
大会コード 19170007

： ２０１９年７月１４日（日）
： 県松本平広域公園陸上競技場（競技場コード 171020）
： 一般財団法人長野陸上競技協会

長野県実業団陸上競技連盟
： 長野県教育委員会
： 一般財団法人長野陸上競技協会
： 内山 了治
： 玉城 良二 (トラック)　 遠山 正洋 (フィールド)
： 瀧沢 佳生

■最優秀選手
吉村 健吾 (アルペン)

■この大会で樹立された記録

■グラウンドコンディション

■フィールド競技における記号の説明
成功・有効試技 失敗・無効試技 パス 試合放棄〇 ✖ － ｒ

16:00 曇り 南 0.7 24.0 69.012:00 曇り 東 0.1 25.0 63.0
15:00 曇り 西 1.0 24.5 69.011:00 曇り 東 0.6 23.0 76.0
14:00 曇り 南 0.3 25.0 63.010:00 曇り 北 0.4 21.0 81.0
13:00 曇り 北東 0.4 25.0 70.09:00 曇り 西 0.5 20.5 74.0

(m/s) (℃) (%)(m/s) (℃) (%)
時刻 天候 風向 風速 気温 湿度時刻 天候 風向 風速 気温 湿度

アルペン 15秒28
大会タイ 男子 110mH 決勝 15秒28 東山 由輝 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 15秒28
大会新 男子 110mH 決勝 14秒57 吉村 健吾

種目 ラウンド 記録 氏名 所属 従来の記録チーム名 ﾒﾝﾊﾞｰ

後 援
主 管
総 務
審 判 長
記録・情報主任

記録の種類 クラス

第47回 長野県実業団陸上競技選手権大会
兼 第74回国民体育大会陸上競技長野県予選会

記 録 集
期 日
会 場
主 催



第47回 長野県実業団陸上競技選手権大会 ﾄﾗｯｸ審判長 玉城 良二

　兼 第74回国民体育大会陸上競技長野県予選会 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 遠山 正洋
記録・情報主任 瀧沢 佳生

【開催日】 2019年7月14日(日)

【主催団体】 長野陸上競技協会 決勝記録一覧表
(GR:大会新,GT:大会タイ) 男  子 【競技場】松本平広域公園陸上競技場

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

 7/14 男子 安藤 直哉 11.00 東山 由輝 11.23 金子 司 11.26 吉井 一博 11.28 三村 瑞樹 11.46 石井 雄大 11.62 松下 秀喜 11.84 高橋 将人 11.85

100m 甲信商事 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 かもしか倶楽部 eSDesign 阿南高教員 中部電力 fivetool

 7/14 男子30-39歳  -0.4 伊藤 将希 11.37 丸岡 精二 11.49 大峡 惟嵩 11.94 福岡 翔太郎 12.20 吉田 幹弘 12.31 池田 圭吾 12.55 竹内 一弘 13.50 玉田 竜也 13.68

100m 長野県警 駒ヶ根AC かもしか倶楽部 静  岡･中部電力 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 DreamAC DreamAC 岐  阜･中部電力

 7/14 男子40歳以上  +0.7 中嶋 憲一 12.11 宮澤 憲二 12.68 北原 晋也 12.68 赤瀬 崇 13.50 福田 淳 14.41

100m 駒ヶ根役所 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 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

 7/14 男子  -0.7 丸岡 精二 22.61 吉井 一博 23.09 樋口 克治 24.17 青木 大知 24.52 大峡 惟嵩 24.84 中原 愼二 25.18 齋藤 武蔵 26.09 小林 匠己 27.19

