
第40回長野県実業団陸上競技選手権大会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森　茂幸
 兼 国体予選会 跳躍審判長 中條　延太郎

投擲審判長 中條　延太郎
【開催日】 平成24年6月10日（日） 記録主任： 森　安夫
【主催団体】 (一財)長野陸上競技協会、長野県実業団陸上競技連盟 決勝記録一覧表

男  子 【競技場】県松本平広域公園
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
 6/10 男子 岩田 晃 10.60 小山 真輝 10.79 小林 裕志 11.18 坂口 慎太郎 11.25 山下 桂 11.32 丸岡 精二 11.53 南原 透 11.63 神林 啓人 11.76

100m ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ 富  山･I's Mimaki ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ ﾄｰﾊﾂ ｺﾏｶﾞﾈAC 安曇野陸協 長野市陸協
 6/10 岩田 晃 21.83 小山 真輝 22.00 坂口 慎太郎 22.77 丸岡 精二 23.46 熊谷 憲 23.94 久保田 真矢 23.95 中嶋 友也 25.15 桜井 彰 25.43

200m ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ 富  山･I's ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ ｺﾏｶﾞﾈAC ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ DreamAC ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ZEROｻｽｹ
 6/10 南原 透 52.85 本多 俊平 53.08 松尾 将文 55.39 宮尾 淳矢 57.06 桜井 彰 57.71

400m 安曇野陸協 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 DreamAC 上伊那郡陸協 ZEROｻｽｹ
 6/10 牛山 純一 4:07.58 利根川 裕雄 4:13.51 逢澤 智広 4:19.81 羽川 英一 4:21.51 寺島 慧悟 4:23.30 料治 正和 4:29.14 宮尾 淳矢 4:40.20 木村 貴峰 5:00.11

1500m 茅野市陸協 ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ 松本市陸協 松本市陸協 長野市陸協 下諏訪町体協 上伊那郡陸協 千曲市陸協
 6/10 牛山 純一 14:57.39 利根川 裕雄 15:04.22 松野 淳司 15:11.86 塩原 大 15:32.72 羽川 英一 15:38.97 柳沢 瑞樹 15:42.70 寺島 慧悟 15:48.22 小川 健三 15:57.39

5000m 茅野市陸協 ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ 塩尻市陸協 松本市陸協 松本市陸協 須坂陸協 長野市陸協 長野市陸協
 6/10  +0.5伊達 仁哉 16.10 中嶋 友也 17.06 竹内 一弘 17.63

110mH(1.067m) ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 DreamAC
 6/10 飯塚 義博 28:35.87

5000m競歩 ﾙﾋﾞｺﾝ
 6/10 佐藤 賢一 7.28(+0.1) 本多 俊平 5.91(+0.1)

走幅跳 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
 6/10 日馬 正貴 12.35(+1.1)

三段跳 安曇野陸協
 6/10 上原 隆伸 11.48 中田 浩二 10.79 片桐 秀美 8.18

砲丸投 松本市陸協 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 DreamAC
 6/10 土屋 春生 27.27 福島 健一 25.13 原田 絋岐 24.01

円盤投 ﾐﾖﾀﾏﾁ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
 6/10 上原 隆伸 44.35

ﾊﾝﾏｰ投 松本市陸協
 6/10 友田 利男 52.35 森 憲之 43.46 原田 絋岐 39.13 勝野 裕太 37.16 上條 健 36.96

やり投 松本筑摩高教 軽井沢体協 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 DreamAC ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
 6/10 DreamA.C.       47.37 ZEROサスケ       48.81 ターミガンズ長野(C)      50.56

4×100m 片桐 秀美 桜井 彰 井口 孝史
松尾 将文 笹原 友希 福島 健一
勝野 裕太 望月 貴徳 原田 絋岐
久保田 真矢 佐藤 九十九 上條 健

 6/10 男子30~39歳  -1.4岡本 真平 12.09 宮澤 憲二 12.35
100m ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 6/10 大村 一 4:35.46
1500m 塩尻市役所

 6/10 宮澤 憲二 11.22
砲丸投 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 6/10 男子40歳以上  -1.4中嶋 憲一 12.02 上條 健 12.57
100m 駒ヶ根市陸協 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 6/10 利根川 裕雄 6:06.18 髙嶋 学 6:40.97
2000m ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ 松本少刑

