
⼤会コード 19501310

： 令和元年(２０１９年)６⽉２９⽇（⼟）〜３０⽇（⽇）
： ⻑野市営陸上競技場（競技場コード 172070）
： 関東信越地区⾼等専⾨学校体育協会 

⼀般財団法⼈⻑野陸上競技協会
： 関東信越地区⾼等専⾨学校体育協会陸上競技専⾨部
： 茨城⼯業⾼等専⾨学校
： 内⼭ 了治
： ⼩林 ⾄(トラック) 浦野 義忠(跳躍) ⼭⽥ 榮⼀郎(投擲)
： 瀧沢 佳⽣

■この競技会で樹⽴された記録

⻑野 林 ⻑⼤ (2)
宮澤 陽⽃ (4)
髙橋 和真 (4)
⼩林 嶺 (5)

⻑野 林 ⻑⼤ (2)
宮澤 陽⽃ (4)
髙橋 和真 (4)
⼩林 嶺 (5)

⽊更津 佐久間 妙枝 (3
飯森 未来 (5)
佐藤 凜 (1)
忍⾜ 優菜 (2)

■グラウンドコンディション
 6⽉29⽇(⼟)  6⽉30⽇(⽇)

主 催

主 管
開 催 校
総 務
審 判 ⻑
記録・情報主任

令和元年度 関東信越地区⾼等専⾨学校体育⼤会 陸上競
 第56回 関東信越地区⾼等専⾨学校陸上競技対校選⼿権⼤会
 兼 第54回全国⾼等専⾨学校体育⼤会 陸上競技予選会

記 録 集
期 ⽇
会 場

⽒名(学年) 所属 従来の記録チーム名 ﾒﾝﾊﾞｰ(学年)
6⽉29⽇ 関東信越⾼専新 男⼦ 4×100m 予選

⽇付 記録の種類 クラス 種⽬ ラウンド 記録

42.37 42.39

6⽉29⽇ 関東信越⾼専ﾀｲ ⼥⼦ 円盤投 決勝 30.87 永原 璃桜 (1) ⻑野 30.87
6⽉29⽇ ⼤会新 男⼦ 800m 決勝 1:53.36 髙橋 ⼀輝 (4) ⻑野 1:55.14

髙橋 和真 (2) ⻑野 22.00
6⽉29⽇ 関東信越⾼専新 男⼦ 4×100m 決勝 42.36 42.39
6⽉29⽇ ⼤会新 男⼦ 200m 決勝 21.81

佐藤 凜 (1) ⽊更津 1.45
6⽉30⽇ ⼤会新 ⼥⼦ 砲丸投 決勝 10.32 永原 璃桜 (1)
6⽉30⽇ ⼤会新 ⼥⼦ ⾛⾼跳 決勝 1.48

48.93
6⽉30⽇ ⼤会新 ⼥⼦ 4×100m 決勝 53.66 53.87

⻑野 9.48
6⽉30⽇ ⼤会新 男⼦ 400m 決勝 48.46 髙橋 ⼀輝 (4) ⻑野

時刻 天候 ⾵向 ⾵速 気温 湿度時刻 天候 ⾵向 ⾵速 気温 湿度
(m/s) (℃) (%)m/s (℃) (%)

09:30 ⾬ 南⻄ 1.6 23.5 87.513:00 曇り 南 2.5 26.6 64.0
10:00 曇り 南 1.6 24.0 85.614:00 曇り 南 2.4 25.7 64.4
11:00 曇り 北 2.4 25.8 79.315:00 ⾬ 南 1.2 25.2 71.7
12:00 曇り 北東 2.3 25.5 80.516:00 ⾬ 北 1.5 24.2 87.7

14:00 晴れ 北東 1.6 28.3 72.5
13:00 晴れ 東 1.7 27.0 75.6



山田 榮一郎

　 KR : 関東信越地区新記録　 GR : 大会新記録

日付 種目

小林　嶺  11.25 (-0.3) 宮澤　陽斗  11.46 (-0.3) 平磯　良典  11.50 (-0.3) 井沢　暁  11.55 (-0.3) 長岡　泰地  11.55 (-0.3) ｸﾗｲﾝ ﾏｷｼﾐﾘｱﾝ拓哉  11.74 (-0.3) 松尾　歩武  11.88 (-0.3) 逸見　創太  12.02 (-0.3)