200m 駒ヶ根AC かもしか倶楽部 富田ｱｽﾘｰﾂ 富田ｱｽﾘｰﾂ かもしか倶楽部 駒ヶ根AC 富田ｱｽﾘｰﾂ 松本土建

 7/14 男子 伊藤 良多 51.26 丸山 玲央 53.20 中塚 渓滋 53.94 川口 貴史 56.64 宮尾 淳矢 58.27

400m かもしか倶楽部 南信精機 DreamAC 愛  知･中部電力 かもしか倶楽部

 7/14 男子 白川 友一 4:04.92 佐藤 龍我 4:10.92 利根川 裕雄 4:11.25 割田 雄磨 4:15.22 山本 昌希 4:19.16 青木 陽 4:24.13 小長谷 祥治 4:27.63

1500m ｵﾘｵﾝ機械 県土地改良連合会 ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ ｺﾔﾏ 松本市陸協 塩尻市陸協 fivetool

 7/14 男子30-39歳 田畑 幸司 4:35.71 宮尾 淳矢 4:56.28

1500m 岡谷市陸協 かもしか倶楽部

 7/14 男子40歳以上 大村 一 6:20.68 中村 賢太郎 6:44.09

2000m 塩尻市陸協 飯田病院

 7/14 男子 白川 友一 15:22.76 利根川 裕雄 15:54.44 青木 雅史 16:06.82 松久 哲治 16:09.13 土屋 秀徳 16:10.61 青木 陽 16:13.52 松村 博文 16:16.69 小林 正典 16:26.47

5000m ｵﾘｵﾝ機械 ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ JR長野 ｼﾅﾉｹﾝｼ ﾒｸﾄﾛﾝ 塩尻市陸協 上伊那郡陸協 ｱｰﾄ梱包運輸

 7/14 男子  -0.3 吉村 健吾 14.57 東山 由輝 15.28

110mH(1.067m) アルペン GR ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC GT

 7/14 男子 栁澤 優斗 22:11.55

5000m競歩 ﾄｰﾊﾂ

 7/14 男子 かもしか倶楽部      45.62 中部電力       45.82
4×100m 大峡 惟嵩 松下 秀喜

吉井 一博 松田 亮介

伊藤 良多 福岡 翔太郎

宮尾 淳矢 中嶋 康晴

 7/14 男子 松岡 治人 1.80

走高跳 ﾏｲﾅﾋﾞ

 7/14 男子 上條 将吾 6.55(+0.4) 種山 翔太 6.34(-0.4) 戸澤 裕介 6.17(+0.4) 奥原 隼太 6.11(+0.4) 上柳 凌平 5.53(+1.0) 赤瀬 崇 5.41(+1.1) 松田 亮介 5.29(-1.3)

走幅跳 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 富田ｱｽﾘｰﾂ fivetool 安曇野ﾔﾏﾀﾞﾃｸﾆｶﾙ 上伊那郡陸協 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 愛  知･中部電力

 7/14 男子30-39歳 池田 圭吾 5.16(-1.7)

走幅跳 DreamAC

 7/14 男子 佐藤 賢一 14.77(+0.5) 金子 司 14.09(+0.8)

三段跳 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 7/14 男子 上原 隆伸 12.16 友田 利男 11.03

砲丸投(7.260kg) ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 阿南高教員

 7/14 男子30-39歳 松野 太輝 12.25

砲丸投(5.000kg) かもしか倶楽部

 7/14 男子40歳以上 宮澤 憲二 11.07 福田 淳 10.03

砲丸投(5.000kg) ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 7/14 男子 上原 隆伸 36.20 神田 郁実 34.79 松野 太輝 25.60 中嶋 友也 24.02

円盤投(2.000kg) ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ひびき接骨院 かもしか倶楽部 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 7/14 男子 上原 隆伸 47.39 神田 郁実 44.57 松野 太輝 31.66 西脇 博之 25.21

ﾊﾝﾏｰ投(7.260kg) ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ひびき接骨院 かもしか倶楽部 滋  賀･とのめ内装

 7/14 男子 矢ヶ崎 奨 58.19 友田 利男 52.23 森 憲之 40.99

やり投(800g) 上田信金 阿南高教員 軽井沢町役場



決勝 7月14日 11:45

長野県記録(KR)                  10.15 塚原 直貴                    東海大           2007/09/16  
大会記録(GR)                    10.54 川上 真彌                    飯田病院         2016        