 6/10 松沢 洋 11.14 望月 政和 10.87 上條 健 10.56 福島 健一 9.84
砲丸投 ｱﾗﾊﾀ 安曇野陸協 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野



[ 1組] 風速 +2.1 [ 2組] 風速 +2.5

 1 山下 桂     11.32  1 南原 透     11.63 
ﾔﾏｼﾀ ｹｲ ﾄｰﾊﾂ ﾅﾝﾊﾞﾗ ﾄｵﾙ 安曇野陸協

 2 桜井 彰     12.21  2 神林 啓人     11.76 
ｻｸﾗｲ ｱｷﾗ ZEROｻｽｹ ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 長野市陸協

 3 勝野 裕太     12.68  3 笹原 友希     11.84 
ｶﾂﾉ ﾕｳﾀ DreamAC ｻｻﾊﾗ ﾕｳｷ ZEROｻｽｹ

 4 竹内 一弘     12.73  4 熊谷 憲     11.89 
ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ DreamAC ｸﾏｶﾞｲ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ

 5 金井 悠一郎     12.75  5 鈴木 真弘     12.08 
ｶﾅｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ ZEROｻｽｹ ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 6 佐藤 九十九     12.92 
ｻﾄｳ ﾂｸﾓ ZEROｻｽｹ

 7 井口 孝史     12.95 
ｲｸﾞﾁ ﾀｶｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

[ 3組] 風速 -1.5

 1 岩田 晃     10.60 
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ

 2 小山 真輝 富  山     10.79 
ｺﾔﾏ ﾏｻｷ I's

 3 小林 裕志     11.18 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ Mimaki

 4 坂口 慎太郎     11.25 
ｻｶｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ

 5 丸岡 精二     11.53 
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ ｺﾏｶﾞﾈAC

   1 岩田 晃 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ     10.60 (-1.5)   3   1
   2 小山 真輝 富  山 I's     10.79 (-1.5)   3   2
   3 小林 裕志 Mimaki     11.18 (-1.5)   3   3
   4 坂口 慎太郎 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ     11.25 (-1.5)   3   4
   5 山下 桂 ﾄｰﾊﾂ     11.32 (+2.1)   1   1
   6 丸岡 精二 ｺﾏｶﾞﾈAC     11.53 (-1.5)   3   5
   7 南原 透 安曇野陸協     11.63 (+2.5)   2   1
   8 神林 啓人 長野市陸協     11.76 (+2.5)   2   2
   9 笹原 友希 ZEROｻｽｹ     11.84 (+2.5)   2   3
  10 熊谷 憲 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ     11.89 (+2.5)   2   4
  11 鈴木 真弘 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野     12.08 (+2.5)   2   5
  12 桜井 彰 ZEROｻｽｹ     12.21 (+2.1)   1   2
  13 勝野 裕太 DreamAC     12.68 (+2.1)   1   3
  14 竹内 一弘 DreamAC     12.73 (+2.1)   1   4
  15 金井 悠一郎 ZEROｻｽｹ     12.75 (+2.1)   1   5
  16 佐藤 九十九 ZEROｻｽｹ     12.92 (+2.1)   1   6
  17 井口 孝史 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野     12.95 (+2.1)   1   7

風速 -1.4 風速 -1.4

 1 岡本 真平     12.09  1 中嶋 憲一     12.02 
ｵｶﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 駒ヶ根市陸協

 2 宮澤 憲二     12.35  2 上條 健     12.57 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

男子40歳以上

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

 7620

男子

100m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 No.

