
第 42 回長野県実業団陸上競技選手権大会 
兼 東日本大震災復興支援平成 26 年度国民体育大会長野県予選会 

（大会コード：14200007） 

第 25 回長野県マスターズ陸上競技選手権大会 
（大会コード：14200006） 

 
 
 
 
 
 
 

 
期 日： 平成２６年 ６月８日（日） 
会 場： 長野県松本平広域公園陸上競技場（201020） 
【実業団】 
主催： 一般財団法人長野陸上競技協会 
    長野県実業団陸上競技連盟 
後援： 長野県教育委員会 
主管： 一般財団法人長野陸上競技協会 
【マスターズ】 
主催： 長野県マスターズ陸上競技連盟 
共催： 信濃毎日新聞社・ＳＢＣ信越放送 
後援： 長野県教育委員会 
主管： 一般財団法人長野陸上競技協会 

 
 

■グラウンドコンディション 

 
 

月  日 時  刻 天  候 風  向 風速 m/s 気温 ℃ 湿度 ％ 

6月 8日 

9:00 曇り 西 0.8 20.5 64 

10:00 曇り 西 1.0 23.5 54 

11:00 曇り 北 0.4 24.5 56 

12:00 晴れ 南西 1.7 24.5 56 

13:00 晴れ 西 1.2 26.5 49 

14:00 曇り 北東 1.4 26.0 44 

15:00 曇り 北東 2.3 25.5 52 

      



 

大会で樹立された記録（マスターズ） 
   

種 目 ｸﾗｽ 記 録 氏  名 性 所  属 備 考 

砲丸投 M８０ ９ｍ９４ 佐々木 敏夫 男 上田市 県・大新 

砲丸投 M５０ １１ｍ０２  橋澤 克之 男 飯山市 大新 

砲丸投 M４０ ９ｍ６７ 牧野 圭介 男 松本市 タイ 

砲丸投 M３５ １０ｍ２３ 中島 公徳 男 富士見市 大新 

円盤投 M５０ ３８ｍ５４ 橋澤 克之 男 飯山市 大新 

６０ｍ M５０ ７”７９ 山下 哲司 男 東京 大新 

６０ｍ M５５ ８”３３ 会津 英昭 男 長野市 大新 

６０ｍ W３０ ８”１１ 熊谷 香織 女 長野市 日本新 

６０ｍ W５０ ９”６９ 杉崎 百合子 女 神奈川 大新 

６０ｍ W６５ １０”２５ 井尻 けさ代 女 千曲市 大新 

８００ｍ W４５ ２’４７”８３ 芳川 千恵 女 木島平村 県・大新 

８００ｍ W７０ ２’４７”５９ 水沢 明且 女 群馬 大新 

円盤投 M８０ １８ｍ０６ 佐々木 敏夫 男 上田市 県・大新 

１００ｍ M６５ １３”２５ 相羽 吉男 男 東京 大新 

走幅跳 M７０ ４ｍ３１ 安井 毅央 男 群馬 大新 

４００ｍ M４０ ５４”８０ 大澤 健郎 男 東京 大新 

４００ｍ W４５ １’１２”６５ 西澤 香 女 長野市 県・大新 

８０ｍH M７０ １３”４２ 安井 毅央 男 群馬 大新 

やり投 M７０ ３９ｍ３８ 羽鳥 邦彦 男 新潟 大新 

やり投 M４０ ４７ｍ８９ 須崎 一弘 男 上田市 大新 

１１０ｍH M45 １７”４５ 加藤 則行 男 佐久 県・大新 

走高跳 M60 １ｍ５０ 西村 克彦 男 富士見町 県・大新 

３０００ｍ W55 １３’０１”５７ 友野 優子 女 伊那市 大新 

３０００ｍ M75 １２’４４”８５ 小口 親司 男 岡谷市 大新 

２００ｍ W３０ ２７”６３ 熊谷 香織 女 長野市 県新 

１５００ｍ W35 ５’０１”５９ 高橋 三紗子 女 須坂市 県・大新 

１５００ｍ W35 ５’１６”２０ 大矢 優子 女 長野市 県・大新 

４００ｍR M40 ４６”３５ 
大木・山本 

男 山梨 大新 
矢ヶ崎・武藤 

４００ｍR M45 ４８”９７ 
松澤・田中 

男 長野県 県・大新 
加藤・佐野 

 



名称：第25回長野マスターズ陸上競技選手権大会 ﾄﾗｯｸ審判長 千代　馨脩
主催：長野マスターズ陸上競技連盟 跳躍審判長 伊藤　利博

投擲審判長 伊藤　利博
【開催日】 平成26年6月8日（日） 記録主任： 竹内　秀樹
【主催団体】 長野マスターズ陸上競技連盟 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/ 8 SM30   0.0 島津 英明(3) 7.60

60m 塩尻市
 6/ 8  -3.0 島津 英明(3) 28.77

200m 塩尻市
 6/ 8 島津 英明(3) 54.67

400m 塩尻市
 6/ 8 M35   0.0 高橋邦幸(3) 7.48 熊谷 憲(3) 7.87

60m 長野市 長野市
 6/ 8  +1.3 高橋邦幸(3) 11.85 中馬 賢克(3) 12.00 小林崇征(3) 12.72 永井 剛(3) 12.72

100m 長野市 東京 長野市 長野市
 6/ 8  -3.0 柳沢 貴之(3) 24.44 中馬 賢克(3) 24.77

200m 塩尻市 東京
 6/ 8 中村 雅哉(3) 10:21.59

3000m 茅野市
 6/ 8  -1.3 石川 雅也(3) 19.72

110mH(0.991m) 東京
 6/ 8 中村 雅哉(3) 1.65

走高跳 茅野市
 6/ 8 中島 公徳(3) 10.23 永井 剛(3) 8.04

砲丸投(7.260kg) 富士見町 長野市
 6/ 8 中島 公徳(3) 24.58

円盤投(2.000kg) 富士見町
 6/ 8 中島 公徳(3) 33.95

やり投(0.800kg) 富士見町
 6/ 8 M40 中嶋 憲一(4) 7.68 大木 康裕(4) 7.79 小松 誠(4) 8.04 黒坂 昭則(4) 8.28 向山 俊勝(4) 8.29 小泉 琢也(4) 8.97

60m 駒ｹ根市 山梨 松本市 新潟 伊那市 伊那市
 6/ 8 高木 秀昭(4) 12.12 大木 康裕(4) 12.22 小松 真人(4) 12.25 中村 敏(4) 12.58 小松 誠(4) 12.90 宮原 清司(4) 13.11 中島 隆弘(4) 13.77

100m 松本市 山梨 松本市 長野市 松本市 佐久市 松本市
 6/ 8  -3.0 中嶋 憲一(4) 24.65 小松 真人(4) 25.25 大澤 健郎(4) 25.37

