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第 44 回 ⻑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第 71 回国⺠体育⼤会陸上競技⻑野県予選会 

 
 
 
 
 

記 録 集 
 

期   ⽇︓ 平成２８年 6 ⽉ 19 ⽇（⽇） 
会   場︓ 県松本平広域公園陸上競技場（競技場コード 201020） 
主   催︓ ⼀般財団法⼈⻑野陸上競技協会 

⻑野県実業団陸上競技連盟 
後 援︓ ⻑野県教育委員会 
主   管︓ ⼀般財団法⼈⻑野陸上競技協会 
総   務︓ 葛城 光⼀ 
審 判 ⻑︓ トラック/藤森 茂幸 フィールド/中條 延太郎 
記録・情報主任︓ 瀧沢 佳⽣ 

 
■この⼤会で樹⽴された記録 

 
月日 男女 種目 予・決 記録 氏名 所属 従来の記録 備考 
6/19 男⼦ 100m 決勝 10 秒 55 川上 真弥 飯⽥病院 10 秒 60 ⼤会新
6/19 30-39 歳 

男⼦ 1500m 決勝 4 分 04 秒 51 ⽜⼭ 純⼀ 茅野市役
所 4 分 05 秒 6 ⼤会新

6/19 ⼥⼦ 200m 決勝 24 秒 47 今井沙緒⾥ 飯⽥病院 24 秒 5 ⼤会新
6/19 男⼦ 200m 決勝 21 秒 30 川上 真弥 飯⽥病院 21 秒 54 ⼤会新

 
■グラウンドコンディション 

 
6 ⽉ 19 ⽇ 
時刻 天候 ⾵向 ⾵速 気温 湿度

   (m/s) (°c) (%)
 9:00 曇り 北 1.8 25.0 54.0
10:00 曇り 北 3.2 25.0 57.0
11:00 曇り 北⻄ 1.5 26.5 44.0
12:00 曇り 北北⻄ 1.5 25.0 54.0
13:00 曇り 北 0.9 24.5 68.0
14:00 曇り 北北東 2.5 24.5 53.0
15:00 曇り 北 0.7 23.5 55.0
16:00 曇り 北 1.5 22.0 58.0

 



第４４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
東日本大震災復興支援第７１回国民体育大会陸上競技長野県予選会 跳躍審判長 中條延太郎

投擲審判長 中條延太郎
【開催日】 平成28年6月19日（日） 記録主任： 瀧沢　佳生

【主催団体】 (一財)長野陸上競技協会 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

 6/19 男子 川上 真弥 10.54 岩田 晃 10.79 髙木 佑希 10.84 内堀 直也 10.86 吉冨 和弥 11.12 伊藤 将希 11.54 島津 英明 11.59 松村 富穂 12.00
100m 飯田病院 GR ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ 昭和電機 須坂東高教 長野県警察 塩尻市役所 ｱﾈﾛﾌｧｰﾏ

 6/19 30-39歳男子  +0.4 丸岡 精二 11.61 日馬 正貴 13.05 中嶋 友也 14.09
100m 日本電産 ｾﾝﾃﾞﾝ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ

 6/19 40歳以上男子  +0.4 中嶋 憲一 12.16 福田 淳 14.34
100m 駒ヶ根市役所 福田瓦店

 6/19 男子  -0.6 川上 真弥 21.30 岩田 晃 21.60 内堀 直也 21.96 吉冨 和弥 22.27 丸岡 精二 23.13 小林 匠己 24.63
200m 飯田病院 GR ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 昭和電機 須坂東高教 日本電産 松本土建

 6/19 男子 伊藤 将希 51.48 島津 英明 51.71 中嶋 康晴 55.22 小林 匠己 56.46 齋藤 武蔵 59.41
400m 長野県警察 塩尻市役所 中部電力 松本土建 NTT松本SC

