
第39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 浦野　義忠
 主催：(社)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23年6月12日（日） 記録主任： 竹内　秀樹
【主催団体】 (社)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
 6/12 男子 岩田 晃 10.94 内山 幹雄 11.32 山下 桂 11.65 神林 啓人 11.72 南原 透 12.00 鈴木 真弘 12.10 熊谷 憲 12.28 井口 孝史 12.65

100m ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾄｰﾊﾂ 長野市陸協 安曇野陸協 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾔﾏﾄﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
 6/12  +1.3 岩田 晃 21.54 内山 幹雄 22.56 南原 透 23.86 鈴木 真弘 24.44 井口 孝史 26.47

200m ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ GR ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 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
 6/12 吉田 幹弘 53.32 松尾 将文 54.67 松尾 崇文 55.36

400m ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 Dream.A.C Dream.A.C
 6/12 利根川 裕雄 4:05.38 牛山 純一 4:08.24 百瀬 永吉 4:14.81 池田 大作 4:19.11 山本 昌希 4:28.10

1500m ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ 諏訪南PC 松本市陸協 上伊那陸協 松本市陸協
 6/12 利根川 裕雄 14:48.57 牛山 純一 14:53.09 松野 淳司 14:59.42 前澤 利弥 15:15.99 早野 吉信 15:20.49 羽川 英一 15:22.54 柳澤 瑞樹 15:28.44 松村 健一 15:43.25

5000m ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ 諏訪南PC 塩尻市陸協 飯田市陸協 下伊那郡陸協 松本市陸協 須坂陸協 下伊那郡陸協
 6/12  -0.2 中嶋 友也 16.84 竹内 一弘 17.12 上條 健 19.36

110mH ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 Dream.A.C ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
 6/12 飯塚 義博 27:01.99

5000m競歩 上伊那陸協
 6/12 下條 正紀 6.77(+1.0)

走幅跳 北部高校教諭
 6/12 松村 覚 13.54(-0.2) 日馬 正貴 12.30(-1.4)

三段跳 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 安曇野陸協
 6/12 片桐 秀美 8.29

砲丸投 Dream.A.C
 6/12 百瀬 晶文 27.18 福島 健一 24.52

円盤投 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
 6/12 熊谷 剛 38.23

ﾊﾝﾏｰ投 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
 6/12 友田 利男 54.77

やり投 松本筑摩高教
 6/12 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野(A)      45.34 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野(B)      48.18 Dream.A.C       54.89

4×100m 鈴木 真弘 岡本 真平 片桐 秀美
内山 幹雄 中嶋 友也 松尾 崇文
吉田 幹弘 上條 健 竹内 一弘
井口 孝史 永井 剛 松尾 将文

 6/12 男子30～39才  -0.8 宮澤 憲二 12.38
100m ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 6/12 福田 淳 5:12.10
1500m ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 6/12 宮澤 憲二 11.26 福田 淳 11.00
砲丸投 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 6/12 男子40才以上  -0.8 中嶋 憲一 12.32 松村 覚 12.34
100m 駒ヶ根市役所 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 6/12 高嶋 学 6:49.20 渋谷 昌英 6:59.81
2000m 松本少刑 松本市陸協

 6/12 百瀬 晶文 9.32
砲丸投 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野



決勝 6月12日 11:10

大会記録(GR)                    10.7(手)

[ 1組] 風速 -0.8 [ 2組] 風速 -1.6

 1 神林 啓人    11.72 1 岩田 晃    10.94 
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 長野市陸協 ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

 2 鈴木 真弘    12.10 2 内山 幹雄    11.32 
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 3 熊谷 憲    12.28 3 山下 桂    11.65 
ｸﾏｶﾞｲ ｱｷﾗ ﾔﾏﾄﾔ ﾔﾏｼﾀ ｹｲ ﾄｰﾊﾂ

4 南原 透    12.00 
ﾅﾝﾊﾞﾗ ﾄｵﾙ 安曇野陸協

5 井口 孝史    12.65 
ｲｸﾞﾁ ﾀｶｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
高 浩司
ﾀｶ ｺｳｼﾞ ｽﾋﾟﾘｯﾄ
小林 裕志
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ Mimaki

