
平成22年度東信高校総体陸上競技大会                                              

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】204130  上田市営陸上競技場

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 女子  -0.5 黒山 あかね(2) 13.2 山浦 小春(2) 13.4 坂部 真希(3) 13.5 木村 里穂(3) 13.7 依田 万波(3) 13.7 相澤 はるか(1) 14.1 菊原 彩加(2) 野沢北

１００ｍ 高校･佐久長聖 高校･北佐久農業 高校･上田東 高校･丸子修学館 野沢北 高校･佐久長聖 溝口 悠季乃(2) 高校･上田
05/16  -1.7 塩川 瑞希(2) 26.4 黒山 あかね(2) 27.1 小松 夕姫(3) 27.6 山本 瑞(2) 28.0 今村 実香子(2) 28.0 木村 里穂(3) 28.2 溝口 悠季乃(2) 山浦 小春(2)

２００ｍ 高校･岩村田 高校･佐久長聖 高校･丸子修学館 高校･小諸 高校･佐久長聖 高校･丸子修学館 高校･上田 高校･北佐久農業
05/14 山本 瑞(2) 61.1 小松 夕姫(3) 62.2 坂部 真希(3) 62.6 今村 実香子(2) 64.7 塩川 瑞希(2) 64.8 佐藤 静香(1) 67.3 中曽根 慈(2) 神津 あずさ(3)

４００ｍ 高校･小諸 高校･丸子修学館 高校･上田東 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･小諸 高校･上田染谷丘 高校･上田
05/15 山本 瑞(2) 2,27.4 神津 あずさ(3) 2,30.5 小林 郁美(2) 2,31.4 中曽根 慈(2) 2,32.6 塩入 瑛美(2) 2,32.9 上原 彩(3) 2,34.8 佐藤 史穂(2) 2,35.0 高田 花林(1) 2,36.0

８００ｍ 高校･小諸 高校･上田 高校･上田東 高校･上田染谷丘 高校･丸子修学館 高校･小諸 高校･野沢南 高校･上田西
05/14 中村 結(1) 5,01.3 間宮 葵(2) 5,12.7 宮入 杏里(1) 5,13.5 小林 郁美(2) 5,15.8 岸 郁奈(1) 5,17.5 高田 花林(1) 5,18.0 塩入 瑛美(2) 5,18.5 松下 恵里(1) 5,19.3

１５００ｍ 高校･上田 高校･上田 高校･丸子修学館 高校･上田東 高校･上田 高校･上田西 高校･丸子修学館 高校･小諸
05/16 中村 結(1) 10,42.0 宮入 杏里(1) 11,04.5 間宮 葵(2) 11,12.4 松下 恵里(1) 11,39.9 杉崎 日向子(3) 11,45.0 酒井 ちふみ(3) 12,15.0 野口 京(2) 12,21.7 白倉 由美(1) 12,32.4

３０００ｍ 高校･上田 高校･丸子修学館 高校･上田 高校･小諸 高校･上田東 高校･佐久長聖 高校･北佐久農業 高校･上田東
05/14  +0.5 関 真優(3) 16.7 小竹 亜紀穂(3) 17.2 中嶋 恵菜(2) 17.3 依田 万波(3) 17.4 中曽根くるみ(3) 17.8 浪岡 志帆(3) 18.1 清水 友里(3) 須江 絢子(1)

１００ｍＨ 高校･小諸 高校･小諸 高校･岩村田 野沢北 高校･丸子修学館 高校･小諸 高校･上田東 高校･佐久長聖
05/15 関 真優(3) 68.5 小竹 亜紀穂(3) 72.9 中曽根くるみ(3) 73.4 浪岡 志帆(3) 74.2 小林 貴恵(3) 76.8 中嶋 恵菜(2) 77.4 片平 いづみ(2) 78.6 平林 恵子(1) 80.0

４００ｍＨ 高校･小諸 高校･小諸 高校･丸子修学館 高校･小諸 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･丸子修学館 高校･丸子修学館
05/14 竹鼻 紫(2) 16,28.8 土屋 亜美(3) 16,41.2 野口 京(2) 17,49.7 中村 美咲(2) 18,27.5 大井 美咲(2) 20,32.5 小松 ひかり(2) 28,48.0

３０００ｍＷ 高校･上田染谷丘 高校･佐久長聖 高校･北佐久農業 高校･上田東 高校･小諸 高校･丸子修学館
05/16 水野 菜子(3) 1.50 山浦 小春(2) 1.45 前田彩花(1) 1.40 中曽根くるみ(3) 1.40 堀内 綾乃(1) 1.35 井出 七彩(1) 高校･上田 1.35 苫坂 奈々(2) 1.30

