
第38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 伊藤　利博
 主催：長野陸上競技協会、長野県実業団陸上競技連盟 投擲審判長 伊藤　利博
【開催日】 平成22年6月13日（日） 記録主任： 竹内　秀樹
【主催団体】 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
(GR:大会新) 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
 6/13 男子 岩田 晃 10.92 土山 徹也 11.07 内山 幹雄 11.18 鳥羽 康裕 11.73 新井 大地 11.76

100m ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 長野市陸協 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
 6/13  +2.5 岩田 晃 21.27 吉冨 和弥 21.58 内山 幹雄 22.37 山浦 圭介 23.21 中嶋 友也 23.56 山田 俊光 24.14

200m ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ ﾔﾏﾄﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾔﾏﾄﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾔﾏﾄﾔ
 6/13 高木 真矢 51.49 松尾 将文 54.25 鈴木 真弘 56.36

400m ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾄﾞﾘｰﾑA.C ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
 6/13 利根川 裕雄 4:05.44 逢澤 智広 4:09.03 岩渕 良平 4:10.06 寺島 慧悟 4:21.71 市川 武 4:33.13 細井 樹 4:38.74

1500m ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ 松本市陸協 松本市陸協 長野県警察 長野日本無線 塩尻市陸協
 6/13 利根川 裕雄 14:45.35 前澤 利弥 14:55.72 市川 裕貴 14:57.92 岩渕 良平 15:24.80 羽川 英一 15:34.13 小川 健三 15:37.45 柳沢 瑞樹 15:39.45 勾田 達也 15:41.89

5000m ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ 下伊那郡陸協 長野市陸協 松本市陸協 松本市陸協 長野市消防局 須坂陸協 飯田市陸協
 6/13  +0.4 中嶋 友也 15.68 竹内 一弘 16.52

110mH ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾄﾞﾘｰﾑA.C
 6/13 飯塚 義博 28:10.04 高橋 茂 32:50.92

5000m競歩 上伊那陸協 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
 6/13 宮原 清司 1.75

走高跳 東京電力
 6/13 下條 正紀 7.22(+1.8) 阪 圭央 6.72(+1.1)

走幅跳 北部高校教諭 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
 6/13 日馬 正貴 12.70(+1.4)

三段跳 安曇野陸協
 6/13 清水 拓也 10.69 中島 公徳 10.09 片桐 秀美 8.95

砲丸投 TOKAIAC ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ ﾄﾞﾘｰﾑA.C
 6/13 土屋 春生 28.11 中島 公徳 27.60 熊谷 剛 23.45

円盤投 御代田町役場 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
 6/13 熊谷 剛 40.82

ﾊﾝﾏｰ投 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
 6/13 友田 利男 55.35

やり投 松本筑摩高教
 6/13 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野(A)      43.80 ﾔﾏﾄﾔ       43.93 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野(B)      45.65 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野(C)      57.59

4×100m 岡本 真平 GR 吉冨 和弥 GR 永井 剛 熊谷 剛
内山 幹雄 山田 俊光 鈴木 真弘 岩垂 武
新井 大地 熊谷 憲 中嶋 友也 高橋 茂
高木 真矢 山浦 圭介 上條 健 宮澤 憲二

 6/13 男子30～39才  +0.5 岡本 真平 11.66 永井 剛 12.11
100m ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 6/13 大村 一 4:17.91 星野 友則 4:35.10
1500m 塩尻市役所 松本自衛隊

 6/13 宮澤 憲二 6.29(+1.3)
走幅跳 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 6/13 宮澤 憲二 11.36
砲丸投 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 6/13 オープン男子  -0.6 高 浩司 11.76
100m SPIRIT

 6/13 男子40～ 上條 健 10.22 百瀬 晶文 9.32
砲丸投 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野



開催日 平成22年6月13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38回長野県実業団陸上競技選手権大会 ｺｰﾄﾞ  [10200007] ﾄﾗｯｸ審判長  藤森　茂幸

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  6/13  1組 -0.6  1 岩田 晃    10.92  2 土山 徹也    11.07  3 内山 幹雄    11.18 神林 啓人 欠場

ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 長野市陸協 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 長野市陸協
 2組 +0.5  1 鳥羽 康裕    11.73  2 新井 大地    11.76

ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
男子  6/13 +2.5  1 岩田 晃    21.27  2 吉冨 和弥    21.58  3 内山 幹雄    22.37  4 山浦 圭介    23.21

ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ ﾔﾏﾄﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾔﾏﾄﾔ
 5 中嶋 友也    23.56  6 山田 俊光    24.14

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾔﾏﾄﾔ
男子  6/13  1 高木 真矢    51.49  2 松尾 将文    54.25  3 鈴木 真弘    56.36 吉田 幹弘 欠場

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾄﾞﾘｰﾑA.C ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
熊谷 憲 欠場 新井 大地 欠場

ﾔﾏﾄﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
男子  6/13  1 利根川 裕雄  4:05.44  2 逢澤 智広  4:09.03  3 岩渕 良平  4:10.06  4 寺島 慧悟  4:21.71

ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ 松本市陸協 松本市陸協 長野県警察
 5 市川 武  4:33.13  6 細井 樹  4:38.74 木村 貴峰 欠場 青木 雅史 欠場