   1 岩田 晃 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ    10.94 (-1.6)  2  1
   2 内山 幹雄 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野    11.32 (-1.6)  2  2
   3 山下 桂 ﾄｰﾊﾂ    11.65 (-1.6)  2  3
   4 神林 啓人 長野市陸協    11.72 (-0.8)  1  1
   5 南原 透 安曇野陸協    12.00 (-1.6)  2  4
   6 鈴木 真弘 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野    12.10 (-0.8)  1  2
   7 熊谷 憲 ﾔﾏﾄﾔ    12.28 (-0.8)  1  3
   8 井口 孝史 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野    12.65 (-1.6)  2  5

決勝 6月12日 11:10

大会記録(GR)                    11.3(手)

風速 -0.8

 1 宮澤 憲二    12.38 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

決勝 6月12日 11:10

大会記録(GR)                    11.8(手) 

風速 -0.8

 1 中嶋 憲一    12.32 
ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 駒ヶ根市役所

 2 松村 覚    12.34 
ｻﾂﾑﾗ ｻﾄﾙ 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

8  8927
ﾚｰﾝ No. 氏  名 記録／備考

 9748
 9918
 9108

所属名

 8729
 7001

男子30～39才

100m

決勝

順

順位
 8816
 9816
 8706

所属名 記録（風） 備考 組

男子

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県

3   175
欠場

8  9616
欠場

2  9918

4  7001

6  9816

5  8706

記録／備考
7  8816

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6  9108

7  8729

所属名 記録／備考 順
5  9748

3  7003

男子40才以上

男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

2  8904
欠場

4  8583

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 6月12日 14:00

大会記録(GR)                    22.10 

風速 +1.3

 1 岩田 晃    21.54 
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

 2 内山 幹雄    22.56 
ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 3 南原 透    23.86 
ﾅﾝﾊﾞﾗ ﾄｵﾙ 安曇野陸協

 4 鈴木 真弘    24.44 
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 5 井口 孝史    26.47 
ｲｸﾞﾁ ﾀｶｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
高 浩司
ﾀｶ ｺｳｼﾞ ｽﾋﾟﾘｯﾄ

3  7001

8   175
欠場

6  9918

7  9108

4  8816
大会新

5  9816

男子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 6月12日 11:30

大会記録(GR)                    48.82 

 1 吉田 幹弘    53.32 
ﾖｼﾀﾞ ﾐｷﾋﾛ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 2 松尾 将文    54.67 
ﾏﾂｵ ﾏｻﾌﾐ Dream.A.C

 3 松尾 崇文    55.36 
ﾏﾂｵ ﾀｶﾌﾐ Dream.A.C
曲田 利夫
ﾏｶﾞﾘﾀ ﾄｼｵ Do楽ｸﾗﾌﾞT&F 欠場

4  9986

5  9819

6  9740

3  9612

男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 6月12日 14:35

大会記録(GR)                  3:56.8(手)

 1 利根川 裕雄  4:05.38 
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾛｵ ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ

 2 牛山 純一  4:08.24 
ｳｼﾔﾏ J 諏訪南PC

 3 百瀬 永吉  4:14.81 
ﾓﾓｾ ﾅｶﾞﾖｼ 松本市陸協

 4 池田 大作  4:19.11 
ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｻｸ 上伊那陸協

 5 山本 昌希  4:28.10 
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 松本市陸協
寺島 慧悟
ﾃﾗｼﾏ ｹｲｺﾞ 長野市陸協
逢澤 智広
ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本市陸協

決勝 6月12日 14:35

大会記録(GR)                  4:05.6(手)

 1 福田 淳  5:12.10 
ｱｸﾀﾞ ｱﾂｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
大村 一
ｵｵﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 塩尻市役所

記録／備考

欠場

10  8924

9  8827

決勝

順 No. 氏  名 所属名

No. 氏  名 所属名 記録／備考

男子30～39才

1500m

6  9008

7  8900

男子

1500m

決勝

順

3  8690

2  9982

8  8929

4  9508
欠場

1  9828
欠場



決勝 6月12日 14:45

大会記録(GR)                  5:49.83 

 1 高嶋 学  6:49.20 
ﾀｶｼﾏ ﾏﾅﾌﾞ 松本少刑

 2 渋谷 昌英  6:59.81 
ｼﾌﾞﾔ ﾏｻﾋﾃﾞ 松本市陸協

2  8953

1  8911

男子40才以上

2000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 6月12日 11:35

大会記録(GR)                 14:38.78 

 1 利根川 裕雄 14:48.57 
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾛｵ ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ

 2 牛山 純一 14:53.09 
ｳｼﾔﾏ J 諏訪南PC

 3 松野 淳司 14:59.42 
ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 塩尻市陸協

 4 前澤 利弥 15:15.99 
ﾏｴｻﾞﾜ ﾄｼﾔ 飯田市陸協

 5 早野 吉信 15:20.49 
ﾊﾔﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 下伊那郡陸協

 6 羽川 英一 15:22.54 
ﾊｶﾞﾜ ｴｲｲﾁ 松本市陸協

 7 柳澤 瑞樹 15:28.44 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐﾂｷ 須坂陸協

 8 松村 健一 15:43.25 
ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 下伊那郡陸協

 9 村沢 智啓 15:53.18 
ﾑﾗｻﾜ ﾁﾋﾛ 千曲陸協

10 鈴木 昌幸 15:54.65 
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ ｼﾞｪﾙﾓ

11 田中 秀一 15:57.78 
ﾀﾅｶ ｼｭｳｲﾁ ﾄｰﾊﾂ

12 松山 克敏 16:05.91 
ﾏﾂﾔﾏ ｶﾂﾄｼ 下伊那郡陸協

13 細田 勇一 16:11.04 
ﾎｿﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 上伊那陸協

14 澤渡 知成 16:13.20 
ｻﾜﾄﾞ  ﾄﾓﾅﾘ 長野市陸協

15 山崎 祐太郎 16:31.33 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ 長野県警

16 山本 昌希 16:33.90 
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 松本市陸協

17 中村 純和 16:36.43 
ﾅｶﾑﾗ ｽﾐｶｽﾞ 塩尻陸協

18 深井 利彦 16:39.32 
ﾌｶｲ ﾄｼﾋｺ 須坂陸協

19 中根 光洋 16:44.17 
ﾅｶﾈ ﾐﾂﾋﾛ 須坂陸協

20 勾田 達也 17:05.37 
ﾏｶﾞﾀ ﾀﾂﾔ 飯田市陸協

21 榛葉 雄大 17:07.50 
ｼﾝﾊ ﾀｹﾋﾛ 昭和電工大町

22 田中 秀世 17:17.74 
ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾞﾖ 須坂陸協

23 丸山 茂樹 17:53.71 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｹﾞｷ 須坂陸協

24 小林 豊 18:01.25 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾀｶ 須坂陸協

25 山口 総太 18:05.51 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ 須坂陸協

26 柳沢 信生 18:09.53 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾉﾌﾞｵ 須坂陸協

27 湯口 彰 19:26.08 
ﾕｸﾞﾁ ｱｷﾗ 松川村AC
荒井 祐輔
ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 須坂陸協
寺島 慧悟
ﾃﾗｼﾏ ｹｲｺﾞ 長野市陸協
山梨 紘一郎
ﾔﾏﾅｼ ｺｳｲﾁﾛｳ 飯田市陸協
櫻山 博史
ｻｸﾗﾔﾏ ﾋﾛｼ 塩尻市役所
北沢 文康
ｷﾀｻﾞﾜ ﾌﾐﾔｽ 千曲陸協
鈴木 秀幸
ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 須坂陸協
大村 一
ｵｵﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 塩尻市役所

No. 氏  名 所属名 記録／備考
11  9008

29  8900

男子

5000m

決勝

順

4  8540

8  8536

7  8838

5  9172

10  8545

12  8921

17  8620

32  8609

16  9784

18  8665

27  9778

30  8546

34  9982

14  6821

28  9673

31  9690

20  8578

9  9167

33  9585

19  9169

26  8987

23  9849

15  7002

13  9846

21  9142
途中棄権

1  9828

22  8931

3  9999
欠場

6  9807

欠場
2   152

欠場

35  8827
欠場

欠場
25  9909

欠場



決勝 6月12日 12:20

大会記録(GR)                    15.28 

風速 -0.2

 1 中嶋 友也    16.84 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 2 竹内 一弘    17.12 
ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ Dream.A.C

