日香(2)    13.13  2 根橋 美希(1)    13.71  3 宮澤 莉子(1)    14.20  4 金子 美穂(1)    14.58

伊那弥生ヶ丘 諏訪清陵 赤穂 伊那北
 5 宮島 春華(1)    14.77 鈴木 理也(2) 欠場    福島 笑子(1) 欠場    

飯田女子 東海大三 下伊那農業
 5組 +0.5  1 清水 麻由美(2)    12.92  2 三井恵梨香(2)    13.66  3 前島 知子(2)    13.77  4 増澤 菜々子(2)    13.86

阿南 諏訪実業高校 飯田 伊那弥生ヶ丘
 5 牛山 奈緒(1)    14.01  6 浦野 木乃実(1)    14.69  7 青木柚佳(1)    15.20

諏訪二葉 伊那西 松川
女子 09/12  1組 -0.9  1 川上円佳(2)    28.03  2 野口 彩夏(2)    28.43  3 仲田 あかり(2)    28.76  4 三井恵梨香(2)    28.80

松川 諏訪清陵 下伊那農業 諏訪実業高校
 5 濵 汐音(1)    29.20  6 澁谷 未来(1)    31.08  7 浦野 木乃実(1)    31.33

諏訪二葉 飯田 伊那西
 2組 -1.4  1 根橋 美希(1)    28.25  2 宮下 杏香(1)    28.36  3 大久保 萌花(1)    28.84  4 吉江 有紗(1)    28.95

諏訪清陵 赤穂 伊那西 飯田女子
 5 青木柚佳(1)    31.44  6 関島 芽維(2)    31.79 山崎 恵理(1) 欠場    

松川 飯田風越 阿南
 3組 -2.6  1 高橋 美由紀(1)    27.62  2 中原 里奈(2)    28.93  3 深谷里佳(1)    29.01  4 金子 美穂(1)    30.41

東海大三 辰野 諏訪実業高校 伊那北
 5 安田ゆず葉(1)    36.27 宮島 春華(1) 欠場    

松川 飯田女子
 4組 -1.3  1 清水 麻由美(2)    27.51  2 小池 麻美(2)    28.84  3 前島 知子(2)    29.39  4 宮澤 莉子(1)    29.59

阿南 伊那弥生ヶ丘 飯田 赤穂
 5 今井萌美(1)    30.22  6 保科 千絵(2)    31.14

諏訪実業高校 伊那西
女子 09/10  1組  1 野口 彩夏(2)  1,02.94  2 春日 智香(2)  1,04.27  3 小池 麻美(2)  1,05.05  4 吉江 有紗(1)  1,06.13

諏訪清陵 伊那北 伊那弥生ヶ丘 飯田女子
 5 鮎沢 郁恵(1)  1,08.01  6 藤田 英里(2)  1,08.72  7 保科 千絵(2)  1,09.74  8 安田ゆず葉(1)  1,21.83

下諏訪向陽 阿南 伊那西 松川
 2組  1 川上円佳(2)  1,01.74  2 高橋 美由紀(1)  1,01.79  3 根橋 美希(1)  1,03.07  4 田中 伶奈(1)  1,06.31

松川 東海大三 諏訪清陵 下諏訪向陽
 5 今井萌美(1)  1,09.37  6 中 ともみ(1)  1,10.10  7 鹿野 知世(1)  1,11.35

諏訪実業高校 飯田女子 伊那弥生ヶ丘
 3組  1 小池 望(2)  1,00.49  2 深谷里佳(1)  1,04.53  3 林 優子(2)  1,05.97  4 寺平 稚博(2)  1,07.62

諏訪二葉 諏訪実業高校 諏訪清陵 伊那弥生ヶ丘
 5 関島 芽維(2)  1,12.21  6 吉瀬 瞳(2)  1,13.33 吉川世里香(2) 欠場    

飯田風越 伊那西 松川
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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 平成21年度　南信高等学校新人体育大会陸上競技大                                 ｺｰﾄﾞ  [        ]

競技場名 飯田陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202050]

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

女子 09/11  1組  1 田中 伶奈(1)  2,36.13  2 亀山 聖華(2)  2,41.59  3 今井萌美(1)  2,47.30  4 黒河内 奈恵(1)  2,56.38
下諏訪向陽 飯田風越 諏訪実業高校 上伊那農業

