
期日 平成27年6月14日（日）
会場 佐久総合運動公園陸上競技場
審判長
記録主任

■この大会で樹立された記録

なし

■最優秀選手賞

今井紗緒里　（飯田病院）　１００ｍ優勝

■グラウンドコンディション

時間 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風力
10:00 晴れ 26.0 54.0 西北西 2.0
11:00 晴れ 25.0 47.0 北西 2.5
12:00 晴れ 25.0 55.0 北西 2.0
13:00 晴れ 24.5 61.0 北北西 3.0
14:00 曇り 23.0 71.0 北北西 3.0
15:00 曇り 23.5 71.0 北北東 1.7
16:00 晴れ 23.5 75.0 東 2.3

第４３回長野県実業団陸上競技選手権大会

東日本大震災復興支援平成27年度国民体育大会長野県予選会

公 式 記 録 集



第43回長野県実業団陸上競技選手権大会                                            

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】202060  佐久総合運動公園陸上競技場

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
06/14 男子  -1.6吉川 涼平 11.73 笠井 健太 11.81 丸岡 精二 11.95 神林 啓人 12.30

100m DreamAC DreamAC 駒ヶ根AC 長野市陸協
06/14  -0.6吉冨 和弥 22.46 吉川 涼平 22.89 丸岡 精二 23.30 島津 英明 23.33 山本 純也 24.84

200m ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC DreamAC 駒ヶ根AC ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 DreamAC
06/14 下里 直弥 50.88 本多 俊平 53.25 宮尾 淳矢 56.46

400m ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 箕輪町陸協
06/14 白川 友一 4,01.98 宮入 一海 4,04.01 小林 正典 4,08.61 北沢 正親 4,11.42 利根川 裕雄 4,14.97 桃澤 大祐 4,15.23 逢澤 智広 4,17.34 松野 淳司 4,20.51

1500m 須坂陸協 北佐久陸協 ｱｰﾄ梱包運輸 ｺﾄﾋﾗ工業 ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ 上伊那郡陸協 松本陸協 塩尻市陸協
06/14 桃澤 大祐 15,02.10 宮入 一海 15,06.92 白川 友一 15,14.38 利根川 裕雄 15,20.33 松野 淳司 15,23.87 小林 正典 15,37.86 石川 雄麻 15,50.32 萩原 英雄 16,04.84

5000m 上伊那郡陸協 北佐久陸協 須坂陸協 ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ 塩尻市陸協 ｱｰﾄ梱包運輸 仁科工業 上伊那郡陸協
06/14  -3.0伊達 仁哉 17.65

110mH(1.067m) ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
06/14 林 知彦 1.95 本多 俊平 1.70

走高跳 大北陸協 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
06/14 本多 俊平 6.16(+2.9) 富井 慶太 5.50(+2.9)

走幅跳 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松本市陸協
06/14 佐藤 賢一 15.26(+1.5) 富井 慶太 11.24(+1.5)

三段跳 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 松本市陸協
06/14 上原 隆伸 11.31 大宮 直人 7.77

砲丸投 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 たくみや
06/14 中嶋 友也 26.06 土屋 春生 25.54 上條 健 20.43 上原 隆伸 20.19

円盤投 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 御代田町役場 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
06/14 上原 隆伸 44.56 福島 健一 23.62 上條 健 22.43

ﾊﾝﾏｰ投 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
06/14 友田 利男 52.65 森 憲之 42.06 勝野 裕太 40.14 福島 健一 37.91

やり投 阿南高教 軽井沢町役場 DreamAC ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
06/14 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野(A)      45.45 DreamAC       47.66 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野(B)      51.89