 6/19 男子 白川 友一 3:59.01 北原 崇志 4:04.39 宮入 一海 4:05.81 永井 慎也 4:09.67 丸山 航平 4:10.76 利根川 裕雄 4:25.38 羽川 英一 4:25.79 松野 淳司 4:28.37
1500m ｵﾘｵﾝ機械 箕輪町役場 北佐久郡陸協 ｺﾄﾋﾗ 長野銀行 ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ ｲｰｽﾀﾝ 諏訪郵便局

 6/19 30-39歳男子 牛山 純一 4:04.51 逢澤 智広 4:19.85 青木 雅史 4:34.26
1500m 茅野市役所 GR ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ JR東日本

 6/19 40歳以上男子 松野 淳司 5:48.97 中村 賢太郎 6:32.36
2000m 諏訪郵便局 飯田病院

 6/19 男子 宮入 一海 15:00.70 利根川 裕雄 15:04.28 牛山 純一 15:05.93 小林 正典 15:16.24 村澤 智啓 15:18.02 西澤 洋務 15:18.09 北沢 正親 15:20.19 松野 淳司 15:24.47
5000m 北佐久郡陸協 ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ 茅野市役所 ｱｰﾄ梱包 工業技術ｾﾝﾀｰ ｲｰｽﾀﾝ ｺﾄﾋﾗ 諏訪郵便局

 6/19 男子  -0.2 伊達 仁哉 17.34 竹内 一弘 17.55
110mH(1.067m) 長野県警察 丸一ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

 6/19 男子 青木 学 23:59.00 飯塚 義博 30:19.88
5000m競歩 長野県警 ﾙﾋﾞｺﾝ

 6/19 DreamA.C       46.87
4×100m 浅野 大輔

中塚 渓滋
笠井 健太
山本 純也

 6/19 男子 片平 大地 2.05 林 知彦 1.90
走高跳 ｱｲ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 高遠高教

 6/19 男子 松村 富穂 5.88(+1.6) 奥原 隼太 5.85(-0.2) 富井 慶太 5.72(+1.0)
走幅跳 ｱﾈﾛﾌｧｰﾏ 安曇野ﾔﾏﾀﾞﾃｸﾆｶﾙ 松本自衛隊

 6/19 30-39歳男子 阪 圭央 6.55(+0.1)
走幅跳 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

 6/19 男子 金子 司 12.56(-1.1) 日馬 正貴 12.17(+0.8) 富井 慶太 11.87(-0.4)
三段跳 長野ｵﾘﾝﾊﾟｽ ｾﾝﾃﾞﾝ 松本自衛隊

 6/19 男子 上原 隆伸 11.63
砲丸投(7.260kg) ﾌﾟﾛﾃｯｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

 6/19 30-39歳男子 友田 利男 12.34
砲丸投(5.000kg) 阿南高教

 6/19 40歳以上男子 福田 淳 9.77 大宮 直人 9.42
砲丸投(5.000kg) 福田瓦店 髙橋渓流

 6/19 男子 上原 隆伸 33.44 土屋 春生 26.36
円盤投(2.000kg) ﾌﾟﾛﾃｯｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 御代田町役場

 6/19 男子 上原 隆伸 44.75 上條 健 27.85 西脇 博之 24.88 福島 健一 24.50
ﾊﾝﾏｰ投(7.260kg) ﾌﾟﾛﾃｯｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ とのめ内装信州 小林工業所

 6/19 男子 友田 利男 50.78 森 憲之 43.50 赤瀬 崇 41.92
やり投(0.800kg) 阿南高教 軽井沢町教委 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ



決勝 6月19日 11:35

[ 1組] 風速 +1.8 [ 2組] 風速 +1.0

 1 伊藤 将希     11.54  1 川上 真弥     10.54 
ｲﾄｳ ﾏｻｷ 長野県警察 ｶﾜｶﾐ  ｼﾝﾔ 飯田病院

 2 島津 英明     11.59  2 岩田 晃     10.79 
ｼﾏﾂﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 塩尻市役所 ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

 3 松村 富穂     12.00  3 髙木 佑希     10.84 
ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾐｵ ｱﾈﾛﾌｧｰﾏ ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ

 4 伊達 仁哉     12.50  4 内堀 直也     10.86 
ﾀﾞﾃ ﾏｻﾔ 長野県警察 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ 昭和電機

 5 齋藤 武蔵     13.32  5 吉冨 和弥     11.12 
ｻｲﾄｳ ﾑｻｼ NTT松本SC ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ 須坂東高教
金子 司 佐藤 賢一
ｶﾈｺ ﾂｶｻ 長野ｵﾘﾝﾊﾟｽ ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 松本県ヶ丘高教

   1 川上 真弥 飯田病院     10.54 (+1.0) 大会新   2   1
   2 岩田 晃 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ     10.79 (+1.0)   2   2
   3 髙木 佑希 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ     10.84 (+1.0)   2   3
   4 内堀 直也 昭和電機     10.86 (+1.0)   2   4
   5 吉冨 和弥 須坂東高教     11.12 (+1.0)   2   5
   6 伊藤 将希 長野県警察     11.54 (+1.8)   1   1
   7 島津 英明 塩尻市役所     11.59 (+1.8)   1   2
   8 松村 富穂 ｱﾈﾛﾌｧｰﾏ     12.00 (+1.8)   1   3
   9 伊達 仁哉 長野県警察     12.50 (+1.8)   1   4
  10 齋藤 武蔵 NTT松本SC     13.32 (+1.8)   1   5

決勝 6月19日 11:45

風速 +0.4

 1 丸岡 精二     11.61 
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 日本電産

 2 日馬 正貴     13.05 
ｸｻﾏ ﾏｻｷ ｾﾝﾃﾞﾝ

 3 中嶋 友也     14.09 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ

決勝 6月19日 11:45

風速 +0.4

 1 中嶋 憲一     12.16 
ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 駒ヶ根市役所

 2 福田 淳     14.34 
ﾌｸﾀﾞ ｱﾂｼ 福田瓦店
上條 健
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ

6  9037
欠場

5  9048

7  9081

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  9038

40歳以上男子

100m

決勝

3  9047

2  9026

30-39歳男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  9076 5  9079

大会新
4  9043 2  9023

6  9013 6  9039

3  9075 4  9055

2  9010 3  9065

7  9098 7  9056
欠場 欠場

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
 9079
 9023

 9075
 9010

 9039
 9055
 9065
 9076
 9043
 9013



決勝 6月19日 13:45

風速 -0.6

 1 川上 真弥     21.30 
ｶﾜｶﾐ  ｼﾝﾔ 飯田病院

 2 岩田 晃     21.60 
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

 3 内堀 直也     21.96 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ 昭和電機

 4 吉冨 和弥     22.27 
ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ 須坂東高教

 5 丸岡 精二     23.13 
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 日本電産

 6 小林 匠己     24.63 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 松本土建

決勝 6月19日 11:00

 1 伊藤 将希     51.48 
ｲﾄｳ ﾏｻｷ 長野県警察

 2 島津 英明     51.71 
ｼﾏﾂﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 塩尻市役所

 3 中嶋 康晴     55.22 
ﾅｶｼﾏ ﾔｽﾊﾙ 中部電力

 4 小林 匠己     56.46 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 松本土建

 5 齋藤 武蔵     59.41 
ｻｲﾄｳ ﾑｻｼ NTT松本SC

決勝 6月19日 12:15

 1 白川 友一   3:59.01 
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ ｵﾘｵﾝ機械

 2 北原 崇志   4:04.39 
ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ 箕輪町役場

 3 宮入 一海   4:05.81 
ﾐﾔｲﾘ ﾓﾄﾐ 北佐久郡陸協

 4 永井 慎也   4:09.67 
ﾅｶﾞｲ ｼﾝﾔ ｺﾄﾋﾗ

 5 丸山 航平   4:10.76 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ 長野銀行

 6 利根川 裕雄   4:25.38 
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾛｵ ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ

 7 羽川 英一   4:25.79 
ﾊｶﾞﾜ ｴｲｲﾁ ｲｰｽﾀﾝ

 8 松野 淳司   4:28.37 
ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 諏訪郵便局

 9 田村 大和   4:32.94 
ﾀﾑﾗ ﾔﾏﾄ 堀川産業
江澤 昴
ｴｻﾞﾜ ｽﾊﾞﾙ 岳南消防
西澤 洋務
ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ ｲｰｽﾀﾝ

9  9017
欠場

10  9085

1  9044
欠場

11  9016

2  9064

6  9070

8  9015

3  9083

4  9019

7  9018

5  9086

男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  9076

6  9043

4  9010

3  9006

7  9057

男子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  9079

大会新
5  9023

4  9055

7  9065

3  9047

2  9057



決勝 6月19日 12:15

 1 牛山 純一   4:04.51 
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茅野市役所

 2 逢澤 智広   4:19.85 
ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ

 3 青木 雅史   4:34.26 
ｱｵｷ ﾏｻｼ JR東日本
中村 純和
ﾅｶﾑﾗ ｽﾐｶｽﾞ 中部電力

決勝 6月19日 10:30

 1 松野 淳司   5:48.97 
ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 諏訪郵便局

 2 中村 賢太郎   6:32.36 
ﾅｶﾑﾗ  ｹﾝﾀﾛｳ 飯田病院
利根川 裕雄
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾛｵ ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ

2  9015
欠場

1  9064

3  9080

40歳以上男子

2000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

30-39歳男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
14  9045

大会新
15  9032

12  9009

13  9068
欠場



決勝 6月19日 15:20

[ 1組] [ 2組]

 1 中山 壮一  16:04.89  1 宮入 一海  15:00.70 
ﾅｶﾔﾏ ｿｳｲﾁ ﾆｯﾊﾟﾂ ﾐﾔｲﾘ ﾓﾄﾐ 北佐久郡陸協

 2 犬童 啓太  16:09.63  2 利根川 裕雄  15:04.28 
ｲﾇﾄﾞｳ ｹｲﾀ 長野県警 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾛｵ ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ

 3 青木 雅史  16:11.14  3 牛山 純一  15:05.93 
ｱｵｷ ﾏｻｼ JR東日本 ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茅野市役所

 4 土屋 秀徳  16:11.51  4 小林 正典  15:16.24 
ﾂﾁﾔ ﾋﾃﾞﾉﾘ ﾒｸﾄﾛﾝ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ ｱｰﾄ梱包

 5 髙木 孝亮  16:13.17  5 村澤 智啓  15:18.02 
ﾀｶｷﾞ ｺｳｽｹ ｺﾄﾋﾗ ﾑﾗｻﾜ ﾁﾋﾛ 工業技術ｾﾝﾀｰ

 6 山本 昌希  16:16.51  6 西澤 洋務  15:18.09 
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ IHIｼﾊﾞｳﾗ ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ ｲｰｽﾀﾝ

 7 八反田 浩也  16:17.33  7 北沢 正親  15:20.19 
ﾊｯﾀﾝﾀﾞ ﾋﾛﾔ ｱｰﾄ梱包 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｻﾁｶ ｺﾄﾋﾗ

 8 北原 英一  16:26.00  8 松野 淳司  15:24.47 
ｷﾀﾊﾗ ｴｲｲﾁ ﾄｰﾊﾂ ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 諏訪郵便局

 9 澤渡 知成  16:29.31  9 高梨 良介  15:27.65 
ｻﾜﾄﾞ ﾄﾓﾅﾘ 諏訪警察署 ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳｽｹ ﾄｰﾊﾂ

10 田中 秀一  16:48.45 10 羽川 英一  15:37.61 
ﾀﾅｶ ｼｭｳｲﾁ ﾄｰﾊﾂ ﾊｶﾞﾜ ｴｲｲﾁ ｲｰｽﾀﾝ

11 峯村 直樹  16:50.46 11 丸山 航平  15:42.17 
ﾐﾈﾑﾗ ﾅｵｷ 長野県警 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ 長野銀行