走高跳 高校･北佐久農業 高校･北佐久農業 上田千曲 高校･丸子修学館 高校･上田染谷丘 中曽根 慈(2) 高校･上田染谷丘 高校･小諸
05/14 小林 睦美(1) 5.15(+2.1) 溝口 悠季乃(2)5.08(+1.8) 中澤 佳奈(2) 4.76(+3.8) 小林 貴恵(3) 4.75(+3.8) 中嶋 恵菜(2) 4.71(+1.7) 吉池 桃子(1) 4.66(+1.9) 塚田 美穂(3) 4.58(+2.1) 小竹 亜紀穂(3)4.49(+2.4)

走幅跳 高校･上田東 高校･上田 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･丸子修学館 高校･丸子修学館 高校･小諸
05/15 武重 綾乃(3) 11.61 中島 未歩(3) 10.27 今井 裕美(2) 9.29 岸 莉穂(3) 9.01 両角 遥夏(2) 8.22 宮入 麻鈴(3) 7.98 下村 美幸(1) 7.88 斉藤 あや華(3) 7.74

砲丸投 高校･丸子修学館 高校･丸子修学館 高校･上田東 高校･野沢南 高校･上田染谷丘 高校･丸子修学館 高校･上田染谷丘 高校･小諸
05/16 中島 未歩(3) 43.41 武重 綾乃(3) 33.44 両角 遥夏(2) 28.40 宮入 麻鈴(3) 27.92 斉藤 あや華(3) 25.62 山道 思野(3) 25.30 柳沢 奈美(2) 24.58 岸 莉穂(3) 24.17

円盤投 高校･丸子修学館 大会新 高校･丸子修学館 高校･上田染谷丘 高校･丸子修学館 高校･小諸 高校･岩村田 高校･小諸 高校･野沢南
05/14 武重 綾乃(3) 41.86 中島 未歩(3) 38.49 岸 莉穂(3) 36.47 山道 思野(3) 32.91 宮入 麻鈴(3) 30.88 柳沢 奈美(2) 30.83 両角 遥夏(2) 28.95 大井里美(3) 26.09

やり投 高校･丸子修学館 高校･丸子修学館 高校･野沢南 高校･岩村田 高校･丸子修学館 高校･小諸 高校･上田染谷丘 蓼科
05/15 丸子修学館       51.9 佐久長聖       52.2 小諸       52.7 野沢北       54.8 上田染谷丘       55.2 岩村田       57.2 上田 上田東

４×１００ｍＲ 中島 未歩(3) 田中 里奈(1) 浪岡 志帆(3) 土屋 杏那(2) 両角 遥夏(2) 山道 思野(3)
木村 里穂(3) 黒山 あかね(2) 関 真優(3) 菊原 彩加(2) 中曽根 慈(2) 中嶋 恵菜(2)
塚田 美穂(3) 今村 実香子(2) 山本 瑞(2) 遠山 祥(2) 宮下 唯(3) 山浦 夏実(3)
小松 夕姫(3) 相澤 はるか(1) 佐藤 静香(1) 依田 万波(3) 堀内 綾乃(1) 小林 貴恵(3)

05/16 小諸     4,16.8 丸子修学館     4,19.6 上田東     4,21.8 上田     4,22.6 岩村田     4,26.8 上田染谷丘     4,30.1 佐久長聖     4,31.7 野沢北     4,35.3 
４×４００ｍＲ 上原 彩(3) 渋沢 愛里(2) 宮坂 はづき(3) 溝口 悠季乃(2) 山道 思野(3) 宮下 唯(3) 柳澤 祐希(1) 原 ひかり(1)

佐藤 静香(1) 塚田 美穂(3) 坂部 真希(3) 神津 あずさ(3) 小林 貴恵(3) 中曽根 慈(2) 酒井 ちふみ(3) 依田 万波(3)
関 真優(3) 塩入 瑛美(2) 中澤 結花(3) 間宮 葵(2) 中嶋 恵菜(2) 竹鼻 紫(2) 工藤 瑞希(1) 遠山 祥(2)
山本 瑞(2) 小松 夕姫(3) 児玉 梓(3) 中村 結(1) 塩川 瑞希(2) 堀内 綾乃(1) 今村 実香子(2) 土屋 杏那(2)

05/16 関 真優(3) 3206 浪岡 志帆(3) 2576 吉池 桃子(1) 2553 片平 いづみ(2) 2454 吉田 かほり(1) 1783
七種競技 高校･小諸 高校･小諸 高校･丸子修学館 高校･丸子修学館 高校･丸子修学館