 5 備前 美樹(1)  3,38.88 青木 菜摘(2) 欠場    小島 悠衣(2) 欠場    
岡谷東高校 東海大三 飯田女子

 2組  1 林 優子(2)  2,30.81  2 北原 成美(1)  2,30.99  3 寺平 稚博(2)  2,37.05  4 牧田 琴美(1)  2,41.31
諏訪清陵 東海大三 伊那弥生ヶ丘 伊那北

 5 中 ともみ(1)  2,45.73  6 宮澤 彩華(1)  2,48.15  7 長沼 美月(1)  2,58.39
飯田女子 辰野 下伊那農業

 3組  1 小池 望(2)  2,22.75  2 池田 奈美(1)  2,36.23  3 春日 智香(2)  2,39.15  4 笠原 春乃(2)  2,41.40
諏訪二葉 伊那弥生ヶ丘 伊那北 下諏訪向陽

 5 森田 遥(1)  2,44.56  6 唐澤 萌香(1)  2,48.28 永田めぐみ(1) 欠場    
赤穂 辰野 諏訪実業高校

 4組  1 矢野 結香(1)  2,30.17  2 小松 紗姫(1)  2,33.39  3 蟹澤 未来(1)  2,34.90  4 原 奈々(1)  2,35.01
東海大三 下諏訪向陽 赤穂 辰野

 5 鹿野 知世(1)  2,41.10  6 藤田 英里(2)  2,41.31
伊那弥生ヶ丘 阿南

女子 09/10  1組  1 小松 紗姫(1)  5,13.22  2 北原 成美(1)  5,17.36  3 亀山 聖華(2)  5,20.31  4 清水 麻由子(1)  5,20.63
下諏訪向陽 東海大三 飯田風越 飯田

 5 小林 萌華(2)  5,21.57  6 池田 奈美(1)  5,36.25  7 酒井 はるか(2)  5,36.98  8 原 奈々(1)  5,37.81
上伊那農業 伊那弥生ヶ丘 伊那西 辰野

 9 酒井 桃子(1)  5,44.65 10 原 明日香(2)  5,49.77 11 木下香奈絵(1)  6,17.92 福島 笑子(1) 途中棄権
辰野 飯田 松川 下伊那農業

小島 悠衣(2) 欠場    
飯田女子

 2組  1 小井土 美希(2)  4,55.60  2 竹村 知世(1)  5,20.62  3 牧田 琴美(1)  5,25.59  4 佐々木 亜美(1)  5,30.40
東海大三 伊那弥生ヶ丘 伊那北 飯田風越

 5 小平 瑞希(1)  5,31.50  6 原 菜月(1)  5,32.57  7 笠原 春乃(2)  5,34.15  8 唐澤 萌香(1)  5,50.14
伊那弥生ヶ丘 飯田 下諏訪向陽 辰野

 9 長沼 美月(1)  5,53.22 10 黒河内 奈恵(1)  6,07.73 堀口 由樹子(1) 欠場    下澤 翔子(1) 欠場    
下伊那農業 上伊那農業 伊那西 飯田女子

青木 菜摘(2) 欠場    
東海大三

女子 09/10  1組 +0.6  1 笹川 悠紀(1)    17.58  2 齊藤優衣(1)    18.24  3 渋谷 多江(2)    18.90  4 下平 真希(1)    19.15
下諏訪向陽 諏訪実業高校 伊那弥生ヶ丘 飯田女子

 5 濵 汐音(1)    19.81  6 澁谷 未来(1)    20.37
諏訪二葉 飯田

 2組 -1.0  1 鈴木 理也(2)    16.50  2 井出 優香子(1)    18.42  3 向澤璃茄(1)    18.57  4 牛山 奈緒(1)    19.05
東海大三 諏訪清陵 諏訪実業高校 諏訪二葉

 5 杉江 美沙(1)    19.32  6 宮島 春華(1)    23.37
伊那弥生ヶ丘 飯田女子
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リレー種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （男子・[女子]）