 3 上條 健    19.36 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

5  8904

3  8919

4  8525

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12日 9:00

大会記録(GR)                 21:05.20 

 1 飯塚 義博 27:01.99 
ｲｲﾂﾞｶ ﾖｼﾋﾛ 上伊那陸協

No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  8641

男子

5000m競歩

決勝

順



決勝 6月12日 15:00

大会記録(GR)                    44.00 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野(A) 9108 鈴木 真弘    45.34 

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉA ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ
 9816 内山 幹雄

ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ
 9819 吉田 幹弘

ﾖｼﾀﾞ ﾐｷﾋﾛ
 7001 井口 孝史

ｲｸﾞﾁ ﾀｶｼ
 2   5 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野(B) 8901 岡本 真平    48.18 

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉB ｵｶﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ
 8919 中嶋 友也

ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ
 8904 上條 健

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ
 8917 永井 剛

ﾅｶﾞｲ ﾀｹｼ
 3   4 Dream.A.C  9739 片桐 秀美    54.89 

ﾄﾞﾘｰﾑｴｰｼｰ ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾃﾞﾐ
 9986 松尾 崇文

ﾏﾂｵ ﾀｶﾌﾐ
 8525 竹内 一弘

ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ
 9740 松尾 将文

ﾏﾂｵ ﾏｻﾌﾐ

男子

4×100m

決勝



決勝 6月12日 10:30

大会記録(GR)                 7.43

３回の
最高記録

下條 正紀   x  6.77   x   6.77  4.93   x    x    6.77 
ｼﾓｼﾞｮｳ ﾏｻﾉﾘ 北部高校教諭  +1.0   +1.0  +1.9    +1.0
関 昌徳 欠場
ｾｷ ﾏｻﾉﾘ 東御市役所

-1- -2- -5- -6-

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

1  9352

記録 備考

1 2  9063

-3- -4-



決勝 6月12日 13:30

３回の
最高記録

松村 覚   x 13.14 13.54  13.54   x   x    x   13.54 
ｻﾂﾑﾗ ｻﾄﾙ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  +0.3  -0.2   -0.2    -0.2
日馬 正貴 12.30   x   x  12.30 11.69   x  11.86   12.30 
ｸｻﾏ ﾏｻｷ 安曇野陸協  -1.4   -1.4  +0.7    0.0    -1.4

2 1  8950

記録 備考

1 2  8583

-3- -4- -5- -6-

男子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 6月12日 9:00

大会記録(GR)                 13.92

３回の
最高記録

片桐 秀美
ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾃﾞﾐ Dream.A.C

決勝 6月12日 9:00

大会記録(GR)                 15.38

３回の
最高記録

宮澤 憲二
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
福田 淳
ｱｸﾀﾞ ｱﾂｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

決勝 6月12日 9:00

大会記録(GR)                 13.13

３回の
最高記録

百瀬 晶文
ﾓﾓｾ ｱｷﾌﾐ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

  9.25   9.32   9.32 

記録 備考

1 1  9509
  8.94   8.39   9.22    9.22   8.97

-3- -6-

男子40才以上

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

 10.61

-4- -5-

所属名

 11.00   11.00  10.55
2 1  8924

   x

 11.26 

備考

1 2  8927
 11.26   9.53   9.97   11.26  10.25

氏  名 -1- -2- 記録

 10.64  10.80  11.00 

-6-

 10.62  10.40

-3- -4- -5-

  7.56

男子30～39才

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

  7.81   8.29 

記録-5- -6--4- 備考

1 1  9739
  7.67   8.29    x    8.29    x

-3-

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12日 10:10

大会記録(GR)                 49.18

３回の
最高記録

百瀬 晶文
ﾓﾓｾ ｱｷﾌﾐ 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

   x    x  24.52    x  24.52 

  27.18    o    x    o  27.18 

2 1  8633
   o    x

1 2  9509
   o    o  27.18

-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-



決勝 6月12日 13:30

３回の
最高記録

熊谷 剛
ｸﾏｶﾞｲ ﾂﾖｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

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- 備考

1 1  9912
   x    x    o  38.23

-3-

   o    o  38.23 

記録-5- -6--4-



決勝 6月12日 11:50

大会記録(GR)                 64.91

３回の
最高記録

友田 利男
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 松本筑摩高教

-4-

   o  54.77  54.77 

記録-5- -6- 備考

1 1  9062
   o    o    o    o

-3-

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-
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