05/14 ｵｰﾌﾟﾝ女子  -1.0 今村 実香子(2) 13.7 柳澤 祐希(1) 14.3 工藤 瑞希(1) 14.6 中澤 佳奈(2) 14.8 堀内 真那美(2) 17.9
１００ｍ 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･さくら国際

05/16  -1.1 田中 里奈(1) 28.9 佐藤 未来(1) 29.9
２００ｍ 高校･佐久長聖 高校･丸子修学館

05/14 宮坂 はづき(3) 66.4
４００ｍ 高校･上田東

05/15 中村 結(1) 2,28.9 柳澤 由祈(2) 3,25.5 堀内 真那美(2) 3,32.7 四家 広恵(3) 4,01.2
８００ｍ 高校･上田 高校･さくら国際 高校･さくら国際 高校･さくら国際



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22年度東信高校総体陸上競技大会 ｺｰﾄﾞ  [0201503]

競技場名 上田市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [204130]

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 05/15 -0.5  1 黒山 あかね(2) 高校     13.2  2 山浦 小春(2) 高校     13.4  3 坂部 真希(3) 高校     13.5  4 木村 里穂(3) 高校     13.7

佐久長聖 北佐久農業 上田東 丸子修学館
 5 依田 万波(3)     13.7  6 相澤 はるか(1) 高校     14.1  7 菊原 彩加(2)  7 溝口 悠季乃(2) 高校

野沢北 佐久長聖 野沢北 上田
女子 05/16 -1.7  1 塩川 瑞希(2) 高校     26.4  2 黒山 あかね(2) 高校     27.1  3 小松 夕姫(3) 高校     27.6  4 山本 瑞(2) 高校     28.0

岩村田 佐久長聖 丸子修学館 小諸
 5 今村 実香子(2) 高校     28.0  6 木村 里穂(3) 高校     28.2  7 溝口 悠季乃(2) 高校  8 山浦 小春(2) 高校

佐久長聖 丸子修学館 上田 北佐久農業
女子 05/14  1 山本 瑞(2) 高校     61.1  2 小松 夕姫(3) 高校     62.2  3 坂部 真希(3) 高校     62.6  4 今村 実香子(2) 高校     64.7

小諸 丸子修学館 上田東 佐久長聖
 5 塩川 瑞希(2) 高校     64.8  6 佐藤 静香(1) 高校     67.3  7 中曽根 慈(2) 高校  8 神津 あずさ(3) 高校

岩村田 小諸 上田染谷丘 上田
女子 05/15  1 山本 瑞(2) 高校   2,27.4  2 神津 あずさ(3) 高校   2,30.5  3 小林 郁美(2) 高校   2,31.4  4 中曽根 慈(2) 高校   2,32.6

小諸 上田 上田東 上田染谷丘
 5 塩入 瑛美(2) 高校   2,32.9  6 上原 彩(3) 高校   2,34.8  7 佐藤 史穂(2) 高校   2,35.0  8 高田 花林(1) 高校   2,36.0

丸子修学館 小諸 野沢南 上田西
女子 05/14  1 中村 結(1) 高校   5,01.3  2 間宮 葵(2) 高校   5,12.7  3 宮入 杏里(1) 高校   5,13.5  4 小林 郁美(2) 高校   5,15.8

上田 上田 丸子修学館 上田東
 5 岸 郁奈(1) 高校   5,17.5  6 高田 花林(1) 高校   5,18.0  7 塩入 瑛美(2) 高校   5,18.5  8 松下 恵里(1) 高校   5,19.3

上田 上田西 丸子修学館 小諸
 9 杉崎 日向子(3) 高校   5,31.1 10 上原 彩(3) 高校   5,34.3 11 酒井 ちふみ(3) 高校   5,48.5 12 白倉 由美(1) 高校   5,49.5

上田東 小諸 佐久長聖 上田東
13 佐藤 伶美(1)   6,24.4 14 大井 知亜紀(1) 高校   6,41.2 花澤 明優美(2) 欠場

野沢北 上田西 野沢北
女子 05/16  1 中村 結(1) 高校  10,42.0  2 宮入 杏里(1) 高校  11,04.5  3 間宮 葵(2) 高校  11,12.4  4 松下 恵里(1) 高校  11,39.9

上田 丸子修学館 上田 小諸
 5 杉崎 日向子(3) 高校  11,45.0  6 酒井 ちふみ(3) 高校  12,15.0  7 野口 京(2) 高校  12,21.7  8 白倉 由美(1) 高校  12,32.4