種  目 月/日 組 順位 選手名２ 選手名３ 選手名４ 記  録 備  考
女子 09/10  1組     1 諏訪二葉 牛山 奈緒(1) 小口 明音(2) 濵 汐音(1) 小池 望(2)       52.78

    2 諏訪清陵 上原 瑛美(1) 野口 彩夏(2) 井出 優香子(1) 根橋 美希(1)       53.37
    3 伊那北 有賀 楓子(1) 春日 智香(2) 小牧 柚香(1) 金子 美穂(1)       53.64
    4 飯田女子 下平 真希(1) 吉江 有紗(1) 中 ともみ(1) 宮島 春華(1)       55.37
    5 岡谷南 小林 祥子(1) 堀内 奈緒美(1) 小泉 若菜(2) 中澤 彩乃(1)       56.19

飯田 欠場      
 2組     1 伊那弥生ヶ丘 桐山 明日香(2) 小池 麻美(2) 伊藤 美智花(2) 増澤 菜々子(2)       52.02

    2 諏訪実業 井出有希子(2) 深谷里佳(1) 向澤璃茄(1) 三井恵梨香(2)       53.11
    3 下諏訪向陽 田中 伶奈(1) 笹川 悠紀(1) 鮎沢 郁恵(1) 花岡 直美(2)       54.23
    4 伊那西 瀬戸 千映(2) 大久保 萌花(1) 吉瀬 瞳(2) 松島 愛(1)       54.38
    5 松川 吉川世里香(2) 青木柚佳(1) 入江亜寿紗(1) 川上円佳(2)       57.28

女子 09/11     6 上伊那農業 田口 瑠莉(1) 小林 萌華(2) 黒河内 奈恵(1) 下島 鈴花(2)       57.32
 1組     1 諏訪清陵 根橋 美希(1) 林 優子(2) 上原 瑛美(1) 野口 彩夏(2)     4,15.63

    2 下諏訪向陽 鮎沢 郁恵(1) 笹川 悠紀(1) 花岡 直美(2) 田中 伶奈(1)     4,20.82
    3 伊那弥生ヶ丘 小池 麻美(2) 寺平 稚博(2) 桐山 明日香(2) 池田 奈美(1)     4,20.93
    4 伊那北 金子 美穂(1) 牧田 琴美(1) 小牧 柚香(1) 春日 智香(2)     4,25.88
    5 松川 青木柚佳(1) 川上円佳(2) 吉川世里香(2) 木下香奈絵(1)     4,38.44
    6 飯田女子 吉江 有紗(1) 小島 悠衣(2) 宮島 春華(1) 中 ともみ(1)     4,43.97

 2組     1 東海大三 宮坂 楓(2) 小井土 美希(2) 矢野 結香(1) 高橋 美由紀(1)     4,14.14
    2 諏訪二葉 小口 明音(2) 濵 汐音(1) 牛山 奈緒(1) 小池 望(2)     4,22.11
    3 諏訪実業 齊藤優衣(1) 深谷里佳(1) 向澤璃茄(1) 三井恵梨香(2)     4,26.41
    4 伊那西 松島 愛(1) 大久保 萌花(1) 吉瀬 瞳(2) 保科 千絵(2)     4,27.84
    5 飯田 澁谷 未来(1) 原 明日香(2) 清水 麻由子(1) 前島 知子(2)     4,42.90

4×400mR

チーム名 選手名１

4×100mR



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 平成21年度　南信高等学校新人体育大会陸上競技大                                 ｺｰﾄﾞ  [        ]

競技場名 飯田陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202050]

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
女子 09/12  1 有賀 楓子(1)    1.52  2 花岡 直美(2)    1.49  3 松島 愛(1)    1.46  4 伊藤 美智花(2)    1.43

伊那北 下諏訪向陽 伊那西 伊那弥生ヶ丘
 5 小口 明音(2)    1.35  6 牛山 奈緒(1)    1.35  7 白澤 美雪(2)    1.30  7 中澤 彩乃(1)    1.30

諏訪二葉 諏訪二葉 伊那西 岡谷南
 9 小泉 若菜(2)    1.25 10 井出 優香子(1)    1.25 11 岡庭 未貴(1)    1.25

岡谷南 諏訪清陵 岡谷南
女子 09/11  1 伊澤 楓(1)    2.80  2 松本 真季(1)    2.40  3 小牧 柚香(1)    2.20 藤澤 芽吹(1) 欠場    