長野日本無線 塩尻市陸協 千曲市陸協 長野市陸協
男子  6/13  1組  1 村沢 智啓 15:57.78  2 金澤 雅文 16:20.26  3 川口 千尋 16:32.72  4 渡辺 祥一 16:39.42

千曲市陸協 松本自衛隊 松本自衛隊 松本自衛隊
 5 山崎 佑太郎 16:42.12  6 深井 利彦 16:45.66  7 大屋 圭市 16:53.89  8 市川 武 16:59.47

大町市陸協 須坂陸協 須坂陸協 長野日本無線
 9 榛葉 雄大 17:08.75 10 比嘉 良侑 17:08.79 11 星野 友則 17:11.86 12 高田 洋一 17:26.04

昭和電工大町 松本自衛隊 松本自衛隊 須坂陸協
13 三田村 裕作 17:30.40 14 平井 孝明 17:32.03 15 田中 英世 17:58.21 16 岩垂 武 18:09.69

松本自衛隊 松本自衛隊 須坂陸協 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
17 丸山 茂樹 18:12.23 18 向井 豊 18:42.35 19 小林 豊 18:51.18 20 山口 総太 19:03.09

須坂陸協 富士見体協 須坂陸協 須坂陸協
坂口 将也 途中棄権 秋山 勝美 欠場 木村 貴峰 欠場

松本自衛隊 NTT東日本長野 千曲市陸協
 2組  1 利根川 裕雄 14:45.35  2 前澤 利弥 14:55.72  3 市川 裕貴 14:57.92  4 岩渕 良平 15:24.80

ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ 下伊那郡陸協 長野市陸協 松本市陸協
 5 羽川 英一 15:34.13  6 小川 健三 15:37.45  7 柳沢 瑞樹 15:39.45  8 勾田 達也 15:41.89

松本市陸協 長野市消防局 須坂陸協 飯田市陸協
 9 寺島 慧悟 15:50.07 10 鈴木 昌幸 15:54.33 11 大久保 貴志 15:55.68 12 滝澤 勉 16:00.98

長野県警察 ｼﾞｪﾙﾓ 柄木田製粉 ｼﾞｪﾙﾓ
13 百瀬 永吉 16:06.25 14 関 良明 16:19.81 15 青木 雅史 16:24.36 16 中村 純和 16:59.17

松本市陸協 松本自衛隊 長野市陸協 塩尻市陸協
17 松下 善幸 17:31.54 18 中根 光洋 17:51.99 荒井 佑輔 欠場 松山 克敏 欠場

下伊那郡陸協 須坂陸協 須坂陸協 下伊那郡陸協
大村 一 欠場 松野 淳司 欠場 前島 啓一 欠場

塩尻市役所 塩尻市陸協 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ長野㈱
男子  6/13 +0.4  1 中嶋 友也    15.68  2 竹内 一弘    16.52

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾄﾞﾘｰﾑA.C
男子  6/13  1 飯塚 義博 28:10.04  2 高橋 茂 32:50.92

上伊那陸協 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
男子30～39才  6/13 +0.5  1 岡本 真平    11.66  2 永井 剛    12.11

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
男子30～39才  6/13  1 大村 一  4:17.91  2 星野 友則  4:35.10

塩尻市役所 松本自衛隊
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開催日 平成22年6月13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38回長野県実業団陸上競技選手権大会 ｺｰﾄﾞ  [10200007] ﾄﾗｯｸ審判長  藤森　茂幸

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
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オープン男子  6/13 -0.6  1 高 浩司    11.76
SPIRIT

男子40～  6/13 上條 健 欠場
ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野100m

100m



開催日 平成22年6月13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38回長野県実業団陸上競技選手権大会 ｺｰﾄﾞ  [10200007] 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
男子  6/13  1 宮原 清司    1.75

東京電力
男子  6/13 小山 吉明 記録なし

須坂陸協
男子  6/13  1 下條 正紀    7.22  2 阪 圭央    6.72 富井 慶太 欠場 田中 慎一 欠場

北部高校教諭    +1.8 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ    +1.1 松本市陸協 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
関 昌徳 欠場

東御市役所
男子  6/13  1 日馬 正貴   12.70

安曇野陸協    +1.4
男子  6/13  1 清水 拓也   10.69  2 中島 公徳   10.09  3 片桐 秀美    8.95

TOKAIAC ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ ﾄﾞﾘｰﾑA.C
男子  6/13  1 土屋 春生   28.11  2 中島 公徳   27.60  3 熊谷 剛   23.45

御代田町役場 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
男子  6/13  1 熊谷 剛   40.82 藤沢 聡 欠場 小林 伸広 欠場

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 STAS 茅野高教
男子  6/13  1 友田 利男   55.35 原田 紘岐 欠場

松本筑摩高教 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
男子30～39才  6/13  1 宮澤 憲二    6.29

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野    +1.3
男子30～39才  6/13  1 宮澤 憲二   11.36

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
オープン男子  6/13 高 浩司 欠場

SPIRIT
男子40～  6/13  1 上條 健   10.22  2 百瀬 晶文    9.32

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
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砲丸投
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