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 +1.7

 1 中塚 渓滋     12.18  1 石井 雄大     11.62 
ﾅｶﾂｶｹｲｼﾞ DreamAC ｲｼｲ ﾕｳﾀﾞｲ 阿南高教員

 2 松岡 治人     12.45  2 松下 秀喜     11.84 
ﾏﾂｵｶ ﾊﾙﾄ ﾏｲﾅﾋﾞ ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｷ 中部電力

 3 小林 匠己     13.03  3 高橋 将人     11.85 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 松本土建 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ fivetool

 4 惣洞 侑大     14.14  4 青木 大知     11.88 
ｿｳﾎﾞﾗ ﾕｳﾀ 京ｾﾗ長野 ｱｵｷ ﾀﾞｲﾁ 富田ｱｽﾘｰﾂ

  齋藤 武蔵       5 山田 健一朗     11.96 
ｻｲﾄｳ ﾑｻｼ 富田ｱｽﾘｰﾂ ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 京ｾﾗ長野

  児玉 翔       6 中原 愼二     12.20 
ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳ ｱｽﾘﾃｨｱ ﾅｶﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 駒ヶ根AC

  小澤 勇仁        樋口 克治      
ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 京ｾﾗ長野 ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 富田ｱｽﾘｰﾂ

[ 3組] 風速 +1.2

 1 安藤 直哉     11.00 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 甲信商事

 2 東山 由輝     11.23 
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾖｼｷ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 3 金子 司     11.26 
ｶﾈｺ ﾂｶｻ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 4 吉井 一博     11.28 
ﾖｼｲ ｶｽﾞﾋﾛ かもしか倶楽部

 5 三村 瑞樹     11.46 
ﾐﾑﾗ ﾐｽﾞｷ eSDesign

 6 小口 祐人     11.87 
ｵｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 塩尻市陸協

   1 安藤 直哉 甲信商事     11.00 (+1.2)   3   1
   2 東山 由輝 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC     11.23 (+1.2)   3   2
   3 金子 司 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野     11.26 (+1.2)   3   3
   4 吉井 一博 かもしか倶楽部     11.28 (+1.2)   3   4
   5 三村 瑞樹 eSDesign     11.46 (+1.2)   3   5
   6 石井 雄大 阿南高教員     11.62 (+1.7)   2   1
   7 松下 秀喜 中部電力     11.84 (+1.7)   2   2
   8 高橋 将人 fivetool     11.85 (+1.7)   2   3
   9 小口 祐人 塩尻市陸協     11.87 (+1.2)   3   6
  10 青木 大知 富田ｱｽﾘｰﾂ     11.88 (+1.7)   2   4
  11 山田 健一朗 京ｾﾗ長野     11.96 (+1.7)   2   5
  12 中塚 渓滋 DreamAC     12.18 (-0.6)   1   1
  13 中原 愼二 駒ヶ根AC     12.20 (+1.7)   2   6
  14 松岡 治人 ﾏｲﾅﾋﾞ     12.45 (-0.6)   1   2
  15 小林 匠己 松本土建     13.03 (-0.6)   1   3
  16 惣洞 侑大 京ｾﾗ長野     14.14 (-0.6)   1   4
    齋藤 武蔵 富田ｱｽﾘｰﾂ          (-0.6) DNS   1    
    児玉 翔 ｱｽﾘﾃｨｱ          (-0.6) DNS   1    
    小澤 勇仁 京ｾﾗ長野          (-0.6) DNS   1    
    樋口 克治 富田ｱｽﾘｰﾂ          (+1.7) DNS   2    