上田東 佐久長聖 北佐久農業 上田東
土屋 亜美(3) 高校 欠場 花澤 明優美(2) 欠場 塩入 瑛美(2) 高校 欠場

佐久長聖 野沢北 丸子修学館
女子 05/14 +0.5  1 関 真優(3) 高校     16.7  2 小竹 亜紀穂(3) 高校     17.2  3 中嶋 恵菜(2) 高校     17.3  4 依田 万波(3)     17.4

小諸 小諸 岩村田 野沢北
 5 中曽根くるみ(3)高校     17.8  6 浪岡 志帆(3) 高校     18.1  7 清水 友里(3) 高校  8 須江 絢子(1) 高校

丸子修学館 小諸 上田東 佐久長聖
女子 05/15  1組  1 中嶋 恵菜(2) 高校     77.4  2 片平 いづみ(2) 高校     78.6  3 平林 恵子(1) 高校     80.0  4 星野 貴楽里(2) 高校     84.0

岩村田 丸子修学館 丸子修学館 野沢南
 2組  1 関 真優(3) 高校     68.5  2 小竹 亜紀穂(3) 高校     72.9  3 中曽根くるみ(3)高校     73.4  4 浪岡 志帆(3) 高校     74.2

小諸 小諸 丸子修学館 小諸
 5 小林 貴恵(3) 高校     76.8

岩村田
女子 05/14  1 竹鼻 紫(2) 高校  16,28.8  2 土屋 亜美(3) 高校  16,41.2  3 野口 京(2) 高校  17,49.7  4 中村 美咲(2) 高校  18,27.5

上田染谷丘 佐久長聖 北佐久農業 上田東
 5 大井 美咲(2) 高校  20,32.5  6 小松 ひかり(2) 高校  28,48.0

小諸 丸子修学館
ｵｰﾌﾟﾝ女子 05/14 -1.0  1 今村 実香子(2) 高校     13.7  2 柳澤 祐希(1) 高校     14.3  3 工藤 瑞希(1) 高校     14.6  4 中澤 佳奈(2) 高校     14.8

佐久長聖 佐久長聖 佐久長聖 佐久長聖
 5 堀内 真那美(2) 高校     17.9 柳澤 由祈(2) 高校 欠場 須江 絢子(1) 高校 欠場

さくら国際 さくら国際 佐久長聖
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１５００ｍ１５００ｍ１５００ｍ

３０００ｍ３０００ｍ３０００ｍ

１００ｍＨ１００ｍＨ１００ｍＨ

４００ｍＨ４００ｍＨ４００ｍＨ

３０００ｍＷ３０００ｍＷ３０００ｍＷ

１００ｍ１００ｍ１００ｍ



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22年度東信高校総体陸上競技大会 ｺｰﾄﾞ  [0201503]

競技場名 上田市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [204130]

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

ｵｰﾌﾟﾝ女子 05/16 -1.1  1 田中 里奈(1) 高校     28.9  2 佐藤 未来(1) 高校     29.9 相澤 はるか(1) 高校 欠場
佐久長聖 丸子修学館 佐久長聖

ｵｰﾌﾟﾝ女子 05/14  1 宮坂 はづき(3) 高校     66.4 柳澤 由祈(2) 高校 欠場
上田東 さくら国際

ｵｰﾌﾟﾝ女子 05/15  1 中村 結(1) 高校   2,28.9  2 柳澤 由祈(2) 高校   3,25.5  3 堀内 真那美(2) 高校   3,32.7  4 四家 広恵(3) 高校   4,01.2
上田 さくら国際 さくら国際 さくら国際８００ｍ８００ｍ８００ｍ

２００ｍ２００ｍ２００ｍ

４００ｍ４００ｍ４００ｍ



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22年度東信高校総体陸上競技大会 ｺｰﾄﾞ  [0201503]

競技場名 上田市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [204130]

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 05/15  1組 -1.6  1 黒山 あかね(2) 高校     13.3  2 木村 里穂(3) 高校     13.6  3 山浦 小春(2) 高校     13.8  4 相澤 はるか(1) 高校     14.0

佐久長聖 丸子修学館 北佐久農業 佐久長聖
 5 菊原 彩加(2)     14.1  6 井出 七彩(1) 高校     14.3  7 遠山 祥(2)     14.5

野沢北 上田 野沢北
 2組 -3.1  1 坂部 真希(3) 高校     13.7  2 依田 万波(3)     13.9  3 溝口 悠季乃(2) 高校     14.1  4 佐藤 静香(1) 高校     14.2

