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大迫、万感ラストラン
信濃毎日新聞 2021 年 8 月 9 日朝刊

萩谷楓選手
信濃毎日新聞 2021 年 8 月 9 日朝刊

東京2020オリンピック
長野県関係者3名出場
大迫 傑（Nike）マラソン６位入賞
萩谷 楓（エディオン）

デーデー ブルーノ（東海大学）

長野陸協会報はスポーツ振興くじの
助成を受けて発行しています

(2) 2021 年 9 月 1 日
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Atheletes － 東京2020 オリンピック － Referees

東京 2020 オリンピック競技大会陸上競技日本代表
として下記 3 名の長野県関係競技者が出場し、世界
陸連資格を取得し研修を積んだ 5 名が審判業務を担
当し、それぞれ手記をいただきました。また、3 選手
を激励する会を立ち上げ会員を募ったところ大勢の
皆様にご賛同いただき、心から御礼申し上げます。

大迫 傑(Nike) マラソン 6 位入賞 2:10:41
出身 東京都 金井中→ 佐久長聖高→ 早稲田大学
PB & 日本記録 3000m 7:40.09、5000m 13:08.40、
10000m PB 27:36.93、マラソン 2:05:29(前日本記録)
ご本人のコメントは 9 月 15 日頃になりますので、
次号に掲載致します。お父様とマネージメントご担
当の大迫隼也様からお礼と感謝のお言葉をいただき
ました。また、
「大迫傑 YouTube」にて、レースを終
えての想い/走り出しての感覚/レース後のインタビ
ューで涙した理由/今後の活動について等々ご視聴
下さい。高校時代の強化合宿等でも起床、練習開始等
は常に一番、また YouTube では「もういいやと思っ
たときその時点で成長がストップしちゃう」、「何か
が『できる』 が凄いのではなく『何かやろうとする
から』凄いんだ」、
「俺は今これをしている、これに挑
戦している、という姿を見せないと人として面白く
ない!!」等々、心に響く映像がたくさんあります。
「第二の走り」も大いに期待したいと思います。

萩谷 楓(エディオン) 5000m 予選／1 組 12 着
15:04.95 PB 出身 長野県 浅科中 → 長野東高
このたび、東京オリ
ンピックにて陸上女子
5000m に出場させてい
ただきました。たくさ
んの方から激励のお気
持ちをいただき、当日
は長野県の皆様の大き
な力を感じながらスタ
ートラインに立ちまし
た。決勝へ進むことは
できませんでしたが、
タイムは 15'04"95 と自

己ベストを更新することができ、今後につながる走
りができたと思っています。
当初は 2024 年のパリオリンピックを目指していま
した。東京オリンピックの 1 年延期など様々な要因
が重なり今大会に出場することができました。しか
し、全くの偶然というわけではなく、たくさんの方々
の支えや自分自身のオリンピックに対する想いによ
り獲得できた出場権だと思っています。
目指すところはオリンピック出場ではなく、世界
と互角に戦うことです。今大会を通じて自分の力不
足を痛感するとともに、同時に全く歯が立たない相
手でもないことを感じました。後半のペースアップ
に対応できれば、確実にラスト勝負に絡んでいくこ
とができると思いますので足りない部分を強化し、
３年後のパリオリンピックでは入賞を目指します。
今後も応援よろしくお願いいたします！
＜8/25、本協会へ お礼のご挨拶に来て下さいました＞

デーデー ブルーノ(東海大学 4 年) 4×100m
出身 長野県 筑摩野中 → 創造学園高(現松本国際高)
PB 100m：10.19（2021.6 日本選手権）
この度は激励金をありが
とうございます。名前を拝
見し、懐かしい方や自分の
知らない方々のお名前もあ
り、そんな多くの皆さんが
自分を応援して下さってい
ることを知り、大変ありが
たく思います。
リレーメンバーに選ばれ 写真提供: 信濃毎日新聞社
(色紙は本協会で合成)
たものの、今回は残念なが
ら走ることができませんで
した。この経験をきっかけにこれから力をしっかり
とつけて、来年の世界陸上やその後のオリンピック
に向け長野県出身の選手として日本を代表する選手
として、また世界の舞台に立てるように頑張りたい
と思います。今後ともよろしくお願い致します。

ＴＯＫＹＯ 2020 へ NTO として参加して
前競技部長 (緑ヶ丘中教頭) 酒井 剛
私が担当したのは跳躍審判と混成競技者係で、跳
躍では走高跳・棒高跳(いずれも予選)の主審、走幅跳
(男子決勝)の競技者係と VDM(Video Distance Measurement)計測員、混成競技者係は、競技者の招集や誘
導、Rest Area の監視などを行いました。4 年に一度
のオリンピックチャンピオンを決めるにふさわしい、
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向かわないといけないことにより、SID には、競技面、
生活面に関して色々な問い合わせがありオリンピッ
クの裏側を見ることができたと感じています。TIC で
は、各チームがどのように試合に向けて過ごしてい
るか見ることができました。暑さ対策でアイスベス
トを使用しているチームが多いことに驚きました。
貴重な経験をありがとうございました。

監察チーム
ジュニア部コーチ (赤穂中教員) 犬飼 七夕子

左から酒井・犬飼・青柳 (写真提供:青柳先生)

とても緊張感のある中でしたが、審判員として の業
務や会場の雰囲気、世界最高のパフォーマンスなど
を間近で楽しむこともできました。
最新の機器類が駆使され、随所においてテレビや
動画を視聴している世界中の方の視線を意識した競
技運営はさすがでした。
また何かの機会にフィードバックできることがで
きればと思っています。今回このような貴重な機会
をいただけたことに心より感謝しています。ありが
とうございました。

スターター主任
理事 競技運営委員長(波田小教員) 青柳 智之
2016 年長野全中の前は「全中をどうしていくか…」
ということばかり考える日々が続きましたが、全中
が終わると「オリパラをどうしていくか…」に変わり
ました。あれから 5 年、今回スターター主任を仰せ
つかり、緊張の日々を送りました。6 人のスターター
とコーディネーター、国際スターターの 8 名で全て
のレースをスタートさせました。県内大会と同じル
ーティーンで落ち着いて任に当たりましたが、さす
がに男子 4×100mR 決勝は何とも言えない感覚を覚え
ました。きれいに一発でスタートした時の感動、国際
スターターから「Congratulation!」と言われた時の
喜びは忘れることができません（直後、バトンが渡ら
なかったところを見て、一気に落胆しましたが…）。
日頃皆様に支えられているおかげで、ここに立つ
ことができました。本当に感謝です。

NTO として東京 2020 オリンピックに参加して
理事 審判部長 (飯山高教員) 小林 幸太郎
私は、今回東京 2020 オリンピッ
クにマラソン・競歩の審判員とし
て札幌で活動させいただきました。
部署は、競技前日まで選手が滞在
していたホテルで SID、
競技当日に
は TIC としてして携わらせていた
だきました。
今大会は選手・関係者に関して
は、バブル方式の窮屈な生活を過ごしながら競技に

私は、監察チームに配属され、そこで、文化の違い
を知ることの大切さを学んだ。男女混合マイルリレ
ーで、アメリカの第２走者がテイクオーバーゾーン
の外で待機しており、競技後に失格となった。しか
し、選手側の「審判員の指示に従った結果だから救済
されるべき」という主張によって救済された。監察審
判員はその選手に対し、手招きをして「Come here」
と叫んでゾーンの中に入るように指示をした。しか
し、周りの声援で声は届かず手招きだけが伝わった
が、そのサインを「あっちへいけ」という意味にとら
えてしまった。日本では手の甲を上側にして振るよ
うにして人を呼ぶが、外国では手の甲を下にして手
を振る。そのような細かい文化の違いが大きな結果
となってしまうことを思い知らされた。国際大会に
限らず、国内大会でも様々な選手がいるからこそ、相
手を知ろうとすることを大切にしていきたい。

「オリンピック」を肌で感じて
普及部コーチ (大豆島小教員) 小林 南実
男子 20 キロ競歩、トップの選手
が意気揚々と取材に応える中、
あるイギリスの選手が声をあげて
泣き、手すりにもたれて動けずにい
る姿を見た。その選手がオリンピッ
クという舞台に懸けてきた思いがひ
しひしと伝わってきた。
私はマラソン・競歩の開催された札幌市に派遣さ
れた。競技者係とメダルハンターを兼務したが、どち
らの部署においても試合直前まで、選手が最高のパ
フォーマンスができる環境を整えるために、ＩＯＣ、
日本人審判員で意見を出し合った。
試合の規模は異なるが、長野県内で行われる競技
会においても同様に、選手が練習の成果を十分に発
揮できるよう、常に努めていかなければならないと
感じた。貴重な経験に感謝したい。
*************** 用語解説と写真等について *************
 NTO:National Technical Offisials course-Level 1:国
際技術委員(世界陸連の資格でこれがないと審判業務を担
当できない。本協会で 7 名を推薦し全員合格、2 名が辞退
した。) この他、ボランティアで参加される方もいた。
 TIC(Technical Information Center) 競技面の情報案内
 SID(Sports Information Desk) 宿泊施設の TIC 出張所
 表紙と P2 の札幌スタート付近の写真は小林南実さん提供、表
紙のスターター写真は青柳先生提供、大迫・萩谷・デーデー
ブルーノ選手の写真は信濃毎日新聞社メディア局デジタル事
業部信毎フォトサービス係から有料でご提供いただいた。
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2021-22年度 新評議員・役員選出 多様性/女性理事重視
新 評 議 員

(外部) 嶋田

代 表 理 事 会

長

理

事 副 会 長

業務 執行 理事 副理事長
理
事 小林 至
桐山 勝次
藤江 玲子
監

隆

萩原 清

(東信) 箕輪 健二

理 事 長

(協力団体/高体連 )細田 健司

内山 了治

細田 完二(会長代行)

熊谷 賢二

小松 茂美

北島 正孝

葛城
小川
小林
内堀

中津 敦喜
芳川 千恵
横打 史雄
梨子田 昌央

上原
春原
跡部
中島

小穴 智恵美 青柳 智之
柄澤 真野
田上 仁

光一
裕樹
幸太郎
俊彦

事 宮島 義征(～2022年※)

田澤
白澤
瀧沢
上杉

稔
聖樹
佳生
丈夫

羊二
夕子
定一
紀子

山崎 喜美男(～2023年※) 杉﨑 憲雄(～2025年※)

任期：新評議員と新理事は2021年5月29日～2023年定時評議員会終結時まで。

※：定時評議員会終結時

特別委員会委員長
評議員選定・役員選出・人事委員会委員長：浦野 義忠

栄章審議委員会委員長：熊谷 賢二

専門委員会委員長・部長
総務委員長 内山 了治
競技運営委員長 青柳 智之

普及強化委員長 横打 史雄

庶務部長 小林 至

競技部長

女性部長 芳川 千恵

審判部長

財務委員長 内山 了治
経理部長 小川 裕樹

桐山
小林
記録部長
瀧沢
道路競技部長 葛城

勝次
幸太郎
佳生
光一

強化部長
ｼﾞｭﾆｱ部長
普及部長
駅伝部長

中津
跡部
篠原
北島

法制委員長 細田 完二
医事委員長 横井 謙太

敦喜
定一
克修
正孝

ﾄﾚｰﾅｰ部長 田上 仁
指導者育成・コンプライ
アンス担当 上原 羊二

事務局

本協会第 11-12 期、2021－22 年度役員改選は、5 月
29 日に開催された第 29 回定時評議員会で理事、監
事を選出し、5 月 30 日の第 63 回理事会において萩
原会長他役職が上記のとおり決定した。改選期の人
事については、本協会定款細則第 12 条 8 項で前年度
内に候補を確定することとしており、要覧掲載のと
おりとなった。なお、スポーツ庁が 2019 年 8 月に策
定した「スポーツ団体ガバナンスコード＜一般スポ
ーツ団体向け＞」に対応し、組織の多様性重視、適正
なガバンンスを確保した組織運営を行うことが大き
な課題となる。より良い組織となり、スポーツの価値
を一層高めるためにも役員一同努力する所存ですの
で、コロナ禍で大変な状況ですが、様々な立場や考え
方を認め合い、ご指導ご協力をお願い致します。
写真から理事の若返りを疑問に思う方もいるかも
しれませんが、20 歳代の女性理事の任用もあり、平
均年齢は前期より約 5 歳若返り 54.2 歳、女性割合は
3.3％から 20.7％となり日本陸連の要望基準を満た
しました。また、同評議員会において 2020 年度の本
協会決算が承認されました。中間報告の段階では赤
字見通しでしたが、約 1440 万円の黒字決算となりま
した。これは事業収入(約 1650 万円)他経常収益が約
2026 万円減となりましたが、事業費 2360 万円減、協
会運営の工夫で管理費約 750 万円減に期首の残高を
加え上記のとおりとなりました。また、経理部長はじ
め事務局の努力で補助金約 325 万をいただいており
ます。貸借対照表等詳細は Web をご確認ください。
ご協力ありがとうございました。 （理事長 内山）

事務局長 小林 至

局長補佐 百瀬 貴

副 会 長 北島 正孝

理 事 長 内山 了治

副理事長 中津 敦喜

経理部長 小川 裕樹

事 務 員 落合 郁美

小矢沢 周一

樋口 萌可

【新役員及び新役職の理事一覧（敬称略）】

細田副会長

熊谷副会長

田澤副理事長 中津副理事長

北島副会長

桐山理事

上原副理事長

白澤理事

小穴理事

柄澤理事

春原理事

藤江理事

内堀理事

上杉理事

中島理事

杉﨑監事
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日本選手権/U20日本選手権・混成競技開催 10回一区切り

6 月 12-13 日に長野市で 10 回目となる第 105 回日
本陸上競技選手権大会・混成競技が開催されました。
長野県の開催については、日本選手権優勝者を本
県から 3 名（小林敬和＝第 63・64 回大会、屋ヶ田直
美＝第 68 回大会、松田克彦＝第 72・73 回大会）輩
出していることも背景に、開催が始まりました。
この大会で、それまでとは違う全国レベルの競技
会運営の手法を学ぶことができ、以降の県内競技会
の審判レベルの向上に役立ちました。試行錯誤の繰
り返しではありましたが、後半は、ほぼオンタイムで
の競技進行が当たり前になるまでになりました。現
場で指揮する担当者の若返りもうまく出来た事も大
きな要因です。また。審判員の技術向上の助けともな
りました。
長野市開催が最後となった本大会も大きな問題も
無く終了できました。この大会を支えていただいた
日本陸連の皆様をはじめ審判、補助員、スポンサー、
大会関係者の皆様方に改めて心から御礼申し上げま
す。来年は秋田開催です。より一層混成競技の魅力が
全国に広がる事を祈念します。 (副理事長 葛城)
【十種競技】①日目: 100m-走幅跳-砲丸投-走高跳-400m

【U20 七種競技】
優勝 中尾 日香
長田高(2）
5007 点
２位 土屋 美晏フラガ 日本体育大(1)
4962 点
３位 舘野 晃歩
明中八王子高(3) 4729 点

②日目: 110mH-円盤投-棒高跳-やり投-1500m

優勝 中村 明彦 スズキ 7833 点 連覇 ４回目Ｖ
①10.77(+0.9)､7.36(+2.8)､12.84､1.94､49.38
②14.34(-0.6)､34.81､4.80､56.18､4:29.03
２位 奥田 啓祐 第一学院高教 7768 点
３位 清水 剛士 三重陸協
7661 点
【七種競技】 ①日目：100mH-走高跳-砲丸投-200m
②日目：走幅跳-やり投-800m

優勝 山﨑 有紀 スズキ 5909 点 ４連覇
①13.58(+1.4)､ 1.63､ 12.21､ 24.20(+2.4)
②5.72(-1.4)､ 46.74､ 2:14.47
２位 大玉 華鈴 日本体育大
5622 点
３位 利藤 野乃花 わらべや日洋
5364 点

優勝 清水 将貴
２位 岡 泰我
３位 福田 海斗

東京学芸大(2)
国士舘大(1)
日本大(1)

6927 点
6869 点
6451 点
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新松本 基本設計まとまる 2021/07
松本平広域公園陸上競技場＜メイン＞ 2022 年７月頃解体工事開始、2026 年３月竣工予定
アルプススタンド

（資料提供：長野県建設部施設課、ＡＳ・昭和設計共同体）

補助競技場

屋内練習場
棒高跳可能
トラック:9 ﾚｰﾝ､内水濠
フィールド:人工芝

大屋根

広場

地下に雨天走路

広場

配置図：現メイン競技場を反時計回りに 90 度回転さ
せる＜空港の高さ制限による照明塔設置のため＞。

大屋根：現駐車場から補助競技場まで 1 本
の大屋根が通る。その上も下も歩行可能。
雨にぬれず補助競技場まで行ける。

メインスタンド：屋根下 7000 席
スタンド前列～トラック 9 ﾚｰﾝまで：３m

駐車場
現状
↑屋内練習場

体育館
↑正面玄関
バックスタンド地下：雨天走路 130m×５レーン
(地下のため当然ながら空調をお願いしている:予算次第)

