
第18回長野マスターズ陸上競技長野市大会                                          
　期日：平成27年10月4日（日）                                                   

決勝記録一覧表
(GR:大会新,KR:県新,GT:大会タイ,KT:県タイ ) 男  子 【競技場】201010  長野市営陸上競技場

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
10/04 男子M30  +2.5 永井 博之 7.71

60m 安曇野市
10/04  +2.3 永井 博之 12.31

100m 安曇野市
10/04  +3.6 永井 博之 25.31

200m 安曇野市
10/04 小林 祐也 2,09.37

800m 長野市 GR 
10/04 浅井 祐一郎 5,10.68

1500m 松本市
10/04 浅井 祐一郎 11,33.21

3000m 松本市
10/04  +1.6 上野 拓也 17.13

110mH(0.990) 埼玉
10/04 上原 隆伸 11.02 生駒 良弘 8.77

砲丸投(7.26) 松本市 KR,GR 長野市
10/04 上原 隆伸 31.63 佐藤 秀一 26.81 生駒 良弘 25.38

円盤投(2.0) 松本市 KR,GR 福島 長野市
10/04 上原 隆伸 42.22 佐藤 秀一 23.07

ﾊﾝﾏｰ投(7.26) 松本市 KR,GR 福島 GR 
10/04 佐藤 秀一 22.60

やり投(0.8) 福島
10/04 男子M35 高橋 邦幸 7.56(+2.5) 小林 崇征 7.61(+3.3) 中馬 賢克 7.70(+3.3) 西澤 洋一 7.84(+2.5)

60m 長野市 長野市 東京 長野市
10/04 柳沢 貴之 11.52(+2.3) 高橋 邦幸 11.99(+2.3) 中馬 賢克 12.01(+2.3) 小林 崇征 12.13(+2.3) 西澤 洋一 12.37(+2.3) 永井 剛 13.02(+2.3) 中進 美孝 13.89(+1.9) 井原 敏之 14.28(+2.3)

100m 塩尻市 長野市 東京 長野市 長野市 長野市 松本市 青木村
10/04  +3.6 柳沢 貴之 23.48 小林 崇征 25.24

200m 塩尻市 長野市
10/04 井原 敏之 2,37.40

800m 青木村
10/04 内山 英雄 6,14.12

1500m 長野市
10/04 永井 剛 5.63(+3.4) 西澤 洋一 5.13(+3.0)

走幅跳 長野市 長野市
10/04 小林 典和 2281 中林 正憲 1998

五種競技 新潟 大阪
10/04 男子M40 氷見 和人 7.35(+3.3) 中村 敏 7.87(+3.3) 瓶子 大介 7.94(+3.3) 小松 誠 8.10(+2.4) 久米 隆 8.25(+3.3) 向山 俊勝 8.28(+2.5) 田中 貴敏 8.86(+3.3)

60m 富山 長野市 新潟 松本市 埼玉 伊那市 長野市
10/04 氷見 和人 11.69(+1.9) 小松 真人 12.34(+1.8) 久米 隆 13.14(+1.9) 小松 誠 13.18(+1.9) 北島 敏宏 13.24(+1.8) 向山 俊勝 13.50(+1.9) 中島 隆弘 14.29(+1.8) 田中 貴敏 14.48(+1.9)

100m 富山 松本市 埼玉 松本市 小諸市 伊那市 松本市 長野市
10/04  +2.5 氷見 和人 25.14 小松 真人 25.44

200m 富山 松本市
10/04 森田 佳隆 1,16.01

400m 愛知
10/04 松野 淳司 4,24.70 神津 誠 4,41.55

1500m 塩尻市 GR 小諸市
10/04 松野 淳司 9,11.08

3000m 塩尻市 GR 
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10/04 松野 淳司 15,22.36 神津 誠 17,35.14