12 山崎 佑太郎  16:56.07 12 鳥羽 大地  15:43.68 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ 長野県警 ﾄﾊﾞ ﾀﾞｲﾁ 八十二銀行

13 青木 学  17:15.96 13 萩原 英雄  15:46.47 
ｱｵｷ ﾏﾅﾌﾞ 長野県警 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｵ 岡谷酸素

14 小林 豊  17:20.13 14 長谷川 久嗣  15:47.33 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾀｶ 清水住建工業 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋｻﾂｸﾞ 北部衛生施設組

15 山下 祥一  17:33.85 15 樋口 正晃  15:58.86 
ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳｲﾁ 軌陸車ﾃｯｸ ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 高見澤

16 寺島 晃次郎  17:47.72 16 割田 雄磨  16:09.90 
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｼﾞﾛｳ みすずｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾜﾘﾀ ﾕｳﾏ ｺﾔﾏ

17 勾田 達也  18:12.54 17 大峡 翔太  16:19.98 
ﾏｶﾞﾀ ﾀﾂﾔ 飯田市陸協 ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ 志賀計装
田中 耕造 18 中村 純和  16:39.32 
ﾀﾅｶ ｺｳｿﾞｳ ﾎｸﾄ ﾅｶﾑﾗ ｽﾐｶｽﾞ 中部電力
百瀬 永吉 荒井 佑輔
ﾓﾓｾ ﾅｶﾞﾖｼ ｱﾙﾌｧ･ﾌｧｲｳﾞ ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ ﾉﾊﾞﾌｫｰﾑ
臼井 隆之 上島 通成
ｳｽｲ ﾀｶﾕｷ HIOKI ｶﾐｼﾞﾏ ﾐﾁﾅﾘ 上伊那郡陸協

山岸 雄気
ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｷ 前田鉄工所

   1 宮入 一海 北佐久郡陸協    15:00.70   1
   2 利根川 裕雄 ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ    15:04.28   2
   3 牛山 純一 茅野市役所    15:05.93   3
   4 小林 正典 ｱｰﾄ梱包    15:16.24   4
   5 村澤 智啓 工業技術ｾﾝﾀｰ    15:18.02   5
   6 西澤 洋務 ｲｰｽﾀﾝ    15:18.09   6
   7 北沢 正親 ｺﾄﾋﾗ    15:20.19   7
   8 松野 淳司 諏訪郵便局    15:24.47   8
   9 高梨 良介 ﾄｰﾊﾂ    15:27.65   9
  10 羽川 英一 ｲｰｽﾀﾝ    15:37.61  10
  11 丸山 航平 長野銀行    15:42.17  11
  12 鳥羽 大地 八十二銀行    15:43.68  12
  13 萩原 英雄 岡谷酸素    15:46.47  13
  14 長谷川 久嗣 北部衛生施設組    15:47.33  14
  15 樋口 正晃 高見澤    15:58.86  15
  16 中山 壮一 ﾆｯﾊﾟﾂ    16:04.89   1
  17 犬童 啓太 長野県警    16:09.63   2
  18 割田 雄磨 ｺﾔﾏ    16:09.90  16
  19 青木 雅史 JR東日本    16:11.14   3
  20 土屋 秀徳 ﾒｸﾄﾛﾝ    16:11.51   4
  21 髙木 孝亮 ｺﾄﾋﾗ    16:13.17   5
  22 山本 昌希 IHIｼﾊﾞｳﾗ    16:16.51   6
  23 八反田 浩也 ｱｰﾄ梱包    16:17.33   7
  24 大峡 翔太 志賀計装    16:19.98  17
  25 北原 英一 ﾄｰﾊﾂ    16:26.00   8
  26 澤渡 知成 諏訪警察署    16:29.31   9
  27 中村 純和 中部電力    16:39.32  18
  28 田中 秀一 ﾄｰﾊﾂ    16:48.45  10
  29 峯村 直樹 長野県警    16:50.46  11
  30 山崎 佑太郎 長野県警    16:56.07  12
  31 青木 学 長野県警    17:15.96  13
  32 小林 豊 清水住建工業    17:20.13  14
  33 山下 祥一 軌陸車ﾃｯｸ    17:33.85  15
  34 寺島 晃次郎 みすずｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ    17:47.72  16
  35 勾田 達也 飯田市陸協    18:12.54  17 9078