トレーニングルーム：アルプススタンド内
競技場内及び美ヶ原が良く見える

バック走路側・バックスタンド
跳躍 2 ピット同時進行可能、踏切位置確認可能

バックスタンド側：大屋根の下は客席を除きフ
ラットな構造。 現在のグラウンドと同レベル

一般財団法人長野陸上競技協会
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1978（昭和53）年「やまびこ国体」のメイン会場とし
ーサイドスタンド地下に器具庫、更衣室、招集スペー
て建設された松本平広域公園陸上競技場は、2028年開
ス等が入ります。
催予定の第82回国民スポーツ大会･第27回全国障害者 (4)フィニッシュ寄りに「アルプススタンド」を設置。
スポーツ大会の会場となる。メイン競技場建替えの進 (5)バック側は大屋根と連結、第3～4コーナーサイドスタ
捗状況は、基本設計が県から7月16日に発表され、今後
ンドは一部芝生席、コーチ席はスタンド前面に配置。
実施設計に入り、来年7月頃から現陸上競技場の解体工 (6)メインスタンドのサイトライン(視線)は、座席の前方
事が開始される予定です。この１年非常にタイトな日
の平均的な頭上の高さから求める「C値※」をもとに、
程で、県や設計者の皆様には陸協側の要望をご理解い
陸上競技に特化した配置。国内のほとんどのスタジア
ただき心から感謝申し上げます。ご協力いただいた皆
ムはサッカー用で、跳躍ピットが見えにくいようです
様方にも御礼申し上げます。ここでは、これまでの情報
（新国立も同様）
。＜※C=(D(N＋R))/(D+T-R)、D=目か
を共有し、様々な視点からご検討いただき、見落としや
ら焦点までの水平距離､N=ライザーの高さ､R=焦点ま
更なる改善点等を県側にお願いしたいと思います。
（時
で の 垂 直 方 向 の 高 さ ､ T= 座 席 列 の 深 さ (2 乗 ) 、
間ありませんので、E-mailで速やかにお願いします。）
(Wikipediaより)＞。また、最前列座席高は100cm（当
様々な箇所で工夫を凝らし、非常に使いやすいアスリ
初45㎝、新宮崎は90cm）、走路への進入防止柵を設置
ートファーストの競技場の完成が待ち遠しく思います。
予定。スタンドから9レーンまでの距離は３ｍのみ。
1．陸上競技場の整備方針の決定
(7)メイン側100mの70m～フィニッシュ後30m地点までの
２巡目国体に向けて長野県として陸上競技場をどう
スタンド下はダッグアウト形式に変更。地下一階諸室
整備するかその方向性が検討され、2018年12月整備方
からはGL面が見えない部屋もあるが、現競技場よりは
法検討調査費が予算化、公募型プロポーザル方式にか
見える部分が拡大された。
かる手続き開始、建設コンサルタント等技術評価委員 (8)表彰スペースはトラックとスタンドの切り込んだ部
会の開催、技術提案特定者（㈱久米設計）による検討会
分に確保、表彰台はスタンド下へ収納予定。
議等が行われ、2019年11月に方針が公表され、現状は老 (9)雨天走路はバック側地下に130m×5レーン。別に棒高
朽化の進行とバリアフリー対応に課題があるため、下
跳可能な屋内練習場が補助競技場側に設置される。
記Ｂ案に決定。
(10)競技場出入り口は当初第４ゲートのみだったが、第１、
Ａ案(改修案)現在の主競技場の改修：約40億
２も可能になった。第１ゲートは階段、車いすはＥＶ.
Ｂ案(建替案)主競技場を現在の位置で建替：約130億
で出入り可能になる予定。
Ｃ案(新設案)主競技場を新設、補助は現メイン：約145億 (11)招集所は第２コーナー。補助競技場から大屋根下を通
☆本協会では、競技会の開催、競技運営の継続、移転に
り直結し、外部と遮断できる構造。
伴う経費や労力の軽減でＣ案を強く要望しました。
(12)雨に濡れずトラック外側を1周できる。通路幅は３m。
2．公募型プロポーザルの実施
第１コーナーから地下通路で第２コーナーへ。雨天走
参加者は次の著名で実績のある８者（①環境デザイ
路を通り第３コーナーへ。そこからはダックアウトと
ン・林魏・倉橋建築設計共同体、②久米・内藤廣・E通路下を通りメインスタンドＢ１へ。諸室の後方に設
DESIGN設計共同体、③㈱槇総合計画事務所、④㈲SANAA
けられた通路を通り、第１コーナー地下通路へ繋がる。
事務所、⑤㈱伊東豊雄建築設計事務所、⑥環境設計研究 (13)インフィールドメイン側に砂場(障がい者対応3.50m
所山田建築設計室設計共同体、⑦㈱隈研吾建築都市設
幅)を設置。これを走路外に出す要望は、2億円ほど増
計事務所、⑧青木淳・昭和設計共同体）で、2020年6月
加する（単にスタンドを後方へ移動できず視線確保の
13日(土)に一次審査が開催され、二次審査対象者に上
ためスタンドの嵩上げが必要）ため困難となり、これ
記①、③、⑧の３者を選定。その後、7月24日(金)に二
に代わり上記屋内練習場を要望し、県側の理解を得て
次審査が行われ、⑧（9月に株式会社ＡＳに改称）が最
実現の方向。バック側の跳躍種目は２ピット同時進行
適候補者に選定された。陸協や関係団体との協議、タウ
可能で、踏切が確認しやすい配置に工夫した。
ンミーティング等を経て基本設計が公表。詳細は長野 (14)今後の課題は、諸室の検討、エントランス、ゼロカー
県建設部施設課のWebをご覧下さい。
ボン・ＤＸ等への対応、コミュニティスペース、投擲
3. 基本設計コンセプト
練習場（冬期はネットで囲んだ練習場）
、映像、音響、
「敷地いっぱいに使いたおせる活動の広場」、◆公園と
障がい者対応(音対策も含む)、競技運営システムの選
まちに開かれた陸上競技場、◆陸上競技のための陸上
考、用器具関係（1～4億円）
、補助競技場での競技会開
競技場、◆一年を通じ、誰もが使える運動と活動の拠点。
催のための施設準備、用器具移転作業･経費、公園内
4. 基本設計に盛り込まれた内容
競歩路の新設などをお願いしている。
(1)全体的に1～5m掘り下げ、グラウンドレベル（GL）＝ト (15)総事業費130億円
ラック面は地下１階となり、現在のGL面は地上＝スタ
萩原会長には随時県側に陸協側要望等を伝えていた
ンド１階、100mは北(スタート)から南となります。
だいている。新松本の基本コンセプトと本協会運営方
(2)(1)により風の影響が軽減され、最新のPCシミュレー
針“Athlete,Spectator,and Referee Friendly”がうま
ションで、南風15(m/s)でも強い向かい風は回避でき
くマッチし、素晴らしい競技場で競技会を開催できる
る見通し。逆走路はメイン側に設置。トラックは半径
日が楽しみです。本協会協議メンバー：代表理事内山了
36.50m世界陸連(WA)仕様、直線は84.39m、水濠は内側
治、前施設委員長名取充、副理事長･施設委員長田澤稔、
に配置(松本、長野とも当初は内側水濠)。
競技運営委員長青柳智之、普及強化委員･前理事三代澤
(3)メインスタンドは経費削減のため１段構造に変更。コ
芳男、臨時：赤沼広志検定員、峯村修平・池田圭吾技術
ンパクトで１階からの上下移動が容易。第1～2コーナ
役員、山﨑将文競技運営委員。 以上 (理事長 内山)

(8) 2021 年 9 月 1 日
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2021年 全国高校総体（福井県）を振り返って
長野県高体連陸上競技専門部 委員長 内堀 俊彦

入賞者一覧
種

目

男子 4×400m 46 年ぶり入賞
佐久長聖、1975 年松本深志 4 位 以来

氏
北村

肥後
4×400mR 落合
宮崎

昨年度、コロナウイ
ル ス 感 染症 拡 大の 為
中 止 に なっ た 全国 高
校総体が、2年ぶりに
福 井 県 福 井 市 9.98 ス
タジアムで7/28～8/1
の 日 程 で行 わ れま し
た。コロナ禍での開催
となり、無観客及び感
染 症 対 策の た め様 々
な 制 限 の中 で の競 技
会となりました。福井
9.98スタジアムは、本
年 度 北 信越 総 体も 開
催された会場であり、
長 野 県 選手 に も慣 れ
た 会 場 であ っ たと 思
います。
本年度は、男子28種
目・35名、女子30種目・
33名、合計68名の選手
が出場しました。初日
前列 左 1 走 北村、2 走 肥後
から気温が上昇し、暑
後列 左 4 走 宮崎、3 走 落合
い５日間でしたが、2
日目には台風の影響で早朝より豪雨になり、福井市内
一部に避難指示が出される中、１時間遅れで競技開始
となりました。
一昨年の沖縄では４名の入賞でしたが、本年度は、7
名の選手・チームが入賞を果たしました。そのなかでも、
男子4×400mRで３位入賞を果たした佐久長聖高校は、
近年の記憶にない (1975年以来46年ぶり) ほどの入賞
であり、素晴らしい快走でした。その他の６名の入賞選
手も、この大舞台で、自分のベスト記録やそれに近い記
録をしっかり出し、素晴らしい競技を行っていました。
来年度は、徳島県で全国高校総体が行われます。この
大会を目指し、日々指導してくださっている各校の顧
問、様々な支援・協力をしてくださっている長野陸協、
その他多くの関係機関に感謝を申し上げ、今年度以上
の成績を残せるよう、高体連陸上専門部としても競技
力向上に努めていきたいと思います。
種

目

棒高跳
走幅跳
砲丸投
円盤投
やり投

氏 名
岩下 栞
佐藤 里桜
土屋 ほのか
永原 璃桜
永原 璃桜
竹内 海月

学校名・学年
佐久長聖
中野立志館
佐久長聖
長野高専
長野高専
中野立志館

順位 記録
決勝NM､予選無し
3
決勝NM､予選無し
3
3
DNS
3 13 12.00
3 16 35.53
3 21 38.12

北信越高校結果

④3.20
②3.40
⑤5.57(+0.9)
②12.00
④35.91
⑥42.06

秋山

PB/TB：Personal /Team Best
学校名・学年 順位 記録
北信越高校結果
【男子入賞者】
6/17-20 福井
3:13.73
隆之介
3
予･準決1着
琉之介
3
①3:13.34NGR
佐久長聖
3 予3:13.20TB
華七斗
2
走順同じ
準3 : 1 2 . 5 1 T B
日向
3
県高校新
智行 3/ 五十嵐 碧 3/ 安坂 丈瑠 2/ 依田 真叶 2
名

3000mSC 村尾 雄己

佐久長聖

3

4

8:58.30PB

⑥9:14.19

5000m

吉岡 大翔

佐久長聖

2

6

13:48.19PB

②13:54.32

5000mW

佐藤 晋太

長野工
3 6
【女子入賞者】

21:13.20PB

③22:18.66

5000mW

中村 綾花

長野東

3

3

23:20.25PB

③24:57.88

やり投

倉田 紗優加 伊那北

2

5

50.02

①51.42NGR

七種

土屋 ほのか 佐久長聖
3 8 4768
男 子 出 場 者 （ 入 賞 外 ） 200m以 下 は 予 選 順 位

5000m

①4609

山川 拓馬
上伊那農
3 16 14:19.59
梶川 新
松本国際
2 19 4992
土屋 海斗
佐久長聖
3 25 4878
200m
酒井 幹汰
豊科
3 6 21.71(+3.0)
宮崎 日向
佐久長聖
3 3 48.34
400m
肥後 琉之介 佐久長聖
3 5 48.92
800m
北村 隆之介 佐久長聖
3 4 1:54.54
吉岡 大翔
佐久長聖
2
DNS
松尾 悠登
佐久長聖
2 17 4:04.31
1500m
大場 崇義
上伊那農
1 8 3:57.87
山川 拓馬
上伊那農
3 7 3:58.84
110mH
漆原 奏哉
佐久長聖
3 6 15.05(-2.4)
5000mW 鈴木 淳也
長野商
2 9 22:30.45
伊藤 司騎
3
落合 華七斗
2
佐久長聖
4 41.78
4×100mR 福澤 耀明
2
樋口 創太
3
木村 伊吹 2/ 山本 赳瑠 1
有賀 玄太
高遠
3 10 4.60
棒高跳
中谷 息吹
松本国際
2
NM
重田 篤希
松本深志
2
NM
南澤 爽太
岩村田
2 29 13.30(+1.6)
三段跳
中村 洋平
小諸
3 28 13.44(+2.8)
川上 大輝
松商学園
3 31 12.70
砲丸投
髙橋 勇翔
松本国際
2 27 13.34
円盤投
川上 大輝
松商学園
3 21 38.13
ﾊﾝﾏｰ投
中村 仁
上伊那農
3 14 52.24
やり投
小平 将斗
松本国際
3 6 57.82
女 子 出 場 者 （ 入 賞 外 ） 200m以 下 は 予 選 順 位

③14:17.65
①5183
②5067
②21.42(+3.4)
②47.96
⑥48.67
⑤1:57.46
①3:49.42NGR
⑤3:52.47
②3:50.91
③3:51.62
③14.72(-0.7)
④22:22.82

3000m
棒高跳

9:31.10
3.50
4515
4445PB
25.32(+1.9)PB
25.98(+0.1)
58.10
58.52
56.86準⑧57.47
57.45
2:14.07
2:15.15
2:13.50
4:30:44PB
14.96(-0.5)
15.07(-0.1)
1:03.81
1:02.97

⑤9:43.01
①3.50
②4552
③4378
③25.10(+2.6)
⑤25.16(+2.6)
②55.67
⑥56.80
①55.45
③55.85
②2:12.62
③2:13.29
⑥2:15.47
⑥4:33:87
③14.26(-1.7)
⑥14.39(-1.7)
⑥1:03.50
③1:01.88

準決6着
3:49.51
予選2着
3:50.14

①3:48.13
走順は全国と
同じ

4:01.09

⑤3:53.68
(内藤･小林
髙藤･小池)

1.61

⑥1.61

八種

村岡
岡田
大森
七種
小林
宮澤
200m
小池
渡邉
中村
400m
三澤
小池
渡邉
800m
市川
宮本
1500m
名和
土屋
100mH
佐伯
三澤
400mH
大鹿
大鹿
市川
4×400mR 佐伯
渡邉
沼野
小池
髙藤
4×400mR 内藤
永原
沼野
走高跳
小林

美玖
長野東
2 16
莉歩
佐久長聖
1 10
里香
佐久長聖
2 14
菜月
飯田
3 22
けい
市立長野
1 5
愛美
長野日大
3 7
陽乃
佐久長聖
2 6
空夏
諏訪清陵
2 7
百佳
東海大諏訪 2 4
愛美
長野日大
3 5
陽乃
佐久長聖
2 3
笑花
佐久長聖
2 6
純伶
松本県ヶ丘 3 5
夏乃子 長野東
1 9
ほのか 佐久長聖
3 6
風帆
佐久長聖
1 5
菜々美 伊那北
3 5
愛和
佐久長聖
2 5
愛和
2
笑花
2
佐久長聖
風帆
1
陽乃
2
藍 3/ 荻原 希乃愛 2
愛美
3
世那
3
長野日大
7
理木
3
柚凪
3
藍 3/ 荻原 希乃愛 2
弓珠
長野日大
3 20

④41.46
(木村･伊藤
･福澤･落合)

①4.60
④4.30
③4.50
⑥13.61(+1.4)
⑤13.76(+0.4)
③13.48
⑤13.11
④40.80
②53.44
②62.00

一般財団法人長野陸上競技協会
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2021年 茨城 全日本中学 を終えて

返る
長野県中体連陸上競技専門部 委員長 梨子田昌央
8 月 18 日（水）から 20 日（金）まで茨城県ひたち
なか市笠松運動公園陸上競技場で、第 48 回全日本中
学校陸上競技選手権大会が行われた。昨年度は新型
コロナウイルス感染症拡大防止対策で中止となった
ため、参加種目数が一人１種目（リレーを除く）と限
定された全中開催は今回が初めてだった。開催直前
の 16 日（月）に、開催地の茨城県が独自の緊急事態
宣言を発出したため、参加者（選手、監督、引率、役
員）に急遽、各自新型コロナウイルスのＰＣＲ検査も
しくは抗原検査を受けての陰性証明が必要となリ、
16 日夕方、翌日から徐々に会場入りしようとしてい
た各校に、専門部が緊急連絡を行った。急な対応にも
関わらず、学校関係者、教育委員会、医療関係者、そ
して保護者の皆様のおかげで、選手全員が検査を行
い参加することができたことに、心より感謝したい。
トラック種目ではホームストレートでの強い向か
い風の中、選手は健闘した。Ａ決勝に進出し見事入賞
を果たしたのは、男子 110ｍハードルで、
中村駿汰（旭
町３年）が第２位、小口蒼葉（諏訪西３年）が第６位
と、長野勢２名が活躍をした。また、Ｂ決勝には、男
子 800m で濱野大輝（筑摩野３年）
、女子 800m で阪千
都（塩尻広陵３年）
、女子 100m で寺平祈愛（木祖２
年）が進出した。
コロナ禍の大変な中、全国大会予選となる県総体・
通信大会や、それらの大会に向けた地区大会や記録
会などの競技会の運営でご尽力をいただいた長野陸
協の皆様、様々な場面で応援をいただいた皆様に、心
より感謝申し上げます。
【入賞者】共通男子 110mH(0.914) (-2.8)
２位 中村 駿汰(旭町 3) 14.33
６位 小口 蒼葉(諏訪西 3) 15.27
【Ｂ決勝進出者】３名
共通女子 100m 1 位 寺平 祈愛(木祖 2)12.56(-3.4)
共通男子 800m 4 位 濱野 大輝(筑摩野 3) 1:57.90
共通女子 800m 6 位 阪 千都(塩尻広陵 3) 2:16.74
【男子出場者】
共通 3000ｍ 越 陽色(川中島 2) 13 着 9:11.28
南澤 道大(赤穂 3) 12 着 9:05.20
共通 110mH 山本 祐弥(小諸東 3)3 着 15.30(-2.4)
共通 4×100mR 赤穂(酒井 隼斗 3･鈴木 瑛翔 3･小林
歩睦 3･日野 要 3) 5 着 45.26
共通走幅跳 鈴木 瑛翔(赤穂 3) 16 位 6m54(+1.2)
共通四種競技 村本 琢実(山辺 3) 11 位 2375 点
16.53(-3.5)-12m39-1m66-56.00
工藤 優真(野沢 3) 12 位 2363 点
15.68(-3.5)-10m47-1m60-54.57