 7608

 7603

 7631

 7609

 7607

 7601

所属名 記録／備考
 7641

順 氏  名

 7636

 7630

 7679

 7610

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

決勝

100m

 7605

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
 7634

 7630

 7608

 7606

 7638

3  7622

2  7621

 7616

 7620

 7609
 7601
 7603

 7641
 7679

 7607

タイムレース

所属名 記録（風） 組

 7638
 7631

5
所属名

 7616

 7648

4  7625

 7610
 7636

記録／備考

男子30～39歳

順位
 7634
 7605
 7606

順位 No. 氏  名 都道府県



[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速  0.0

 1 小山 真輝 富  山     22.00  1 岩田 晃     21.83 
ｺﾔﾏ ﾏｻｷ I's ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ

 2 坂口 慎太郎     22.77  2 久保田 真矢     23.95 
ｻｶｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ ｸﾎﾞﾀ ｼﾝﾔ DreamAC

 3 丸岡 精二     23.46  3 中嶋 友也     25.15 
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ ｺﾏｶﾞﾈAC ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 4 熊谷 憲     23.94  4 伊達 仁哉     25.61 
ｸﾏｶﾞｲ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ ﾀﾞﾃ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 5 桜井 彰     25.43 
ｻｸﾗｲ ｱｷﾗ ZEROｻｽｹ

   1 岩田 晃 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ     21.83 (0.0)   2   1
   2 小山 真輝 富  山 I's     22.00 (+1.0)   1   1
   3 坂口 慎太郎 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ     22.77 (+1.0)   1   2
   4 丸岡 精二 ｺﾏｶﾞﾈAC     23.46 (+1.0)   1   3
   5 熊谷 憲 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ     23.94 (+1.0)   1   4
   6 久保田 真矢 DreamAC     23.95 (0.0)   2   2
   7 中嶋 友也 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野     25.15 (0.0)   2   3
   8 桜井 彰 ZEROｻｽｹ     25.43 (+1.0)   1   5
   9 伊達 仁哉 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野     25.61 (0.0)   2   4

 1 南原 透     52.85  1 牛山 純一   4:07.58 
ﾅﾝﾊﾞﾗ ﾄｵﾙ 安曇野陸協 ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茅野市陸協

 2 本多 俊平     53.08  2 利根川 裕雄   4:13.51 
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾛｵ ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ

 3 松尾 将文     55.39  3 逢澤 智広   4:19.81 
ﾏﾂｵ ﾏｻﾌﾐ DreamAC ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本市陸協

 4 宮尾 淳矢     57.06  4 羽川 英一   4:21.51 
ﾐﾔｵ ｼﾞｭﾝﾔ 上伊那郡陸協 ﾊｶﾞﾜ ｴｲｲﾁ 松本市陸協

 5 桜井 彰     57.71  5 寺島 慧悟   4:23.30 
ｻｸﾗｲ ｱｷﾗ ZEROｻｽｹ ﾃﾗｼﾏ ｹｲｺﾞ 長野市陸協

 6 料治 正和   4:29.14 
ﾘｮｳｼﾞ ﾏｻｶｽﾞ 下諏訪町体協

 7 宮尾 淳矢   4:40.20 
ﾐﾔｵ ｼﾞｭﾝﾔ 上伊那郡陸協

 8 木村 貴峰   5:00.11 
ｷﾑﾗ ﾀｶﾈ 千曲市陸協

 1 利根川 裕雄   6:06.18 
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾛｵ ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ

 2 髙嶋 学   6:40.97 
ﾀｶｼﾏ ﾏﾅﾌﾞ 松本少刑

2000m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

 7609

1  7614

2  7659

男子40歳以上

 7602

 7661

 7629

男子

200m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
 7605

 7636

 7638

 7616

男子30～39歳

1500m
決勝

 7609
 7618

 7627

 7609

 7634

決勝

男子

400m

 7638
 7616
 7636
 7600

 7605

 7618

記録／備考
 7634
No. 氏  名 所属名

 7600

 7627

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位

順 No. 氏  名 所属名
 7641

タイムレース

 7655

 7656

記録／備考
 7647

 7614

 7661

 7676

 7677

 7646



 1 牛山 純一  14:57.39 17 田中 章浩  16:37.31 
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茅野市陸協 ﾀﾅｶ ｱｷﾋﾛ 長野市陸協

 2 利根川 裕雄  15:04.22 18 樋口 正晃  16:37.35 
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾛｵ ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 上伊那郡陸協

 3 松野 淳司  15:11.86 19 柳澤 一樹  16:40.17 
ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 塩尻市陸協 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ 佐久市陸協