5000m 塩尻市 GR 小諸市
10/04  +1.6 瓶子 大介 18.58

110mH(0.990) 新潟
10/04 中村 敏 9.78 牧野 圭介 8.99 堀田 康浩 7.32

砲丸投(7.26) 長野市 松本市 池田町
10/04 中村 敏 27.29 堀田 康浩 21.74

円盤投(2.0) 長野市 池田町
10/04 伊藤 智浩 44.34

やり投(0.8) 長野市
10/04 森田 佳隆 931

五種競技 愛知
10/04 男子M45  +1.1 中嶋 憲一 7.66(+2.4) 須崎 一弘 7.80(+2.4) 成山 悟司 7.89(+1.1) 唐澤 裕二 8.29(+2.4) 原山 豊 8.31(+2.4) 北原 晋也 8.32(+2.4) 山村 俊一 8.71(+1.1)

60m 駒ヶ根市 上田市 石川 駒ヶ根市 小布施町 駒ヶ根市 松本市
10/04 中嶋 憲一 12.18(+1.8) 成山 悟司 12.87(+2.6) 小町谷 直樹 13.29(+1.8) 原山 豊 13.60(+1.8) 唐澤 裕二 13.71(+1.8) 北原 晋也 13.77(+1.8) 高木 秀昭 13.88(+2.6)

100m 駒ヶ根市 石川 駒ヶ根市 小布施町 駒ヶ根市 駒ヶ根市 松本市
10/04  +2.5 中嶋 憲一 24.90 小町谷 直樹 27.59

200m 駒ヶ根市 駒ヶ根市
10/04 本多 治 1,07.84 神崎  実 1,08.76

400m 富山 富士見町
10/04 手塚 寿利 4,52.50 嶋田 直喜 6,20.47

1500m 塩尻市 安曇野市
10/04 山中 勝也 11,41.37 神崎  実 12,52.95

3000m 富山 富士見町
10/04 手塚 寿利 18,34.11 山中 勝也 19,57.89 嶋田 直喜 23,51.40

5000m 塩尻市 富山 安曇野市
10/04 宮原 清司 1.65

走高跳 佐久市 GT 
10/04 養田  匡彦 5.57(+2.9)

走幅跳 山ﾉ内町
10/04 松澤 洋 8.03 上條 健 7.80

砲丸投(7.26) 小諸市 塩尻市
10/04 久保田 謙吾 33.57 松澤 洋 23.48 上條 健 21.88 山中 勝也 14.99

円盤投(2.0) 福島 小諸市 塩尻市 富山
10/04 久保田 謙吾 34.57 上條 健 23.29 福島 健一 21.51

ﾊﾝﾏｰ投(7.26) 福島 塩尻市 伊那市
10/04 須崎 一弘 46.75 福島 健一 39.33 松澤 洋 38.76

やり投(0.8) 上田市 KR,GR 伊那市 小諸市
10/04 井村 政弘 2449 宮原 清司 2386

五種競技 石川 佐久市
10/04 男子M50  +1.1 田中 淳 7.88 加藤 則行 8.05 高野 勝人 9.41

60m 小諸市 佐久市 飯綱町
10/04  +2.6 田中 淳 12.63 加藤 則行 12.80 橘  麗仁 13.85

100m 小諸市 佐久市 下諏訪町
10/04  +3.7 田中 淳 25.96 上柳 豪 26.82 藤沢 久義 29.78

200m 小諸市 伊那市 長野市
10/04 山崎 宝久 18,28.05

5000m 須坂市
10/04  +2.5 加藤 則行 15.40

100mH(0.914) 佐久市
10/04 河野 勝 1.60

走高跳 岐阜
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10/04 角田 晃 8.82

砲丸投(6.0) 須坂市
10/04 百瀬 晶文 30.70

円盤投(1.5) 松本市
10/04 森 憲之 43.15

やり投(0.7) 軽井沢町
10/04 山崎 次彦 2564 笹野 幸夫 2423

五種競技 富山 東京
10/04 男子M55  +1.8 山本 大八 8.00 会津 英昭 8.27 倉嶋 隆雄 8.49 熊谷 英徳 8.66 斎間  紀一 8.69 前田 俊一 8.75 小林 利明 9.72