左から塚原先生、110ｍH ６位 小口、同 ３位 中村、奥原先生

【女子出場者】
共通女子 100mH(0.762m)
並木 彩華(野沢 2) 2 着 14.78(-3.2)
山口 莉央(裾花 2) 5 着 15.36(-3.1)
矢島 柚那(長峰 2) 7 着 15.46(-1.3)
吉田 彩葉(野沢 3) 8 着 15.81(-2.8)
共通 4×100mR 野沢(川上 珠実 3･並木 彩華 2･中嶋
杏佳 2･吉田 彩葉 3) 8 着 51.58
共通走幅跳 金子亜瑠(坂城 3) 19 位 5m29(+2.7)
共通四種競技 大森 玲花(芦原 2) 18 位 2314 点
15.73(-1.9)-1m42-8m57-28.45(-2.5)
令和３年度 北信越中学校選手権大会入賞者一覧
8 月 3 日(火) 会場:富山県総合運動公園陸上競技場
注意：学年の記載がない種目は全学年共通種目、男子砲丸投は5.000㎏
種目
男
子
女
子
１年100m 中澤 創(長野東部)7位12.14(+1.2) 中村 波南(大町第一)8位13.38(+1.3)
丸山 竜平(相森) 2位 11.35(+1.4) 寺平 祈愛(木祖） 2位 12.19(+2.2)
２年100m 江間 諒太郎(篠ノ井東）7位 11.78 大熊 杏美(坂城） 5位 12.61
竹田 萌ノ花(長野東部）8位 12.98
渡辺 直弥(穂高東)4位11.33(+2.1) 田中 雪乃(上田第二)4位12.65(+1.7)
３年100m
西澤 諒(旭町) 5位 11.33
200m(+2.1)
宮川 瑠彩(長野東部3)3位 26.50
400m
曽根 ひのき(柳町3）7位 52.72
800m

濱野 大輝(筑摩野3)1位 1:56.13GR
野島 将夫(三郷） 1位 4:29.88
矢澤 颯介(赤穂) 2位 4:31.32
南澤 道大(赤穂3）3位 8:59.86
3000m
津金 海斗(中川3）7位 9:07.83
中村 駿汰(旭町3)1位 14.01GR,HTR
110mH
(0.914m) 小口 蒼葉(諏訪西3) 2位 14.54
(+1.0) 山本 祐弥(小諸東3) 3位 14.54
裾花(横山 俐穏3･伊藤 燦3･柿澤
4×100mR
一護3･藤森 悠真3)5位 44.90
日野 要(赤穂3） 4位 1m80
走高跳
牛丸 健人(山辺3）8位 1m70
五味 駿太(原3） 2位 4m00
棒高跳
千葉 正佳(常盤3）4位 3m60
鈴木 瑛翔(赤穂3）1位 6m53(-1.0)
走幅跳
倉澤 拓弥(両小野3)3位6m47(+2.1)
田中 駿埜(塩田2) 8位 6m10(-0.6)
砲丸投
石田 優牙(茅野東部3）3位 11m51
工藤 優真(野沢3）3位 2454点
四種競技
１年1500m

総合

１位 赤穂

阪 千都(塩尻広陵3）3位 2:16.45
窪田 舞(塩尻3）
5位 2:18.47
1500m
真柴 愛里(春富2) 2位 4:45.88
100mH(0.762m)(+1.8)
並木 彩華(野沢2）1位 14.02
矢島 柚那(長峰2）4位 14.73
山口 莉央(裾花2) 5位 15.06
野沢(中嶋 杏佳2･並木 彩華2･川上
珠実3･吉田 彩葉3) 4位 50.71
坂城(樋口 碧2･金子 亜瑠3･吾妻
恭佳3･大熊 杏美2) 5位 51.06
走幅跳
金子 亜瑠(坂城3） 2位 5m28(+0.5)
柳平 紗希(茅野北部1)8位4m99(+1.8)
砲丸投(2.721kg)
栁澤 歩乃(御代田3）4位 11m65
石塚 夏姫(浅間3) 7位 11m43
大森 玲花(芦原2） 2位 2606点
吉田 彩葉(野沢3) 3位 2467点
２位 野沢、３位 坂城
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東海選手権他 県内開催 各種競技会 情報

返る

男子 100m (-1.7m)悪条件なが
ら優勝 10.33、2 位 10.41、4･
5･6･8 位 と三重が 6 名入賞。

２年ぶり（本県では 6 年ぶり）の第 64 回東海選手
権はコロナ禍の中、8 月 21 日、22 日に参加者を限定
して開催したが、第 7 回東海小学生陸上競技大会は
中止とした。8 月 12 日時点では、ともに要項どおり
開催する予定（状況が悪化した場合は中止もある）だ
ったが、その後の東海各県及び松本市の感染が顕著
に拡大し、8 月 17 日 21 時前に緊急事態宣言が静岡
県に、まん延防止等重点措置が愛知、岐阜、三重県に
発出されたことも踏まえ、上記決定をした。
参加予定競技者 1855 名のうち当日朝までの欠場届
は 98 名、審判員は 172 名の予定が 160 名に、更には
補助員も 96 名が半数以下の 43 名に減少し、非常に
厳しい運営を強いられた。昨年の競技会から補助員
を極力なくし審判員のみで運営することを実施して
いたため、大きな混乱はなく進行したが、審判員への
負担は増大した。本当にお疲れさまでした。
競技そのものは、両日とも最高気温が 30.3 度、午

第74回長野県選手権

7/10-11 松本平

理事・競技部長 桐山 勝次
長野県陸上競技選手
権大会は（男女リレー4
種目はサマー・トライ
アル 2021 と同時に 7 月
23 日に開催）コロナ渦
のため、ターゲットナ
ンバーを設定して、参
加規模を縮小しての開
催ではありましたが、2 種目で県新記録、1 種目で県
中学新、2 種目で大会新記録が樹立されました。男子
砲丸投で米倉朋輝選手（協栄電気興業）が 16ｍ55、
女子 7 種競技で土屋ほのか選手（佐久長聖高）が 4782
点で県高校新記録を樹立。女子 100m 予選で寺平祈愛
選手(木祖中 2)が中学生初の 11 秒台となる 11 秒 98
の県中学新記録、また男子 400ｍで中野直哉選手（飯

左から､5000m 花岡､10000m 牛山､400ｍH 児玉､W400mH 川端

長野県優勝者
W5000m 渡邉、右 4×400m(ライフメ
ッセージ) 後列 左 清水、岩田、
前列 左 中村、小林

後は雨が一時的に降るなど猛暑にならず、大会新記
録が 6 種目に合計 9 個誕生、本県は 6 種目に優勝し
予定どおり終了できた。競技力は本年、国体を開催す
る予定であった三重県を中心に東海勢の質の高さと
層の厚さが目立ち、本県の競技力をさらに高め充実
させる必要性を強く感じた。競技会の片付けも少な
い人数ながら、理事・審判員が協力し、前回 2015 年
より 2 時間近く早く撤退することができた。

田病院）が、男子やり投で新垣暁登選手（ライフメッ
セージ AC）が大会新記録を樹立しました。厳しい状
況の中での開催となりましたが、大きな成果を上げ
て終了できましたのも、関係の皆様のご協力のお陰
と感謝申し上げます。

第 28 回長野県中学混成競技 6/19 松本平
【男子】（出場6名）
氏
工藤
ｸﾄﾞｳ
竹内
ﾀｹｳﾁ
小口
ｵｸﾞﾁ

名

所属名

110mH

優真(3)
15.14(+0.7)
ﾕｳﾏ
野沢
833
睦喜(3)
15.92(+0.7)
ﾄﾓｷ
野沢
742
蒼葉(3)
14.81(+0.7)
ｱｵﾊﾞ
諏訪西
873

SP

HJ

9.97
484
10.41
510
8.54
398

1.72
560
1.69
536
1.63
488

総合得点
順位
54.13
2511
634
１
53.12
2464
676
２
54.67
2371
612
３

400m

【女子】（出場20名） ＊県中学新
氏

名

所属名

100mH

並木 彩華(2)
＊14.03(-0.9)
ﾅﾐｷ ｱﾔｶ
野沢
974
大森 玲花(2)
14.88(-0.9)
ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ
芦原
858
中嶋 杏佳(2)
15.64(-0.9)
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ
野沢
759

HJ
1.51
632
1.39
502
1.42
534

総合得点
順位
8.29 26.80(+3.1)
2753
418
729
１
8.68 27.89(+3.1)
2464
443
640
２
8.16 27.97(+3.1)
2371
410
633
３
SP

200m
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駒ケ根市が22大会ぶり優勝

長野県市町村対抗駅伝・小学生駅伝

返る 小学生駅伝は 上田市が優勝

優勝した駒ヶ根市チーム

30 回を記念した長野県市町村対抗駅伝と第 16 回
同小学生駅伝は、4 月 24 日(日)に松本平広域公園陸
上競技場を発着とするコースで、新型コロナ感染拡
大防止対策を施し 2 年ぶりに開催された。3 密回避
対策のため、アルウィン中継所は同施設の駐車場を
お借りし設置した。小学生駅伝は昨年から変更した
競技場を周回するコースで初めて実施した。棄権す
るチームもあり、市町村駅伝は 36 チームが出場し、
スタートから熱戦が繰り広げられ、駒ヶ根市チーム
が 22 大会ぶりの優勝を果たした。小学生駅伝は 43
チームが出場し、上田市チームが 2019 年の同タイム
2 位の雪辱を果たし優勝した。
＜市町村対抗駅伝結果＞
【総合成績】
順位

チーム名

スターターデビュー
臥雲 義尚 松本市長

通算記録

1

駒ヶ根市

2:19:28

■総合＜小学生駅伝結果＞

2

松本市

2:19:55

順位

3

長野市

2:21:44

4

箕輪町

2:22:45

5

小諸市

2:23:47

6

安曇野市

2:23:51

7
8

東御市
高森町

2:24:02
2:24:53

【町の部】
順位

チーム名

通算記録

1

箕輪町

2:22:45

2

高森町

2:24:53

3

下諏訪町

2:30:11

4

松川町

2:38:06

5
6

山ノ内町
信濃町

2:40:43
2:42:16

【村の部】
順位

チーム名

通算記録

1

宮田村
白馬村
豊丘村
下條村
小谷村
南箕輪村

2:32:00
2:33:35
2:37:37
2:46:20
2:46:46
2:50:18

2
3
4
5
6

市町村駅伝
トラック～競技場外へ

駒ヶ根市 アンカー
保科大樹(伊那北高)

【 区 間 賞 】 ＊区間新記録
区間
選手名 チーム名 区間記録
1 真柴 愛里 伊那市
6:36
2 南澤 道大 駒ヶ根市
9:25
3 山川 拓馬 箕輪町
16:29
4 宮下 晴貴 駒ヶ根市
18:58
5 大野 雄揮 東御市
＊17:41
6 宮澤 実亜 長野市
10:26
7 濱野 大輝 松本市
7:56
8 宮内 斗輝 高森町
25:09
9 松﨑 健悟 高森町
21:22
【最優秀選手賞】
選手名
チーム名
宮下 晴貴 駒ヶ根市

所

属

ニッパツフレックス

【最優秀新人選手賞】
選手名
チーム名
所 属
南澤 道大 駒ヶ根市 赤穂中学校(3)
真柴 愛里 伊那市
春富中学校(2)

チーム名

記録

1

上田市

21:27

2

高森町

21:56

3

松本市

21:57

4

諏訪市

22:06

5

安曇野市

22:06

6

飯田市

22:25

7

駒ヶ根市

22:27

8

須坂市

22:47

■町の部
順位

チーム名

記録

1

高森町

21:56

2

飯綱町

23:12

3

飯島町

23:28

■村の部
順位

チーム名

記録

1

下條村

23:37

2

山形村

23:45

3

白馬村

24:09
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2021年(4/25～8/22) 主要大会結果一覧
KR:県新記録、HR:県高校生新、JR:県中
学生新、ER:県小学生新、CR･GR:大会新
第69回兵庫リレーカーニバル
期日：4月25日 場所：神戸ユニバー記念
▶ｱｼｯｸｽﾁｬﾚﾝｼﾞ女子5000m
①小林成美(名城大3) 15:57.87
第55回織田幹雄記念国際陸上競技大会
期日：4月29日 場所：広島広域
▶GP女子100m
①君嶋愛梨沙(土木管理総合) 11.64(+0.9)
第105回日本陸上競技選手権大会・10000m
期日：5月3日 場所：エコパST(静岡)
▶男子10000m
③鈴木芽吹(駒澤大2) 27:41.68
▶女子10000m
③小林成美(名城大3) 32:08.45(KR)
READY STEADY TOKYO-陸上競技
期日：5月9日 場所：国立競技場(東京)
【男子】▶WA CT GOLD 100m
④ﾃﾞｰﾃﾞｰﾌﾞﾙｰﾉ(東海大4) 10.40(+0.0)
第8回木南道孝記念陸上競技大会
期日：6月1日 場所：ヤンマーST長居
【女子】▶WA CT BRONZE 1500m
⑥和田有菜(名城大4) 4:18.60
2021日本学生陸上競技個人選手権大会
期日：6月4日-6日
場所：レモンガススタジアム平塚(神奈川)
▶男子100m
①ﾃﾞｰﾃﾞｰﾌﾞﾙｰﾉ(東海大4) 10.29(+0.4)
▶男子400mH ②児玉悠作(法政大3) 51.51
▶男子10000mW ⑦清水海地(明治大2) 42:19.31
▶女子5000m ①小林成美(名城大3) 15:33.69
▶女子3000mSC ⑥中村朱里(日体大3) 10:32.30
▶女子三段跳 ⑦宮澤歩(横浜国大3) 12.43(+1.9)
Denka Athletics Challenge Cup 2021
期日：6月6日 場所：デンカビッグスワン
▶GP女子1500m ⑧和田有菜(名城大4) 4:22.59
▶GP女子400mH ⑧南澤明音(松本土建) 59.45
布勢スプリント2021
期日：6月6日 場所：鳥取県立布勢総合
【女子】▶GP100m
④君嶋愛梨沙(土木管理総合) 11.69(+1.6)
第105回日本陸上競技選手権大会
期日：6月24日-27日 場所：ヤンマーST
▶男子100m
②ﾃﾞｰﾃﾞｰﾌﾞﾙｰﾉ(東海大4) 10.19(+0.2)
▶男子200m
②ﾃﾞｰﾃﾞｰﾌﾞﾙｰﾉ(東海大4) 20.63(+1.0)
▶女子100m ⑤君嶋愛梨沙(土木管理総合)
11.86(-1.9) 予選 11.51(+2.0)(KR)
第37回U20日本陸上競技選手権大会
期日：6月24日-27日 場所：ヤンマーST
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(まとめ 記録部長

▶男子やり投(800g)
⑧小平将斗(松本国際高3) 63.36
▶女子200m
⑦深澤あまね(中央大1) 25.08(-0.4)
▶女子100mH(0.838m)
⑤中津晴葉(青山学院大1)13.93(+0.2)
▶女子やり投(600g)
④倉田紗優加(伊那北高2) 51.80(HR)
第61回実業団・学生対抗陸上競技大会
期日：7月17日 場所：レモンガスST平塚
▶男子100m
②ﾃﾞｰﾃﾞｰﾌﾞﾙｰﾉ(東海大4) 10.28(+1.4)
▶男子400mH ③児玉悠作(法政大3) 50.64
第64回東海陸上競技選手権大会
兼 第106回日本陸上競技選手権大会予選会
期日：8月21日(土)-22日(日) 場所：松本平
(3位までと県内入賞者を掲載)
【男子】
▶100m (-1.7)
①矢橋 寛明(三重･ｳﾞｨｱﾃｨﾝ三重)10.33
②上山 紘輝(三重･近畿大4)
10.41
③河村 尚 (静岡･ＪＪＪ)
10.59
▶200m (+1.2)
①諏訪 達郎 (三重･ＮＴＮ) 20.68
②森岡 大地 (三重･TGK)
20.71
③大橋 明翔 (岐阜･大垣工高3)21.01
⑤越山 遥斗 (長野･信州大2) 21.18
▶400m
①国枝 翔来(岐阜･同志社大3) 47.48
②児玉 悠作(長野･法政大3) 47.74
③土屋 順哉(静岡･ＢＤＴＣ) 47.84
▶800m
①前川 優月(静岡･SMILEY) 1:53.08
②橋本 真宙(三重･近畿大3) 1:53.61
③髙嶋荘太(愛知･中京大中京高3)1:53.77
▶1500m
①髙嶋荘太(愛知･中京大中京高3)3:52.95
②古橋空弥(岐阜･美濃加茂高3) 3:53.51
③ﾏｯｷｬｰﾝ将人(愛知･中京大中京高3)3:54.59
④花岡 寿哉(長野･上田西高3)3:55.52
▶5000m
①花岡寿哉(長野･上田西高3)14:23.76
②山田真生(岐阜･立命館大3)14:27.32
③野中恒亨(静岡･浜松工高2)14:40.03
▶10000m
①牛山 純一(長野･ｼﾃｨﾗﾝﾅｰ) 30:50.72
②上田 泰輔(愛知･三菱自岡崎)31:47.17
③砂場 育夢(岐阜･益田清風高3)31:52.84
▶110mH(1.067m) (-0.3)
①藤井 亮汰(三重･県スポーツ協会)13.61(CR)
②西 徹朗 (愛知･名古屋高3) 14.03
③飯塚 魁晟 (静岡･日本大3) 14.19
▶400mH(0.914m)
①児玉 悠作(長野･法政大3) 50.64
②伊奈 颯太(愛知･城西大3) 51.47
③岡村 州紘(長野･日本大3) 51.89
▶3000mSC(0.914m)
①西山 皓基(愛知･I.A.R.C) 9:14.02
②辻本桜寿(静岡･浜松開誠館高1)9:19.47