 4 塩原 大  15:32.72 20 中根 光洋  16:50.13 
ｼｵﾊﾗ ﾀﾞｲ 松本市陸協 ﾅｶﾈ ﾐﾂﾋﾛ 須坂陸協

 5 羽川 英一  15:38.97 21 高田 洋一  16:54.87 
ﾊｶﾞﾜ ｴｲｲﾁ 松本市陸協 ﾀｶﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 須坂陸協

 6 柳沢 瑞樹  15:42.70 22 北原英一  17:01.39 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐﾂﾞｷ 須坂陸協 ｷﾀﾊﾗ ｴｲｲﾁ ﾄｰﾊﾂ

 7 寺島 慧悟  15:48.22 23 志村 翔太  17:04.39 
ﾃﾗｼﾏ ｹｲｺﾞ 長野市陸協 ｼﾑﾗ ｼｮｳﾀ 須坂陸協

 8 小川 健三  15:57.39 24 大村 一  17:09.99 
ｵｶﾞﾜ ｹﾝｿﾞｳ 長野市陸協 ｵｵﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 塩尻市役所

 9 清水 優  15:59.29 25 久保 浩昭  17:11.84 
ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾙ 小諸市陸協 ﾌﾎﾞ ﾋﾛｱｷ 佐久市陸協

10 北原 崇志  16:04.32 26 深井 利彦  17:14.01 
ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ 上伊那郡陸協 ﾌｶｲ ﾄｼﾋｺ 須坂陸協

11 荒井 祐輔  16:05.41 27 榛葉 雄大  17:20.37 
ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 須坂陸協 ｼﾝﾊ ﾀｹﾋﾛ 昭和電工大町

12 細田 勇一  16:16.59 28 平林 竜一  17:22.43 
ﾎｿﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 上伊那郡陸協 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｲﾁ 昭和電工大町

13 鈴木 昌幸  16:27.38 29 神津 誠  17:43.31 
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ ｼﾞｪﾙﾓ ｺｳﾂﾞﾏｺﾄ 小諸市陸協

14 青木 雅史  16:34.56 30 柳沢 信生  18:24.87 
ｱｵｷ ﾏｻｼ 長野市陸協 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾉﾌﾞｵ 須坂陸協

15 逢澤 智広  16:36.76 笹崎 慎一
ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本市陸協 ｻｻｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ 南佐久郡陸協

16 中村 純和  16:36.84 
ﾅｶﾑﾗ ｽﾐｶｽﾞ 長野市陸協

風速 +0.5
 1 飯塚 義博  28:35.87 

 1 伊達 仁哉     16.10 ｲｲﾂﾞｶ ﾖｼﾋﾛ ﾙﾋﾞｺﾝ
ﾀﾞﾃ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 2 中嶋 友也     17.06 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 3 竹内 一弘     17.63 
ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ DreamAC

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 DreamA.C.  7604 片桐 秀美     47.37  3   2 ターミガンズ長  7620 井口 孝史     50.56 

DreamA.C. ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾃﾞﾐ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ(C) ｲｸﾞﾁ ﾀｶｼ
 7602 松尾 将文  7628 福島 健一

ﾏﾂｵ ﾏｻﾌﾐ ﾌｸｼﾏ ｹﾝｲﾁ
 7601 勝野 裕太  7623 原田 絋岐

ｶﾂﾉ ﾕｳﾀ ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｷ
 7600 久保田 真矢  7625 上條 健

ｸﾎﾞﾀ ｼﾝﾔ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ
 2   5 ZEROサスケ  7609 桜井 彰     48.81 

ZEROｻｽｹ ｻｸﾗｲ ｱｷﾗ
 7610 笹原 友希

ｻｻﾊﾗ ﾕｳｷ
 7611 望月 貴徳

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｶﾉﾘ
 7608 佐藤 九十九

ｻﾄｳ ﾂｸﾓ

記録／備考No. 氏  名 所属名

男子

5000m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

 7645

 7647

 7614

 7674

 7657

 7656

 7652

 7677

 7678

 7662

 7664

 7665

 7663

 7681

 7682

 7655

 7617

決勝

男子

110mH(1.067m) 5000m競歩

 7651

 7670

 7680

決勝

順 No. 氏  名 所属名
記録／備考

 7603

男子

記録／備考
 7639

 7627

 7618
所属名

 7666

 7632

4×100m
決勝

順 No. 氏  名

 7650

 7669

 7667

 7644

   37

 7673

 7653

 7654

 7684
途中棄権

男子



内藤 健生
ﾅｲﾄｳ ｹﾝｾｲ 安曇野陸協
堀内 彰一
ﾎﾘｳﾁ ｼｮｳｲﾁ 長野市陸協
本多 俊平
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