長野 長野 木更津 茨城 長岡 小山 茨城 東京

髙橋　和真  21.81 (+0.9) 小林　嶺  22.38 (+0.9) 山本　温人  22.77 (+0.9) 小池　邦佳  22.99 (+0.9) ｸﾗｲﾝ ﾏｷｼﾐﾘｱﾝ拓哉  23.28 (+0.9) 横井　将人  23.48 (+0.9) 井口　尚磨  24.11 (+0.9) 野口　蓮太  24.95 (+0.9)

長野 GR 長野 長岡 小山 小山 東京 産技品川 木更津

髙橋　一輝  48.46 髙橋　和真  49.70 矢野　哲平  50.83 犬飼　侑樹  52.12 中野　悠  52.19 磯貝　一平  53.82 藤本　一毅  54.44 塚田　大喜  55.45

長野 GR 長野 長岡 小山 長岡 木更津 小山 木更津

髙橋　一輝  1:53.36 矢野　哲平  1:57.45 新奥　孝太  1:57.78 中野　悠  2:01.67 石川　大空  2:02.72 村岡　拓海  2:04.84 福田　結一  2:08.17 塚田　大喜  2:13.55

長野 GR 長岡 東京 長岡 小山 長野 サレジオ 木更津

島田　佳祐  4:07.24 星野　匡範  4:14.88 石井　翔大  4:15.54 新奥　孝太  4:15.64 石川　大空  4:19.76 梅田　祐希  4:23.48 関口　樂  4:32.87 萩原　大智  4:38.14

長野 長岡 小山 東京 小山 サレジオ 産技品川 群馬

島田　佳祐  15:49.08 髙橋　優  15:56.64 黒岩　航舜  16:09.39 石井　翔大  16:36.10 中村　日向  16:41.44 梅田　祐希  16:41.90 尾身　直輝  16:44.14 清水　敬太  17:06.42

長野 木更津 群馬 小山 サレジオ サレジオ 長岡 群馬

山本　温人  15.25 (+1.4) 安藤　良介  15.27 (+1.4) 大平　龍臣  15.43 (+1.4) 澤畑　英介  15.46 (+1.4) 渡辺　幸暉  16.24 (+1.4) 小池　邦佳  16.49 (+1.4) 宮林　祥汰  16.58 (+1.4) 野口　蓮太  16.80 (+1.4)

長岡 木更津 長岡 茨城 茨城 小山 長野 木更津

渡辺　幸暉  57.29 宮林　祥汰  57.45 磯貝　一平  59.18 田中　健太  59.75 浅沼　聡  59.98 岡田　蒼海  1:00.52 守谷　恵人  1:00.71 河内　駿大郎  1:01.96

茨城 長野 木更津 群馬 サレジオ 木更津 小山 長岡

髙橋　優  9:58.99 黒岩　航舜  10:11.64 柳澤　太一  10:23.63 佐々木　遼太  10:30.78 尾身　直輝  10:35.04 清水　敬太  10:52.88 丸山　海  10:58.97 中村　日向  11:00.34

木更津 群馬 長野 小山 長岡 群馬 長野 サレジオ

長野  42.36 小山  43.81 茨城  43.97 長岡  44.57 木更津  44.85 産技品川  46.53 群馬  47.31 サレジオ  49.07

林　長大 伊勢川　真生 澤畑　英介 府川　凱 安藤　良介 井口　尚磨 大沢　倫太郎 中村　光翼

宮澤　陽斗 小池　邦佳 打越　耕平 宮　翼 平磯　良典 丹治　正人 田中　健太 榊間　友晴

髙橋　和真 長尾　健史 井沢　暁 茂田井　大輝 野口　蓮太 佐々木　唯人 山居　洋介 田中　柊次

小林　嶺 クライン　マキシミリアン拓哉 渡辺　幸暉 長岡　泰地 大溝　晃平 谷口　陽哉 大川原　大智 深澤　航志

長野  3:23.59 小山  3:28.98 長岡  3:29.09 木更津  3:36.32 群馬  3:41.74 サレジオ  3:42.44 茨城  3:43.40 東京  3:50.56