 9073
 9066
 9046
 9035

 9068
 9028
 9074
 9072

 9012
 9053
 9029
 9063

 9009
 9036
 9021
 9008

 9062
 9060
 9071
 9022

 9070
 9077
 9061
 9084

 9020
 9064
 9027
 9016

 9045
 9011
 9051
 9017

組 順位
 9083
 9015

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

14  9007
欠場

12  9067

欠場
12  9014

欠場

8  9078

4  9034

5  9035

16  9066

9  9046

7  9073

19  9074

11  9072

6  9028

18  9029

3  9063

1  9012

13  9021

10  9008

2  9036

17  9071

20  9009

記録／備考
15  9060

No. 氏  名 所属名順

欠場

4  9031
欠場

5  9059
欠場

18  9068

20  9022

19  9053

1  9062

11  9061

9  9084

6  9077

16  9016

10  9070

21  9027

7  9020

15  9064

2  9017

3  9011

14  9051

17  9045

8  9083

13  9015

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

男子

5000m
決勝



決勝 6月19日 13:00

風速 -0.2

 1 伊達 仁哉     17.34 
ﾀﾞﾃ ﾏｻﾔ 長野県警察

 2 竹内 一弘     17.55 
ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 丸一ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

決勝 6月19日  9:00

 1 青木 学  23:59.00 
ｱｵｷ ﾏﾅﾌﾞ 長野県警

 2 飯塚 義博  30:19.88 
ｲｲﾂﾞｶ ﾖｼﾋﾛ 伊那AC

決勝 6月19日 16:15

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 DreamA.C  9003 浅野 大輔     46.87 

ﾄﾞﾘｰﾑA.C ｱｻﾉ ﾀﾞｲｽｹ
 9005 中塚 渓滋

ﾅｶﾂｶ ｹｲｼﾞ
 9001 笠井 健太

ｶｻｲ ｹﾝﾀ
 9002 山本 純也

ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ

11  9073

12  9042

5000m競歩

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

男子

110mH(1.067m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

男子

4×100m

決勝

5  9075

6  9004

男子



決勝 6月19日 14:00

2m10
片平 大地 o o o - - - - - xo xo
ｶﾀﾋﾗ ﾀﾞｲﾁ ｱｲ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ xxx
林 知彦 - - - - xxo - xxx
ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋｺ 高遠高教
本多 俊平 欠場
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 豊丘中教

決勝 6月19日 12:30

 ３回の
 最高記録

松村 富穂   5.67   5.64   5.88    5.88    -    /    /    5.88 
ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾐｵ ｱﾈﾛﾌｧｰﾏ   -1.0   +0.3   +1.6    +1.6    +1.6
奥原 隼太   5.83   5.82   5.85    5.85   5.83    x   5.75    5.85 
ｵｸﾊﾗ ｼｭﾝﾀ 安曇野ﾔﾏﾀﾞﾃｸﾆｶﾙ   +0.3   -1.0   -0.2    -0.2   -0.8   -0.8    -0.2
富井 慶太   5.42   5.39    x    5.42   5.72   5.44    x    5.72 
ﾄﾐｲ ｹｲﾀ 松本自衛隊   +1.1   +0.4    +1.1   +1.0   +0.1    +1.0
本多 俊平 欠場
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 豊丘中教

決勝 6月19日 12:30

 ３回の
 最高記録

阪 圭央   6.35    x   6.43    6.43   6.46   6.20   6.55    6.55 
ｻｶ ﾖｼﾋｻ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ   +0.8   +1.0    +1.0   -0.3   +0.1   +0.1    +0.1