200m 駒ｹ根市 松本市 東京
 6/ 8 大澤 健郎(4) 54.80 星野 敏正(4) 1:02.39

400m 東京 茨城
 6/ 8 手塚 寿利(4) 2:10.16

800m 塩尻市
 6/ 8 手塚 寿利(4) 4:37.28 牧野 寛久(4) 5:23.79

1500m 塩尻市 富山
 6/ 8 宮原 清司(4) 1.65 赤瀬 崇(4) 1.55

走高跳 佐久市 安曇野市
 6/ 8 星野 敏正(4) 2.70

棒高跳 茨城
 6/ 8 高木 秀昭(4) 5.85(-0.4) 中村 敏(4) 5.40(+0.9)

走幅跳 松本市 長野市
 6/ 8 牧野 圭介(4) 9.67 伊藤 正人(4) 9.48

砲丸投(7.260kg) 松本市 大阪
 6/ 8 中村 敏(4) 26.44 伊藤 正人(4) 24.89 星野 敏正(4) 20.71

円盤投(2.000kg) 長野市 大阪 茨城
 6/ 8 坂本 武志(4) 32.60

ﾊﾝﾏｰ投(7.260kg) 茅野市
 6/ 8 須崎 一弘(4) 47.89 福島 健一(4) 40.71 伊藤 正人(4) 31.58

やり投(0.800kg) 上田市 伊那市 大阪
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【開催日】 平成26年6月8日（日） 記録主任： 竹内　秀樹
【主催団体】 長野マスターズ陸上競技連盟 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
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 6/ 8 山梨       46.35 長野県選抜       48.14

4×100m 大木 康裕(4) 小松 真人(4)
山本 英司(4) 中嶋 憲一(4)
矢ヶ崎 哲夫(4) 赤瀬 崇(4)
武藤 正一(4) 坂本隆一(4)

 6/ 8 M45  +2.2 小西  優(4) 7.41 矢ヶ崎 哲夫(4) 7.46 佐野 浩二(4) 8.00 堺 信一(4) 8.35
60m 神奈川 山梨 御代田町 松本市

 6/ 8 矢ヶ崎 哲夫(4) 11.62 小西  優(4) 11.92 山本 英司(4) 12.16 武藤 正一(4) 12.53 斉藤 克己(4) 12.60 加藤 則行(4) 12.69 佐野 浩二(4) 13.06 滝沢 哲三(4) 13.13
100m 山梨 神奈川 山梨 山梨 群馬 佐久 御代田町 池田町

 6/ 8  -2.8 矢ヶ崎 哲夫(4) 24.64 斉藤 克己(4) 26.13 武藤 正一(4) 26.37 佐野 浩二(4) 27.15 坂本隆一(4) 27.99
200m 山梨 群馬 山梨 御代田町 南木曽町

 6/ 8 武藤 正一(4) 58.41 市川 誠(4) 1:02.26 坂本隆一(4) 1:04.07 美斉津 智(4) 1:05.70 神崎 実(4) 1:07.59
400m 山梨 佐久市 南木曽町 小諸市 富士見町

 6/ 8 市川 誠(4) 2:21.52 谷川 秀樹(4) 2:25.08
800m 佐久市 諏訪市

 6/ 8 谷川 秀樹(4) 5:09.79 山中 勝也(4) 5:38.26 神崎 実(4) 5:45.64 嶋田 直喜(4) 6:10.01
1500m 諏訪市 富山 富士見町 安曇野市

 6/ 8 山中 勝也(4) 11:48.63 神崎 実(4) 12:14.75
3000m 富山 富士見町

 6/ 8 中澤俊喜(4) 17:05.75 小田切 一浩(4) 18:59.09 美斉津 智(4) 20:15.76 山中 勝也(4) 21:23.04 嶋田 直喜(4) 23:46.28
5000m 長野市 宮田村 小諸市 富山 安曇野市

 6/ 8  -1.3 加藤 則行(4) 17.45
110mH(0.991m) 佐久

 6/ 8 斉藤 克己(4) 5.65(+2.4)
走幅跳 群馬

 6/ 8 丸田 文人(4) 22.11 坂本隆一(4) 19.59
円盤投(2.000kg) 宮田村 南木曽町

 6/ 8 佐久       48.97
4×100m 松澤 洋(4)

田中 淳(5)
加藤 則行(4)
佐野 浩二(4)

 6/ 8 M50  -0.6 山下 哲司(5) 7.79 田中 淳(5) 8.02 杉崎 和彦(5) 8.10 小松 春彦(5) 8.21 渡辺 伸彦(5) 8.26 藤牧博和(5) 8.28 山岸寛美(5) 8.57
60m 東京 小諸市 神奈川 神奈川 静岡 長野市 長野市

 6/ 8  +1.5 杉崎 和彦(5) 12.62 田中 淳(5) 12.63 小松 春彦(5) 13.01 永森 勝己(5) 13.09 渡辺 伸彦(5) 13.21 山岸寛美(5) 13.66 湯本与志文(5) 14.26 前田 俊一(5) 14.29
100m 神奈川 小諸市 神奈川 富山 静岡 長野市 長野市 佐久穂町

 6/ 8  -1.7 田中 淳(5) 26.82 杉崎 和彦(5) 27.09 永森 勝己(5) 28.30 藤沢久義(5) 29.09 笠川 真一(5) 31.20
200m 小諸市 神奈川 富山 長野市 駒ｹ根市

 6/ 8 小松 春彦(5) 1:02.76 藤沢久義(5) 1:03.18 高木 学(5) 1:03.80 荒川 信良(5) 1:07.01 大池 勉(5) 1:07.57
400m 神奈川 長野市 中野市 京都 小諸市

 6/ 8 大池 勉(5) 2:35.34
800m 小諸市

 6/ 8 市川 武(5) 4:43.54 高木 学(5) 5:09.38 今川 博喜(5) 5:38.61
1500m 長野市 中野市 神奈川

 6/ 8 市川 武(5) 10:02.57
3000m 長野市

 6/ 8 市川 武(5) 17:43.64 百瀬 州一(5) 18:19.40 高木 学(5) 18:53.79
5000m 長野市 安曇野市 中野市

 6/ 8 百瀬 晶文(5) 1.55
走高跳 松本市

 6/ 8 山下 哲司(5) 5.63(+1.8) 藤牧博和(5) 5.48(+2.6) 岩元 義和(5) 5.43(-0.5) 森山文雄(5) 5.06(+0.1)
走幅跳 東京 長野市 富士見町 飯綱町
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 6/ 8 岩元 義和(5) 11.64(+0.5) 森山文雄(5) 10.39(+1.0) 笠川 真一(5) 10.38(+0.9)

三段跳 富士見町 飯綱町 駒ｹ根市
 6/ 8 橋澤 克之(5) 11.02 村井 克行(5) 9.97 山岸寛美(5) 7.75

砲丸投(6.000kg) 飯山市 三重 長野市
 6/ 8 橋澤 克之(5) 38.54 川向  誠(5) 33.81 村井 克行(5) 32.55 布川 一斎(5) 30.32 百瀬 晶文(5) 28.03