天利　友哉 守谷　恵人 長岡　泰地 磯貝　一平 田中　健太 浅沼　聡 渡辺　幸暉 横井　将人

髙橋　和真 小池　邦佳 矢野　哲平 平磯　良典 大川原　大智 榊間　友晴 齋藤　黎明 田島　龍馬

岩渕　聡志 藤本　一毅 中野　悠 岡田　蒼海 黒岩　航舜 田中　柊次 澤畑　伸佑 深津　悠暉

髙橋　一輝 犬飼　侑樹 茂田井　大輝 塚田　大喜 湯本　瑛士 福田　結一 武田　直也 新奥　孝太

天利　友哉  1.75 吉澤　涼  1.70 佐久間　勁治  1.70 守谷　恵人  1.65 樺澤　陸玖  1.60

長野 長野 木更津 小山 群馬

大溝　晃平  6.31 (+0.8) 伊勢川　真生  6.16 (+0.6) 松元　優斗  5.98 (0.0) 吉澤　涼  5.94 (+0.2) 木島　大吾  5.83 (+0.1) 山居　洋介  5.76 (+0.7) 小林　秀平  5.45 (-0.3) 西田　海里  5.44 (+0.9)

木更津 小山 小山 長野 木更津 群馬 長野 産技品川

天利　友哉  w13.78 (+2.5) 大溝　晃平  12.95 (-1.1) 中山　昂大  12.52 (-0.6) 栗原　諒  12.34 (-0.3) 小林　秀平  12.08 (0.0) 福本　泰大  11.75 (+0.2) 佐久間　勁治  11.36 (+0.1) 桒原　功太郎  11.25 (-0.4)

長野 公認13.51(+0.8) 木更津 小山 小山 長野 サレジオ 木更津 長岡

田中　瑞樹  11.45 赤澤　虎太郎  11.40 船越　涼太郎  10.45 上條　俊  10.35 鴨志田　瑞規  9.35 尾本　一樹  8.85 植田　優貴  8.56 田中　陽大  8.34

小山 長野 木更津 長野 茨城 サレジオ 東京 小山

赤澤　虎太郎  33.75 田中　瑞樹  32.34 鈴木　龍之介  27.61 望月　優一  26.74 船越　涼太郎  24.58 大日方　栄貴  23.79 山本　悠月  22.69 田中　陽大  22.65

長野 小山 茨城 サレジオ 木更津 長野 サレジオ 小山

今井　侑志  55.11 井沢　暁  37.67 角田　啓太  36.86 平尾　健人  33.06 安藤　良介  33.00 寺内　健真  26.09 新倉　悠生  19.23 小島　侑也  18.84

長野 茨城 長野 茨城 木更津 小山 サレジオ 小山

長野 176 小山 112 木更津 94 長岡 72 茨城 54 群馬 36 サレジオ 36 東京 18
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6月30日 やり投

男子 6月30日 100m

6月30日 400m

6月30日 110mH

KR GR

記録主任

5位 6位4位

瀧沢 佳生

7位 8位

小林 至

跳躍審判長 浦野 義忠

主催団体名 関東信越地区高等専門学校体育協会、一般財団法人長野陸上競技協会 陸協名 長野陸上競技協会

競技会名 令和元年度関東信越地区高等専門学校体育大会陸上競技 [19501310]
期日 2019/06/29 - 30 トラック審判長

競技場名 長野市営陸上競技場 [172070]

投擲審判長

3位

6月30日 1500m

6月29日 5000m

6月29日 800m

1位 2位

6月29日 200m

6月29日 400mH

6月30日 3000mSC

6月29日 4x100mR

6月30日 走高跳

6月30日 4x400mR

6月29日 走幅跳

6月30日 三段跳

学校対校

6月30日 砲丸投

6月29日 円盤投



山田 榮一郎

　 KT : 関東信越地区タイ記録　 GR : 大会新記録

日付 種目

山崎　萌々子  13.26 (-0.3) 比企　彩菜  13.71 (-0.3) 宮沢　知穂  13.86 (-0.3) 飯森　未来  14.17 (-0.3) 山田　倫香  14.24 (-0.3) 岡崎　里音  14.24 (-0.3) 小林　優衣  14.72 (-0.3) 加藤　遙佳  15.00 (-0.3)

