
第 42 回長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平成 26 年度国民体育大会長野県予選会 

（大会コード：14200007） 

第 25 回長野県マスターズ陸上競技選手権大会 

（大会コード：14200006） 

 

 

 

 

 

 

 

 

期 日： 平成２６年 ６月８日（日） 

会 場： 長野県松本平広域公園陸上競技場（201020） 

【実業団】 

主催： 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 

後援： 長野県教育委員会 

主管： 一般財団法人長野陸上競技協会 

【マスターズ】 

主催： 長野県マスターズ陸上競技連盟 

共催： 信濃毎日新聞社・ＳＢＣ信越放送 

後援： 長野県教育委員会 

主管： 一般財団法人長野陸上競技協会 

 

 

■グラウンドコンディション 

 

 

月  日 時  刻 天  候 風  向 風速 m/s 気温 ℃ 湿度 ％ 

6月 8日 

9:00 曇り 西 0.8 20.5 64 

10:00 曇り 西 1.0 23.5 54 

11:00 曇り 北 0.4 24.5 56 

12:00 晴れ 南西 1.7 24.5 56 

13:00 晴れ 西 1.2 26.5 49 

14:00 曇り 北東 1.4 26.0 44 

15:00 曇り 北東 2.3 25.5 52 

      



 

大会で樹立された記録（マスターズ） 
   

種 目 ｸﾗｽ 記 録 氏  名 性 所  属 備 考 

砲丸投 M８０ ９ｍ９４ 佐々木 敏夫 男 上田市 県・大新 

砲丸投 M５０ １１ｍ０２  橋澤 克之 男 飯山市 大新 

砲丸投 M４０ ９ｍ６７ 牧野 圭介 男 松本市 タイ 

砲丸投 M３５ １０ｍ２３ 中島 公徳 男 富士見市 大新 

円盤投 M５０ ３８ｍ５４ 橋澤 克之 男 飯山市 大新 

６０ｍ M５０ ７”７９ 山下 哲司 男 東京 大新 

６０ｍ M５５ ８”３３ 会津 英昭 男 長野市 大新 

６０ｍ W３０ ８”１１ 熊谷 香織 女 長野市 日本新 

６０ｍ W５０ ９”６９ 杉崎 百合子 女 神奈川 大新 

６０ｍ W６５ １０”２５ 井尻 けさ代 女 千曲市 大新 

８００ｍ W４５ ２’４７”８３ 芳川 千恵 女 木島平村 県・大新 

８００ｍ M７０ ２’４７”５９ 水沢 明且 男 群馬 大新 

円盤投 M８０ １８ｍ０６ 佐々木 敏夫 男 上田市 県・大新 

１００ｍ M６５ １３”２５ 相羽 吉男 男 東京 大新 

走幅跳 M７０ ４ｍ３１ 安井 毅央 男 群馬 大新 

４００ｍ M４０ ５４”８０ 大澤 健郎 男 東京 大新 

４００ｍ W４５ １’１２”６５ 西澤 香 女 長野市 県・大新 

８０ｍH M７０ １３”４２ 安井 毅央 男 群馬 大新 

やり投 M７０ ３９ｍ３８ 羽鳥 邦彦 男 新潟 大新 

やり投 M４０ ４７ｍ８９ 須崎 一弘 男 上田市 大新 

１１０ｍH M45 １７”４５ 加藤 則行 男 佐久 県・大新 

走高跳 M60 １ｍ５０ 西村 克彦 男 富士見町 県・大新 

３０００ｍ W55 １３’０１”５７ 友野 優子 女 伊那市 大新 

３０００ｍ M75 １２’４４”８５ 小口 親司 男 岡谷市 大新 

２００ｍ W３０ ２７”６３ 熊谷 香織 女 長野市 県新 

１５００ｍ W35 ５’０１”５９ 高橋 三紗子 女 須坂市 県・大新 

１５００ｍ W35 ５’１６”２０ 大矢 優子 女 長野市 県・大新 

４００ｍR M40 ４６”３５ 
大木・山本 

男 山梨 大新 
矢ヶ崎・武藤 

４００ｍR M45 ４８”９７ 
松澤・田中 

男 長野県 県・大新 
加藤・佐野 

 