瀧沢 佳生)

③竹前 光哉(長野･長野日大高3)9:19.98
⑤益山 颯琉(長野･上田西高3)9:28.22
⑧小林 隼人(長野･上田西高2)9:32.28
▶5000m競歩
①小林 貫太(愛知･愛知教育大3)20:59.13
②佐藤 晋太(長野･長野工高3) 21:10.21
③田口 紫音(長野･上田西高3) 21:13.12
▶4×100mR
①三重･TGK
40.26
②静岡･東海大翔洋高
40.54
③愛知･愛知教育大
40.76
▶4×400mR
①長野･ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC
3:12.42
②愛知･中京大
3:14.20
③静岡･日大三島高
3:16.48
⑤長野･長野高専
3:18.32
⑥長野･松本大
3:18.80
⑦長野･佐久長聖高
3:23.50
▶走高跳
①牧田 崚矢 (静岡･静岡陸協) 2.10
②太田 蒼翔 (静岡･中京大1)
2.05
③道脇 大斗 (愛知･OBUエニスポ)2.05
⑦芋川 駿 (長野･NAGANOAPPLES) 2.00
▶棒高跳
①野呂 惇人 (三重･日本体育大4)5.20
②加藤 綾太 (愛知･同志社大4) 4.90
③犬飼 匠 (愛知･中京大1)
4.70
③平川 巧 (静岡･早稲田大3)
4.70
▶走幅跳
①高野 恭平(愛知･愛知陸協) 7.79(+2.3)
②松本 陸(長野･信州大3) 7.70(+2.3)
③南 晋太郎(愛知･愛知陸協) 7.56(+1.7)
⑤山浦 渓斗(長野･国際武道大3)7.48(+2.8)
▶三段跳
①北川 凱(静岡･東海大翔洋高3)15.79(+0.8)
②吉田 隆哉(愛知･中京大1) 15.23(-1.1)
③伊藤 渉(三重･近大高専4) 15.09(+0.9)
⑧小池 哲平(長野･東海大2) 14.79(+1.1)
▶砲丸投(7.260kg)
①村上 輝(三重･日本体育施設) 17.72
②山元 隼(岐阜･ROBLE)
16.47
③稲福 颯(岐阜･中京大3)
16.44
④米倉 朋輝(長野･協栄電気興業) 16.11
▶円盤投(2.000kg)
①湯上 剛輝(愛知･トヨタ自動車) 54.37
②大山 祐史(三重･ろけっと団) 49.70
③中村 一裕(静岡･駿河AC)
47.38
▶ﾊﾝﾏｰ投(7.260kg)
①植松 直紀(静岡･スズキ)
69.09
②墨 訓熙(愛知･小林クリエイト) 68.54
③古旗 崇裕(愛知･みかん山) 67.61
▶やり投(800g)
①八木 一憲(愛知･みかん山) 75.72
②堤 洸太郎(愛知･筑波大2)
69.77
③伊禮 悠平(岐阜･ＫＪＡＣ) 66.03
【女子】
▶100m (-0.9)
①柴山 沙也香(三重･ＮＴＮ) 11.97
②井戸ｱﾋﾞｹﾞｲﾙ風果(岐阜･甲南大2) 11.99
③藏重 みう(愛知･中京大中京高2)12.04
▶200m (+1.3)
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①名倉 千晃(三重･ＮＴＮ)
23.69
②井戸ｱﾋﾞｹﾞｲﾙ風果(岐阜･甲南大2) 23.73
③藏重 みう(愛知･中京大中京高2)23.79
▶400m
①樫山 楓(三重･ＮＴＮ)
55.72
②吉田 佳純(岐阜･駿河台大M) 55.97
③政野 志歩(愛知･中京大中京高3)56.19
④三澤 百佳(長野･東海大諏訪高2)56.74
▶800m
①青山 理奈(愛知･中京大中京高3)
2:06.98(CR)
②平野 里歩(愛知･中京大中京高1)2:09.94
③下畑 文乃(岐阜･京都教育大3) 2:10.47
▶1500m
①森田 日世莉(三重･桑名高3)4:36.82
②安藤 優月(愛知･至学館大2)4:38.35
③丹羽 琴音(愛知･中部大第一高3) 4:40.28
▶5000m
①渡邉 葵(長野･長野日大高3) 16:59.84
②磯部 早良(愛知･安城学園高3)17:04.20
③富田 奈乃香(岐阜･済美高3) 17:13.23
④近藤 美波(長野･松本深志高1)17:20.60
▶100mH(0.838m) (-1.0)
①大松 由季(愛知･愛教大ク名古屋)13.88
②安藤 愛未(愛知･至学館大2) 13.98
③猪岡 真帆(三重･中京大4)
14.24
▶400mH(0.762m)
①川端 涼夏(長野･松本土建) 58.62
①吉田 佳純(岐阜･駿河大M1) 58.62
③九鬼 友梨恵(愛知･加藤建設)59.09
④南澤 明音(長野･松本土建) 59.70
⑦金森 佑奈 (長野･法政大3) 1:03.01
⑧大鹿 愛和(長野･佐久長聖高2)1:04.19
▶3000mSC(0.762m)
①藤田 悠佑(岐阜･中京学院大2)11:19.29
②後藤 梨奈(愛知･城西ＡＣ) 11:20.73
③岡本 凪布(三重･皇學館大3) 11:22.43
▶5000m競歩
①中川 晴子(愛知･名古屋大6) 23:38.43
②川辺 のぞみ(岐阜･名古屋大M)23:48.99
③上森 佳代(愛知･中京大3) 24:16.40
▶4×100mR
①愛知･中京大中京高
45.90(CR)
②静岡･東海大翔洋高
46.49(CR)
③岐阜･済美高(A)
46.72
▶4×400mR
①愛知･中京大中京高
3:45.38(CR)
②岐阜･済美高Ａ
3:48.84
③静岡･日大三島高
3:49.23
⑤長野･佐久長聖高
3:50.85
⑥長野･東海大諏訪高
3:54.00
▶走高跳
①渡邉 深友(愛知･愛知教育大1) 1.71
②浅井 さくら(三重･伊勢学園教員) 1.71
③小林 美月(静岡･伊豆中央高3) 1.68
▶棒高跳
①荻野 未悠 (静岡･浜松南高3) 3.92
②渡邊 南月 (愛知･日本体育大2)3.70
③逸見 綾子 (静岡･SMILEY)
3.60
⑤岡田 莉歩 (長野･佐久長聖高1)3.40
▶走幅跳
①山下 友佳(三重･ｳﾞｨｱﾃｨﾝ三重) 6.05(+0.5)
②吉村 月乃(愛知･愛知教育大4)5.98(+2.4)
③小林 聖(岐阜･岐阜協立大4) 5.95(+1.7)

⑧宮原 凛成(長野･市立長野高2)5.62(+3.4)
▶三段跳
①浅野紗弥香(愛知･東海学園TC)12.88(-0.7)
②稲熊 詩帆(愛知･広島大M) 12.33(+1.3)
③中山 実優(三重･中京大3) 12.30(-0.1)
▶砲丸投(4.000kg)
①村瀬 にこ(静岡･浜松工高2) 13.53
②床辺 彩乃(三重･国士舘大2) 13.49
③岩本 乙夏(三重･中京大1) 13.41
▶円盤投(1.000kg)
①近藤 沙南(愛知･中京大4)
45.83
②平野 優花(愛知･日本体育大4) 45.67
③岩本 乙夏(三重･中京大1)
43.17
▶ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg)
①松島 成美(静岡･国際武道大4)59.20
②佐藤 若菜(三重･県スポーツ協会)56.14
③濱口 真幸(三重･明国医大1) 55.26
▶やり投(600g)
①斉藤 真理菜(静岡･スズキ) 55.78(CR)
②田畑 美羽(静岡･中京大1)
54.12
③奥田 愛華(三重･国士舘大4) 52.55
⑧倉田 紗優加(長野･伊那北高2)48.47
第61回長野県陸上競技春季大会
兼 第76回国民体育大会陸上競技長野県予選会
期日：4月17日-18日 場所：松本平
【男子】
▶100m (-3.7)
①小出 郁弥 (中京大4)
11.45
②内山 響生 (信州大3)
11.45
③福澤 耀明 (佐久長聖高2) 11.55
▶200m (+0.9)
①中村 颯人 (ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC) 21.70
②酒井 幹汰 (豊科高3)
22.05
③宮崎 日向 (佐久長聖高3) 22.29
▶400m
①中野 直哉 (飯田病院)
48.28
②児玉 悠作 (法大3)
48.65
③宮崎 日向 (佐久長聖高3) 49.94
▶800m
①永井 蒼己 (丸子修学館高3)1:58.77
②吉澤 涼 (RIKUO3)
1:59.81
③吉岡 伶 (諏訪清陵高3)
2:00.44
▶1500m
①花岡 寿哉 (上田西高3) 4:00.99
②吉岡 大翔 (佐久長聖高2) 4:02.35
③日野 志朗 (上伊那陸協) 4:02.37
▶5000m
①大野 雄揮 (ｺﾄﾋﾗ工業)
14:24.16
②宮下 晴貴 (上伊那陸協) 14:44.12
③高梨 良介 (ﾄｰﾊﾂ)
14:44.32
▶110mH(1.067m) (-6.9)
①吉村 健吾 (茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ) 16.41
②上原 優太 (信州大4)
16.82
③塚田 龍太朗 (信州大4) 17.17
▶400mH(0.914m)
①中野 直哉 (飯田病院)
52.80
②児玉 悠作 (法大3)
53.34
③清水 泰志 (ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC) 55.72
▶3000mSC(0.914m)
①宮入 一海 (北佐久陸協) 9:26.82
②川村 智哉 (佐久長聖高3) 9:34.33
③竹前 光哉 (長野日大高3) 9:40.48
▶5000m競歩
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①栁澤 優斗 (ﾄｰﾊﾂ)
21:07.75
②田口 紫音 (上田西高3) 22:16.11
③鈴木 淳也 (長野商高2) 23:09.26
▶4×100m
①佐久長聖高
42.79
②長野日大高
43.34
③松本蟻ヶ崎高 44.09
▶4×400m
①佐久長聖高
3:23.39
②松本大
3:31.82
③飯山高
3:38.33
▶走高跳
①芋川 駿 (NAGANO_APPLES) 2.00
②片平 大地 (長野市陸協) 1.90
③関本 遊大 (松商学園高3) 1.85
▶棒高跳
①有賀 玄太 (高遠高3)
4.60
②重田 篤希 (松本深志高2) 4.00
③竹内 輔 (長野工業高3)
4.00
▶走幅跳
①松本 陸 (信州大3)
7.37(+1.3)
②上條 将吾(ｴﾌﾟｿﾝ)
6.84(+0.5)
③宮坂 仁士(諏訪清陵高3) 6.65(+1.1)
▶三段跳
①石川 和義(いｰやま) 15.32(+10.1)
②金子 司(ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野)13.90(+6.3)
③内堀 岳宏(松本大4) 13.86(+9.3)
▶砲丸投(7.260kg)
①米倉 朋輝 (協栄電気興業)15.75(GR)
②松野 太輝 (かもしか倶楽部)10.28
③橋本 一樹 (信州大4)
8.97
▶円盤投(2.000kg)
①米倉 朋輝 (協栄電気興業) 40.77
②笹野 弘充 (上田市陸協) 39.64
③大庭 達也 (NAGANO_APPLES) 39.46
▶ﾊﾝﾏｰ投(7.260kg)
①萩原 倖司 (松本大3)
54.03
②末元 昂成 (日本福祉大3) 45.80
③神田 雅翔 (松本大1)
45.78
▶やり投(800g)
①新垣 暁登 (ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC)70.16(GR)
②矢ヶ崎 奨 (上田市陸協) 63.88
③塩川 拓 (NAGANO_APPLES) 61.87
【男子高校】
▶砲丸投(6.000kg)
①川上 大輝 (松商学園高3)12.91
②有村 凌空 (木曽青峰高3)12.80
③北澤 直也 (上田千曲高2)10.91
▶円盤投(1.750kg)
①川上 大輝 (松商学園高3) 35.67
②中村 仁 (上伊那農高3) 33.12
③羽場 太陽 (岩村田高2) 29.46
▶ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg)
①中村 仁 (上伊那農高3) 47.99
②長岩 輝 (梓川高3)
47.59
③大月 龍麻 (梓川高2)
45.66
【男子少年共通】
▶110mH(0.991m) (-8.6)
①漆原 奏哉 (佐久長聖高3)16.56
②内海 亮平 (佐久長聖高2)16.74
③土屋 海斗 (佐久長聖高3)17.04
【男子少年B】
▶3000m
①山口 竣平 (佐久長聖高1)8:41.72
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②大場 崇義 (上伊那農高1)8:48.58
③永原 颯磨 (佐久長聖高1)8:51.15
▶砲丸投(5.000kg)
①小山 翔平 (佐久長聖高1)11.58
②石田 優牙 (茅野東部中3)10.50
③井澤 眞成 (堀金中3)
9.55
【男子中学】
▶円盤投(1.500kg)
①井澤 眞成 (堀金中3)18.76
【女子】
▶100m (-6.0)
①深澤 あまね (中央大1) 13.39
②原 知愛 (松本県ヶ丘高3) 13.54
③藤森 七海 (諏訪清陵高2) 13.56
▶200m (+1.1)
①深澤 あまね (中央大1) 25.27
②小林 菜月 (飯田高3)
26.22
③中村 夏鈴 (ｲｲﾀﾞｯｼｭAC3) 26.33
▶400m
①小池 愛美 (長野日大高3) 1:00.31
②大鹿 愛和 (佐久長聖高2) 1:00.72
③金森 佑奈 (法大3)
1:01.23
▶800m
①市川 笑花 (佐久長聖高2) 2:16.55
②阪 千都 (塩尻広陵中3) 2:19.68
③宮本 純伶(松本県ヶ丘高3) 2:21.86
▶1500m
①名和 夏乃子 (長野東高1) 4:43.91
②牧内 大華 (長野東高1) 4:50.01
③近藤 美波 (松本深志高1) 4:54.37
▶3000m
①宮澤 実亜 (長野東高3)9:53.85
②村岡 美玖 (長野東高2)9:59.50
③真柴 愛里 (春富中2) 10:00.73
▶100mH(0.838-8.5m)
①中津 晴葉 (青学大1)15.02
②小林 菜月 (飯田高3)16.28
③柳澤 結月 (松本大1)16.52
▶400mH(0.762m)
①南澤 明音 (松本土建)
1:01.98
②金森 佑奈 (法大3)
1:04.56
③大鹿 愛和 (佐久長聖高2)1:04.89
▶5000m競歩
①中村 綾花 (長野東高3) 25:37.64
②加藤 杏由夏(松本県ヶ丘高3)30:37.51
③田中 千晴 (松本深志高2) 31:29.11
▶4×100m
①長野日大高 49.14
②佐久長聖高 49.54
③市立長野高 50.00
▶4×400m
①佐久長聖高 4:01.23
②市立長野高 4:20.97
③小諸高
4:24.00
▶走高跳
①小林 弓珠 (長野日大高3) 1.50
②大森 里香 (佐久長聖高2) 1.50
③小平 奏重 (下諏訪向陽高2) 1.45
③太田 さくら (松商学園高2) 1.45
▶棒高跳
①岡田 莉歩 (佐久長聖高1) 3.50
②佐藤 里桜 (中野立志館高3) 3.20
③岩下 栞 (佐久長聖高3)
2.90
▶走幅跳

