
第３７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
主催：長野陸上競技協会、長野実業団陸上競技連盟 跳躍審判長 富松　健夫

投擲審判長 富松　健夫
【開催日】 平成２１年６月１４日（日） 記録主任： 竹内　秀樹
【主催団体】 長野陸上競技協会、長野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
 6/14 男子  -2.6 吉富 和弥 10.99 小林 裕志 11.10 岩田 晃 11.23 岡本 真平 11.82 神林 啓人 11.84 熊谷 憲 11.85 日馬 正貴 12.25

100m ﾔﾏﾄﾔ NUAC ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ ターミガンズ長野 須坂市陸協 ﾔﾏﾄﾔ 安曇野陸協
 6/14  -1.1 吉富 和弥 22.29 岩田 晃 22.91 中嶋 友也 23.84 岡本 真平 24.08 熊谷 憲 24.13 鈴木 真弘 28.33

200m ﾔﾏﾄﾔ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ ターミガンズ長野 ターミガンズ長野 ﾔﾏﾄﾔ ターミガンズ長野
 6/14  +0.8 田中 慎一 55.04 宮澤 翼 59.96

400m ターミガンズ長野 ターミガンズ長野
 6/14 利根川 裕雄 3:58.43 牛山 純一 4:00.90 逢澤 智広 4:15.99 羽川 英一 4:18.34 西澤 悟志 4:22.45 木村 貴峰 4:47.14

1500m ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ 諏訪南PC 松本市陸協 松本市陸協 山二発條 更埴市陸協
 6/14 利根川 裕雄 14:49.03 松野 淳司 14:54.89 前澤 利弥 14:56.56 岩渕 良平 15:08.25 牛山 純一 15:12.04 松山 克敏 15:23.79 平田 和也 15:24.14 西澤 悟志 15:24.23

5000m ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ 塩尻市陸協 下伊那郡陸協 松本市陸協 諏訪南PC 下伊那郡陸協 長野市陸協 山二発條
 6/14  -1.4 中嶋 友也 16.11 竹内 一弘 17.06 黒澤 亮介 17.10 等々力 守 17.30

110mH ターミガンズ長野 ﾄﾞﾘｰﾑA.C STAS ﾔﾏﾄﾔ
 6/14  +1.6 高橋 茂 30:55.82

5000m競歩 ターミガンズ長野
 6/14 西 政紀 1.85 宮原 清司 1.75

走高跳 松本陸協 佐久市陸競
 6/14 荒井 洋光 4.40

棒高跳 ﾔﾏﾄﾔ
 6/14 北野 幸徳 6.95(-0.2) 下條 正紀 6.59(+0.9) 関 昌徳 6.57(-0.2)

走幅跳 塩尻市役所 北部高校教 東御市役所
 6/14 日馬 正貴 12.34(0.0)

三段跳 安曇野陸協
 6/14 鈴木 真弘 9.96 長岩 富士男 9.21 土屋 春生 8.68 藤澤 聡 8.28

砲丸投 ターミガンズ長野 HAD 御代田町役場 STAS
 6/14 土屋 春生 29.55 百瀬 晶文 26.32 長岩 富士男 25.11 藤澤 聡 24.34 中村 仁志 23.63

円盤投 御代田町役場 ターミガンズ長野 HAD STAS ターミガンズ長野
 6/14 藤澤 聡 27.05

ﾊﾝﾏｰ投 STAS
 6/14 友田 利男 53.64 高木 真矢 47.83 中村 仁志 38.50 原田 紘岐 37.18 宮澤 翼 36.80

やり投 松本筑摩高教 ターミガンズ長野 ターミガンズ長野 ターミガンズ長野 ターミガンズ長野
 6/14 ターミガンズ長野      46.28

4×100m 上條 健
永井 剛
中嶋 友也
岡本 真平

 6/14 男子30～39才  +1.2 永井 剛 11.79 松村 覚 11.92 上條 健 11.96
100m ターミガンズ長野 ターミガンズ長野 ターミガンズ長野