60m 須坂市 GR 長野市 GR 上田市 神奈川 千曲市 佐久穂町 長野市
10/04 会津 英昭 13.52(+0.1) 石川 威 13.77(+0.1) 倉嶋 隆雄 13.87(+0.1) 熊谷 英徳 14.04(+0.1) 仙石 照雄 14.14(+0.1) 前田 俊一 14.41(+1.6) 斎間  紀一 14.42(+0.1) 湯本 与志文 15.12(+0.1)

100m 長野市 新潟 上田市 神奈川 岐阜 佐久穂町 千曲市 長野市
早川 祐一 15.27(+1.6) 黒沢 稔 16.43(+1.6) 小松忠晃 17.16(+2.6)
小諸市 松本市 安曇野市

10/04  +3.7 米倉 秀人 26.53 仙石 照雄 28.54 石川 威 29.04 熊谷 英徳 29.41 上村  幸義 37.00
200m 石川 岐阜 新潟 神奈川 野沢温泉村

10/04 米倉 秀人 1,01.04 仙石 照雄 1,05.52 石川 威 1,08.67 早川 祐一 1,10.24 黒沢 稔 1,15.09 上村  幸義 1,26.14
400m 石川 GR 岐阜 新潟 小諸市 松本市 野沢温泉村

10/04 市川 武 2,21.12 浅品 孝史 2,50.98
800m 長野市 KR,GR 長野市

10/04 市川 武 4,49.79 早川 祐一 5,45.60 丑丸 明英 6,02.82 浅品 孝史 6,03.57
1500m 長野市 GR 小諸市 小諸市 長野市

10/04 市川 武 10,08.43 浅品 孝史 13,26.73
3000m 長野市 長野市

10/04 狩野 慎治 21,37.69 丑丸 明英 22,27.18
5000m 大町市 小諸市

10/04 山本 大八 5.30(+1.2) 川崎 昭二 4.96(+1.9) 小林 利明 3.80(+1.3)
走幅跳 須坂市 GR 東京 長野市

10/04 川崎 昭二 10.75(+3.2)
三段跳 東京

10/04 高山 幹也 7.35 宇羽野 弘 7.21 小林 利明 5.57
砲丸投(6.0) 三重 佐久市 長野市

10/04 小松 忠晃 25.40 小林 稔 23.08 高山 幹也 20.56
円盤投(1.5) 安曇野市 群馬 三重

10/04 栗原 圭三 38.14 田澤 稔 31.49 船引 規正 26.06 高山 幹也 17.92
ﾊﾝﾏｰ投(6.0) 埼玉 松本市 兵庫 三重

10/04 小林 稔 34.37 宇羽野 弘 28.77
やり投(0.7) 群馬 佐久市

10/04 丸茂 豊 2508
五種競技 群馬

10/04 男子M60  +1.5 高橋 政幸 8.26 永原 英樹 9.55
60m 飯山市 長野市

10/04  +1.6 中沢 則彦 16.37
100m 東御市

10/04  +3.6 西村 克彦 33.15 中沢 則彦 33.52
200m 富士見町 東御市

10/04 小林  博幸 1,13.86
400m 中野市

10/04 依田 邦人 2,49.22
800m 東御市

10/04 山岡 清孝 5,40.59 依田 邦人 5,49.82
1500m 岡谷市 東御市

10/04 山岡 清孝 11,44.00 依田 邦人 12,31.03
3000m 岡谷市 東御市
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10/04  +2.3 山岡 清孝 20,24.07

5000m 岡谷市
10/04  +2.8 高橋 政幸 17.24 西村 克彦 22.33

100mH(0.840) 飯山市 富士見町
10/04 宮本 吉豊 1.55 西村 克彦 1.40

走高跳 上田市 KT,GR 富士見町 GT 
10/04 宮本 吉豊 10.22(+3.1)