高遠 高遠 伊那北 高遠
女子 09/10  1 宮坂 楓(2)    5.55  2 桐山 明日香(2)    5.39  3 小口 明音(2)    4.88  4 井出有希子(2)    4.88

東海大三    +0.5 伊那弥生ヶ丘    +1.1 諏訪二葉     0.0 諏訪実業高校    -0.9
 5 有賀 楓子(1)    4.79  6 大久保 萌花(1)    4.78  7 田口 瑠莉(1)    4.71  8 花岡 直美(2)    4.36

伊那北     0.0 伊那西    +0.8 上伊那農業    +1.0 下諏訪向陽    +1.3
 9 中原 里奈(2)    4.35 10 小牧 柚香(1)    4.32 11 小林 祥子(1)    4.29 12 鮎沢 郁恵(1)    4.23

辰野    +1.2 伊那北    +0.5 岡谷南    +0.8 下諏訪向陽    +0.4
13 宮澤 彩華(1)    3.98 14 杉江 美沙(1)    3.85 15 青木柚佳(1)    3.51 16 瀬戸 千映(2)    3.45

辰野    +0.4 伊那弥生ヶ丘    +1.1 松川    -0.4 伊那西    +0.1
17 堀内 奈緒美(1)    3.31 18 入江亜寿紗(1)    3.24

岡谷南    -0.2 松川     0.0
女子 09/11  1 大澤 樹里(2)    7.97  2 小口 明音(2)    7.80  3 前島 知子(2)    7.29  4 森本 若菜(1)    7.23

辰野 諏訪二葉 飯田 上伊那農業
 5 下島 鈴花(2)    6.80  6 西澤 雅(2)    6.78  7 齋藤知美(1)    6.70  8 伊藤 美智花(2)    6.63

上伊那農業 辰野 松川 伊那弥生ヶ丘
 9 小山 千絵(2)    5.87 10 笠原 祥江(1)    5.14

伊那西 諏訪二葉
女子 09/12  1 大澤 樹里(2)   24.94  2 小山 千絵(2)   20.67  3 齊藤優衣(1)   20.12  4 西澤 雅(2)   18.45

辰野 伊那西 諏訪実業高校 辰野
 5 向澤璃茄(1)   18.12  6 増澤 菜々子(2)   17.59  7 齋藤知美(1)   17.33  8 竹下 茉美(2)   17.16

諏訪実業高校 伊那弥生ヶ丘 松川 下伊那農業
 9 原 明日香(2)   16.45

飯田
女子 09/10  1 井出有希子(2)   18.78  2 三井恵梨香(2)   17.22  3 池田 奈美(1)   12.65  4 寺平 稚博(2)    8.93

諏訪実業高校 諏訪実業高校 伊那弥生ヶ丘 伊那弥生ヶ丘
 5 竹村 知世(1)    6.55

伊那弥生ヶ丘
女子 09/10  1 原 明日香(2)   24.73  2 小山 千絵(2)   24.60  3 小平 瑞希(1)   24.17  4 増澤 菜々子(2)   23.96

飯田 伊那西 伊那弥生ヶ丘 伊那弥生ヶ丘
 5 下島 鈴花(2)   23.73  6 上原 瑛美(1)   23.33  7 小池 望(2)   21.88  8 森本 若菜(1)   18.20

上伊那農業 諏訪清陵 諏訪二葉 上伊那農業
 9 備前 美樹(1)   16.98 10 安田ゆず葉(1)   15.94 11 小林 祥子(1)   13.86 岡庭 未貴(1) 欠場    

岡谷東高校 松川 岡谷南 岡谷南
白澤 美雪(2) 欠場    笠原 祥江(1) 欠場    

伊那西 諏訪二葉
七種女子      09/11  1 伊藤 美智花(2)    1.50  2 桐山 明日香(2)    1.40  3 中澤 彩乃(1)    1.35  4 笹川 悠紀(1)    1.30