 6/14 高嶋 学 4:39.00 星野 友則 4:48.08
1500m 安曇野陸協 松本自衛隊

 6/14 上條 健 6.10(+1.6) 宮澤 憲二 5.92(+0.4)
走幅跳 ターミガンズ長野 ターミガンズ長野

 6/14 宮澤 憲二 10.54 福島 健一 9.53 高橋 茂 6.21
砲丸投 ターミガンズ長野 ターミガンズ長野 ターミガンズ長野

 6/14 男子40才以上 渋谷 昌英 6:58.61
2000m 松本市陸協

 6/14 小林 靖志 10.61 百瀬 晶文 8.94
砲丸投 更級分教室教 ターミガンズ長野



決勝 6月14日 16:55

大会記録(GR)                 14:38.78 

 1 利根川 裕雄  14:49.03 川口 千尋
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾛｵ ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ ｶﾜｸﾞﾁ ﾁﾋﾛ 松本自衛隊

 2 松野 淳司  14:54.89 比嘉 良行
ﾏﾂ ﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 塩尻市陸協 ﾋｶﾞ ﾖｼﾕｷ 松本自衛隊

 3 前澤 利弥  14:56.56 
ﾏｴｻﾞﾜ ﾄｼﾔ 下伊那郡陸協

 4 岩渕 良平  15:08.25 
ｲﾜﾌﾞ ﾁﾘｮｳﾍｲ 松本市陸協

 5 牛山 純一  15:12.04 
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 諏訪南PC

 6 松山 克敏  15:23.79 
ﾏﾂﾔﾏ ｶﾂﾄｼ 下伊那郡陸協

 7 平田 和也  15:24.14 
ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾔ 長野市陸協

 8 西澤 悟志  15:24.23 
ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾄｼ 山二発條

 9 前島 啓一  15:29.83 
ﾏｴｼﾞﾏ ｹｲｲﾁ ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ長野

10 小川 健三  15:32.92 
ｵｶﾞﾜ ｹﾝｿﾞｳ 長野市消防局

11 佐々木 跡武  15:35.96 
ｻｻｷ ｱﾄﾑ ｼﾞｪﾙﾓ

12 羽川 英一  15:36.91 
ﾊｶﾞﾜｴｲｲﾁ 松本市陸協

13 清水 優  15:41.21 
ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾙ 小諸市陸協

14 大村 一  15:43.07 
ｵｵﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 塩尻市役所

15 青木 雅史  15:45.19 
ｱｵｷ ﾏｻｼ JR東日本

16 勾田 達也  15:53.73 
ﾏｶﾞﾀ ﾀﾂﾔ 飯田市陸協

17 滝澤 勉  16:00.53 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾂﾄﾑ ｼﾞｪﾙﾓ

18 逢澤 智広  16:01.16 
ｱｲｻﾞﾜﾄﾓﾋﾛ 松本市陸協

19 大久保 貴志  16:07.04 
ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶｼ 柄木田製粉