円盤投(1.500kg) 飯山市 富山 三重 群馬 松本市
 6/ 8 橋澤 克之(5) 35.68 布川 一斎(5) 35.35 村井 克行(5) 34.29

ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg) 飯山市 群馬 三重
 6/ 8 森 憲之(5) 41.46

やり投(0.700kg) 軽井沢町
 6/ 8 佐久・千曲       57.01

4×100m 宇羽野 弘(5)
丑丸 明英(5)
篠原 信裕(5)
前田 俊一(5)

 6/ 8 M55   0.0 会津英昭(5) 8.33 川﨑 昭二(5) 8.40 明井  守(5) 8.62 篠原 信裕(5) 8.64 樋口 一敬(5) 9.29 丑丸 明英(5) 9.39
60m 長野市 東京 富山 小諸市 茅野市 千曲市

 6/ 8 河原 義雄(5) 13.31 明井  守(5) 13.64 会津英昭(5) 13.74 熊谷 英徳(5) 13.84 篠原 信裕(5) 13.93 川島  修(5) 14.27 宇羽野 弘(5) 14.33 小林 博幸(5) 14.65
100m 神奈川 富山 長野市 神奈川 小諸市 群馬 佐久市 中野市

 6/ 8  -0.8 米倉 秀人(5) 26.66 明井  守(5) 28.63 熊谷 英徳(5) 30.19 篠原 信裕(5) 30.26 宇羽野 弘(5) 30.41
200m 石川 富山 神奈川 小諸市 佐久市

 6/ 8 米倉 秀人(5) 59.84 青野 一也(5) 1:05.87 早川 祐一(5) 1:09.05 熊谷 英徳(5) 1:12.71
400m 石川 静岡 小諸市 神奈川

 6/ 8 青野 一也(5) 2:31.30 早川 祐一(5) 2:38.59 川島  修(5) 2:39.89 浅品孝史(5) 2:45.79 小林 博幸(5) 3:03.03
800m 静岡 小諸市 群馬 長野市 中野市

 6/ 8 早川 祐一(5) 5:39.77
1500m 小諸市

 6/ 8 川島  修(5) 12:17.15 小林 博幸(5) 13:58.28
3000m 群馬 中野市

 6/ 8 徳武雄次郎(5) 17:12.28
5000m 長野市

 6/ 8 宮本 吉豊(5) 1.50
走高跳 上田市

 6/ 8 田中 米人(5) 2.20
棒高跳 茅野市

 6/ 8 川﨑 昭二(5) 4.98(-0.8)
走幅跳 東京

 6/ 8 川﨑 昭二(5) 10.81(+1.7) 宮本 吉豊(5) 10.10(-1.2)
三段跳 東京 上田市

 6/ 8 高山 幹也(5) 7.89
砲丸投(6.000kg) 三重

 6/ 8 山地 博一(5) 29.79 小林  稔(5) 24.67 小松 忠晃(5) 23.38 樋口 一敬(5) 18.31
円盤投(1.500kg) 安曇野市 群馬 安曇野市 茅野市

 6/ 8 栗原 圭三(5) 40.20 高山 幹也(5) 21.02
ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg) 埼玉 三重

 6/ 8 小林  稔(5) 34.37 宇羽野 弘(5) 28.86 高山 幹也(5) 23.84 小松 忠晃(5) 18.46
やり投(0.700kg) 群馬 佐久市 三重 安曇野市

 6/ 8  -0.3 河原 義雄(5) 17.18
100mH(0.914m) 神奈川

 6/ 8 M60  +2.6 髙木 弘一(6) 8.14
60m 群馬



名称：第25回長野マスターズ陸上競技選手権大会 ﾄﾗｯｸ審判長 千代　馨脩
主催：長野マスターズ陸上競技連盟 跳躍審判長 伊藤　利博

投擲審判長 伊藤　利博
【開催日】 平成26年6月8日（日） 記録主任： 竹内　秀樹
【主催団体】 長野マスターズ陸上競技連盟 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/ 8  +0.9 髙木 弘一(6) 13.10 黒岩 邦義(6) 14.02 中沢 則彦(6) 15.86

100m 群馬 中野市 東御市
 6/ 8  -1.7 中沢 則彦(6) 33.83

200m 東御市
 6/ 8 仲上 敏美(6) 1:10.23

400m 大桑村
 6/ 8 仲上 敏美(6) 2:45.94 井上 正見(6) 2:47.74

800m 大桑村 須坂市
 6/ 8 金尾 義則(6) 5:31.30 井上 正見(6) 5:52.57 依田 邦人(6) 5:55.24

1500m 埼玉 須坂市 東御市
 6/ 8 佐藤 悦夫(6) 11:41.22 依田 邦人(6) 12:42.37 清水 智(6) 15:38.18

3000m 須坂市 東御市 小諸市
 6/ 8 佐藤 悦夫(6) 19:40.02

5000m 須坂市
 6/ 8 西村 克彦(6) 1.50

走高跳 富士見町
 6/ 8 建部  猛(6) 3.00

棒高跳 新潟
 6/ 8 本橋 由次(6) 4.44(+1.0)

走幅跳 東京
 6/ 8 中村  勉(6) 12.12 山本 敬一(6) 9.04 三澤徳明(6) 8.95 大宮 直人(6) 8.68 福田 安孝(6) 8.52 上条 昌夫(6) 6.43

砲丸投(5.000kg) 愛知 静岡 信濃町 南木曽町 埼玉 坂城町
 6/ 8 中村  勉(6) 41.92 本橋 由次(6) 31.13 大宮 直人(6) 24.94 福田 安孝(6) 23.53 山本 敬一(6) 21.29 三澤徳明(6) 19.16

円盤投(1.000kg) 愛知 東京 南木曽町 埼玉 静岡 信濃町
 6/ 8 中村  勉(6) 44.72 福田 安孝(6) 24.54

ﾊﾝﾏｰ投(5.000kg) 愛知 埼玉
 6/ 8 山本 敬一(6) 34.16 本橋 由次(6) 29.43 三澤徳明(6) 25.10 大宮 直人(6) 22.48

やり投(0.600kg) 静岡 東京 信濃町 南木曽町
 6/ 8 M65  +2.6 伊藤 晧夫(6) 8.37 三木 秀雄(6) 8.47 小宮山 一美(6) 9.38

60m 群馬 群馬 佐久穂町
 6/ 8  +1.8 相羽 吉男(6) 13.25 伊藤 晧夫(6) 13.55 天沼 昭彦(6) 14.14 土屋 春一(6) 14.56 小宮山 一美(6) 15.48 藤森 一彦(6) 16.38

100m 東京 群馬 軽井沢町 松本市 佐久穂町 諏訪市
 6/ 8  -3.3 伊藤 晧夫(6) 29.25 鳴海 靖郎(6) 30.11 土屋 春一(6) 32.21 高田 次雄(6) 33.61 小宮山 一美(6) 35.29