長野陸上競技協会会報
①小林 千紘 (諏訪二葉高3)5.67(+4.2)
②小林 南実 (ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC)5.52(+1.8)
③金子 亜瑠 (坂城中3)
5.40(+8.9)
▶三段跳
①牧内 愛実(市立長野高2) 11.08(-0.7)
②北原 小遥(諏訪二葉高3) 10.57(-0.8)
③有賀 明子 (上田高2) 10.36(-1.1)
▶砲丸投(4.000kg)
①小林 弥希 (松本大2) 12.42
②永原 璃桜 (RIKUO3)
11.84
③滋田 祐希 (松本大4) 11.36
▶円盤投(1.000kg)
①永原 璃桜 (RIKUO3)
34.38
②安達 朋笑 (上田染谷丘高3) 30.27
③柄澤 真野 (茅野市陸協) 28.99
▶ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg)
①小林 朋子 (飯山高3)
38.11
②安達 朋笑 (上田染谷丘高3) 36.84
③荒井 葵凪 (松本大4)
34.77
▶やり投(600g)
①倉田 紗優加 (伊那北高2) 43.34
②井口 華穂 (NAGANO_APPLES)43.32
③竹内 海月 (中野立志館高3)37.72
【女子少年B】
▶100mH(0.762-8.5m) (-7.6)
①佐伯 風帆 (佐久長聖高1) 17.75
②唐澤 さくら(佐久長聖高1) 17.95
第95回北信越学生陸上競技対校選手権大会
期日：5月22日-23日 場所：松本平
(優勝者と県内関係3位以内掲載)
【男子】
▶100m (-0.7)
①福島 聖 (富山･富山大4)
10.43
▶200m (+1.9)
①水戸部 良祐(新潟･新潟医福大4)21.29
③髙橋 和真 (長野･長野高専S) 21.74
▶400m
①小竹 徹 (石川･金沢星稜大4) 47.35
③髙橋 和真 (長野･長野高専S) 48.34
▶800m
①小竹 徹 (石川･金沢星稜大4)1:53.58
③蟻川 喬生 (長野･信州大3) 1:55.41
▶1500m
①二宮 秀 (富山･富山大4) 4:00.94
▶5000m
①坪井 響己 (長野･信州大M)15:04.98
②松林 直亮 (兵庫･信州大2)15:24.93
③大島 宏輝 (長野･信州大M)15:27.65
▶10000m
①坪井 響己 (長野･信州大M)30:27.06
③松林 直亮 (兵庫･信州大2)31:15.70
▶110mH(1.067m) (-2.0)
①原 駿介 (新潟･新潟大3)
14.56
▶400mH(0.914m)
①野崎 駿 (新潟･新潟医福大4)51.92
③熊谷 悟 (長野･松本大4)
52.61
▶3000mSC(0.914m)
①鈴木 聖矢 (富山･富山大2) 9:38.52
②關 凱人 (長野･信州大4)
9:47.66
▶10000m競歩
①中川 貴嗣(福井･福井工業大3)45:30.43
▶4×100m ①富山･富山大 40.07(GR)
▶4×400m ①石川･金沢星稜大 3:15.45
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▶走高跳
①青木 悠李 (新潟･新潟医福大4)2.03
▶棒高跳
①林 良樹 (石川･金沢学院大4) 4.60
▶走幅跳
①松本 陸 (長野･信州大3)7.48(+2.3)
③山口諒偲(長野･松本大4)7.09(+2.4)
▶三段跳
①風山瑠希亜(新潟･新潟医福大2)14.67(+0.5)
②内堀 岳宏(長野･松本大4) 14.33(-1.6)
▶砲丸投(7.260kg)
①大浦 拓徳 (新潟･新潟医福大4)15.64
▶円盤投(2.000kg)
①中町 真澄 (石川･新潟医福大2)47.77
③萩原 倖司 (長野･松本大3)
35.68
▶ﾊﾝﾏｰ投(7.260kg)
①佐々木 健介(新潟･新潟医福大1)57.52
②萩原 倖司 (長野･松本大3)
54.71
▶やり投(800g)
①本田 涼太 (富山･富山大3)65.61
▶十種競技
①小坪 聖人 (富山･富山大M) 6764
【対校得点 総合】 ①新潟医福大 228
②富山大 98.5
③信州大 95.5
【女子】
▶100m (-2.1)
①穴澤 沙也可(新潟･新潟医福大4) 12.17
▶200m (+1.7)
①穴澤 沙也可(新潟･新潟医福大4) 24.79
③臼井 美紅(長野･新潟医福大4) 25.27
▶400m
①藤田 藍 (富山･富山大1)
57.16
▶800m
①廣田 百世 (富山･富山大2) 2:12.43
▶1500m
①廣田 百世 (富山･富山大2) 4:33.94
③池尾 優衣 (長野･信州大2) 4:51.76
▶5000m
①保科 琴音(新潟･新潟医福大3) 17:27.64
▶10000m
①吉田 千紘(静岡･新潟医福大4)36:45.00
②小林 和奈(長野･松本大4) 42:48.61
▶100mH(0.838-8.5m) (-3.0)
①手塚 麻衣 (富山･富山大2)
13.91
▶400mH(0.762m)
①髙木 玲奈(富山･新潟医福大3)1:02.06
▶3000mSC(0.762m)
①佐藤 晴奈(宮城･新潟医福大2)11:37.08(GR)
▶10000m競歩
①岩波 知佳(石川･金沢学院大1)50:32.62
▶4×100m ①新潟･新潟医福大 46.03
③長野･松本大 50.23
▶4×400m ①新潟･新潟医福大 3:48.76
▶走高跳
①蓑輪 夢未 (福井･新潟医福大2)1.70
▶棒高跳
①田中 愛 (長野･松本大2) 3.10
②清水 愛奈 (長野･松本大2) 2.80
▶走幅跳
①吉田 実瑚(新潟･新潟医福大2)5.54(+1.5)
▶三段跳
①谷本 沙柚佳(石川･金沢大2)12.01(+1.2)
③高橋 世莉子(長野･信州大2)10.97(+0.5)
▶砲丸投(4.000kg)

一般財団法人長野陸上競技協会
①大千里歩美(福島･新潟医福大3)
14.08(HUR GR) HUR:北信越学生新
③小林 弥希(長野･松本大2) 12.56
▶円盤投(1.000kg)
①草塩 はな (富山･新潟医福大3)39.60
▶ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg)
①エパサカ テレサ(兵庫･新潟医福大
3)58.05(HUR GR) HUR:北信越学生新
②荒井 葵凪 (長野･松本大4)37.60
▶やり投(600g)
①湯本 珠実 (長野･新潟医福大4)48.59
②北野 緋菜 (長野･新潟医福大3)40.79
▶七種競技
①宮田 瑞希 (石川･金沢星稜大1)3670
【対校得点 総合】
①新潟医福大271 ②松本大･富山大 73
長野県高校総合体育大会 兼 第66回長
野県高校陸上競技対校選手権大会
期日:5月28日(金)-30日(日) 場所:松本平
※HHR:北信越高校新
【男子】
▶100m (+0.4)
①河野 統徳 (東海大諏訪3) 10.83
②飯嶋 大基 (大町岳陽3) 10.93
③酒井 幹汰 (豊科3)
10.94
▶200m (-1.7)
①酒井 幹汰 (豊科3)
21.79
②落合 華七斗 (佐久長聖2) 21.91
③宮崎 日向 (佐久長聖3) 22.09
▶400m
①宮崎 日向 (佐久長聖3) 48.38
②肥後 琉之介 (佐久長聖3) 48.72
③輪湖 颯 (豊科2)
49.07
▶800m
①北村 隆之介 (佐久長聖3)1:54.67
②小坂 悠太 (東海大諏訪2)1:55.44
③吉澤 涼 (長野高専3)
1:55.83
▶1500m
①吉岡 大翔 (佐久長聖2)3:50.42(GR)
②大場 崇義 (上伊那農1)3:51.02(GR)
③山川 拓馬 (上伊那農3)3:55.77
▶5000m
①吉岡 大翔 (佐久長聖2)14:15.49
②山川 拓馬 (上伊那農3)14:22.75
③長屋 匡起 (佐久長聖2)15:13.53
▶110mH(1.067m) (+0.4)
①漆原 奏哉 (佐久長聖3) 14.80
②内海 亮平 (佐久長聖2) 15.17
③森 遼己 (松商学園3)
15.33
▶400mH(0.914m)
①竹内 陽哉 (赤穂3)
55.79
②諏訪 玲二 (岡谷南3)
56.20
③秋山 智行 (佐久長聖3) 57.02
③窪田 翔真 (東海大諏訪2) 57.02
▶3000mSC(0.914m)
①竹前 光哉 (長野日大3)9:38.90
②竹前 星汰 (長野日大3)9:41.68
③大場 晴仁 (上伊那農3)9:46.14
▶5000m競歩
①薩田 悠成 (岩村田3) 23:16.27
②鈴木 淳也 (長野商2) 23:30.07
③佐藤 晋太 (長野工3) 25:14.13
▶4×100m

①佐久長聖 41.72
②東海大諏訪 42.08
③飯山
42.84
▶4×400m
①佐久長聖 3:18.06
②赤穂
3:24.63
③東海大諏訪 3:24.86
▶走高跳
①板倉 魁士 (中野立志館3) 1.93
②小口 伸太郎 (諏訪二葉3) 1.90
③関本 遊大 (松商学園3) 1.90
▶棒高跳
①有賀 玄太 (高遠3)
4.60
②重田 篤希 (松本深志2) 4.40
③中谷 息吹 (松本国際2) 4.30
▶走幅跳
①中村 洋平 (小諸3)
6.87(-0.2)
②田中 快 (松本深志3) 6.87(+2.0)
③菅 貫太 (松本蟻ヶ崎3)6.85(+0.4)
▶三段跳
①中村 洋平 (小諸3)
14.04(+2.5)
②菅 貫太 (松本蟻ヶ崎3)13.92(+3.1)
③南澤 爽太 (岩村田2) 13.67(+5.4)
▶砲丸投(6.000kg)
①髙橋 勇翔 (松本国際2)13.66
②川上 大輝 (松商学園3)12.94
③有村 凌空 (木曽青峰3)12.83
▶円盤投(1.750kg)
①川上 大輝 (松商学園3)38.73
②中村 仁 (上伊那農3) 38.69
③田近 資武 (木曽青峰2)35.64
▶ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg)
①中村 仁 (上伊那農3) 52.19
②長岩 輝 (梓川3)
48.21
③吉原 万陽 (南安曇農3)43.64
▶やり投(800g)
①小平 将斗 (松本国際3)61.18(GR)
②柴垣 颯大 (長野吉田3)54.93
③垣内 司 (更級農2)
52.49
▶八種競技
①梶川 新 (松本国際2) 5224
②土屋 海斗 (佐久長聖3)5026
③竹内 勇貴 (松本美須々ヶ丘3)4848
▶学校対校 ①佐久長聖 138.5
②上伊那農 54 ③長野日大 48
【女子】
▶100m (-3.0)
①藤森 七海 (諏訪清陵2) 12.68
②原 知愛 (松本県ヶ丘3) 12.72
③福田 笑未 (東海大諏訪1)12.79
▶200m (-0.7)
①小池 愛美 (長野日大3) 25.48
②福田 笑未 (東海大諏訪1)25.51
③藤森 七海 (諏訪清陵2) 25.57
▶400m
①三澤 百佳 (東海大諏訪2)55.73
②小池 愛美 (長野日大3) 56.04
③渡邉 陽乃 (佐久長聖2) 57.15
▶800m
①渡邉 陽乃 (佐久長聖2) 2:12.11
②市川 笑花 (佐久長聖2) 2:13.61
③宮本 純伶 (松本県ヶ丘3)2:15.47
▶1500m
①名和 夏乃子 (長野東1) 4:35.15
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②村岡 美玖 (長野東2)
4:36.07
③牧内 大華 (長野東1)
4:39.99
▶3000m
①村岡 美玖 (長野東2)
9:46.86
②近藤 美波 (松本深志1) 9:57.96
③佐藤 希美 (長野東3) 10:01.63
▶100mH(0.838-8.5m) (+0.7)
①土屋 ほのか (佐久長聖3)14.15
②大森 里香 (佐久長聖2) 14.31
③佐伯 風帆 (佐久長聖1) 14.34
▶400mH(0.762m)
①大鹿 愛和 (佐久長聖2) 1:02.61
②三澤 菜々美 (伊那北3) 1:03.51
③宮岡 万優莉 (市立長野3)1:04.66
▶5000m競歩
①中村 綾花 (長野東3)
25:23.25
②加藤 杏由夏(松本県ヶ丘3) 29:58.97
③田中 千晴 (松本深志2)
31:01.51
▶4×100m
①東海大諏訪 48.24
②市立長野 48.27
③諏訪清陵 49.16
▶4×400m
①佐久長聖 3:51.31(GR)
②長野日大 3:57.88
③伊那北
4:00.73
▶走高跳
①宮﨑 愛美 (長野清泉3) 1.58
②大森 里香 (佐久長聖2) 1.58
③栗林 月碧 (中野立志館3)1.55
▶棒高跳
①岡田 莉歩 (佐久長聖1) 3.60(GR)
②岩下 栞 (佐久長聖3)
3.20
③佐藤 里桜 (中野立志館3)3.20
▶走幅跳
①土屋 ほのか (佐久長聖3)5.59(-2.6)
②宮原 凛成 (市立長野2) 5.48(+0.0)
③中村 來央 (市立長野3) 5.30(+0.6)
▶三段跳
①牧内 愛実 (市立長野2)11.71(+1.5)
②富山 萌衣(上田染谷丘2) 11.01(-1.2)
③加島 小浦 (松本工2) 10.87(+1.4)
▶砲丸投(4.000kg)
①永原 璃桜 (長野高専3) 11.90
②松林 萌 (長野東3)
11.21
③倉田 紗優加 (伊那北2) 10.14
▶円盤投(1.000kg)
①永原 璃桜 (長野高専3) 33.97
②安達 朋笑 (上田染谷丘3) 31.31
③出澤 愛子 (岩村田3)
29.67
▶ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg)
①小林 朋子 (飯山3)
41.19
②安達 朋笑 (上田染谷丘3)35.67
③前島 遥 (上田東3)
33.18
▶やり投(600g)
①倉田紗優加 (伊那北2)51.33(HHR GR)
②竹内 海月 (中野立志館3)43.80
③山田 柚葵 (市立長野2) 38.51
▶七種競技
①土屋 ほのか (佐久長聖3)4519(GR)
②小林 菜月 (飯田3)
4439(GR)
③大森 里香 (佐久長聖2) 4385(GR)
▶学校対校 ①佐久長聖 128
②長野東 60 ③市立長野 59

(16) 2021 年 9 月 1 日
“日清食品カップ”第37回全国小学生
陸上競技交流大会 兼 第38回 長野県小
学生 兼 第7回東海小学生県代表選考会
期日：６月２０日(日) 場所：松本平
▶【4年男子】100m (-0.9)
①鈴木 颯斗 (四賀小4)
14.32
②清水 大輝 (朝日4)
14.33
③由井 太陽 (川上第一小4)14.48
▶【5年男子】100m (+0.8)
①中矢 好太朗 (波田5)
13.70
②宮澤 知己 (松川陸上ｸﾗﾌﾞ5)13.96
③小林 春翔 (福島5)
14.05
▶【6年男子】100m (+1.6)
①レナハン 莉生 (城南小6)12.97
②小林 礼旺 (小山小6)
13.07
③竹内 暖 (大町西6)
13.49
【5.6年男子】
▶1000m
①永田 航大 (波田6)
2:53.50
②中澤 侑己 (堀金6)
2:59.66
③黒木 玲雄 (真田ｸﾗﾌﾞ6) 3:05.91
▶コンバインドＡ
①米田 太一(軽井沢A&AC6)2181(ER GR)
②油井 柊磨 (T&F佐久平6)2001
③中津 颯太 (青木島小6) 1935
▶コンバインドＢ
①山浦 英純 (佐久ﾄﾞﾘｰﾑ6)1998
②花村 武琉 (豊科北6) 1916
③福澤 遥斗 (東伊那小6) 1899
▶【4年女子】100m (+1.8)
①柳平 想乃 (茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ4) 14.54
②角田 桜子 (佐久平浅間小4)14.59
③伊東 砂良 (箕輪中部小4) 15.24
▶【5年女子】100m (-0.5)
①亀井 こころ (ｲｲﾀﾞｯｼｭAC5) 14.06
②関島 絆愛 (松川陸上ｸﾗﾌﾞ5)14.07
③高木 穂菜実 (伊那AC5)
14.33
▶【6年女子】100m (+0.0)
①長岩 里桜 (赤穂南小6)
13.59
②林 明奏里 (E-NAGANO6)
13.99
③秋月 萌花 (松本市陸協6) 14.33
【5.6年女子】
▶1000m
①原 梨珠 (赤穂南小5)
3:21.85
②北原 亜純 (真田ｸﾗﾌﾞ6)
3:23.51
③南原 葵衣 (朝日6)
3:23.56
▶コンバインドＡ
①中嶋 優佳 (軽井沢A&AC5)1992
②田中 杏 (佐久ﾄﾞﾘｰﾑ6) 1815
③小林 優奈 (T&F佐久平5) 1706
▶コンバインドＢ
①海老原 千咲 (四賀小6) 1670
②小野澤 比奈矢 (軽井沢A&AC5)1586
③望月 清世 (松川6)
1585
▶【男女混合】4×100m
①松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A) 53.31(GR)
②坂城JAC
53.66(GR)
③松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B) 54.13(GR)
第58回関東信越地区高等専門学校陸上
競技対校選手権大会
期日:6月26日(土)-27日(日) 場所:長野市営
(優勝者と県内関係3位以掲載)
※KKR:関東信越高専新