上田東 野沢北 上田 小諸
 5 田中 里奈(1) 高校     14.3  6 塚田 美穂(3) 高校     14.4  7 堀内 綾乃(1) 高校     15.2

佐久長聖 丸子修学館 上田染谷丘
女子 05/16  1組 -0.4  1 塩川 瑞希(2) 高校     26.9  2 黒山 あかね(2) 高校     27.5  3 木村 里穂(3) 高校     27.9  4 宮下 唯(3) 高校     28.7

岩村田 佐久長聖 丸子修学館 上田染谷丘
 5 佐藤 静香(1) 高校     28.8  6 井出 七彩(1) 高校     29.6

小諸 上田
 2組 -0.9  1 山本 瑞(2) 高校     27.4  2 小松 夕姫(3) 高校     27.8  3 今村 実香子(2) 高校     28.1  4 溝口 悠季乃(2) 高校     28.3

小諸 丸子修学館 佐久長聖 上田
 5 山浦 小春(2) 高校     28.5  6 菊原 彩加(2)     29.1

北佐久農業 野沢北
女子 05/14  1組  1 塩川 瑞希(2) 高校     63.1  2 小松 夕姫(3) 高校     63.1  3 佐藤 静香(1) 高校     64.0  4 中曽根 慈(2) 高校     65.6

岩村田 丸子修学館 小諸 上田染谷丘
 5 上原 彩(3) 高校     67.0  6 中澤 結花(3) 高校     68.4

小諸 上田東
 2組  1 山本 瑞(2) 高校     62.6  2 坂部 真希(3) 高校     63.1  3 今村 実香子(2) 高校     64.2  4 神津 あずさ(3) 高校     66.1

小諸 上田東 佐久長聖 上田
 5 児玉 梓(3) 高校     66.7  6 宮下 唯(3) 高校     67.2

上田東 上田染谷丘

４００ｍ４００ｍ４００ｍ

２００ｍ２００ｍ２００ｍ

順
位

順
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順
位

順
位

１００ｍ１００ｍ１００ｍ



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22年度東信高校総体陸上競技大会 ｺｰﾄﾞ  [0201503]

競技場名 上田市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [204130]

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 05/14  1組 +0.1  1 坂部 真希(3) 高校     13.1  2 田中 里奈(1) 高校     13.8  3 保坂 実嶺(1) 高校     15.1  4 竹内 佑季(2) 高校     15.7

上田東 佐久長聖 岩村田 小諸商業
 5 吉池麻衣(1)     15.9 川上 美葉(1) 高校 欠場

蓼科 小諸
 2組 -2.3  1 木村 里穂(3) 高校     14.1  2 相澤 はるか(1) 高校     14.3  3 菊原 彩加(2)     14.4  4 宮坂 はづき(3) 高校     15.2

丸子修学館 佐久長聖 野沢北 上田東
 5 前川真央(3) 高校     15.8  6 久保田 舞(1) 高校     17.1

小諸商業 東御清翔
 3組 -0.5  1 黒山 あかね(2) 高校     13.5  2 山浦 小春(2) 高校     13.6  3 溝口 悠季乃(2) 高校     13.9  4 山浦 恵(2)     14.7

佐久長聖 北佐久農業 上田 蓼科
 5 菊池 さくら(2) 高校     15.2

野沢南
 4組 -0.6  1 佐藤 静香(1) 高校     14.0  2 依田 万波(3)     14.3  3 佐藤 未来(1) 高校     14.6  4 山浦 夏実(3) 高校     15.1

小諸 野沢北 丸子修学館 岩村田
星野 貴楽里(2) 高校 欠場

野沢南
 5組 -2.0  1 井出 七彩(1) 高校     14.3  2 堀内 綾乃(1) 高校     14.9  3 小山 裕菜(1) 高校     15.0  4 井出しおり(3)     16.4

上田 上田染谷丘 上田西 蓼科
小林 睦美(1) 高校 欠場

上田東
 6組 -1.0  1 塚田 美穂(3) 高校     14.2  2 遠山 祥(2)     14.7  3 岩崎 尚美(1) 高校     14.8  4 小林優理亜(3) 高校     16.3

丸子修学館 野沢北 小諸 小諸商業
塩川 瑞希(2) 高校 欠場

岩村田
女子 05/16  1組 -1.7  1 山本 瑞(2) 高校     27.7  2 小松 夕姫(3) 高校     28.0  3 柳澤 祐希(1) 高校     30.0  4 原 ひかり(1)     30.9