200m 群馬 東京 松本市 上田市 佐久穂町
 6/ 8 鳴海 靖郎(6) 1:07.56 高田 次雄(6) 1:15.78 藤本 正二(6) 1:33.68

400m 東京 上田市 池田町
 6/ 8 高田 次雄(6) 3:07.25 藤本 正二(6) 3:38.99

800m 上田市 池田町
 6/ 8 三浦 正司(6) 20:22.89

5000m 飯田市
 6/ 8 石原 正雄(6) 1.20

走高跳 千葉
 6/ 8 土屋 春一(6) 4.30(+1.2) 石原 正雄(6) 4.17(+1.1) 三木 秀雄(6) 3.45(+1.1)

走幅跳 松本市 千葉 群馬
 6/ 8 石原 正雄(6) 9.01(+0.2)

三段跳 千葉
 6/ 8 谷口 邦彦(6) 10.79 岡田 節男(6) 10.78 外山  修(6) 10.19

砲丸投(5.000kg) 静岡 群馬 愛知
 6/ 8 岡田 節男(6) 34.18 谷口 邦彦(6) 34.06

円盤投(1.000kg) 群馬 静岡
 6/ 8 岡田 節男(6) 32.96 外山  修(6) 32.88 谷口 邦彦(6) 28.40

ﾊﾝﾏｰ投(5.000kg) 群馬 愛知 静岡



名称：第25回長野マスターズ陸上競技選手権大会 ﾄﾗｯｸ審判長 千代　馨脩
主催：長野マスターズ陸上競技連盟 跳躍審判長 伊藤　利博

投擲審判長 伊藤　利博
【開催日】 平成26年6月8日（日） 記録主任： 竹内　秀樹
【主催団体】 長野マスターズ陸上競技連盟 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/ 8 外山  修(6) 32.15

やり投(0.600kg) 愛知
 6/ 8 M70  -0.5 安井 毅央(7) 13.92 小俣 攻(7) 18.63

100m 群馬 伊那市
 6/ 8  -1.7 伊東一修(7) 35.11

200m 長野市
 6/ 8 伊東一修(7) 1:22.59

400m 長野市
 6/ 8 水沢 明且(7) 2:47.59 市川祐次(7) 4:12.45

800m 群馬 長野市
 6/ 8 水沢 明且(7) 5:48.23 小俣 攻(7) 7:45.33 市川祐次(7) 8:16.12

1500m 群馬 伊那市 長野市
 6/ 8 原 英充(7) 14:05.12

3000m 諏訪市
 6/ 8  -0.2 安井 毅央(7) 13.42

80mH(0.762m) 群馬
 6/ 8 小俣 攻(7) 1.10

走高跳 伊那市
 6/ 8 安井 毅央(7) 4.31(-0.5) 笠松 晃(7) 3.99(+1.1)

走幅跳 群馬 三重
 6/ 8 笠松 晃(7) 8.44(-1.0)

三段跳 三重
 6/ 8 笠松 晃(7) 9.05 髙橋 邦武(7) 8.58 川副  護(7) 8.39

砲丸投(4.000kg) 三重 佐久市 神奈川
 6/ 8 山田栄一郎(7) 33.75 布施 元弘(7) 30.56 木村 友一(7) 30.27 髙橋 邦武(7) 24.28 川副  護(7) 23.09

円盤投(1.000kg) 長野市 佐久市 神奈川 佐久市 神奈川
 6/ 8 山田 博嗣(7) 47.13 山田栄一郎(7) 37.81

ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg) 愛知 長野市
 6/ 8 羽鳥 邦彦(7) 39.38 木村 友一(7) 37.41 布施 元弘(7) 31.17 髙橋 邦武(7) 27.14 川副  護(7) 20.53 荻原 明治(7) 17.49

やり投(0.500kg) 新潟 神奈川 佐久市 佐久市 神奈川 飯田市
 6/ 8 M75  +2.1 桜井 武雄(7) 9.87 鈴木 格夫(7) 12.43

60m 上田市 京都
 6/ 8  -0.5 桜井 武雄(7) 16.24 鈴木 格夫(7) 21.83

100m 上田市 京都
 6/ 8  -3.1 中澤 常明(7) 32.52 桜井 武雄(7) 34.93

200m 山梨 上田市
 6/ 8 小口 親司(7) 12:44.85

3000m 岡谷市
 6/ 8 久保田 稔(7) 3.31(+0.6)

走幅跳 松川村
 6/ 8 髙世 英夫(7) 9.28 山田 昭吾(7) 8.88

砲丸投(4.000kg) 東京 新潟
 6/ 8 山田 昭吾(7) 23.54

円盤投(1.000kg) 新潟
 6/ 8 髙世 英夫(7) 30.67

ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg) 東京
 6/ 8 M80  -0.5 渡辺 整二 18.49

100m 池田町
 6/ 8  -3.1 高橋 文雄(8) 54.28

200m 神奈川
 6/ 8 高橋 文雄(8) 1:54.84

400m 神奈川



名称：第25回長野マスターズ陸上競技選手権大会 ﾄﾗｯｸ審判長 千代　馨脩
主催：長野マスターズ陸上競技連盟 跳躍審判長 伊藤　利博

投擲審判長 伊藤　利博
【開催日】 平成26年6月8日（日） 記録主任： 竹内　秀樹
【主催団体】 長野マスターズ陸上競技連盟 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/ 8 勝家 宏(8) 3:47.35 高橋 文雄(8) 4:31.43

800m 松川村 神奈川
 6/ 8 勝家 宏(8) 8:00.80

1500m 松川村
 6/ 8 佐々木 敏夫(8) 18.06

円盤投(1.000kg) 上田市
 6/ 8 佐々木 敏夫(8) 16.96

やり投(0.400kg) 上田市
 6/ 8 佐々木 敏夫(8) 9.94

砲丸投(3.000kg) 上田市
 6/ 8 M85 堀内 正美(8) 14.08

円盤投(1.000kg) 小海町
 6/ 8 堀内 正美(8) 10.11

やり投(0.400kg) 小海町
 6/ 8 堀内 正美(8) 14.05

ﾊﾝﾏｰ投(3.000kg) 小海町
 6/ 8 年代別 佐久       55.39

4×100m 天沼 昭彦(6)
小宮山 一美(6)
市川 誠(4)
宮原 清司(4)



開催日 平成26年6月8日（日） 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25回長野マスターズ陸上競技選手権大会 ｺｰﾄﾞ  [14200007] ﾄﾗｯｸ審判長  千代　馨脩

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  竹内　秀樹

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
SM30  6/ 8 0.0  1 島津 英明(3)     7.60