三段跳 上田市
10/04 三澤 徳明 9.02 福田 安孝 8.10

砲丸投(5.0) 信濃町 埼玉
10/04 山地 博一 36.55 福田 安孝 23.24

円盤投(1.0) 安曇野市 埼玉
10/04 福田 安孝 23.56 三澤 徳明 22.28 齋藤 栄一 18.90

ﾊﾝﾏｰ投(5.0) 埼玉 信濃町 福島
10/04 小林  博幸 27.57 三澤 徳明 22.47 齋藤 栄一 17.41

やり投(0.6) 中野市 信濃町 福島
10/04 原沢 勲 2751 新井 健一 2079 永田 秀司 1487

五種競技 埼玉 東京 千葉
10/04 男子M65  +1.5 黒岩  邦義 8.24 三浦 紹光 8.73 小宮山 一美 9.60

60m 中野市 KR,GR 高山村 KR 佐久穂町
10/04  +1.7 三浦 紹光 14.31 志多 昌司 15.92 小宮山 一美 16.00 柳沢 達雄 16.40

100m 高山村 岐阜 佐久穂町 長野市
10/04  +3.6 小宮山 一美 33.92 柳沢 達雄 34.45

200m 佐久穂町 長野市
10/04 亀山 始 1,08.59 藤本 正二 1,32.13

400m 岐阜 GR 池田町
10/04 亀山 始 2,36.27 井上 正見 2,50.03 佐藤 悦夫 2,52.52 藤本 正二 3,40.32

800m 岐阜 須坂市 須坂市 池田町
10/04 井上 正見 5,56.61

1500m 須坂市
10/04 佐藤 悦夫 11,43.98 三浦 正司 11,57.60

3000m 須坂市 飯田市
10/04 三浦 正司 19,59.39

5000m 飯田市
10/04  +2.8 黒岩  邦義 17.40

100mH(0.840) 中野市
10/04 建部 猛 3.00

棒高跳 新潟
10/04 菊地 國章 30.85

円盤投(1.0) 埼玉
10/04 菊地 國章 26.15

ﾊﾝﾏｰ投(5.0) 埼玉
10/04 菊地 國章 29.44

やり投(0.6) 埼玉
10/04 井村 忠 3074 本多 和彦 2792

五種競技 千葉 群馬
10/04 男子M70  +1.7 天沼 昭彦 14.76 伊東 一修 16.49

100m 軽井沢町 長野市
10/04  +3.6 伊東 一修 34.54

200m 長野市
10/04 伊東 一修 1,23.43

400m 長野市
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10/04  +1.7 横田 俊泰 21,08.99

5000m 富山
10/04 髙橋 邦武 7.78

砲丸投(4.0) 佐久市
10/04 髙橋 邦武 22.40

円盤投(1.0) 佐久市
10/04 安川 春夫 28.70 髙橋 邦武 26.94 羽鳥 邦彦

やり投(0.5) 神奈川 佐久市 新潟
10/04 男子M75  +3.6 久保田 稔 41.21

200m 松川村
10/04 久保田 稔 3.04(+2.8)

走幅跳 松川村
10/04 布施 元弘 34.68 黒田  利政 14.20

やり投(0.5) 佐久市 KR,GR 小布施町
10/04 山田 栄一郎 3786

五種競技 長野市
10/04 男子M80 佐々木 敏夫 8.46

砲丸投(3.0) 上田市
10/04 柴野 三郎 20.71

円盤投(1.0) 新潟
10/04 柴野 三郎 25.63 佐々木 敏夫 21.76

ﾊﾝﾏｰ投(3.0) 新潟 上田市
10/04 佐々木 敏夫 20.88

やり投(0.5) 上田市
10/04 男子M85 堀内 正美 10.79

円盤投(1.0) 小海町
10/04 堀内 正美 12.45

ﾊﾝﾏｰ投(3.0) 小海町
10/04 堀内 正美 9.02

やり投(0.5) 小海町
10/04 男子M90  +0.8 矢野口 寛 14.64

60m 安曇野市
10/04  +1.7 矢野口 寛 25.04

100m 安曇野市