所属名 記録／備考
6  9002 6  9038

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

7  9059 5  9005

5  9033 7  9065

3  9076 3  9047

2  9050 2  9074

DNS
8  9049 4  9075

DNS
4  9010 8  9052

5  9056

7  9037

DNS DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  9003

3  9042

2  9024

6  9014

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

 9014
 9003
 9038
 9065
 9005

組 順位
 9056
 9037
 9024

 9033
 9059
 9050
 9076
 9010

 9042
 9074
 9047
 9002
 9052

 9049
 9075



決勝 7月14日 11:55

長野県記録(KR)                  10.15 塚原 直貴                    東海大           2007/09/16  
大会記録(GR)                    11.33 丸岡 精二                    駒ヶ根AC         2018       

風速 -0.4

 1 伊藤 将希     11.37 
ｲﾄｳ ﾏｻｷ 長野県警

 2 丸岡 精二     11.49 
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC

 3 大峡 惟嵩     11.94 
ｵｵﾊﾞ ﾀﾀﾞﾀｶ かもしか倶楽部

 4 福岡 翔太郎 静  岡     12.20 
ﾌｸｵｶ ｼｮｳﾀﾛｳ 中部電力

 5 吉田 幹弘     12.31 
ﾖｼﾀﾞ ﾓﾄﾋﾛ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 6 池田 圭吾     12.55 
ｲｹﾀﾞｹｲｺﾞ DreamAC

 7 竹内 一弘     13.50 
ﾀｹｳﾁｶｽﾞﾋﾛ DreamAC

 8 玉田 竜也 岐  阜     13.68 
ﾀﾏﾀﾞ   ﾀﾂﾔ 中部電力

 9 中嶋 友也     14.08 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

決勝 7月14日 12:00

長野県記録(KR)                  10.15 塚原 直貴                    東海大           2007/09/16  
大会記録(GR)                    11.69 柳沢 貴之                    ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野     2018        

風速 +0.7

 1 中嶋 憲一     12.11 
ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 駒ヶ根役所

 2 宮澤 憲二     12.68 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 3 北原 晋也     12.68 
ｷﾀﾊﾗ ｼﾝﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 4 赤瀬 崇     13.50 
ｱｶｾ ﾀｶｼ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

 5 福田 淳     14.41 
ﾌｸﾀﾞ ｱﾂｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

  上條 健      
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

男子30-39歳

100m

決勝

5  9017

7  9069

記録／備考
6  9070

4  9051

8  9001

9  9064

3  9022

2  9000

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1  9026

男子40歳以上

2  9028

7  9021

5  9053

4  9023

DNS

6  9027

3  9036



決勝 7月14日 14:40

長野県記録(KR)                  20.35 塚原 直貴                    東海大           2006/05/24  
大会記録(GR)                    21.30 川上 真彌                    飯田病院         2016        

風速 -0.7

 1 丸岡 精二     22.61 
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC

 2 吉井 一博     23.09 
ﾖｼｲ ｶｽﾞﾋﾛ かもしか倶楽部

 3 樋口 克治     24.17 
ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 富田ｱｽﾘｰﾂ

 4 青木 大知     24.52 
ｱｵｷ ﾀﾞｲﾁ 富田ｱｽﾘｰﾂ

 5 大峡 惟嵩     24.84 
ｵｵﾊﾞ ﾀﾀﾞﾀｶ かもしか倶楽部

 6 中原 愼二     25.18 
ﾅｶﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 駒ヶ根AC

 7 齋藤 武蔵     26.09 
ｻｲﾄｳ ﾑｻｼ 富田ｱｽﾘｰﾂ

 8 小林 匠己     27.19 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 松本土建

 9 惣洞 侑大     29.66 
ｿｳﾎﾞﾗ ﾕｳﾀ 京ｾﾗ長野

決勝 7月14日 10:45

長野県記録(KR)                  46.54 宮沢 洋平                    法政大           2008/07/25  
大会記録(GR)                    48.82 一志 学                      ｾｷｽｲﾊｲﾑ信州      1998        