4×100mR 下里 直弥 山本 純也 上條 健
柳沢 貴之 笠井 健太 中嶋 友也
本多 俊平 浅野 大輔 福島 健一
島津 英明 吉川 涼平 伊達 仁哉

06/14 男子30-39歳  -4.7日馬 正貴 13.20
100m 安曇野陸協

06/14 宮尾 淳矢 4,35.26
1500m 箕輪町陸協

06/14 友田 利男 12.61 土屋 春生 10.21
砲丸投 阿南高教 御代田町役場

06/14 男子40歳以上  -4.7中嶋 憲一 12.49
100m 駒ヶ根市役所

06/14 利根川 裕雄 6,03.93
2000m ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ

06/14 上條 健 9.64
砲丸投 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野



決勝 6月14日 11:45

県記録(KR)          10.15
大会記録(GR)        10.60

風速

吉川 涼平
ﾖｼｶﾜﾘｮｳﾍｲ DreamAC
伊藤 将希
ｲﾄｳ ﾏｻｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
笠井 健太
ｶｻｲｹﾝﾀ DreamAC
丸岡 精二
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC
神林 啓人
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 長野市陸協
五十嵐 大樹
ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛｷ 野沢北高教

決勝 6月14日 11:50

県記録(KR)          10.15
大会記録(GR)        11.3

風速

日馬 正貴
ｸｻﾏ ﾏｻｷ 安曇野陸協

決勝 6月14日 11:50

県記録(KR)          10.15
大会記録(GR)        11.8

風速

中嶋 憲一
ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 駒ヶ根市役所

決勝 6月14日 13:55

県記録(KR)          20.35
大会記録(GR)        21.54

風速 -0.6

 1 吉冨 和弥     22.46 
ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 吉川 涼平     22.89 
ﾖｼｶﾜﾘｮｳﾍｲ DreamAC

 3 丸岡 精二     23.30 
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC

 4 島津 英明     23.33 
ｼﾏﾂﾞ ﾋﾃﾞｱｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 5 山本 純也     24.84 
ﾔﾏﾓﾄｼﾞｭﾝﾔ DreamAC
池田 圭吾
ｲｹﾀﾞｹｲｺﾞ DreamAC

男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  1001

3  1014

4  1000

5  1030

6  1059

7  1068

男子30-39歳

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1027

男子40歳以上

100m

決勝

5  1031
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

男子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1025

4  1001

3  1030

7  1020

6  1002

2  1005
欠場



決勝 6月14日 10:40

県記録(KR)          46.54
大会記録(GR)        48.82

 1 下里 直弥     50.88 
ｼﾓｻﾄ ﾅｵﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 2 本多 俊平     53.25 
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 3 宮尾 淳矢     56.46 
ﾐﾔｵ ｼﾞｭﾝﾔ 箕輪町陸協
神林 啓人
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 長野市陸協

男子

400m400m

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
44  1015 1015

66  1022 1022

55  1067 1067

33  1059 1059
欠場欠場



決勝 6月14日 12:15

県記録(KR)        3,38.49
大会記録(GR)      3,56.8

 1 白川 友一   4,01.98 
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 須坂陸協

 2 宮入 一海   4,04.01 
ﾐﾔｲﾘ ﾓﾄﾐ 北佐久陸協

 3 小林 正典   4,08.61 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ ｱｰﾄ梱包運輸

 4 北沢 正親   4,11.42 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｻﾁｶ ｺﾄﾋﾗ工業

 5 利根川 裕雄   4,14.97 
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾛｵ ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ

 6 桃澤 大祐   4,15.23 
ﾓﾓｻﾞﾜ  ﾀﾞｲｽｹ 上伊那郡陸協

 7 逢澤 智広   4,17.34 
ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本陸協

 8 松野 淳司   4,20.51 
ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞｼﾞ 塩尻市陸協

 9 百瀬 永吉   4,34.88 
ﾓﾓｾ ﾅｶﾞﾖｼ 松本陸協

10 山本 昌希   4,35.95 
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 松本陸協

決勝 6月14日 12:15

県記録(KR)        3,38.49
大会記録(GR)      4,05.6

 1 宮尾 淳矢   4,35.26 
ﾐﾔｵ ｼﾞｭﾝﾔ 箕輪町陸協

決勝 6月14日 10:00

県記録(KR)        5,41.13
大会記録(GR)      5,42.92

 1 利根川 裕雄   6,03.93 
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾛｵ ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ

1  1028

2  1040

6  1039

5  1042

10  1038

9  1010

4  1008

7  1066

3  1006

氏  名 所属名 記録／備考
8  1054

記録／備考
11  1067

男子

1500m

決勝

順 No.