塩尻市
SM30  6/ 8 -3.0  1 島津 英明(3)    28.77

塩尻市
SM30  6/ 8  1 島津 英明(3)    54.67

塩尻市
M35  6/ 8 0.0  1 高橋邦幸(3)     7.48  2 熊谷 憲(3)     7.87 中馬 賢克(3) 欠場

長野市 長野市 東京
M35  6/ 8 +1.3  1 高橋邦幸(3)    11.85  2 中馬 賢克(3)    12.00  3 小林崇征(3)    12.72  4 永井 剛(3)    12.72

長野市 東京 長野市 長野市
M35  6/ 8 -3.0  1 柳沢 貴之(3)    24.44  2 中馬 賢克(3)    24.77

塩尻市 東京
M35  6/ 8 神津 誠(3) 欠場

小諸市
M35  6/ 8 神津 誠(3) 欠場

小諸市
M35  6/ 8  1 中村 雅哉(3) 10:21.59

茅野市
M35  6/ 8 神津 誠(3) 欠場

小諸市
M35  6/ 8 -1.3  1 石川 雅也(3)    19.72

東京
M40  6/ 8  1組 +0.8  1 中嶋 憲一(4)     7.68  2 小松 誠(4)     8.04  3 向山 俊勝(4)     8.29 須崎 一弘(4) 欠場

駒ｹ根市 松本市 伊那市 上田市
小林 和哉(4) 欠場

飯山市
 2組 +0.1  1 大木 康裕(4)     7.79  2 黒坂 昭則(4)     8.28  3 小泉 琢也(4)     8.97 氷見 和人(4) 欠場

山梨 新潟 伊那市 富山
大澤 健郎(4) 欠場

東京
M40  6/ 8  1組 +1.3  1 小松 真人(4)    12.25  2 中島 隆弘(4)    13.77 氷見 和人(4) 欠場 黒坂 昭則(4) 欠場

松本市 松本市 富山 新潟
小林 和哉(4) 欠場

飯山市
 2組 +1.0  1 高木 秀昭(4)    12.12  2 大木 康裕(4)    12.22  3 中村 敏(4)    12.58  4 小松 誠(4)    12.90

松本市 山梨 長野市 松本市
 5 宮原 清司(4)    13.11

佐久市
M40  6/ 8 -3.0  1 中嶋 憲一(4)    24.65  2 小松 真人(4)    25.25  3 大澤 健郎(4)    25.37 赤瀬 崇(4) 欠場

駒ｹ根市 松本市 東京 安曇野市
中島 隆弘(4) 欠場

松本市
M40  6/ 8  1 大澤 健郎(4)    54.80  2 星野 敏正(4)  1:02.39

東京 茨城
M40  6/ 8  1 手塚 寿利(4)  2:10.16

塩尻市
M40  6/ 8  1 手塚 寿利(4)  4:37.28  2 牧野 寛久(4)  5:23.79

塩尻市 富山
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400m400m400m

100m100m100m
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110mH(0.991m)110mH(0.991m)110mH(0.991m)

1500m1500m1500m

3000m3000m3000m

200m200m200m

400m400m400m

60m60m60m

100m100m100m

200m200m200m

400m400m400m

順
位

順
位

順
位

順
位

60m60m60m



開催日 平成26年6月8日（日） 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25回長野マスターズ陸上競技選手権大会 ｺｰﾄﾞ  [14200007] ﾄﾗｯｸ審判長  千代　馨脩

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  竹内　秀樹

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
順
位

順
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順
位

順
位

M40  6/ 8 赤瀬 崇(4) 欠場
安曇野市

M45  6/ 8 +2.2  1 小西  優(4)     7.41  2 矢ヶ崎 哲夫(4)     7.46  3 佐野 浩二(4)     8.00  4 堺 信一(4)     8.35
神奈川 山梨 御代田町 松本市

松澤 洋(4) 欠場 松村 覚(4) 欠場
小諸市 飯田市

M45  6/ 8  1組 -2.0  1 小西  優(4)    11.92  2 山本 英司(4)    12.16  3 斉藤 克己(4)    12.60  4 佐野 浩二(4)    13.06
神奈川 山梨 群馬 御代田町

 5 美斉津 智(4)    14.51 細嶋 毅(4) 欠場
小諸市 京都

 2組 +2.2  1 矢ヶ崎 哲夫(4)    11.62  2 武藤 正一(4)    12.53  3 加藤 則行(4)    12.69  4 滝沢 哲三(4)    13.13
山梨 山梨 佐久 池田町

 5 谷川 秀樹(4)    14.30
諏訪市

M45  6/ 8 -2.8  1 矢ヶ崎 哲夫(4)    24.64  2 斉藤 克己(4)    26.13  3 武藤 正一(4)    26.37  4 佐野 浩二(4)    27.15
山梨 群馬 山梨 御代田町

 5 坂本隆一(4)    27.99
南木曽町

M45  6/ 8  1 武藤 正一(4)    58.41  2 市川 誠(4)  1:02.26  3 坂本隆一(4)  1:04.07  4 美斉津 智(4)  1:05.70
山梨 佐久市 南木曽町 小諸市

 5 神崎 実(4)  1:07.59 松下 正浩(4) 欠場
富士見町 静岡

M45  6/ 8  1 市川 誠(4)  2:21.52  2 谷川 秀樹(4)  2:25.08 松下 正浩(4) 欠場
佐久市 諏訪市 静岡

M45  6/ 8  1 谷川 秀樹(4)  5:09.79  2 山中 勝也(4)  5:38.26  3 神崎 実(4)  5:45.64  4 嶋田 直喜(4)  6:10.01
諏訪市 富山 富士見町 安曇野市

榎田俊幸(4) 欠場
長野市

M45  6/ 8  1 山中 勝也(4) 11:48.63  2 神崎 実(4) 12:14.75 榎田俊幸(4) 欠場
富山 富士見町 長野市

M45  6/ 8  1 中澤俊喜(4) 17:05.75  2 小田切 一浩(4) 18:59.09  3 美斉津 智(4) 20:15.76  4 山中 勝也(4) 21:23.04
長野市 宮田村 小諸市 富山

 5 嶋田 直喜(4) 23:46.28 秋山勝美(4) 欠場
安曇野市 長野市

M45  6/ 8 -1.3  1 加藤 則行(4)    17.45 細嶋 毅(4) 欠場 下田 和史(4) 欠場
佐久 京都 群馬

M50  6/ 8 -0.6  1 山下 哲司(5)     7.79  2 田中 淳(5)     8.02  3 杉崎 和彦(5)     8.10  4 小松 春彦(5)     8.21
東京 小諸市 神奈川 神奈川

 5 渡辺 伸彦(5)     8.26  6 藤牧博和(5)     8.28  7 山岸寛美(5)     8.57 三枝  悟(5) 欠場
静岡 長野市 長野市 山梨

M50  6/ 8 +1.5  1 杉崎 和彦(5)    12.62  2 田中 淳(5)    12.63  3 小松 春彦(5)    13.01  4 永森 勝己(5)    13.09
神奈川 小諸市 神奈川 富山