 1 伊藤 良多     51.26 
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ かもしか倶楽部

 2 丸山 玲央     53.20 
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 南信精機

 3 中塚 渓滋     53.94 
ﾅｶﾂｶｹｲｼﾞ DreamAC

 4 川口 貴史 愛  知     56.64 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｶﾌﾐ 中部電力

 5 宮尾 淳矢     58.27 
ﾐﾔｵ ｼﾞｭﾝﾔ かもしか倶楽部

 9013

4  9071

男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  9015

7  9002

6  9067

5

男子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  9051

6  9014

5  9075

7  9074

8  9017

2  9052

3  9076

9  9059

1  9050



決勝 7月14日 12:35

長野県記録(KR)                3:38.49 佐藤 清治                    佐久長聖高       1999/05/28  
大会記録(GR)                  3:55.0  深井 郁夫                    国鉄長工         1984        

 1 白川 友一   4:04.92 
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ ｵﾘｵﾝ機械

 2 佐藤 龍我   4:10.92 
ｻﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ 県土地改良連合会

 3 利根川 裕雄   4:11.25 
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾛｵ ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ

 4 割田 雄磨   4:15.22 
ﾜﾘﾀ ﾕｳﾏ ｺﾔﾏ

 5 山本 昌希   4:19.16 
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 松本市陸協

 6 青木 陽   4:24.13 
ｱｵｷ ｱｷﾗ 塩尻市陸協

 7 小長谷 祥治   4:27.63 
ｺﾅｶﾞﾔ ﾖｼﾊﾙ fivetool

 9 大村 一   4:36.44 
ｵｵﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 塩尻市陸協

  惣洞 侑大      
ｿｳﾎﾞﾗ ﾕｳﾀ 京ｾﾗ長野

ラップタイム
   400m   1:05.51  9012 白川 友一
   800m   2:10.18   〃     〃 
  1200m   3:16.12   〃     〃 

決勝 7月14日 12:35

長野県記録(KR)                3:38.49 佐藤 清治                    佐久長聖高       1999/05/28  
大会記録(GR)                  4:04.51 牛山 純一                    茅野市役所       2016        

 1 田畑 幸司   4:35.71 
ﾀﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ 岡谷市陸協

 2 宮尾 淳矢   4:56.28 
ﾐﾔｵ ｼﾞｭﾝﾔ かもしか倶楽部

決勝 7月14日 10:25

長野県記録(KR)                5:33.78 白川 友一                    須坂陸協         2016/08/07  
大会記録(GR)                  5:42.92 利根川 裕雄                  ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ         2014        

 1 大村 一   6:20.68 
ｵｵﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 塩尻市陸協

 2 中村 賢太郎   6:44.09 
ﾅｶﾑﾗ  ｹﾝﾀﾛｳ 飯田病院

ラップタイム
  1000m   3:05.92  9044 大村 一

1  9045

2  9015

男子30-39歳

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  9006

7  9044

9  9050
DNS

8  9018

3  9057

1  9043

6  9012

4  9055

2  9011

男子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  9044

1  9072

男子40歳以上

2000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 7月14日 16:15

長野県記録(KR)               13:20.80 大迫 傑                      早大             2013/11/17  
大会記録(GR)                 14:38.78 高野 和彦                    スズキ自販長野   1998        

 1 白川 友一  15:22.76 
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ ｵﾘｵﾝ機械

 2 利根川 裕雄  15:54.44 
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾛｵ ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ

 3 青木 雅史  16:06.82 
ｱｵｷ ﾏｻｼ JR長野

 4 松久 哲治  16:09.13 
ﾏﾂﾋｻ ﾃﾂﾊﾙ ｼﾅﾉｹﾝｼ

 5 土屋 秀徳  16:10.61 
ﾂﾁﾔ ﾋﾃﾞﾉﾘ ﾒｸﾄﾛﾝ

 6 青木 陽  16:13.52 
ｱｵｷ ｱｷﾗ 塩尻市陸協

 7 松村 博文  16:16.69 
ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ 上伊那郡陸協

 8 小林 正典  16:26.47 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ ｱｰﾄ梱包運輸

 9 大蔵 孝典  16:28.99 
ｵｵｸﾗ ﾀｶﾉﾘ 上伊那郡陸協

10 滝澤 祐太  16:32.28 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾀ ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾅｶﾞﾉ

11 割田 雄磨  16:41.40 
ﾜﾘﾀ ﾕｳﾏ ｺﾔﾏ

  小長谷 祥治      
ｺﾅｶﾞﾔ ﾖｼﾊﾙ fivetool

  鈴木 昌幸      
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ 鈴幸治療院

ラップタイム
  1000m   2:57.89  9062 大蔵 孝典
  2000m   6:01.96  9012 白川 友一
  3000m   9:11.34   〃     〃 
  4000m  12:22.34   〃     〃 

決勝 7月14日 13:50

長野県記録(KR)                  13.84 太田 和彰                    日本大           2014/05/17  
大会記録(GR)                    15.28 中沢 宏明                    全日警           1999        

風速 -0.3

 1 吉村 健吾     14.57 
ﾖｼﾑﾗ ｹﾝｺﾞ アルペン

 2 東山 由輝     15.28 
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾖｼｷ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

決勝 7月14日  9:00

長野県記録(KR)               19:03.92 藤澤 勇                      山梨学院大       2009/04/29  
大会記録(GR)                 21:05.2  酒井 浩文                    飯田広域消防     1986        

 1 栁澤 優斗  22:11.55 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ ﾄｰﾊﾂ

ラップタイム
  1000m   4:29.57  9029 栁澤 優斗
  2000m   8:57.50   〃     〃 
  3000m  13:23.24   〃     〃 
  4000m  17:49.32   〃     〃 

1  9029

男子

5000m競歩

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

男子

5000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  9012

9  9011

11  9008

13  9019

1  9034

10  9043

3  9060

8  9009

7  9062

12  9077
DNS

2  9031

4  9018

5  9006
DNF

5  9046
大会新

6  9037
大会タイ

男子

110mH(1.067m)

決勝



決勝 7月14日 16:40

長野県記録(KR)                  40.62 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC                  ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC      2015/09/05  
                                      （高木 佑希・岩田 晃・吉冨 和弥・佐藤 賢一）
大会記録(GR)                    41.79                              ライフメッセージ 2014        
                                      （吉冨 和弥・高木 佑希・岩田 晃・佐藤 賢一）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 かもしか倶楽部 9017 大峡 惟嵩     45.62 

ｶﾓｼｶｸﾗﾌﾞ ｵｵﾊﾞ ﾀﾀﾞﾀｶ
 9014 吉井 一博

ﾖｼｲ ｶｽﾞﾋﾛ
 9013 伊藤 良多

ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ
 9015 宮尾 淳矢

ﾐﾔｵ ｼﾞｭﾝﾔ
 2   4 中部電力  9065 松下 秀喜     45.82 

ﾁｭｳﾌﾞﾃﾞﾝﾘｮｸ ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｷ
 9066 松田 亮介

ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ
 9069 福岡 翔太郎

ﾌｸｵｶ ｼｮｳﾀﾛｳ
 9068 中嶋 康晴

ﾅｶｼﾏ ﾔｽﾊﾙ
    3 京ｾﾗ長野      

ｷｮｳｾﾗﾅｶﾞﾉ DNS

男子

4×100m

決勝



決勝 7月14日 14:15

長野県記録(KR)                   2.18 吉田 剛                      仙台大           2002/05/19  
大会記録(GR)                     2.11 有賀 大成                    赤穂高教         1987        

松岡 治人
ﾏﾂｵｶ ﾊﾙﾄ ﾏｲﾅﾋﾞ

決勝 7月14日 11:30

長野県記録(KR)                   7.94 嶺村 鴻汰                    筑波大           2014/06/08  
大会記録(GR)                     7.43 斉藤 直樹                    健導会           2006        