決勝 6月19日 14:30

 ３回の
 最高記録

金子 司  12.56  11.30    /   12.56   12.56 
ｶﾈｺ ﾂｶｻ 長野ｵﾘﾝﾊﾟｽ   -1.1    0.0    -1.1    -1.1
日馬 正貴  11.59    x  12.17   12.17    x    x  11.82   12.17 
ｸｻﾏ ﾏｻｷ ｾﾝﾃﾞﾝ   -0.5   +0.8    +0.8    +0.8
富井 慶太    x    x    x    x    x  11.87   11.87 
ﾄﾐｲ ｹｲﾀ 松本自衛隊   -0.4    -0.4
佐藤 賢一 欠場
ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 松本県ヶ丘高教

30-39歳男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考

1 1  9024

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 備考

1 2  9013

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4-

3 1  9058

-5- -6- 記録

氏  名 所属名
1m70 1m75

3  9082

2 4  9041

1m90 1m93 1m96 1m99

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ
2m02 2m05

記録 備考

1 3  9069
 2.05

1m80 1m85

2 2  9052
 1.90

1  9082

男子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考

1 3  9098

2 2  9026

3 1  9058

4  9056



決勝 6月19日 12:00

 ３回の
 最高記録

上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾌﾟﾛﾃｯｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

決勝 6月19日 12:00

 ３回の
 最高記録

友田 利男
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 阿南高教

決勝 6月19日 12:00

 ３回の
 最高記録

福田 淳
ﾌｸﾀﾞ ｱﾂｼ 福田瓦店
大宮 直人
ｵｵﾐﾔ ﾅｵﾄ 髙橋渓流

決勝 6月19日 14:30

 ３回の
 最高記録

上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾌﾟﾛﾃｯｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
土屋 春生
ﾂﾁﾔ ﾊﾙｵ 御代田町役場
中嶋 友也 欠場
ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ
本多 俊平 欠場
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 豊丘中教

決勝 6月19日  9:00

 ３回の
 最高記録

上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾌﾟﾛﾃｯｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
上條 健
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ
西脇 博之
ﾆｼﾜｷ ﾋﾛﾕｷ とのめ内装信州
福島 健一
ﾌｸｼﾏ ｹﾝｲﾁ 小林工業所

   x    x  24.50 

   x    x  24.88 

1  9054
 23.98    x    o  24.50  23.98

   x  24.88   24.88    x
3 3  9030

   -

4

   o  27.85    o  27.85 

   o    x  44.75  44.75

2

  44.36

-5-

2  9037
   o  27.74    o   27.74

氏  名 -1- 記録 備考

1 4  9033
 44.36    o

-2-

   x

-3- -4- -6-

男子

ﾊﾝﾏｰ投(7.260kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 所属名

40歳以上男子

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考

1 2  9081
  9.39   9.52   9.40    9.52   9.42   9.77    x   9.77 

2 1  9087
  8.71   9.03   9.42    9.42   9.14   8.66   9.40   9.42 

30-39歳男子

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考

1 1  9040
 10.34  11.00  11.43   11.43  11.98  12.29  12.34  12.34 

男子

砲丸投(7.260kg)

決勝

順位 試技 備考

1 1  9033
 10.52  10.14

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

   x  10.64  11.14  11.63 

-4- -5- -6- 記録

 11.63   11.63

-2- -3-

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考

1 4  9033
 33.44    x    x   33.44    x    x    o  33.44 

2 3  9050
 25.76    x    o   25.76  26.36    x    x  26.36 

1  9038

2  9082



決勝 6月19日 11:00

 ３回の
 最高記録

友田 利男
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 阿南高教
森 憲之
ﾓﾘ ﾉﾘﾕｷ 軽井沢町教委
赤瀬 崇
ｱｶｾ ﾀｶｼ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

男子

やり投(0.800kg)

決勝

記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 備考

1 3  9040
   o  46.94    o   46.94    o    o  50.78 

2 2  9049
   x    o  43.50   43.50    x

3 1  9025
   -  41.08    o  41.92 

   x    o  43.50 

   o    o  41.92  41.08

 50.78

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


	決勝記録一覧表
	Track
	Field