 5 渡辺 伸彦(5)    13.21  6 山岸寛美(5)    13.66  7 湯本与志文(5)    14.26  8 前田 俊一(5)    14.29
静岡 長野市 長野市 佐久穂町

三枝  悟(5) 欠場
山梨
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開催日 平成26年6月8日（日） 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25回長野マスターズ陸上競技選手権大会 ｺｰﾄﾞ  [14200007] ﾄﾗｯｸ審判長  千代　馨脩

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  竹内　秀樹

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

M50  6/ 8 -1.7  1 田中 淳(5)    26.82  2 杉崎 和彦(5)    27.09  3 永森 勝己(5)    28.30  4 藤沢久義(5)    29.09
小諸市 神奈川 富山 長野市

 5 笠川 真一(5)    31.20 三枝  悟(5) 欠場
駒ｹ根市 山梨

M50  6/ 8  1 小松 春彦(5)  1:02.76  2 藤沢久義(5)  1:03.18  3 高木 学(5)  1:03.80  4 荒川 信良(5)  1:07.01
神奈川 長野市 中野市 京都

 5 大池 勉(5)  1:07.57
小諸市

M50  6/ 8  1 大池 勉(5)  2:35.34 前田 俊一(5) 欠場
小諸市 佐久穂町

M50  6/ 8  1 市川 武(5)  4:43.54  2 高木 学(5)  5:09.38  3 今川 博喜(5)  5:38.61 百瀬 州一(5) 欠場
長野市 中野市 神奈川 安曇野市

原 浩美(5) 欠場
上松町

M50  6/ 8  1 市川 武(5) 10:02.57 松下 弘(5) 欠場 原 浩美(5) 欠場
長野市 阿南町 上松町

M50  6/ 8  1 市川 武(5) 17:43.64  2 百瀬 州一(5) 18:19.40  3 高木 学(5) 18:53.79 原 浩美(5) 欠場
長野市 安曇野市 中野市 上松町

M50  6/ 8  関  和夫(5) 欠場
静岡

M55  6/ 8 0.0  1 会津英昭(5)     8.33  2 川﨑 昭二(5)     8.40  3 明井  守(5)     8.62  4 篠原 信裕(5)     8.64
長野市 東京 富山 小諸市

 5 樋口 一敬(5)     9.29  6 丑丸 明英(5)     9.39 服部 優二(5) 途中棄権 矢野口 仁(5) 欠場
茅野市 千曲市 飯山市 安曇野市

M55  6/ 8  1組 -0.4  1 河原 義雄(5)    13.31  2 会津英昭(5)    13.74  3 篠原 信裕(5)    13.93  4 川島  修(5)    14.27
神奈川 長野市 小諸市 群馬

 5 宇羽野 弘(5)    14.33  6 小林 博幸(5)    14.65  7 前橋 和男(5)    15.05  8 丑丸 明英(5)    15.83
佐久市 中野市 高森町 千曲市

矢野口 仁(5) 欠場
安曇野市

 2組 +1.5  1 明井  守(5)    13.64  2 熊谷 英徳(5)    13.84  3 三枝 健治(5)    17.18 郷津 昌明(5) 欠場
富山 神奈川 岡谷市 大町市

高木 重則(5) 欠場 清水 茂美(5) 欠場 工藤 忠好(5) 欠場 服部 優二(5) 欠場
安曇野市 諏訪市 池田町 飯山市

M55  6/ 8 -0.8  1 米倉 秀人(5)    26.66  2 明井  守(5)    28.63  3 熊谷 英徳(5)    30.19  4 篠原 信裕(5)    30.26
石川 富山 神奈川 小諸市

 5 宇羽野 弘(5)    30.41 前橋 和男(5) 欠場 青野 一也(5) 欠場
佐久市 高森町 静岡

M55  6/ 8  1 米倉 秀人(5)    59.84  2 青野 一也(5)  1:05.87  3 早川 祐一(5)  1:09.05  4 熊谷 英徳(5)  1:12.71
石川 静岡 小諸市 神奈川

郷津 昌明(5) 欠場
大町市

M55  6/ 8  1 青野 一也(5)  2:31.30  2 早川 祐一(5)  2:38.59  3 川島  修(5)  2:39.89  4 浅品孝史(5)  2:45.79
静岡 小諸市 群馬 長野市

 5 小林 博幸(5)  3:03.03
中野市

M55  6/ 8  1 早川 祐一(5)  5:39.77 菊池 利治(5) 欠場
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開催日 平成26年6月8日（日） 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25回長野マスターズ陸上競技選手権大会 ｺｰﾄﾞ  [14200007] ﾄﾗｯｸ審判長  千代　馨脩

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  竹内　秀樹

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

M55  6/ 8  1 川島  修(5) 12:17.15  2 小林 博幸(5) 13:58.28 菊池 利治(5) 欠場
群馬 中野市 原村

M55  6/ 8  1 徳武雄次郎(5) 17:12.28
長野市

M55  6/ 8 -0.3  1 河原 義雄(5)    17.18
神奈川

M60  6/ 8 +2.6  1 髙木 弘一(6)     8.14 黒岩 邦義(6) 欠場
群馬 中野市

M60  6/ 8 +0.9  1 髙木 弘一(6)    13.10  2 黒岩 邦義(6)    14.02  3 中沢 則彦(6)    15.86
群馬 中野市 東御市

M60  6/ 8 -1.7  1 中沢 則彦(6)    33.83 髙木 弘一(6) 欠場
東御市 群馬

M60  6/ 8  1 仲上 敏美(6)  1:10.23 森本 恭正(6) 欠場
大桑村 東京

M60  6/ 8  1 仲上 敏美(6)  2:45.94  2 井上 正見(6)  2:47.74
大桑村 須坂市

M60  6/ 8  1 金尾 義則(6)  5:31.30  2 井上 正見(6)  5:52.57  3 依田 邦人(6)  5:55.24 仲上 敏美(6) 欠場
埼玉 須坂市 東御市 大桑村

佐藤 悦夫(6) 欠場
須坂市

M60  6/ 8  1 佐藤 悦夫(6) 11:41.22  2 依田 邦人(6) 12:42.37  3 清水 智(6) 15:38.18
須坂市 東御市 小諸市

M60  6/ 8  1 佐藤 悦夫(6) 19:40.02
須坂市

M60  6/ 8 黒岩 邦義(6) 欠場
中野市

M65  6/ 8 +2.6  1 伊藤 晧夫(6)     8.37  2 三木 秀雄(6)     8.47  3 小宮山 一美(6)     9.38 大和 丞次(6) 欠場
群馬 群馬 佐久穂町 塩尻市

M65  6/ 8 +1.8  1 相羽 吉男(6)    13.25  2 伊藤 晧夫(6)    13.55  3 天沼 昭彦(6)    14.14  4 土屋 春一(6)    14.56
東京 群馬 軽井沢町 松本市