 ３回の
 最高記録

上條 将吾   6.45   -    x    6.45   6.55   x    x    6.55 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺﾞ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ   +0.6               +0.6   +0.4               +0.4
種山 翔太    x   6.34  6.00   6.34    -    x   6.23   6.34 
ﾀﾈﾔﾏ ｼｮｳﾀ 富田ｱｽﾘｰﾂ         -0.4  +1.1   -0.4               -1.0   -0.4
戸澤 裕介   5.88  6.07  5.97   6.07   6.17  5.98  6.09   6.17 
ﾄｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ fivetool   -0.5  +0.7  +1.4   +0.7   +0.4  -0.5  -0.5   +0.4
奥原 隼太   6.11   x    x    6.11   6.03  5.82  5.97   6.11 
ｵｸﾊﾗ ｼｭﾝﾀ 安曇野ﾔﾏﾀﾞﾃｸﾆｶﾙ   +0.4               +0.4   +0.3  -0.1  -1.1   +0.4
上柳 凌平   5.23  5.53  5.26   5.53   5.48  4.11  5.24   5.53 
ｳｴﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 上伊那郡陸協   +0.4  +1.0  +1.4   +1.0   +1.0  -0.4  -0.1   +1.0
赤瀬 崇   5.28  5.41  5.11   5.41   3.56   -   4.99   5.41 
ｱｶｾ ﾀｶｼ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ   +0.2  +1.1  +0.3   +1.1   -0.6        -0.7   +1.1
松田 亮介 愛  知    -    x   4.74   4.74    x   5.29  5.24   5.29 
ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 中部電力               +1.0   +1.0         -1.3  -0.9   -1.3
上條 健                            DNS
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC                                                   

決勝 7月14日 11:30

長野県記録(KR)                   7.94 嶺村 鴻汰                    筑波大           2014/06/08  
大会記録(GR)                     7.02 前川 和夫                    柳町中教         1987        

 ３回の
 最高記録

池田 圭吾    x   5.00   -    5.00    x   4.97  5.16   5.16 
ｲｹﾀﾞｹｲｺﾞ DreamAC         +0.1         +0.1         +0.9  -1.7   -1.7

決勝 7月14日 15:15

長野県記録(KR)                  16.98 石川 和義                    筑波大           2004/10/10  
大会記録(GR)                    15.27 松村 覚                      マルイチ産商     1993        

 ３回の
 最高記録

佐藤 賢一  14.30   x  14.74  14.74  14.74   x  14.77  14.77 
ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC   +0.3        +0.3   +0.3   -0.3        +0.5   +0.5
金子 司  14.09   x    x   14.09    x    x    x   14.09 
ｶﾈｺ ﾂｶｻ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +0.8               +0.8                      +0.8
日馬 正貴                            DNS
ｸｻﾏ ﾏｻｷ 安曇野市陸協                                                   

1  9041

-4- -5- -6- 記録 備考

1 3  9035

2 2  9024

男子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

記録 備考
1 1  9033 o xo o xo xxx  1.80

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m65 1m70 1m75 1m80 1m85

-4- -5- -6- 記録 備考

1 1  9000

男子30-39歳

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

6 2  9021

7 3  9066

1  9036

3 6  9004

4 5  9040

5 4  9061

-4- -5- -6- 記録 備考

1 8  9020

2 7  9073

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-



決勝 7月14日 12:30

長野県記録(KR)                  16.11 三浦 理                      国士舘大         1995/09/15  
大会記録(GR)                    13.92 石井 克宣                    宮野鉄工所       1974        

 ３回の
 最高記録

上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
友田 利男
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 阿南高教員

決勝 7月14日 12:30

長野県記録(KR)                        
大会記録(GR)                    15.38 三浦 均                      梓川高教         1986        