佐藤 賢一   5.93   7.23    x   7.07   7.28   7.21    7.28 
ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ   +1.7   -0.2   +0.3   +0.1   +1.0    +0.1
本多 俊平   5.91   5.77   5.80   5.71   5.61   4.26    5.91 
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +0.1   -0.4   +0.6   -0.9   +1.7   +0.5    +0.1

日馬 正貴    x  12.11  12.02  12.33  12.35    x   12.35 
ｸｻﾏ ﾏｻｷ 安曇野陸協   +0.7   +0.7    0.0   +1.1    +1.1

上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ 松本市陸協
中田 浩二
ﾅｶﾀ ｺｳｼﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
片桐 秀美
ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾃﾞﾐ DreamAC

宮澤 憲二
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

男子

走高跳
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考1m70 1m75 1m80 1m85 1m90 1m93 1m96 2m00

o o o xo
1  7640

- -

 1.80

xxo xx/  1.96

2  7683
o o xxo

3  7629
o xo

/

-3-

xxx  1.75

記録

男子

走幅跳
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

-2- -3-

備考

1  7637

2  7629

-4- -5- -6-

-6- 記録

男子

三段跳
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

-1- -2- -3- -4-

備考

1  7642

男子

-4- -5-

-5- -6- 記録 備考

砲丸投(7.260kg)
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

 11.43  11.48  11.18  11.43
1  7658

 10.94  11.27  11.48 

2  7626
 10.64    x    x  10.79  10.55  10.43  10.79 

  7.87    x
3  7604

  7.90   7.70

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

  8.18 

男子30～39歳

砲丸投(5.000kg)
決勝

  8.18    x

-5- -6- 記録 備考-1- -2- -3- -4-

 11.22  10.75  10.69  11.22  11.17
1  7622

 10.90  10.18



松沢 洋
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾛｼ ｱﾗﾊﾀ
望月 政和
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻｶｽﾞ 安曇野陸協
上條 健
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
福島 健一
ﾌｸｼﾏ ｹﾝｲﾁ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

土屋 春生
ﾂﾁﾔ ﾊﾙｵ ﾐﾖﾀﾏﾁ
福島 健一
ﾌｸｼﾏ ｹﾝｲﾁ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
原田 絋岐
ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ 松本市陸協

友田 利男
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 松本筑摩高教
森 憲之
ﾓﾘ  ﾉﾘﾕｷ 軽井沢体協
原田 絋岐
ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
勝野 裕太
ｶﾂﾉ ﾕｳﾀ DreamAC
上條 健
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 37.16 

5  7625
   x    o    o  36.96    x    o  36.96 

   o  39.13 

4  7601
   o    o  37.16    o    o    o

   o    o  43.46 

3  7623
 39.13    o    o    o    o

2  7649
   o  43.46    x    o

備考

1  7660
   o    o    o    o    o  52.35  52.35 

-2- -3- -4- -5- -6- 記録

決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

 44.35    x    x  44.35 

男子

やり投

-4- -5- -6- 記録 備考

1  7658
   o    o  44.03

男子

ﾊﾝﾏｰ投(7.260kg)
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

  9.75   9.84   9.84   9.63   9.26   9.49
4  7628

  9.57

 10.07
3  7625

  9.26   9.43   9.45

 10.45    -

   x  10.56  10.56 

 10.54  10.46  10.87 

-3-所属名

 11.14  11.14 

2  7643
 10.77  10.87  10.30  10.20

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

 10.61

-4-

1  7613
   x  10.37

-1- -2-

   o  24.01 

男子40歳以上

備考-5- -6- 記録

砲丸投(5.000kg)
決勝

順位

   x    x  25.13 

3  7623
   x  23.92    x    x  24.01

   x  27.27    o  27.27 

2  7628
   o  25.13    x    x

-4- -5- -6- 記録 備考

1  7633
   o  27.08    x

男子

円盤投(2.000kg)
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-
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