 5 小宮山 一美(6)    15.48  6 藤森 一彦(6)    16.38 鳴海 靖郎(6) 欠場 大和 丞次(6) 欠場
佐久穂町 諏訪市 東京 塩尻市

M65  6/ 8 -3.3  1 伊藤 晧夫(6)    29.25  2 鳴海 靖郎(6)    30.11  3 土屋 春一(6)    32.21  4 高田 次雄(6)    33.61
群馬 東京 松本市 上田市

 5 小宮山 一美(6)    35.29 相羽 吉男(6) 欠場
佐久穂町 東京

M65  6/ 8  1 鳴海 靖郎(6)  1:07.56  2 高田 次雄(6)  1:15.78  3 藤本 正二(6)  1:33.68 鈴木 久一(6) 欠場
東京 上田市 池田町 千葉

三木 秀雄(6) 欠場
群馬

M65  6/ 8  1 高田 次雄(6)  3:07.25  2 藤本 正二(6)  3:38.99
上田市 池田町

M65  6/ 8  1 三浦 正司(6) 20:22.89
飯田市

M70  6/ 8 川端 忠義(7) 欠場
千葉

M70  6/ 8 -0.5  1 安井 毅央(7)    13.92  2 小俣 攻(7)    18.63 川端 忠義(7) 欠場
群馬 伊那市 千葉100m100m100m
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開催日 平成26年6月8日（日） 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25回長野マスターズ陸上競技選手権大会 ｺｰﾄﾞ  [14200007] ﾄﾗｯｸ審判長  千代　馨脩

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  竹内　秀樹

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

M70  6/ 8 -1.7  1 伊東一修(7)    35.11 橋本幸治(7) 欠場 川端 忠義(7) 欠場
長野市 長野市 千葉

M70  6/ 8  1 伊東一修(7)  1:22.59
長野市

M70  6/ 8  1 水沢 明且(7)  2:47.59  2 市川祐次(7)  4:12.45
群馬 長野市

M70  6/ 8  1 水沢 明且(7)  5:48.23  2 小俣 攻(7)  7:45.33  3 市川祐次(7)  8:16.12
群馬 伊那市 長野市

M70  6/ 8  1 原 英充(7) 14:05.12
諏訪市

M70  6/ 8 -0.2  1 安井 毅央(7)    13.42
群馬

M75  6/ 8 +2.1  1 桜井 武雄(7)     9.87  2 鈴木 格夫(7)    12.43 高尾 和男(7) 欠場 中澤 常明(7) 欠場
上田市 京都 愛知 山梨

齋藤 充司(7) 欠場
松本市

M75  6/ 8 -0.5  1 桜井 武雄(7)    16.24  2 鈴木 格夫(7)    21.83 齋藤 充司(7) 欠場
上田市 京都 松本市

M75  6/ 8 -3.1  1 中澤 常明(7)    32.52  2 桜井 武雄(7)    34.93 久保田 稔(7) 欠場
山梨 上田市 松川村

M75  6/ 8 奥野 竹男(7) 欠場
諏訪市

M75  6/ 8 奥野 竹男(7) 欠場
諏訪市

M75  6/ 8  1 小口 親司(7) 12:44.85
岡谷市

M80  6/ 8 -0.5  1 渡辺 整二    18.49
池田町

M80  6/ 8 -3.1  1 高橋 文雄(8)    54.28
神奈川

M80  6/ 8  1 高橋 文雄(8)  1:54.84
神奈川

M80  6/ 8  1 勝家 宏(8)  3:47.35  2 高橋 文雄(8)  4:31.43 竹内 銀蔵(8) 欠場
松川村 神奈川 飯田市

M80  6/ 8  1 勝家 宏(8)  8:00.80
松川村
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開催日 平成26年6月8日（日） 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25回長野マスターズ陸上競技選手権大会 ｺｰﾄﾞ  [14200007] 跳躍審判長  伊藤　利博
投擲審判長  伊藤　利博

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  竹内　秀樹

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
SM30  6/ 8 土屋 春生(3) 欠場

御代田町
M35  6/ 8  1 中村 雅哉(3)    1.65

茅野市
M35  6/ 8  1 中島 公徳(3)   10.23  2 永井 剛(3)    8.04

富士見町 長野市
M35  6/ 8  1 中島 公徳(3)   24.58

富士見町
M35  6/ 8  1 中島 公徳(3)   33.95

富士見町
M40  6/ 8  1 宮原 清司(4)    1.65  2 赤瀬 崇(4)    1.55

佐久市 安曇野市
M40  6/ 8  1 星野 敏正(4)    2.70

茨城
M40  6/ 8  1 高木 秀昭(4)    5.85  2 中村 敏(4)    5.40 小林 和哉(4) 欠場

松本市  -0.4 長野市  +0.9 飯山市
M40  6/ 8  1 牧野 圭介(4)    9.67  2 伊藤 正人(4)    9.48

松本市 大阪
M40  6/ 8  1 中村 敏(4)   26.44  2 伊藤 正人(4)   24.89  3 星野 敏正(4)   20.71

長野市 大阪 茨城
M40  6/ 8  1 坂本 武志(4)   32.60

茅野市
M40  6/ 8  1 須崎 一弘(4)   47.89  2 福島 健一(4)   40.71  3 伊藤 正人(4)   31.58

上田市 伊那市 大阪
M45  6/ 8  1 斉藤 克己(4)    5.65

群馬  +2.4
M45  6/ 8 松村 覚(4) 欠場

飯田市
M45  6/ 8  1 丸田 文人(4)   22.11  2 坂本隆一(4)   19.59

宮田村 南木曽町
M50  6/ 8  1 百瀬 晶文(5)    1.55 荒川 信良(5) 欠場 大﨑  早(5) 欠場

松本市 京都 愛知
M50  6/ 8 大﨑  早(5) 記録なし

愛知
M50  6/ 8  1 山下 哲司(5)    5.63  2 藤牧博和(5)    5.48  3 岩元 義和(5)    5.43  4 森山文雄(5)    5.06

東京  +1.8 長野市  +2.6 富士見町  -0.5 飯綱町  +0.1
渡辺 伸彦(5) 欠場 青木 英晴(5) 欠場

静岡 神奈川
M50  6/ 8  1 岩元 義和(5)   11.64  2 森山文雄(5)   10.39  3 笠川 真一(5)   10.38 荒川 信良(5) 記録なし

富士見町  +0.5 飯綱町  +1.0 駒ｹ根市  +0.9 京都
青木 英晴(5) 欠場 山下 哲司(5) 欠場

神奈川 東京
M50  6/ 8  1 橋澤 克之(5)   11.02  2 村井 克行(5)    9.97  3 山岸寛美(5)    7.75

飯山市 三重 長野市
M50  6/ 8  1 橋澤 克之(5)   38.54  2 川向  誠(5)   33.81  3 村井 克行(5)   32.55  4 布川 一斎(5)   30.32