所属名 記録／備考

男子30-39歳

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名

1  1008

男子40歳以上

2000m

決勝

順 No. 氏  名



決勝 6月14日 15:25

県記録(KR)       13,20.80
大会記録(GR)     14,38.78

 1 桃澤 大祐  15,02.10 
ﾓﾓｻﾞﾜ  ﾀﾞｲｽｹ 上伊那郡陸協

 2 宮入 一海  15,06.92 
ﾐﾔｲﾘ ﾓﾄﾐ 北佐久陸協

 3 白川 友一  15,14.38 
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 須坂陸協

 4 利根川 裕雄  15,20.33 
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾛｵ ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ

 5 松野 淳司  15,23.87 
ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞｼﾞ 塩尻市陸協

 6 小林 正典  15,37.86 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ ｱｰﾄ梱包運輸

 7 石川 雄麻  15,50.32 
ｲｼｶﾜ ﾕｳﾏ 仁科工業

 8 萩原 英雄  16,04.84 
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｵ 上伊那郡陸協

 9 松久 哲治  16,05.00 
ﾏﾂﾋｻ ﾃﾂﾊﾙ ｼﾅﾉｹﾝｼ

10 荒井 佑輔  16,07.89 
ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 須坂陸協

11 高木 孝亮  16,08.77 
ﾀｶｷﾞ ｺｳｽｹ ｺﾄﾋﾗ工業

12 上島 通成  16,09.27 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐﾁﾅﾘ 上伊那郡陸協

13 清水 優  16,10.05 
ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾙ 小諸陸協

14 大峽 翔太  16,11.51 
ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ 須坂陸協

15 土屋 秀徳  16,15.19 
ﾂﾁﾔ ﾋﾃﾞﾉﾘ ｼﾅﾉｹﾝｼ

16 割田 雄磨  16,17.68 
ﾜﾘﾀ ﾕｳﾏ 長野市陸協

17 鈴木 昌幸  16,26.19 
ｽｽﾞｷ ﾏｻｱｷ 上伊那郡陸協

18 山岸 雄気  16,35.93 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｷ 須坂陸協

19 樋口 正晃  16,36.18 
ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 上伊那郡陸協

20 青木 浩二  16,40.61 
ｱｵｷ ｺｳｼﾞ ｱｼﾞｪｸﾄ

21 村澤 智啓  16,43.08 
ﾑﾗｻﾜ ﾁﾋﾛ 長野市陸協

22 藤沢 優一  16,51.04 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳｲﾁ 上燃

23 中村 純和  16,52.25 
ﾅｶﾑﾗ ｽﾐｶｽﾞ 長野市陸協

24 青木 雅史  16,57.64 
ｱｵｷ ﾏｻｼ 長野市陸協

25 大久保 貴志  17,05.22 
ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶｼ 長野市陸協

26 堀田 学  17,11.27 
ﾎｯﾀ ﾏﾅﾌﾞ 飯山市陸協

27 滝澤 高太郎  17,15.49 
ﾀｷｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 飯山市陸協

28 清水 拓大  17,17.32 
ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾋﾛ 小諸陸協

29 寺島 晃次郎  17,53.79 
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｼﾞﾛｳ 長野市陸協

30 鈴木 秀幸  17,57.38 
ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 佐久陸協
小林 豊
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾀｶ 須坂陸協
中根 光洋
ﾅｶﾈ ﾐﾂﾋﾛ 須坂陸協
丸山 茂樹
ﾏﾙﾔﾏ ｼｹﾞｷ 須坂陸協

33  1048
欠場

1  1051
欠場

27  1053
欠場

32  1058

12  1034

31  1064

29  1035

30  1062

3  1065

4  1063

6  1060

26  1061

2  1046

18  1044

13  1007

14  1045

7  1050

5  1012

28  1056

23  1036

25  1052

8  1009

22  1041

9  1011

11  1049

17  1047

20  1043

21  1028

10  1006

15  1054

19  1008

34  1042

24  1066

男子

5000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 6月14日 13:05

県記録(KR)          13.84
大会記録(GR)        15.28

風速 -3.0

 1 伊達 仁哉     17.65 
ﾀﾞﾃ ﾏｻﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
五十嵐 大樹
ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛｷ 野沢北高教