長野 長岡 長野 木更津 群馬 小山 長岡 木更津

山崎　萌々子  26.80 (+0.5) 比企　彩菜  28.08 (+0.5) 忍足　優菜  28.59 (+0.5) 飯森　未来  28.96 (+0.5) 宮沢　知穂  29.32 (+0.5) 森　菜々子  29.46 (+0.5) 嶋　清花  30.70 (+0.5) 堀内　恵  37.36 (+0.5)

長野 長岡 木更津 木更津 長野 長岡 群馬 サレジオ

忍足　優菜  2:29.59 大橋　朱里  2:29.78 佐久間　妙枝  2:34.21 宮﨑　由衣  2:46.44 恩田　詩緒梨  2:48.99 阿部　桜子  3:17.00 堀内　恵  3:30.58

木更津 長野 木更津 長野 長岡 産技品川 サレジオ

大橋　朱里  11:46.66 佐久間　妙枝  11:52.93 佐久間　つく紫  12:36.60 恩田　詩緒梨  13:19.83 塩川　真帆蕗  13:56.73

長野 木更津 木更津 長岡 長野

山崎　萌々子  15.69 (+1.7) 佐藤　凜  17.77 (+1.7) 加藤　遙佳  18.04 (+1.7) 嶋　清花  18.77 (+1.7) 松本　詩季菜  21.23 (+1.7)

長野 木更津 木更津 群馬 長野

木更津  53.66 長野  54.21 長岡  54.41 群馬  55.98

佐久間　妙枝 宮﨑　由衣 森　菜々子 狩野　那弥

飯森　未来 宮沢　知穂 比企　彩菜 川田　帆乃花

佐藤　凜 永原　璃桜 小林　優衣 嶋　清花

忍足　優菜 山崎　萌々子 恩田　詩緒梨 山田　倫香

佐藤　凜  1.48 宮﨑　由衣  1.35 加藤　遙佳  1.30 大橋　朱里  1.20

木更津 GR 長野 木更津 長野

宮沢　知穂  4.98 (+0.8) 飯森　未来  4.66 (+0.6) 小山　瑠奈  4.57 (+0.6) 山田　倫香  4.46 (-0.1) 熊谷　海里  4.42 (+1.7) 小林　優衣  4.29 (+1.3) 森　菜々子  4.18 (+1.8) 忍足　優菜  4.04 (+0.4)

長野 木更津 茨城 群馬 産技荒川 長岡 長岡 木更津

永原　璃桜  10.32 岡崎　里音  6.80 塩川　真帆蕗  6.16 安東　結衣  5.55

長野 GR 小山 長野 木更津

永原　璃桜  30.87 島田　茜  22.86 宮﨑　由衣  19.58 坪川　美玲  17.04 渡邉　江利子  16.18 佐久間　つく紫  15.90 佐藤　凜  15.53

長野 KT GR サレジオ 長野 サレジオ 小山 木更津 木更津

永原　璃桜  30.60 佐久間　妙枝  28.52 松本　詩季菜  24.31 渡邉　江利子  18.88 佐久間　つく紫  18.51 岡崎　里音  15.51

長野 木更津 長野 小山 木更津 小山

長野 131 木更津 108 長岡 39 小山 22 群馬 21 サレジオ 15 茨城 6 産技荒川 4
学校対校

6月30日 砲丸投

6月29日 円盤投

6月30日 走高跳

6月29日 走幅跳

6月30日 100mH

6月30日 4x100mR

6月29日 3000m

6月30日 800m

1位 2位

女子 6月30日 100m

8位6位

投擲審判長

7位

小林 至

跳躍審判長 浦野 義忠

主催団体名 関東信越地区高等専門学校体育協会、一般財団法人長野陸上競技協会 陸協名 長野陸上競技協会

競技会名 令和元年度関東信越地区高等専門学校体育大会陸上競技 [19501310]
期日 2019/06/29 - 30 トラック審判長

競技場名 長野市営陸上競技場 [172070]

3位

記録主任
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6月29日 200m

6月30日 やり投

瀧沢 佳生

GR

4位 5位
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