小諸 丸子修学館 佐久長聖 野沢北
 5 掛川 遥(3) 高校     31.8  6 竹内 佑季(2) 高校     33.0

野沢南 小諸商業
 2組 -0.8  1 黒山 あかね(2) 高校     27.9  2 木村 里穂(3) 高校     28.4  3 宮下 唯(3) 高校     29.2  4 児玉 梓(3) 高校     30.2

佐久長聖 丸子修学館 上田染谷丘 上田東
 5 山浦 夏実(3) 高校     30.3  6 小林優理亜(3) 高校     33.2

岩村田 小諸商業
 3組 -2.2  1 今村 実香子(2) 高校     28.9  2 井出 七彩(1) 高校     29.7  3 渋沢 愛里(2) 高校     30.2  4 遠山 祥(2)     30.6

佐久長聖 上田 丸子修学館 野沢北
 5 岩崎 尚美(1) 高校     31.0  6 前川真央(3) 高校     32.8

小諸 小諸商業
 4組 -1.6  1 塩川 瑞希(2) 高校     27.7  2 溝口 悠季乃(2) 高校     28.6  3 菊原 彩加(2)     29.7 金箱 茉由(2) 高校 欠場

岩村田 上田 野沢北 上田東
菊池 さくら(2) 高校 欠場

野沢南
 5組 -0.4  1 山浦 小春(2) 高校     28.0  2 佐藤 静香(1) 高校     28.4  3 小山 裕菜(1) 高校     30.4  4 保坂 実嶺(1) 高校     30.8

北佐久農業 小諸 上田西 岩村田
 5 中澤 結花(3) 高校     31.0

上田東
女子 05/14  1組  1 佐藤 静香(1) 高校     65.3  2 神津 あずさ(3) 高校     66.8  3 児玉 梓(3) 高校     67.3  4 佐藤 史穂(2) 高校     67.9

小諸 上田 上田東 野沢南
 5 渋沢 愛里(2) 高校     69.9  6 前川真央(3) 高校     79.0

丸子修学館 小諸商業

順
位

順
位

順
位

順
位

１００ｍ１００ｍ１００ｍ

２００ｍ２００ｍ２００ｍ

４００ｍ４００ｍ４００ｍ



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22年度東信高校総体陸上競技大会 ｺｰﾄﾞ  [0201503]

競技場名 上田市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [204130]

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  1 坂部 真希(3) 高校     64.8  2 今村 実香子(2) 高校     66.0  3 山浦 夏実(3) 高校     72.3
上田東 佐久長聖 岩村田

小林優理亜(3) 高校 欠場 水野 菜子(3) 高校 欠場
小諸商業 北佐久農業

 3組  1 小松 夕姫(3) 高校     63.4  2 上原 彩(3) 高校     67.1  3 中澤 結花(3) 高校     67.4  4 柳澤 祐希(1) 高校     68.2
丸子修学館 小諸 上田東 佐久長聖

 5 菊池 さくら(2) 高校     73.2
野沢南

 4組  1 山本 瑞(2) 高校     63.5  2 宮下 唯(3) 高校     68.6  3 原 ひかり(1)     69.5  4 保坂 実嶺(1) 高校     72.9
小諸 上田染谷丘 野沢北 岩村田

 5 竹内 佑季(2) 高校     79.4
小諸商業

 5組  1 塩川 瑞希(2) 高校     65.6  2 中曽根 慈(2) 高校     67.1  3 佐藤 未来(1) 高校     71.3  4 鷹野 菜摘(1)     73.4
岩村田 上田染谷丘 丸子修学館 野沢北

 5 熊澤 絃(1) 高校     74.4
佐久長聖

女子 05/15  1組  1 神津 あずさ(3) 高校   2,32.7  2 佐藤 史穂(2) 高校   2,33.2  3 塩入 瑛美(2) 高校   2,33.6  4 上原 彩(3) 高校   2,35.0
上田 野沢南 丸子修学館 小諸

 5 西澤 可奈子(1) 高校   2,56.9 花澤 明優美(2) 欠場 白倉 由美(1) 高校 欠場
上田染谷丘 野沢北 上田東

 2組  1 小林 郁美(2) 高校   2,33.8  2 高田 花林(1) 高校   2,36.2  3 松下 恵里(1) 高校   2,37.6  4 岸 郁奈(1) 高校   2,39.1
上田東 上田西 小諸 上田