伊那弥生ヶ丘 伊那弥生ヶ丘 岡谷南 下諏訪向陽
 5 渋谷 多江(2)    1.20 山崎 恵理(1) 欠場    春日 智香(2) 欠場    

伊那弥生ヶ丘 阿南 伊那北

走幅跳
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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 平成21年度　南信高等学校新人体育大会陸上競技大                                 ｺｰﾄﾞ  [        ]

競技場名 飯田陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202050]

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

七種女子      09/12  1 桐山 明日香(2)    5.30  2 伊藤 美智花(2)    4.45  3 中澤 彩乃(1)    4.11  4 渋谷 多江(2)    4.09
伊那弥生ヶ丘    +0.8 伊那弥生ヶ丘    +1.8 岡谷南    +1.0 伊那弥生ヶ丘    +1.7

 5 笹川 悠紀(1)    3.85 春日 智香(2) 欠場    山崎 恵理(1) 欠場    
下諏訪向陽    +1.3 伊那北 阿南

七種女子      09/11  1 笹川 悠紀(1)    6.82  2 伊藤 美智花(2)    6.68  3 桐山 明日香(2)    6.09  4 中澤 彩乃(1)    5.95
下諏訪向陽 伊那弥生ヶ丘 伊那弥生ヶ丘 岡谷南

 5 渋谷 多江(2)    5.82 山崎 恵理(1) 欠場    春日 智香(2) 欠場    
伊那弥生ヶ丘 阿南 伊那北

七種女子      09/12  1 中澤 彩乃(1)   21.92  2 桐山 明日香(2)   20.78  3 笹川 悠紀(1)   19.83  4 伊藤 美智花(2)   19.13
岡谷南 伊那弥生ヶ丘 下諏訪向陽 伊那弥生ヶ丘

 5 渋谷 多江(2)   15.25 山崎 恵理(1) 欠場    春日 智香(2) 欠場    
伊那弥生ヶ丘 阿南 伊那北

走幅跳

砲丸投

やり投



Ｐ

コード

コード

15"81 738 22"05 154 18"03 485 19"62 335 19"01 389

0.0 738 0.0 154 0.0 485 0.0 335 0.0 389

1m40 512 1m50 621 1m30 409 1m35 460 1m20 312

1250 775 894 795 701

6m09 277 6m68 315 6m82 324 5m95 268 5m82 260

1527 1090 1218 1063 961

27"02 710 28"43 597 29"53 515 29"26 535 29"61 510

+1.2 2237 +1.2 1687 +1.2 1733 +1.2 1598 +1.2 1471

第　１　日

得　点　計

順　　　位

5m30 643 4m45 416 3m85 274 4m11 333 4m09 329

+0.8 2880 +1.8 2103 +1.3 2007 +1.0 1931 +.7 1800

20m78 303 19m13 273 19m83 286 21m92 325 15m25 201

3183 2376 2293 2256 2001

2´36"66 612 2´39"17 582 2´37"88 597 2´50"55 458 2´54"84 415

3795 2958 2890 2714 2416

第　２　日

得　点　計

総　得　点

順　　　位

　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。

　　　　　　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。

1 2 3 4 5

3795 2958 2890 2714 2416

走幅跳

やり投

８００ｍ

1558 1271 1157 1116 945

1 3 2 4 5

1598 1471

走高跳

砲丸投

２００ｍ

2237 1687 1733

阿南 1 伊那北 2

１００ｍＨ

山崎　恵理 春日　智香

伊那弥生ヶ丘 2 伊那弥生ヶ丘 2 下諏訪向陽 1 岡谷南 1 伊那弥生ヶ丘 2

549 276

桐山　明日香 伊藤　美智花 笹川　悠紀 中澤　彩乃 渋谷　多江

陸協名　　　長野陸上競技協会　コード 競技会名

主催団体 競技場名

315 316 123 177 317

種 目

都
道府

県・所属

競 技者名

ナンバー

混成競技(七種)記録得点表 （ 男 ・ 女 ）

記 録 員

記録主任

審 判 長２ ０

欠場 欠場

０ ９ ２ ０ １ ５ ０ ８

２ ０ ２ ０ ５ ０

北原　誠治

田中　聡

宮澤　和宏

南信高校新人体育大会陸上競技大会

飯田総合運動場　陸上競技場長野県高等学校体育連盟

平成２１年　９月　１１日（金）　～　９月　１２日（土）

３３
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