長野陸上競技協会会報
【男子】
▶100m(-1.5) ①関 優太(群馬1)11.44
▶200m(+0.6) ①酒井 優音(長岡3)23.10
③玉木 駿汰 (長野3) 23.50
▶400m ①犬飼 侑樹 (小山3)49.37
▶800m ①矢野 哲平 (長岡4)1:55.44
③吉澤 涼 (長野3) 1:56.23
▶1500m ①星野 匡範 (長岡4) 4:20.66
②宮尾 大空 (長野1) 4:20.70
③鈴木 啓真 (長野2) 4:28.14
▶5000m ①星野 匡範 (長岡4)16:34.14
②宮尾 大空 (長野1)16:34.66
③北原 浩太 (長野2)16:58.15
▶110mH(-0.9)①大平龍臣(長岡3)15.89
③岩渕 聡志 (長野3)17.05
▶400mH①犬飼 侑樹(小山3)53.17(GR)
③山崎 聡一朗 (長野1)58.02
▶3000mSC ①柳澤 太一(長野4) 9:58.57
②北原 浩太 (長野2)10:15.95
▶4×100m ①長岡 43.59 ③長野 45.03
▶4×400m ①長岡 3:20.56(GR)
②長野 3:28.18
▶走高跳 ①吉澤 涼 (長野3) 1.75
②角田 啓太 (長野4)1.70
▶走幅跳①深森博英(長岡1)6.82(+2.7)
②天利 友哉(長野5)6.64(+3.1)
③村本 瑛 (長野2)6.15(+1.6)
▶三段跳
①天利 友哉(長野5)13.25(+1.4)
②村本 瑛 (長野2)12.72(+2.1)
▶砲丸投(6.000kg)①木藤海琉(長野2)
12.39 ③大日方 栄貴 (長野4)10.09
▶円盤投(1.750kg)①牧 晃大(長野3)
30.02 ②木藤 海琉 (長野2)28.89
▶やり投(800g) ①小林 秀平(長野4) 40.20
▶学校対校 ①長野 189
【女子】
▶100m(-0.4) ①小柳 梨乃(長野1)13.22
②坂爪 美柚 (長野2)14.54
▶200m(+1.5) ①小柳 梨乃(長野1)26.73
③宮﨑 由衣 (長野4)32.96
▶800m ①金子 美乃莉 (群馬2)2:37.18
②竹内 彩夏 (長野1) 2:42.84
▶3000m①金子 美乃莉 (群馬2)11:35.56
②竹内 彩夏 (長野1) 12:25.64
▶100mH(-1.2)①小柳梨乃(長野1)18.39
③松本 詩季菜 (長野4)23.28
▶4×100m ①長野 55.22
▶走高跳 ①宮﨑 由衣 (長野4)1.20
②松本 詩季菜 (長野4)1.15
▶走幅跳①宮沢知穂(長野5)4.73(+1.6)
▶砲丸投(4.000kg)
①永原 璃桜 (長野3)11.22(GR)
②坂爪 美柚 (長野2)7.91
▶円盤投(1.000kg)
①永原 璃桜 (長野3)35.37(GR)
②坂爪 美柚 (長野2)26.93
▶やり投(600g)
①永原 璃桜 (長野3)37.28(KKR GR)
②松本 詩季菜 (長野4)23.62
▶学校対校 ①長野 141
第60回長野県中学校総合体育大会
期日：7月3日(土)-4日(日) 場所：松本平
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▶【男子1年】100m (+0.6)
①小川 夏生 (長峰1) 12.16
②中澤 創 (長野東部1) 12.18
③上田 暖幸 (赤穂1)
12.26
▶【男子2年】100m (+0.4)
①丸山 竜平 (相森2)
11.33
②江間 諒太郎(篠ﾉ井東2) 11.79
③遠藤 晄 (上諏訪2)
11.83
▶【男子3年】100m (+1.5)
①渡辺 直弥 (穂高東3) 11.27
②西澤 諒 (旭町3)
11.42
③青山 凌大 (櫻ヶ岡3) 11.44
【男子共通】
▶200m (-0.8)
①成澤 優希 (東御東部3)23.21
②山下 智也 (上田第四3)23.32
③伊藤 燦 (裾花3)
23.53
▶400m
①曽根 ひのき (柳町3) 52.96
②熊井 煌希 (塩尻広陵3)53.56
③酒井 隼斗 (赤穂3)
53.63
▶800m
①濱野 大輝 (筑摩野3) 2:00.66
②保科 陽斗 (宮田3) 2:04.41
③百瀬 柾宏 (堀金2) 2:04.81
▶【男子1年】1500m
①野島 将夫 (三郷1) 4:35.48
②矢澤 颯介 (赤穂1) 4:35.87
③丸山 玄翔 (飯綱1) 4:41.22
▶【男子2･3年】1500m
①熊谷 駿汰 (下條2) 4:20.70
②安藤 結星 (川中島3) 4:21.51
③猿田 創汰 (堀金2) 4:21.92
【男子共通】
▶3000m
①南澤 道大 (赤穂3) 8:53.20
②津金 海斗 (中川3) 9:00.60
③越 陽色 (川中島2) 9:02.75
▶110mH(0.914m) (+0.1)
①中村 駿汰 (旭町3) 14.18(JR GR)
②山本 祐弥 (小諸東3)14.72
③小口 蒼葉 (諏訪西3)14.83
▶【男子1･2年】4×100m
①長野東部 48.24
②赤穂
48.74
③菅野
48.95
▶【男子共通】4×100m
①赤穂
45.04
②裾花
45.12
③梓川
45.18
【男子共通】
▶走高跳
①日野 要 (赤穂3)
1.79
②中島 悠貴 (東御東部3)1.73
③牛丸 健人 (山辺3)
1.70
▶棒高跳
①五味 駿太 (原3)
3.80
②千葉 正佳 (常盤3)
3.30
③柏木 健太 (上田第一3)3.30
▶【男子1年】走幅跳
①南澤 侑吾 (小諸東1)5.15(+1.5)
②藤森 祐吏 (諏訪西1)5.08(0.0)
③橋詰 蓮平 (野沢1) 4.96(-0.4)
▶【男子2･3年】走幅跳

一般財団法人長野陸上競技協会
①鈴木 瑛翔 (赤穂3) 6.51(+0.5)
②倉澤 拓弥 (両小野3)6.42(-0.5)
③田中 駿埜 (塩田2) 6.34(+0.0)
【男子共通】
▶砲丸投(5.000kg)
①石田 優牙 (茅野東部3)11.97
②吉田 藍登 (犀陵3)
10.91
③大宮 悠希 (長野北部3)10.73
▶四種競技
①工藤 優真 (野沢3) 2551
②竹内 睦喜 (野沢3) 2431
③市川 志音 (諏訪南3)1910
▶【女子1年】100m (-0.6)
①中村 波南 (大町第一1) 13.13
②宮澤 希 (飯田西1)
13.17
③光澤 琥珀 (下伊那松川1)13.45
▶【女子2年】100m (+0.3)
①寺平 祈愛 (木祖2) 12.23(GR)
予選 11.98(+0.5)(JR)
②大熊 杏美 (坂城2) 12.84
③竹田 萌ﾉ花 (長野東部2)13.10
▶【女子3年】100m (+0.8)
①中村 夏鈴 (旭ヶ丘3) 12.70
②山岸 音葉 (篠ﾉ井東3) 12.88
③田中 雪乃 (上田第二3)12.91
【女子共通】
▶200m (-0.7)
①小田 彩音 (開成3)
26.52
②宮川 瑠彩 (長野東部3) 26.56
③小林 ひより (東御東部3)26.82
▶800m
①阪 千都 (塩尻広陵3)2:14.44(GR)
②御子柴 清美 (諏訪2)2:18.74
③窪田 舞 (塩尻3)
2:19.17
▶1500m
①真柴 愛里 (春富2) 4:45.80
②伊藤 瑠那 (旭ヶ丘2)4:53.60
③山口 七海 (女鳥羽3)4:54.30
▶100mH(0.762-8.0m) (+0.1)
①並木 彩華 (野沢2) 14.06(GR)
②矢島 柚那 (長峰2) 14.80
③山口 莉央 (裾花2) 15.05
▶【女子1･2年】4×100m
①開成
54.25
②緑ヶ丘
54.55
③波田
54.57
▶【女子共通】4×100m
①野沢
49.96
②坂城
50.81
③浅間
51.21
【女子共通】
▶走高跳
①塩川 翔子 (塩尻広陵3)1.51
②岩下 季実佳 (丘3)
1.51
②岩間 穂乃香 (松島3) 1.51
▶棒高跳
①飯高 愛莉 (東御東部3)2.60
②谷川 慶奈 (山辺2)
2.50
③向山 優菜 (箕輪2)
2.50
▶【女子1年】走幅跳
①柳平 紗希(茅野北部1) 5.11(-0.1)(GR)
②櫻井 音寧 (緑ヶ丘1)4.53(-0.3)
③後小路 結月 (野沢1)4.28(0.0)
▶【女子2･3年】走幅跳

①金子 亜瑠 (坂城3)
5.42(+1.2)
②清水 藤子 (東御東部3) 5.10(+1.7)
③小倉 和香葉 (茅野東部3)4.98(+0.1)
【女子共通】
▶砲丸投(2.721kg)
①石塚 夏姫 (浅間3) 11.28
②栁澤 歩乃 (御代田3) 10.95
③横山 夏南 (櫻ヶ岡3) 10.86
▶四種競技
①大森 玲花 (芦原2) 2634
②吉田 彩葉 (野沢3) 2441
③中嶋 杏佳 (野沢2) 2371
第74回長野県陸上競技選手権大会
兼 第64回東海選手権大会長野県予選会
兼 第76回国民体育大会長野県予選会
期日：7月10日(土)-11日(日) 場所：松本平
【男子】
▶100m (-2.5)
①越山 遥斗 (信州大2)
10.91
②小根山 慶汰 (新潟医福大1)10.98
③内山 響生 (信州大3)
10.99
▶200m (-1.5)
①髙橋 和真 (長野高専)
21.50
②岩田 晃 (ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC)
21.51
③中村 颯人 (ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC) 21.55
▶400m
①中野 直哉 (飯田病院) 47.22(CR)
②児玉 悠作 (法大3)
47.60
③宮崎 日向 (佐久長聖高3)47.72
▶800m
①二見 優輝 (筑波大1)
1:51.61
②岡田 遥人 (松本国際高3)1:53.70
③髙橋 一輝 (長野高専) 1:54.00
▶1500m
①白川 友一 (長野市陸協) 3:54.44
②花岡 寿哉 (上田西高3) 3:56.36
③二見 優輝 (筑波大1)
3:58.78
▶5000m
①高梨 良介 (ﾄｰﾊﾂ)
15:04.84
②花岡 寿哉 (上田西高3) 15:07.20
③牛山 純一 (ｼﾃｨﾗﾝﾅｰ) 15:11.87
▶10000m
①高梨 良介 (ﾄｰﾊﾂ)
31:16.73
②牛山 純一 (ｼﾃｨﾗﾝﾅｰ) 31:37.88
③石澤 由祐 (須坂陸協) 34:28.13
▶110mH(1.067m)
①吉村 健吾 (茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ) 14.58
②飯島 大陽 (明大1)
14.64
③漆原 奏哉 (佐久長聖高3) 14.88
▶400mH(0.914m)
①児玉 悠作 (法大3)
50.60
②岡村 州紘 (日大3)
51.98
③小林 航 (ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC) 52.81
▶3000mSC(0.914m)
①竹前 光哉 (長野日大高3)9:26.99
②益山 颯琉 (上田西高3) 9:35.70
③小林 隼人 (上田西高2) 9:54.36
▶5000m競歩
①清水 海地 (明大2)
21:10.59
②鈴木 英司 (東海大3) 21:14.58
③佐藤 晋太 (長野工高3) 21:48.89
▶走高跳
①芋川 駿 (NAGANOAPPLES) 2.10
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②林 知彦 (NAGANOAPPLES) 2.00
③関本 遊大 (松商学園高3) 2.00
▶棒高跳
①石坂 巽海 (松本大2)
4.50
②重田 篤希 (松本深志高2) 4.40
③有賀 玄太 (高遠高3)
4.30
▶走幅跳
①山浦 渓斗 (国武大3) 7.55(+0.5)
②竹入 聡一郎 (筑波大M) 7.20(+1.1)
③井出 直哉 (駿河台大3) 7.05(+4.3)
▶三段跳
①小池 哲平 (東海大2) 15.02(+1.9)
②佐藤賢一(松本県ヶ丘高教) 14.37(+0.7)
③大郷 佳己斗 (松本大2) 13.83(-0.2)
▶砲丸投(7.260kg)
①米倉 朋輝(協栄電気興業)16.55(KR CR)
②金子 周平 (松本大3)
11.60
③有村 凌空 (木曽青峰高3) 11.56
▶円盤投(2.000kg)
①米倉 朋輝 (協栄電気興業)44.89
②奥垣内 崇史 (東海大4) 43.28
③大庭 達也 (NAGANOAPPLES)37.66
▶ﾊﾝﾏｰ投(7.260kg)
①萩原 倖司 (松本大3)
51.88
②末元 昂成 (日本福祉大3) 47.54
③神田 雅翔 (松本大1)
47.28
▶やり投(800g)
①新垣 暁登 (ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC)70.19(CR)
②中野 龍星 (東学大3)
66.98
③塩川 拓 (NAGANOAPPLES) 65.19
▶十種競技
①小山 竜司 (東海大北海道4) 5990
②石川 和義 (いｰやま)
5917
③小山 和馬 (信州大2)
5877
【女子】
▶100m (-0.7)
①深澤 あまね (中大1)
12.20
②寺平 祈愛 (木祖中2)
12.29
③藤森 七海 (諏訪清陵高2) 12.42
▶200m (-1.7)
①深澤 あまね (中大1)
24.88
②佐伯 風帆 (佐久長聖高1) 25.51
③宮澤 けい (市立長野高1) 25.66
▶400m
①渡邉 陽乃 (佐久長聖高2) 56.96
②小池 愛美 (長野日大高3) 57.35
③大鹿 愛和 (佐久長聖高2) 57.81
▶800m
①渡邉 陽乃 (佐久長聖高2) 2:12.85
②宮本 純伶 (松本県ヶ丘高3)2:13.42
③市川 笑花 (佐久長聖高2) 2:15.94
▶1500m
①宮本 純伶 (松本県ヶ丘高3)4:40.83
②中村 柚音 (伊那西3)
4:42.16
③真柴 愛里 (春富中2)
4:43.23
▶3000m
①渡邉 葵 (長野日大高3) 10:02.59
②近藤 美波 (松本深志高1) 10:03.44
③髙野 夏来 (諏訪二葉高3) 10:19.47
▶100mH(0.838-8.5m)
①佐伯 風帆 (佐久長聖高1) 14.89
②伊藤 日菜子 (信州大2)
15.04
③柳澤 結月 (松本大1)
15.13
▶400mH(0.762m)
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①南澤 明音 (松本土建)
1:00.32
②川端 涼夏 (松本土建)
1:01.36
③大鹿 愛和 (佐久長聖高2) 1:02.21
▶2000mSC(0.762m)
①齋藤 蒔富羽(上田染谷丘高1) 9:14.28
▶5000m競歩
①溝口 友己歩(神奈川･ﾎﾝﾀﾞﾛｼﾞｺﾑ) 23:37.31
②中村 綾花 (長野東高3)
25:12.46
③諸岡 明日佳 (長野工高1) 31:37.80
▶走高跳
①太田 さくら (松商学園高2) 1.55
②栗林 月碧 (中野立志館高3) 1.55
③並木 彩華 (野沢中2)
1.50
③小林 弓珠 (長野日大高3) 1.50
▶棒高跳
①岡田 莉歩 (佐久長聖高1) 3.50
②岩下 栞 (佐久長聖高3)
3.20
②佐藤 里桜 (中野立志館高3) 3.20
▶走幅跳
①金子 亜瑠 (坂城中3)
5.62(+4.5)
②小林 南実 (ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC)5.54(+3.8)
③小林 菜月 (飯田高3)
5.53(+3.1)
▶三段跳
①宮坂 楓 (神奈川･ﾆｯﾊﾟﾂ)11.99(-0.9)
②牧内 愛実(市立長野高2) 11.86(+0.6)
③宮﨑 優季 (県競対本部)11.32(-0.2)
▶砲丸投(4.000kg)
①永原 璃桜 (長野高専3) 11.91
②小林 弥希 (松本大2) 11.86
③松林 萌 (長野東高3) 11.13
▶円盤投(1.000kg)
①坂井 美藍 (順大2)
36.17
②小林 幸音 (中京大2) 35.78
③永原 璃桜 (長野高専3) 34.74
▶ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg)
①坂井 美藍 (順大2)
48.64
②荒井 葵凪 (松本大4) 37.71
③安達 朋笑 (上田染谷丘高3)35.24
▶やり投(600g)
①倉田 紗優加 (伊那北高2) 49.20
②湯本 珠実 (新潟医福大4) 47.44
③井口 華穂 (NAGANOAPPLES)41.18
▶七種競技
①土屋 ほのか (佐久長聖高3)4782(HR)
②大森 里香 (佐久長聖高2) 4375
③小林 万莉 (東海大諏訪高3)4264
第74回長野県選手権大会リレー競技
期日：2021年7月23日 場所：松本平
▶男子4×100m
①信州大(宮下･内山･越山･松本)40.97
②城西大(内山･中島･今西･倉田)41.44
③長野日大高(伊東･宮越･宮澤･松岡)41.95
▶男子4×400m
①ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC(岩田･中村･小林･清水)3:15.63
②松本大(和田･内堀･伊藤･熊谷) 3:21.07
③東海大諏訪高(久保田･名取･矢島･窪
田)3:25.20
▶女子4×100m
①市立長野高(牧内･宮原･水元･宮澤)48.37
②長野日大高(永原･小林･内藤･髙藤)48.76
③松本大(柳澤･青柳･今井･田中) 49.54
▶女子4×400m
① 東海大諏訪高(濵田･松下･福田･中
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原)4:01.19
②小諸高(栁澤･佐伯･比田井･碓氷)4:08.68
③市立長野高(佐野･渡辺･斉藤･牧内)4:15.09
第67回全日本中学校通信陸上競技 長
野県大会 兼 第76回国体長野県予選
期日:7月17日(土)-18日(日) 場所:松本平
▶【男子1年】100m (-1.7)
①中澤 創 (長野東部1) 12.15
②上田 暖幸 (赤穂1)
12.40
③小川 夏生 (長峰1)
12.44
▶【男子2年】100m (+1.2)
①丸山 竜平 (相森2)
11.33
②松澤 悠 (豊科北2)
11.62
③宇佐美 隆悟 (立科2) 11.67
▶【男子3年】100m (-1.3)
①中村 駿汰 (旭町3)
11.31
②渡辺 直弥 (穂高東3) 11.37
③木内 光波 (浅間3)
11.57
【男子共通】
▶200m (+0.9)
①渡辺 直弥 (穂高東3) 22.76
②倉橋 來唯 (永明3)
23.16
③伊藤 燦 (裾花3)
23.39
▶400m
①多田 夏音 (茅野北部3) 53.05
②曽根 ひのき (柳町3) 53.55
③熊井 煌希 (塩尻広陵3) 53.59
▶800m
①濱野 大輝 (筑摩野3) 2:00.47
②保科 陽斗 (宮田3)
2:02.08
③百瀬 柾宏 (堀金2)
2:02.63
▶【男子1年】1500m
①野島 将夫 (三郷1)
4:36.14
②矢澤 颯介 (赤穂1)
4:36.75
③飯澤 星 (諏訪南1)
4:42.10
▶【男子2･3年】1500m
①南澤 道大 (赤穂3)
4:09.10
②内堀 翼 (丸子北3)
4:18.39
③木村 優仁 (女鳥羽3) 4:21.35
【男子共通】
▶3000m
①南澤 道大 (赤穂3)
8:55.83
②越 陽色 (川中島2)
8:56.01
③津金 海斗 (中川3)
9:10.10
▶110mH(0.914m) (+1.5)
①中村 駿汰 (旭町3) 14.05(JR GR)
②山本 祐弥 (小諸東3)14.60
③小口 蒼葉 (諏訪西3)14.63
▶4×100m
①裾花
44.76 ②梓川44.85
③豊科北 45.11
▶走高跳
①日野 要 (赤穂3)
1.73
②望月 快 (穂高東3)
1.65
②中島 悠貴 (東御東部3) 1.65
▶棒高跳
①五味 駿太 (原3)
3.80
②千葉 正佳 (常盤3)
3.40
③柏木 健太 (上田第一3) 3.20
▶走幅跳
①鈴木 瑛翔 (赤穂3) 6.62(+1.4)
②倉澤 拓弥 (両小野3)6.52(-1.1)
③小口 蒼葉 (諏訪西3)6.43(-0.3)
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▶砲丸投(5.000kg)
①石田 優牙 (茅野東部3) 11.54
②吉田 藍登 (犀陵3)
11.41
③井澤 眞成 (堀金3)
11.01
▶ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ
①玉井 雄飛 (若穂3)
55.61
②倉田 晃輔 (南箕輪3) 55.45
③石田 優牙 (茅野東部3) 52.79
▶四種競技
①工藤 優真 (野沢3)
2583
②村本 琢実 (山辺3)
2532
③竹内 睦喜 (野沢3)
1980
▶【女子1年】100m (-1.0)
①宮澤 希 (飯田西1)
13.21
②中村 波南 (大町第一1) 13.39
③柳平 紗希 (茅野北部1) 13.60
▶【女子2年】100m (-2.3)
①大熊 杏美 (坂城2)
12.84
②矢島 柚那 (長峰2)
13.00
③竹田 萌ノ花 (長野東部2)13.18
▶【女子3年】100m (-0.2)
①宮川 瑠彩 (長野東部3) 12.75
②中村 夏鈴 (旭ヶ丘3) 12.81
③田中 雪乃 (上田第二3) 12.88
【女子共通】
▶200m (+1.4)
①中村 夏鈴 (旭ヶ丘3) 25.88
②宮川 瑠彩 (長野東部3) 26.18
③山本 萌華 (飯山城南2) 27.00
▶800m
①阪 千都 (塩尻広陵3) 2:16.12
②御子柴 清美 (諏訪2) 2:17.80
③窪田 舞 (塩尻3)
2:18.58
▶1500m
①真柴 愛里 (春富2)
4:46.92
②窪田 舞 (塩尻3)
4:52.45
③武田 悠華 (川中島3) 4:54.32
▶100mH(0.762-8.0m) (+2.9)
①並木 彩華 (野沢2)
13.82
②矢島 柚那 (長峰2)
14.46
③吉田 彩葉 (野沢3)
14.54
▶4×100m
①浅間
50.69 ②坂城 50.72
③長野東部 51.04
▶走高跳
①西 真優花 (櫻ヶ岡3) 1.54
②岩間 穂乃香 (松島3) 1.54
③小森 玲那 (高社3)
1.54
▶棒高跳
①小林 ひより (東御東部3) 2.80
②那須野 咲良 (三郷3)
2.50
③高見澤 茉那 (上田第五3) 2.50
▶走幅跳
①金子 亜瑠 (坂城3)
5.60(+0.5)
②柳平 紗希 (茅野北部1) 5.17(+0.7)
③清水 藤子 (東御東部3) 5.05(+0.0)
▶砲丸投(2.721kg)
①栁澤 歩乃 (御代田3) 11.26
②下村 美優 (南箕輪3) 10.87
③石塚 夏姫 (浅間3)
10.62
▶ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ
①日達 美心 (原3)
45.21
②荒井 美海 (東北3)
37.69
③栗林 紗菜 (豊科北2) 37.22
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▶四種競技
①並木 彩華 (野沢2)
②大森 玲花 (芦原2)
③川上 珠実 (野沢3)