 5 熊澤 絃(1) 高校   2,49.1  6 竹鼻 紫(2) 高校   2,51.6  7 佐藤 伶美(1)   3,00.2
佐久長聖 上田染谷丘 野沢北

 3組  1 山本 瑞(2) 高校   2,32.5  2 中曽根 慈(2) 高校   2,33.9  3 間宮 葵(2) 高校   2,37.2  4 酒井 ちふみ(3) 高校   2,39.3
小諸 上田染谷丘 上田 佐久長聖

 5 大井 知亜紀(1) 高校   2,55.5  6 掛川 響(1) 高校   2,56.2
上田西 野沢南

女子 05/14  1組 -2.0  1 小竹 亜紀穂(3) 高校     17.4  2 須江 絢子(1) 高校     20.2  3 掛川 響(1) 高校     21.2  4 吉池 桃子(1) 高校     22.0
小諸 佐久長聖 野沢南 丸子修学館

久保田 舞(1) 高校 欠場
東御清翔

 2組 -3.3  1 関 真優(3) 高校     17.7  2 清水 友里(3) 高校     19.5  3 土屋 杏那(2)     20.6  4 星野 貴楽里(2) 高校     20.7
小諸 上田東 野沢北 野沢南

平林 恵子(1) 高校 欠場
丸子修学館

 3組 -2.4  1 依田 万波(3)     17.6  2 浪岡 志帆(3) 高校     18.3  3 中嶋 恵菜(2) 高校     18.3  4 中曽根くるみ(3)高校     19.1
野沢北 小諸 岩村田 丸子修学館

８００ｍ８００ｍ８００ｍ

１００ｍＨ１００ｍＨ１００ｍＨ



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 平成22年度東信高校総体陸上競技大会 ｺｰﾄﾞ  [0201503]

競技場名 上田市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [204130]

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 05/15  1組     1小諸 浪岡 志帆(3) 関 真優(3) 山本 瑞(2) 佐藤 静香(1)       52.8

    2野沢北 土屋 杏那(2) 菊原 彩加(2) 遠山 祥(2) 依田 万波(3)       54.9
    3岩村田 山道 思野(3) 中嶋 恵菜(2) 山浦 夏実(3) 小林 貴恵(3)       55.1
    4上田 溝口 悠季乃(2) 井出 七彩(1) 神津 あずさ(3) 間宮 葵(2)       55.4

北佐久農業 欠場      
 2組     1丸子修学館 中島 未歩(3) 木村 里穂(3) 塚田 美穂(3) 小松 夕姫(3)       52.0

    2佐久長聖 田中 里奈(1) 黒山 あかね(2) 今村 実香子(2) 相澤 はるか(1)       52.1
    3上田染谷丘 両角 遥夏(2) 中曽根 慈(2) 宮下 唯(3) 堀内 綾乃(1)       55.3
    4上田東 宮坂 はづき(3) 坂部 真希(3) 児玉 梓(3) 中澤 結花(3)       55.8
    5野沢南 星野 貴楽里(2) 菊池 さくら(2) 掛川 遥(3) 佐藤 史穂(2)       56.9

チーム名 選手名１

４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ



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22年度東信高校総体陸上競技大会 ｺｰﾄﾞ  [0201503]

競技場名 上田市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [204130]

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 05/16  1 水野 菜子(3) 高校    1.50  2 山浦 小春(2) 高校    1.45  3 前田彩花(1)    1.40  4 中曽根くるみ(3)高校    1.40

北佐久農業 北佐久農業 上田千曲 丸子修学館
 5 堀内 綾乃(1) 高校    1.35  6 井出 七彩(1) 高校    1.35  6 中曽根 慈(2) 高校    1.35  8 苫坂 奈々(2) 高校    1.30

上田染谷丘 上田 上田染谷丘 小諸
 9 塚田 美穂(3) 高校    1.25  9 吉田 かほり(1) 高校    1.25 11 山浦 恵(2)    1.20 12 川上 美葉(1) 高校    1.20

丸子修学館 丸子修学館 蓼科 小諸
佐藤陽茄(2) 欠場 米村 望(1) 高校 欠場 金箱 茉由(2) 高校 欠場

蓼科 小諸 上田東
女子 05/14  1 小林 睦美(1) 高校    5.15  2 溝口 悠季乃(2) 高校    5.08  3 中澤 佳奈(2) 高校    4.76  4 小林 貴恵(3) 高校    4.75

上田東    +2.1 上田    +1.8 佐久長聖    +3.8 岩村田    +3.8
 5 中嶋 恵菜(2) 高校    4.71  6 吉池 桃子(1) 高校    4.66  7 塚田 美穂(3) 高校    4.58  8 小竹 亜紀穂(3) 高校    4.49