飯山市 富山 三重 群馬
 5 百瀬 晶文(5)   28.03

松本市
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開催日 平成26年6月8日（日） 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25回長野マスターズ陸上競技選手権大会 ｺｰﾄﾞ  [14200007] 跳躍審判長  伊藤　利博
投擲審判長  伊藤　利博

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  竹内　秀樹

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

M50  6/ 8  1 橋澤 克之(5)   35.68  2 布川 一斎(5)   35.35  3 村井 克行(5)   34.29
飯山市 群馬 三重

M50  6/ 8  1 森 憲之(5)   41.46
軽井沢町

M55  6/ 8  1 宮本 吉豊(5)    1.50
上田市

M55  6/ 8  1 田中 米人(5)    2.20 小山吉明(5) 記録なし
茅野市 長野市

M55  6/ 8  1 川﨑 昭二(5)    4.98
東京  -0.8

M55  6/ 8  1 川﨑 昭二(5)   10.81  2 宮本 吉豊(5)   10.10
東京  +1.7 上田市  -1.2

M55  6/ 8  1 高山 幹也(5)    7.89
三重

M55  6/ 8  1 山地 博一(5)   29.79  2 小林  稔(5)   24.67  3 小松 忠晃(5)   23.38  4 樋口 一敬(5)   18.31
安曇野市 群馬 安曇野市 茅野市

M55  6/ 8  1 栗原 圭三(5)   40.20  2 高山 幹也(5)   21.02
埼玉 三重

M55  6/ 8  1 小林  稔(5)   34.37  2 宇羽野 弘(5)   28.86  3 高山 幹也(5)   23.84  4 小松 忠晃(5)   18.46
群馬 佐久市 三重 安曇野市

M60  6/ 8  1 西村 克彦(6)    1.50
富士見町

M60  6/ 8  1 建部  猛(6)    3.00
新潟

M60  6/ 8  1 本橋 由次(6)    4.44
東京  +1.0

M60  6/ 8  1 中村  勉(6)   12.12  2 山本 敬一(6)    9.04  3 三澤徳明(6)    8.95  4 大宮 直人(6)    8.68
愛知 静岡 信濃町 南木曽町

 5 福田 安孝(6)    8.52  6 上条 昌夫(6)    6.43 田中 末春(6) 欠場
埼玉 坂城町 白馬村

M60  6/ 8  1 中村  勉(6)   41.92  2 本橋 由次(6)   31.13  3 大宮 直人(6)   24.94  4 福田 安孝(6)   23.53
愛知 東京 南木曽町 埼玉

 5 山本 敬一(6)   21.29  6 三澤徳明(6)   19.16 田中 末春(6) 欠場 三嶽 健二郎(6) 欠場
静岡 信濃町 白馬村 東京

M60  6/ 8  1 中村  勉(6)   44.72  2 福田 安孝(6)   24.54
愛知 埼玉

M60  6/ 8  1 山本 敬一(6)   34.16  2 本橋 由次(6)   29.43  3 三澤徳明(6)   25.10  4 大宮 直人(6)   22.48
静岡 東京 信濃町 南木曽町

新井 健一(6) 欠場
東京

M65  6/ 8  1 石原 正雄(6)    1.20
千葉

M65  6/ 8 石原 正雄(6) 欠場
千葉

M65  6/ 8  1 土屋 春一(6)    4.30  2 石原 正雄(6)    4.17  3 三木 秀雄(6)    3.45 原瀬  猛(6) 欠場
松本市  +1.2 千葉  +1.1 群馬  +1.1 岐阜

M65  6/ 8  1 石原 正雄(6)    9.01
千葉  +0.2三段跳三段跳三段跳
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開催日 平成26年6月8日（日） 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25回長野マスターズ陸上競技選手権大会 ｺｰﾄﾞ  [14200007] 跳躍審判長  伊藤　利博
投擲審判長  伊藤　利博

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  竹内　秀樹

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
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M65  6/ 8  1 谷口 邦彦(6)   10.79  2 岡田 節男(6)   10.78  3 外山  修(6)   10.19 藤森 一彦(6) 欠場
静岡 群馬 愛知 諏訪市

M65  6/ 8  1 岡田 節男(6)   34.18  2 谷口 邦彦(6)   34.06 岸  哲夫(6) 欠場
群馬 静岡 埼玉

M65  6/ 8  1 岡田 節男(6)   32.96  2 外山  修(6)   32.88  3 谷口 邦彦(6)   28.40
群馬 愛知 静岡

M65  6/ 8  1 外山  修(6)   32.15 庭野 忠一(6) 欠場
愛知 神奈川

M70  6/ 8  1 小俣 攻(7)    1.10
伊那市

M70  6/ 8 森尾 正照(7) 記録なし
山梨

M70  6/ 8  1 安井 毅央(7)    4.31  2 笠松 晃(7)    3.99
群馬  -0.5 三重  +1.1

M70  6/ 8  1 笠松 晃(7)    8.44
三重  -1.0

M70  6/ 8  1 笠松 晃(7)    9.05  2 髙橋 邦武(7)    8.58  3 川副  護(7)    8.39
三重 佐久市 神奈川

M70  6/ 8  1 山田栄一郎(7)   33.75  2 布施 元弘(7)   30.56  3 木村 友一(7)   30.27  4 髙橋 邦武(7)   24.28
長野市 佐久市 神奈川 佐久市

 5 川副  護(7)   23.09
神奈川

M70  6/ 8  1 山田 博嗣(7)   47.13  2 山田栄一郎(7)   37.81
愛知 長野市

M70  6/ 8  1 羽鳥 邦彦(7)   39.38  2 木村 友一(7)   37.41  3 布施 元弘(7)   31.17  4 髙橋 邦武(7)   27.14
新潟 神奈川 佐久市 佐久市

 5 川副  護(7)   20.53  6 荻原 明治(7)   17.49
神奈川 飯田市

M75  6/ 8  1 久保田 稔(7)    3.31 高尾 和男(7) 欠場
松川村  +0.6 愛知

M75  6/ 8  1 髙世 英夫(7)    9.28  2 山田 昭吾(7)    8.88
東京 新潟

M75  6/ 8  1 山田 昭吾(7)   23.54 髙世 英夫(7) 記録なし
新潟 東京

M75  6/ 8  1 髙世 英夫(7)   30.67
東京

M80  6/ 8  1 佐々木 敏夫(8)   18.06
上田市

M80  6/ 8  1 佐々木 敏夫(8)   16.96
上田市

M80  6/ 8  1 佐々木 敏夫(8)    9.94
上田市

M85  6/ 8  1 堀内 正美(8)   14.08
小海町

M85  6/ 8  1 堀内 正美(8)   10.11 河村 正巳(8) 欠場
小海町 静岡

M85  6/ 8  1 堀内 正美(8)   14.05
小海町ﾊﾝﾏｰ投ﾊﾝﾏｰ投ﾊﾝﾏｰ投
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