2722
2544
2223
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【男子】 ▶300m
①輪湖 颯
(豊科高2)
35.05
②名取 勇人 (東海大諏訪高2) 35.82
③中山 雅月 (上田西高3)
36.12
▶800m
①岡田 遥人 (松本国際高3) 1:55.30
②中村 駿吾 (信州大4)
1:59.14
③菊川 丈仁 (長野日大高3) 1:59.30
▶1000m
①濱野 大輝 (筑摩野中3) 2:35.08
②南澤 道大 (赤穂中3)
2:35.78
③小澤 拓真 (松本国際高3) 2:44.15
▶1500m
①白川 友一 (長野市陸協) 3:54.14
②梅原 悠良 (上田西高1) 3:54.74
③大峡 翔太 (須坂陸協)
4:02.82
▶3000m
①吉岡 大翔 (佐久長聖高2) 8:20.17
②花岡 寿哉 (上田西高3) 8:23.15
③牛山 純一 (ｼﾃｨﾗﾝﾅｰ)
8:25.88
▶5000m
①名村 樹哉 (三重･日体大3)14:29.80
②水金 大亮 (兵庫･日体大2)14:32.52
③九嶋 大雅 (三重･日体大3)14:37.15
▶3000m競歩
①佐藤 晋太 (長野工高3)12:37.01
②田口 紫音 (上田西高3)12:37.41
③田幸 瞭 (長野日大高2)14:30.59
▶走高跳
①片平 大地 (長野市陸協)
1.95
②林 知彦 (NAGANOAPPLES)
1.90
③小口 伸太郎 (諏訪二葉高3) 1.85
▶走幅跳
①松本 陸 (信州大3)
7.36(-1.5)
②寺島 恒輔 (小諸高2) 6.51(+1.3)
③佐藤 駿也 (飯山高1) 6.50(+1.1)
▶砲丸投(7.260kg)
①米倉 朋輝 (協栄電気興業) 16.05
②上原 隆伸 (ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野) 11.74
③有村 凌空 (木曽青峰高3) 10.76
【高校男子】 ▶110mH(0.991m)
①漆原 奏哉 (佐久長聖高3) 14.85
②小池 集万 (長野日大高2) 15.16
③内海 亮平 (佐久長聖高2) 15.43
▶300mH(0.914m)
①勝田 創太 (須坂創成高3) 40.05
②窪田 翔真 (東海大諏訪高2) 41.69
③壬生 新 (岡谷南高2)
41.74
▶三段跳
①中村 洋平 (小諸高3) 14.08(+1.9)
②佐藤 駿也 (飯山高1) 13.24(+0.4)
③田村 斡也 (市立長野高1)12.96(+0.3)
▶円盤投(1.750kg)
①羽場 太陽 (岩村田高2) 31.41
②有村 凌空 (木曽青峰高3) 31.05
③田近 資武 (木曽青峰高2) 30.54
▶【少年B男子】砲丸投(5.000kg)
①小山 翔平 (佐久長聖高1) 13.46

②伊藤 凜空 (塩尻広陵中3) 9.85
③中野 龍司 (長野東高1)
9.78
▶【選抜少年B男】100m (+1.8)
①鈴木 慎吾 (東海大諏訪高1) 10.89
②丸山 昴 (須坂高1)
11.16
③中村 駿汰 (旭町中3)
11.19
③山本 赳瑠 (佐久長聖高1)
11.19
【中学男子】 ▶150m
①倉橋 來唯 (永明中3) 17.15(+2.0)
②松澤 悠 (豊科北中2) 17.41(+0.6)
③鈴木 瑛翔 (赤穂中3) 17.45(+0.6)
▶走高跳
①工藤 優真 (野沢中3)
1.65
②兒野 幹 (豊科南中2)
1.60
③市川 志音 (諏訪南中3) 1.55
▶走幅跳
①柿澤 一護 (裾花中3)
6.24(+1.3)
②堀内 來夢 (茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ2) 6.17(+1.7)
③倉澤 拓弥 (茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ2) 6.16(+0.0)
▶三段跳
①小口 蒼葉(茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ2) 11.94(-1.0)
②青栁 音旺 (三郷中2) 11.60(+1.6)
▶円盤投(1.500kg)
①井澤 眞成 (堀金中3)
28.64
②石田 優牙 (茅野東部中3) 27.41
③村本 琢実 (山辺中3)
25.17
▶ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ
①倉田 晃輔 (南箕輪中3) 55.99
②玉井 雄飛 (若穂中3)
47.64
③中野 浬 (旭町中3)
45.92
【中学1年男子】
▶100mH(0.838-8.5m) (-1.2)
①須田 岳琉 (野沢中1) 16.67
②片瀬 聖 (広徳中1)
17.17
③橋詰 蓮平 (野沢中1) 17.40
▶砲丸投(4.000kg)
①齋藤 成冴 (梓川中1)
6.92
②奥山 和晃 (永明中1)
6.72
③湯尾 泰雅 (白馬中1)
6.72
▶【選抜中学男子】110mH(0.991m)(+1.3)
①中村 駿汰 (旭町中3) 14.95
②小口 蒼葉 (諏訪西中3) 15.12
③山本 祐弥 (小諸東中3) 15.28
【女子】 ▶300m
①三澤 百佳 (東海大諏訪高2)40.11
②小池 愛美 (長野日大高3) 40.13
③福田 笑未 (東海大諏訪高1)40.75
▶800m
①名和 夏乃子 (長野東高1) 2:17.53
②松下 輝来 (東海大諏訪高2)2:21.35
③増沢 結 (東海大諏訪高1) 2:21.88
▶1000m
①阪 千都 (塩尻広陵中3)
2:59.21
②真柴 愛里 (春富中2)
3:02.07
③中野 ことは (駒ｹ根東中2) 3:09.41
▶1500m
①佐藤 悠花 (長野東高2)
4:35.78
②牧内 大華 (長野東高1)
4:36.87
③村岡 美玖 (長野東高2)
4:37.72
▶3000m
①赤羽 真衣佳 (長野東高2) 9:57.32
②橋村 英里 (長野東高3) 10:01.13
③髙野 夏来 (諏訪二葉高3) 10:05.59
▶3000m競歩
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①中村 綾花 (長野東高3) 13:47.19
②東 咲良 (松本県ヶ丘高2) 16:56.73
③諸岡 明日佳 (長野工高1) 17:42.51
▶走高跳
①太田 さくら (松商学園高2) 1.60
②青木 沙絵 (長野商高2)
1.50
③二木 瑠心 (松本県ヶ丘高1) 1.45
▶走幅跳
①小林 南実(ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC) 5.43(+1.5)
②小林 万莉(東海大諏訪高3)5.31(-0.2)
③宮原 凛成(市立長野高2) 5.24(+1.6)
【高校女子】 ▶300mH(0.762m)
①大鹿 愛和 (佐久長聖高2) 45.12
②佐伯 三葉 (小諸高3)
45.83
③栁澤 風花 (小諸高3)
47.20
▶三段跳
①加島 小浦(松本工高2) 10.59(+3.3)
②古越 茉帆(佐久長聖高2) 10.45(+1.3)
③小倉 歩華(岡谷南高2) 10.41(+0.0)
▶【少年女子共通】100mH(0.762-8.5m)(-1.3)
①土屋 ほのか (佐久長聖高3) 14.47
②大森 里香 (佐久長聖高2) 14.99
③佐伯 風帆 (佐久長聖高1) 15.03
▶【少年B女子】砲丸投(4.000kg)
①松林 彩 (長野東高1)
10.78
②角崎 美沙都 (松本深志高1) 7.62
③山下 唯華 (岩村田高1)
5.50
▶【選抜少年B女 】100m (+1.2)
①宮澤 けい (市立長野高1) 12.54
②福田 笑未 (東海大諏訪高1) 12.64
③中村 夏鈴 (旭ヶ丘中3)
12.86
③佐伯 風帆 (佐久長聖高1) 12.86
③鷲山 芽生 (女鳥羽中3)
12.86
【中学女子】 ▶150m (+3.2)
①寺平 祈愛 (木祖中2)
18.19
②大熊 杏美 (坂城中2)
18.74
③中村 夏鈴 (旭ヶ丘中3)
19.01
▶走高跳
①降旗 菜央 (穂高東中3)
1.50
②小林 日和 (広徳中2)
1.50
③小森 玲那 (高社中3)
1.50
▶走幅跳
①金子 亜瑠(坂城中3)
5.30(+0.6)
②柳平 紗希(茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ1) 4.93(+0.8)
③小倉 和香葉(茅野東部中3) 4.92(+1.7)
▶ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ
①日達 美心 (原中3)
43.06
②栗林 紗菜 (豊科北中2)
34.14
③大森 玲花 (軽井沢A&AC2)
32.64
▶【選抜中学女子】100mH(0.762-8.5m)(+1.3)
①並木 彩華 (野沢中2)
14.40
②大森 玲花 (軽井沢A&AC2)
14.74
③矢島 柚那 (長峰中2)
15.03

第56回全国高等学校定時制通信
制陸上競技大会 （優勝･入賞）
期日:8月22日～24日
場所:駒沢オリンピック公園陸上競技場
岡田遥人 松本国際高3
優秀選手受賞
男子 400m 2位 50.21
800m 1位 1:55.22 大会新
女 3000m 4 位 降旗 夢佳 松本筑摩高 2

(20)

長野陸上競技協会会報

第 172 号

ＮＡＡ 各種情報・お知らせ他
2021 年度 長野陸協 審判員クリニック（競技規則確認テスト）解答例
競技運営委員会委員長 青柳 智之、審判部長 小林 幸太郎
今年も講習会等を開催できないため、用紙・Web での研修としました。ご協力ありがとうございました。
解答者数は【301 名】です。＜飯伊 15､上伊那 48､諏訪 41､塩尻 11､木曽 8､松本 31､安曇野 16､大北 17､千曲 2､
長野市 41､須坂 7､飯水 4､中高 4､上水内 4､上田 19､佐久 33＞ 審判員としてはまず「ルールに精通する」こと
が必要です。
「あれ、どちらだったっけ…」等々迷う場面は多々あります。直ちにルールブックで確認するな
ど、更に研修をお願いします。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12① 12② 13
14
15
16
正解数(人) 292 184 281 259 279 122 271 260 266 230 227 285 292 286 266 297 246
正解率(%) 97.0 61.1 93.4 86.0 92.7 40.5 90.0 86.4 88.4 76.4 75.4 94.7 97.0 95.0 88.4 98.7 81.7

■〔
〕の中へ○× または 正しい数字を選ぶか、数値を入れなさい。
1.2021 年ルールブックの編成は、
【Competition Rules：競技会規則】と【Technical Rules：競技規則】に変
更になっている。
〔 ○ 〕
2.トラックの計測は縁石の外端（縁石がない場合はラインの外側）を基準に計測をする。
〔 ✕ 〕
◆TR14：１レーンは縁石外端から 300mm、２レーン以降はラインの外端から 200mm のところを計測します。
【注釈：理事長】この問題は正解率が低く、約 4 割の方が〔〇〕を解答しています。実際に検定で計測するのは、
「縁石の外端」であり、下記のとおり日本陸連施設用器具委員会高木委員長に確認しました。今後、和訳を工夫す
るそうです。×と解答した方はルールブックを良く確認された方、〇は現場重視の方と言えそうです。縁石の上に
乗る、台車や一輪車で乗り越えるということは半径計測の誤差を大きくしてしまいますので避けて下さい。
▶送信：TR14.2 の「計測は、縁石外側から 300mm 外側…を測る。
」＜計測線＞と＜実際の測定点＞とは違うという
ことかと思いますが、現状の表現は、誤解を生むと思いますが如何でしょうか？ 原文：「The measurement shall
be taken 0.30m outward from the kerb or, where no kerb exists on a bend (or the diversion from the track
for the steeplechase water jump), 0.20m from the line marking the inside of the track.」を直訳すれば
「測定」ですが、Facilities Manual P31 では、上記「計測線」は running line という単語が使われおり…
◀返信：辞書で調べると measurement には「測定」という意味と「測定して得た寸法」とあるようです。ここでは
後者の意味と思われ、訳の問題と思われます。Facilities Manual では measurement line に括弧して running line
として、それ以降が running line と表現されているようです。計算上の場所を running line で表現するのも混乱
しますよね。どちらにしても訳を工夫すればよいと思われます。