岩村田    +1.7 丸子修学館    +1.9 丸子修学館    +2.1 小諸    +2.4
 9 土屋 杏那(2)    4.48 10 掛川 遥(3) 高校    4.39 11 山浦 恵(2)    4.26 12 吉田 かほり(1) 高校    4.10

野沢北    +2.6 野沢南    +3.2 蓼科    +3.3 丸子修学館    +2.4
13 佐藤陽茄(2)    3.92 14 岩崎 尚美(1) 高校    3.87 15 井出しおり(3)    3.85 16 鷹野 菜摘(1)    3.70

蓼科    +2.7 小諸    +2.1 蓼科    +1.2 野沢北    +4.4
17 久保田 舞(1) 高校    3.56 18 工藤 瑞希(1) 高校    3.52 米村 望(1) 高校 欠場

東御清翔    +3.3 佐久長聖    +2.2 小諸
女子 05/15  1 武重 綾乃(3) 高校   11.61  2 中島 未歩(3) 高校   10.27  3 今井 裕美(2) 高校    9.29  4 岸 莉穂(3) 高校    9.01

丸子修学館 丸子修学館 上田東 野沢南
 5 両角 遥夏(2) 高校    8.22  6 宮入 麻鈴(3) 高校    7.98  7 下村 美幸(1) 高校    7.88  8 斉藤 あや華(3) 高校    7.74

上田染谷丘 丸子修学館 上田染谷丘 小諸
 9 前田彩花(1)    7.74 10 柳沢 奈美(2) 高校    7.73 11 小宮山 真由(3) 高校    7.48 12 山道 思野(3) 高校    7.34

上田千曲 小諸 上田東 岩村田
13 苫坂 奈々(2) 高校    6.37 14 井出 爽香(1) 高校    6.24 15 丸山 弥恵(1) 高校    5.71 坂本 千夏(2) 高校 欠場

小諸 東御清翔 岩村田 北佐久農業
女子 05/16  1 中島 未歩(3) 高校   43.41  2 武重 綾乃(3) 高校   33.44  3 両角 遥夏(2) 高校   28.40  4 宮入 麻鈴(3) 高校   27.92

丸子修学館 丸子修学館 上田染谷丘 丸子修学館
 5 斉藤 あや華(3) 高校   25.62  6 山道 思野(3) 高校   25.30  7 柳沢 奈美(2) 高校   24.58  8 岸 莉穂(3) 高校   24.17

小諸 岩村田 小諸 野沢南
 9 今井 裕美(2) 高校   20.87 10 下村 美幸(1) 高校   19.95 11 小林 貴恵(3) 高校   18.35 12 古越 香帆(2) 高校   16.02

上田東 上田染谷丘 岩村田 佐久長聖
13 丸山 弥恵(1) 高校   15.07 14 井出 爽香(1) 高校   15.04 坂本 千夏(2) 高校 欠場

岩村田 東御清翔 北佐久農業
女子 05/14  1 武重 綾乃(3) 高校   41.86  2 中島 未歩(3) 高校   38.49  3 岸 莉穂(3) 高校   36.47  4 山道 思野(3) 高校   32.91

丸子修学館 丸子修学館 野沢南 岩村田
 5 宮入 麻鈴(3) 高校   30.88  6 柳沢 奈美(2) 高校   30.83  7 両角 遥夏(2) 高校   28.95  8 大井里美(3)   26.09

丸子修学館 小諸 上田染谷丘 蓼科
 9 堀合詩織(3)   25.81 10 苫坂 奈々(2) 高校   23.10 11 大井 美咲(2) 高校   22.69 12 古越 香帆(2) 高校   20.55

蓼科 小諸 小諸 佐久長聖
13 下村 美幸(1) 高校   20.43 14 丸山 弥恵(1) 高校   16.62 15 井出 爽香(1) 高校   12.59 水野 菜子(3) 高校 欠場

上田染谷丘 岩村田 東御清翔 北佐久農業
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混成競技記録表   得点表  （男子・[女子]）

陸協名 長野 [20] 競技会名 平成22年度東信高校総体陸上競技大会 ｺｰﾄﾞ  [0201503]

競技場名 上田市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [204130]

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 05/16  1 関 真優(3) 高校    3206  2 浪岡 志帆(3) 高校    2576  3 吉池 桃子(1) 高校    2553  4 片平 いづみ(2) 高校    2454

小諸 小諸 丸子修学館 丸子修学館
 5 吉田 かほり(1) 高校    1783 米村 望(1) 高校 欠場

丸子修学館 小諸
ｵｰﾌﾟﾝ女子 05/16 川上 美葉(1) 高校 欠場

小諸
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