3  1013

2  1068
欠場

男子

110mH(1.067m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 6月14日 11:30

県記録(KR)           7.94
大会記録(GR)         7.43

本多 俊平   6.16    X    X    -    -    -    6.16 
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +2.9    +2.9
富井 慶太   5.38   5.34   5.34   5.30   5.42   5.50    5.50 
ﾄﾐｲ ｹｲﾀ 松本市陸協   +2.1   +2.4   +3.9   +1.7   +0.9   +2.9    +2.9

決勝 6月14日 14:30

県記録(KR)          16.98
大会記録(GR)        15.27

佐藤 賢一  14.82    X    X    X    X  15.26   15.26 
ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC   +0.3   +1.5    +1.5
富井 慶太  10.44  10.35  10.65  10.61  11.24  11.16   11.24 
ﾄﾐｲ ｹｲﾀ 松本市陸協   +2.6   +0.6   +1.0   +1.3   +1.5   +0.6    +1.5
日馬 正貴 欠場
ｸｻﾏ ﾏｻｷ 安曇野陸協
荒井 聡 欠場
ｱﾗｲ ｻﾄｼ 長野市陸協

2  1027

3  1057

1 4  1069
-5-

2 1  1037

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

男子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 2  1022

-5-

2 1  1037



決勝 6月14日 13:45

県記録(KR)           2.18
大会記録(GR)         2.11

林 知彦
ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋｺ 大北陸協
本多 俊平
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m80 1m85 備考1m70 1m75 1m90 1m95 2m00
1 2  1055

- - - - O XO XXX  1.95

2 1  1022
O XXX  1.70



決勝 6月14日 12:45

県記録(KR)          16.11
大会記録(GR)        13.92

上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
大宮 直人
ｵｵﾐﾔ ﾅｵﾄ たくみや

決勝 6月14日 12:45

大会記録(GR)        15.38

友田 利男
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 阿南高教
土屋 春生
ﾂﾁﾔ ﾊﾙｵ 御代田町役場

決勝 6月14日 12:45

大会記録(GR)        13.13

上條 健
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

  X   9.64 

記録 備考
1 1  1018

 9.18  9.64   X   X   X

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

 9.86   X

男子40歳以上

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

  X  12.61 

2 1  1033
  X  9.69 10.21  10.21   X

記録 備考
1 2  1026

12.03 12.04 12.26 12.31 12.61

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

  7.77  7.77  7.62  7.59

男子30-39歳

砲丸投(5.000kg)

11.31   X 10.58  11.31 

2 1  1024
 6.95  7.74  7.57

1 2  1017
10.31 10.76 10.53

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

砲丸投(7.260kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 6月14日 12:45

県記録(KT)          50.52
大会記録(GR)        49.18

中嶋 友也
ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
土屋 春生
ﾂﾁﾔ ﾊﾙｵ 御代田町役場
上條 健
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

決勝 6月14日  9:00

県記録(KR)          62.50
大会記録(GR)        56.94

上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ 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
上條 健
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

決勝 6月14日 10:45

県記録(KR)          68.34
大会記録(GR)        64.91

友田 利男
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 阿南高教
森 憲之
ﾓﾘ ﾉﾘﾕｷ 軽井沢町役場
勝野 裕太
ｶﾂﾉﾕｳﾀ DreamAC
福島 健一
ﾌｸｼﾏ ｹﾝｲﾁ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 20.19   X   X   X

  X   O 20.43  20.43 

4 4  1017
  -   - 20.19

  O   X 25.54  25.54 

3 1  1018
  -   -   X

  O   X 26.06  26.06 

2 3  1033
  -   - 25.05

1 2  1019
  O   X 23.65

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

円盤投(2.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

 37.91 37.91   O   O

40.14   O   O  40.14 

4 3  1021
  X   O   O

  X   X 42.06  42.06 

3 2  1003
  O   O   O

  O   O 52.65  52.65 

2 1  1032
  O   O   O

1 4  1026
  O   O   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

やり投(0.800kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

22.43   X   X  22.43 

  O   X   X  23.62 

3 2  1018
  X   X   X

  O   O   X  44.56 

2 1  1021
  X   O 23.62

1 3  1017
  O 44.56   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

ハンマー投(7.260kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-
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