20 百瀬 永吉  16:09.02 
ﾓﾓｾﾅｶﾞﾖｼ 松本市陸協

21 鈴木 昌幸  16:16.68 
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ ｼﾞｪﾙﾓ

22 徳武 雄次郎  16:20.97 
ﾄｸﾀｹ ﾕｳｼﾞﾛｳ 小賀坂ｽｷｰKK

23 秋山 勝美  16:21.77 
ｱｷﾔﾏ ｶﾂﾐ 長野市陸協

24 深井 利彦(2)  16:33.06 
ﾌｶｲ ﾄｼﾋｺ 須坂市陸協

25 荒井 佑輔(2)  16:40.60 
ｱﾗｲﾕｳｽｹ 須坂市陸協

26 久保 浩昭  16:40.68 
ｸﾎﾞﾋﾛｱｷ 千曲市陸協

27 高田 洋一(3)  16:46.60 
ﾀｶﾀﾞﾖｳｲﾁ 須坂市陸協

28 市川 武  16:54.00 
ｲﾁｶﾜ ﾀｹｼ 長野市陸協

29 山崎 祐太郎  16:59.64 
ﾔﾏｻﾞｷﾕｳﾀﾛｳ 千曲市陸協

30 細井 樹  17:42.52 
ﾎｿｲ ｲﾂｷ 塩尻市陸協

31 細田 篤樹  17:43.61 
ﾎｿﾀﾞｱﾂｷ 松本市陸協

32 木村 貴峰  17:46.98 
ｷﾑﾗ ﾀｶﾈ 更埴市陸協

33 丸山 茂樹(3)  17:54.34 
ﾏﾙﾔﾏｼｹﾞｷ 須坂市陸協

34 岩垂 武  18:20.04 
ｲﾜﾀﾞﾚ ﾀｹｼ ターミガンズ長野
中村 純和
ﾅｶﾑﾗ ｽﾐｶｽﾞ 塩尻市陸協
西永 佳人
ﾆｼﾅｶﾞ ﾖｼﾄ 下伊那郡陸協
宮入 一海
ﾐﾔｲﾘ ﾓﾄﾐ 御代田町役場

欠場

14  8906
欠場

32  9592

No. 氏  名 所属名 記録／備考
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順
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7  8621
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8  8900

26  8540
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男子

5000m

決勝
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開催日 平成２１年６月１４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  [20] 競技会名 第３７回長野県実業団陸上競技選手権大会 ｺｰﾄﾞ  [09200007] 跳躍審判長  富松　健夫
投擲審判長  富松　健夫

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
男子  6/14  1 西 政紀    1.85  2 宮原 清司    1.75

松本陸協 佐久市陸競
男子  6/14  1 荒井 洋光    4.40

ﾔﾏﾄﾔ
男子  6/14  1 北野 幸徳    6.95  2 下條 正紀    6.59  3 関 昌徳    6.57 中嶋 友也 欠場

塩尻市役所    -0.2 北部高校教    +0.9 東御市役所    -0.2 ターミガンズ長野
佐藤 賢一 欠場

明科高教
男子  6/14  1 日馬 正貴   12.34 佐藤 賢一 欠場 石川 和義 欠場

安曇野陸協     0.0 明科高教 石川農産
男子  6/14  1 鈴木 真弘    9.96  2 長岩 富士男    9.21  3 土屋 春生    8.68  4 藤澤 聡    8.28

ターミガンズ長野 HAD 御代田町役場 STAS
中島 公徳 欠場

ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
男子  6/14  1 土屋 春生   29.55  2 百瀬 晶文   26.32  3 長岩 富士男   25.11  4 藤澤 聡   24.34

御代田町役場 ターミガンズ長野 HAD STAS
 5 中村 仁志   23.63 坂本 武志 欠場 松沢 大吾 欠場 中島 公徳 欠場

ターミガンズ長野 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
男子  6/14  1 藤澤 聡   27.05

STAS
男子  6/14  1 友田 利男   53.64  2 高木 真矢   47.83  3 中村 仁志   38.50  4 原田 紘岐   37.18

松本筑摩高教 ターミガンズ長野 ターミガンズ長野 ターミガンズ長野
 5 宮澤 翼   36.80 北澤 大悟 欠場

ターミガンズ長野 STAS
男子30～39才  6/14  1 上條 健    6.10  2 宮澤 憲二    5.92

ターミガンズ長    +1.6 ターミガンズ長    +0.4
男子30～39才  6/14  1 宮澤 憲二   10.54  2 福島 健一    9.53  3 高橋 茂    6.21

ターミガンズ長野 ターミガンズ長野 ターミガンズ長野
男子40才以上  6/14  1 小林 靖志   10.61  2 百瀬 晶文    8.94

更級分教室教 ターミガンズ長野

走幅跳

砲丸投

砲丸投

砲丸投

円盤投

ﾊﾝﾏｰ投

やり投

順
位

順
位

走高跳

棒高跳

走幅跳

三段跳

順
位

順
位
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