 ３回の
 最高記録

松野 太輝
ﾏﾂﾉ ﾀｲｷ かもしか倶楽部

決勝 7月14日 12:30

長野県記録(KR)                        
大会記録(GR)                    13.13 中沢 次生                    篠ノ井高教       1988        

 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
ﾌｸﾀﾞ ｱﾂｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

決勝 7月14日 15:00

長野県記録(KR)                  50.52 北林 栄峰                    順天堂大         1980/04/26  
大会記録(GR)                    49.18 三浦 均                      梓川高教         1986        

 ３回の
 最高記録

上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
神田 郁実
ｶﾝﾀﾞ ｲｸﾐ ひびき接骨院
松野 太輝
ﾏﾂﾉ ﾀｲｷ かもしか倶楽部
中嶋 友也
ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

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- -3-

決勝

備考

1 2  9025  11.72 11.12   x   11.72  12.00 11.45 12.16 12.16 

 11.03 11.03 2 1  9039   8.89

-6- 記録

 10.31 10.49

-4- -5-

  9.22 10.20  10.20

男子30-39歳

砲丸投(5.000kg)

備考

1 1  9016  11.35 11.65   x   11.65  12.25   x  11.54 12.25 

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

男子40歳以上

砲丸投(5.000kg)

決勝

-5- -6- 記録 備考

1 1  9023  11.07   x  10.93  11.07    x  10.98 10.54 11.07 

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4-

  9.62 10.03 2 2  9027   9.28  9.70  9.53   9.70    x  10.03

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 3  9025  34.78 35.06 33.15  35.06    x  34.27 36.20 36.20 

   x  34.79 

3 2  9016  23.60 25.44   x   25.44    x    x  25.60 25.60 

2 4  9032  34.70   x  32.80  34.70    x  34.79

 24.02 24.02 4 1  9026  22.74   x  18.13  22.74  22.12 20.60



決勝 7月14日  9:05

長野県記録(KR)                  62.50 佐々木 茂雄                  東海大           1987/08/27  
大会記録(GR)                    56.94 碓井 邦雄                    坂城中教         1978        

 ３回の
 最高記録

上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
神田 郁実
ｶﾝﾀﾞ ｲｸﾐ ひびき接骨院
松野 太輝
ﾏﾂﾉ ﾀｲｷ かもしか倶楽部
西脇 博之 滋  賀
ﾆｼﾜｷ ﾋﾛﾕｷ とのめ内装
上條 健 DNS
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

決勝 7月14日 11:00

長野県記録(KR)                  72.50 塩川 拓                      国武大           2017/03/18  
大会記録(GR)                    64.91 田中 完次                    大北陸協         1998        

 ３回の
 最高記録

矢ヶ崎 奨
ﾔｶﾞｻｷ ｼｮｳ 上田信金
友田 利男
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 阿南高教員
森 憲之
ﾓﾘ ﾉﾘﾕｷ 軽井沢町役場
赤瀬 崇 NM
ｱｶｾ ﾀｶｼ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
小澤 匠 DNS
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 松本市陸協

                    3  9058       

 40.99 

1  9021    -    -    -                  

 38.61  38.61    x  39.63 40.993 2  9054    x  37.05

 58.19 

2 4  9039  46.39 49.52 52.23  52.23  51.67 51.51 51.37 52.23 

 54.29  54.29  52.91 58.19 52.701 5  9063  53.90 46.68

-4- -5- -6- 記録 備考

男子

やり投(800g)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

-5- -6- 記録 備考-4-

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- -3-

1 4  9025  41.98 44.78

 44.57 

 45.18  45.18  46.22 45.05 47.39

 43.18

 47.39 

 41.65 43.67  43.67  44.57   x2 5  9032  42.82

 29.86 31.66   x

 25.21 24.97  25.21  25.21 25.15   x

1  9036       

 31.66 

4 3  9030    x

3 2  9016    x  27.17

                    

 25.21 

   x   27.17
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