3.「On your marks（位置について）
」または「Set（用意）
」の合図の後、音声や動作、その他の方法で他の競
技者の妨害をしたので、審判長は不適切行為があったとして当該競技者に対して警告を与えた。
〔 ○ 〕◆CR18.5／TR16.5.3
4.男子１１０ｍH 予選で、ハードルを超えていないと判定され失格した選手が、判定を不服として競技終了後
２０分、結果発表後１４分後に正式に抗議した。この抗議は受理されるか。
〔 ○ 〕◆TR8.2：抗議は結果の
正式発表後 30 分以内（国内：同一日に次のラウンドが行われる場合は 15 分以内）に行わなければならない。
5.リレーにおいて、テイクオーバーゾーン内でバトンパスが開始され、バトンパスが完了していない状態でバ
トンを落とした場合にバトンを拾わなくてはならない走者は、次の①〜③のうちどれか。 ① 渡し手(前走者)
② 受け手(後走者) ③ どちらでも良い
〔 ① 〕◆TR24.7[注釈]
6.4×400m リレーのバトン渡し。テイクオーバーゾーンの内側より走り出さなくてはならないが、この時ライ
ンの線は踏んでいてもよい。
〔 ○ 〕◆TR24.19：踏んでも良いが、踏み越してはならない。
7.リレー種目でイエローカードを 2 回出されたチームの選手は、その後出場予定の個人種目も失格と見なさ
れ、出場することはできない。
〔 ✕ 〕◆TR7.3：当該リレーチームのみ適用される。
8.400ｍを超えるレース（4×200ｍリレー、メドレーリレー・4×400ｍリレーの第 1 走者を除く）では、競技
者は位置についたとき片手であれば、グラウンドに触れてもよい。
〔 ✕ 〕◆TR16.4：立位で行われるレースは、手（片手または両手）がグラウンドに触れてはならない。

一般財団法人長野陸上競技協会
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9.トラック種目に於いて風速を計測する時間は、スターターの信号器の発射（閃光／煙）からつぎの通りとす
る。 60ｍ…5 秒間 100ｍ…10 秒間 100ｍハードル…10 秒間 110ｍハードル…10 秒間 200ｍ…13 秒間
〔 ✕ 〕◆TR17.12：100mH･110mH 10 秒→13 秒／200m 13 秒→先頭が直走路に入ってから 10 秒
10.競技者が自分の意思により競技を途中で止めた場合、その競技のその後の試技を行うことはできないが、
高さを競う跳躍競技での 1 位決定のためのジャンプオフには出場できる。
〔 ✕ 〕◆TR26.9.5/TR25.6：ジャンプオフ含めその後の試技を行うことはできない。
11.走幅跳の決勝を７名で行っている。３回の跳躍を終えた時点で、１名記録なしだった。４回目以降の試技
のできる人数は何人だろうか。 〔 ７人 〕◆TR25.6：8 人以下の場合は各競技者に 6 回の試技が許される。
12.フィールド種目の靴底の厚さは、三段跳が①ｍｍ、それ以外が②ｍｍである。①〔 25 〕②〔 20 〕◆TR5.13.3
13.混成競技では、競技で使う全ての靴底の検査をしなければならない。

〔 ○

〕

14.3000m に出場している選手が使用している靴底の厚さが基準を超えているように思えた審判長が、レース
後に靴底の厚さを測定したら 2mm 超えていた。しかし、招集を通過してしまったので失格とはせず、注意を与
えた。
〔 ✕ 〕◆TR5.11：失格となる
15.女子棒高跳において、３ｍ００の２回目を失敗し３回目の試技に入ろうとした選手に、主審が「アップラ
イトをあと１０ｃｍ前に出すといい」と選手に話した。
〔 ✕ 〕◆TR6.3.5：競技役員が助言またはその他の支援を提供する事は助力となる。
16.競技役員や主催者から任命された者が（倒れた選手を）立ち上がらせたり、医療支援を受けられたりする
ための身体的な手助けは助力ではない。
〔 ○ 〕◆TR6.1
17.競技会において、投てき物が補助員に接触する事故が２年連続で起きている。事故を防ぐために、どのよ
うなことに気をつけていけばよいのか、あなたの考えを述べなさい。
〔略：数多くのご意見があった〕
事故は起こりうるものと想定し、未然に絶対に防ぐことを、審判、補助員、参加競技者等で事前打ち合わせ
を徹底し安全対策を共有する。プレス関係者等にも担当係員や投擲審判員から情報を共有する。審判長、主任、
副主任、責任審判員は準備段階から用器具やテント類の配置状況、審判・補助員配置、プレス関係者等の動き
に常に目を配り危険な場合や事故の発生が予想できる場合は事前注意や改善策を講ずる。また、ジュリーやデ
ィレクター等、競技場全体を見渡せる立場の審判員も状況を把握し、不備や異状があれば総務員、担当部署に
速やかに連絡し改善を促す。
【追加】○TR29・30 走幅跳・三段跳 踏切判定のビデオ監察試行について
踏み切りを行う際、足または靴のどこかが踏切線の垂直面より前に出た時は無効試技とする。
⇒ 現行の「身体のどこかが踏切線の先の地面（粘土板を含む）に触れた時」からの変更です。現在は靴の
先端（地面からわずかに浮いている部分）
が踏切線を越えていても、粘土板に痕跡
が残らなければ無効試技となりません
が、2022 年度からは無効試技となりま
す。※これに伴い、粘土板の角度も 45 度
から 90 度へ、競技会によってはビデオカ
メラ等を使用します。
長野県選手権にて、セイコータイムク
リエーション㈱ （旧セイコータイムシス
テム㈱）の機器動作デモンストレーショ
ンがあり、その画像処理は瞬時に行われ、
踏切線(±mm で表示される)を越えても
痕跡が残らない事例が数回発生した。

（画像提供: セイコータイムクリエーション㈱ 合成:理事長）

(22) 2021 年 9 月 1 日
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３団体４氏に感謝状贈呈 日本混成２日目 6/13

10 年間ご指導ご協力をい
ただいた次の皆様方に本協
会から感謝状を贈呈した。
〇長野市様
〇しなのメイト(株）様
〇長谷川体育施設(株)様
〇日本陸連事務局長
(現専務理事)風間 明様
＜本協会アドバイザー3 名＞
〇石井 朗生様(現日本陸連経
営企画部長 管理部長)
〇松田 克彦様(十種競技日本
代表コーチ､名古屋学院大学)
〇故 本田 陽様(元日本陸連 左から萩原清長野陸協会長､長野市長加藤久雄様､しなのメイト(株)代表取締役社長池内伸
一様､長谷川体育施設(株)代表取締役社長仁ノ平俊和様､風間様、石井様、松田様
混成競技部長､中京大学)

2021 年度 長野陸協「三重とこわか国体」選手団
長野陸協第 64 回理事会で確定した選手団は下記のとおりです。三重県で開催予定であった国民体育大会及
び全国障害者スポーツ大会の中止が決定され、今後、9 月中に延期されるかどうか確定するところですが、延
期された場合、三重は青森の次 2027 年となり、長野は第 83 回 2029(令和 11)年となる見込みです。
2022 栃木、鹿児島、佐賀＜3 県は決定県＞、2025 滋賀、青森＜2 県は内定＞、宮崎、長野、群馬 3 県は内々定。

目 標 :素 点 55点 獲 得 、 県 全 体 の 目 標 天 皇 杯 12位 、 皇 后 杯 10位 を 達 成 で き る よ う 努 力 す る
選
性

手
種別
成年

男

№
1
2
3

子

4
5
6
7

少年

1

A

2
3
4

少年

1

B

2
3

少共通

1

成年

1

女

2
3

子

4

少年

1

A

2
3
4

少年

1

B

2
3
4

少年
共通

監

(リレー○：男女混合4×400mR､ ◎：男子共通 4×100mR)

1
2

種目

選手

100m デーデーブルーノ
4x100mR 原 翔太
300m 樋口 一馬
800m 川元 奨
10000mW 清水 海地
走幅跳 嶺村 鴻汰
砲丸投 米倉 朋輝
100m 落合 華七斗
300m 宮崎 日向
5000m 吉岡 大翔
棒高跳 有賀 玄太
100m 鈴木 慎吾
3000m 山口 竣平
走幅跳 荒井 陽呂実
5000mW 佐藤 晋太
100m 深澤 あまね
※800m 渡邉 陽乃
5000m 和田 有菜
5000mW 溝口 友己歩
300m 三澤 百佳
3000m 村岡 美玖
300mH 大鹿 愛和
走幅跳 土屋 ほのか
100m 宮澤 けい
800m 阪 千都
100mH 佐伯 風帆
走幅跳 金子 亜瑠
3000mW 中村 綾花
やり投 倉田 紗優加
※少年Aも出場可

所属

東海大学
スズキ
MINT TOKYO
スズキ
明治大学
富士通
協栄電気興業
佐久長聖高校
佐久長聖高校
佐久長聖高校
高遠高校

ﾘﾚｰ

4

◎
◎
◎○
○

2

合計(男15、女14)

№

氏
1
2
3
4

2 ◎○
3 ◎○
2
3
東海大諏訪高校
1 ◎
佐久長聖高校 1
飯山高校
1 ◎
長野工業高校 3
中央大学
1 ○
佐久長聖高校 2 ○
名城大学
4
ﾎﾝﾀﾞﾛｼﾞｺﾑ
東海大諏訪高校
2 ○
長野東高校
2
佐久長聖高校 2 ○
佐久長聖高校 3
市立長野高校 1
広陵中学校
3
佐久長聖高校 1
坂城中学校
3
長野東高校
3
伊那北高校
2
29

督・コ ー チ

普及強化委員長
男 子 監 督 (副 理 事 長 ・ 強 化 部 長 )
女 子 監 督 (副 強 化 部 長 )

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

名

横打 史雄
中津 敦喜
名取 和訓
三代澤 芳男
中嶋 良太
吉冨 和弥
後小路 正人
高見澤 勝
早川 恭平
春原 夕子
掛川 和彦
縣 正樹
上杉 丈夫
出川 雄基
荻原 信幸
新村 守
石川 和義
佐藤 賢一
小林 伸広
村松 卓哉
友田 利男

性

男
男
男
男
男
男
男
男
男
女
男
男
男
男
男
男
男
男
男
男
男

所

横打
中津
名取

属

史雄
敦喜
和訓

ブロック

長野東高校
須坂創成高校
小諸高校
豊科高校
上田東高校
佐久長聖高校
岩村田高校
佐久長聖高校
佐久長聖高校
野沢南高校

女子長距離

丸子修学館高校

競歩

松本深志高校
松本深志高校
高遠高校
諏訪二葉高校

競歩

東海大諏訪高校

走幅跳

飯山高校

走幅跳

松本県ヶ丘高校

走幅・短距離(短)

松代高校
松川高校

投擲(砲丸投)

中野立志館高校

投擲(やり投)

庶務
短距離(短)
短距離(長)
中距離
長距離
障害(短)
障害(長)

棒高跳
棒高跳
走幅跳

投擲(砲丸･やり投)

長野県スポーツ協会からの派遣トレーナー数名

※山本晴美女子監督(㈱フクシ･エンタープライズ)が、職場の事
情等により国体全期間の滞在が困難なため、第64回理事会で名取
副強化部長への交代を承認した。また、三重国体の本年の開催は
中止が確定したため、東海陸協では、10月17日(日)伊勢市国体予
定会場で東海各県国体選出選手の参加を原則とし、全種目実施す
る「東海5県対抗陸上競技大会」を開催することを確定した。

一般財団法人長野陸上競技協会

第 172 号 (23)

2021年度 年間他ご協賛企業の皆様 ご支援に感謝申し上げます（2021年8月31日現在、順不同・敬称略）
【共 催】信濃毎日新聞社 / SBC 信越放送(株)
【ゴールドスポンサー】しなのメイト(株) / ミズノ(株)
【横断幕】ジュネス八ヶ岳 / (株)中嶋製作所 / コトヒラ工業(株) / 丸山商店(株)
【バナー広告】奥アンツーカ(株) / 医療法人社団みつはしクリニック / (株)杏花印刷（N sports) / (株)山下フルーツ農園
(株)アクティブライフ / (株)本久 / SBC 信越放送(株)
【プログラム広告】◆プログラム広告 中扉： (株)マル井
◆プログラム広告 1 ページ：プレステージ(株) / 三水丸山農園 / あいおいニッセイ同和損害保険(株) / (株)スズキ自販長野
(株)アンドー / 鹿島建設(株)長野営業所 / 松本土建(株) / (株)杏花印刷 / 矢木コーポレーション(株) / 芝上建設(株)
◆プログラム広告 1/2 ページ：中野土建(株) / (株)王滝 / (株)スマイルハウス/ (株)セイブ / 松本ガス(株) / 信州冷機(株)
日本体育施設(株) / (株)タヤマスポーツ / (株)リッチエード / 菅平高原スポーツランド サニアパーク菅平
シンコースポーツ(株) / 日本道路(株)北信越支店 / (株)ながのアド・ビューロ / (有)シナノ体器 / (有)丸ノ内企画
(株)信越ワキタ / (株)アイワ徽章 / (株)桜井甘精堂 / (株)木下組 / (株)ホクト / CRONOS(クロノス）/ 瑞広庵
【賛助会員】(株)昭和設計 / 信教印刷(株)
【日本選手権･混成競技】(株)フォーアシスト / 降幡自動車(株) / (株)メディアライブホールディングス / (有)丸ノ内企画
(有)信越プランニング / クリントン / 長野カイロプラクティックセンター
【東海選手権】(特別協賛) 長谷川体育施設(株) / (協賛)： 東武トップツアーズ(株) / 奥アンツーカ(株)

長野陸協会議録 (2021年4月～8月)
第62回理事会

5月8日(土) 午後3時～ 4時40分

場所：アルウィン 会議室
出席者数 理事21名、監事3名、理事以外の出席1名
定款第36条により本会の成立を確認した。
議事録署名人：内山代表理事 宮島・山崎・熊谷監事
開会にあたり浦野会長代行から挨拶があった。
Ⅰ．協議事項＜一部修正を行い、原案どおり承認＞
第1号 2020年度一般会計決算（案）
第2号 ホームページ運営管理業者の契約更新（案）
第3号 2021年度一般会計第一次補正予算（案）
第4号 第105回日本陸上競技選手権大会について(案)
第5号 松本平改修中の競技会について（案）
第6号 終了した大会の反省（案）
Ⅱ．報告事項
1.2020年度の日本陸連栄章者確定。
2.東海選手権宿泊要項が各県に配布された。
3.北信越学生の審判員の審判員協力の再度要請。
4.故 石坂克彦氏への功労章贈呈。
5.9/12障がい者スポーツ大会の中止。
6.日本陸連から全日本中学通信陸上及び全国高校リモート
大会の開催。中学通信陸上の補助金は無し。
7.令和3年度スポーツくじ振興助成金は、A評価82万円の内定
があった。スポーツ情報の提供（ウエルネス陸上の推進）
で、会報3回の作成と送料に充てる。
8.OB/OG会入会希望者の未申請支部は理事長へ連絡。
9.南信を除く３地区陸協は、定款細則第3条2項に基づき、
2021年度事業計画、予算案と2020年度事業報告及び決算に
関する書類を大至急提出すること。
10.その他無し。議事の終了に伴い、議長の内山代表理事から
最後の理事会にあたり退任される役員へのお礼と、継続さ
れる役員への協力依頼があった。
閉会にあたり、小松副会長から、スムーズな審議へのお礼と、
退任される理事・監事への謝辞があり、閉会した。

第28回評議員会

5月29日(土) 午後 5時5分～6時

場所：松本平広域公園陸上競技場 会議室
出席者数：評議員6名、理事9名、監事3名、理事以外の出席者
1名 (定款第20条により本会の成立を確認した)。議長に上原
評議員が選出され、議事録署名人は大坪・山岸評議員。
開会にあたり萩原会長から挨拶があった。
Ⅰ．協議事項（すべて原案通りに承認された）
第1号 2020年度事業報告(案)
第2号 2020年一般会計決算報告(案)
第3号 2021年長野陸協一般会計第一次補正予算(案)
第3号 改選期における理事、監事の解任、選任について（案）
Ⅱ．報告事項
第62回理事会報告事項の3.以外の報告があった。
上原議長が議長を退任し閉会となった。

第 63 回理事会 5 月 30 日(日)午後 3 時 35 分～4 時 40 分
場所：松本平陸上競場 食堂 出席者数：理事21名、監事3名、
理事以外の出席１名(本会の成立を確認) 議事録署名人：内山
代表理事、宮島･山崎･杉﨑監事
Ⅰ．協議事項 ＜一部修正を行い、原案どおり承認＞
第1号 代表理事及び業務執行理事の選定(案)
第2号 専門委員会、特別委員会の委員について(案)
一覧に加え女性部員に黒岩美怜氏(長野市)の追加。
第3号 2021年度（公財）日本スポーツ協会公認スポーツ指導
者等表彰被表彰者(案)百瀬貴氏を推薦する。
第4号 高校生の大会救済措置について(案)
第5号 雨合羽兼用ウインドブレーカー追加(案)
第6号 高校生・中学生の記念Tシャツについて(案)
第7号 長野マラソン･春の高校伊那駅伝の役員について(案)
Ⅱ．報告事項
1.2021 年度理事会、各種委員会の課題確認
2.日本選手権・混成競技について
3.東海小学生大会要項修正について
4.東海選手権協賛広告募集について
5.高校大会記念写真、全国大会記念 T シャツ等
6.新松本競技場基本設計案について
7.協力団体より：特になし
8.その他 各地区より、各栄章候補を10月12日(火)締切とし
被候補者の電子テータ提出をお願いした。
9.北信小学生大会において「託児室」を開設する。
10.課題等について内山代表理事より、資料を基に報告。
北島副会長から挨拶があり閉会した。

第 64 回理事会 ＜ON-Line 会議＞8 月 11 日(水)
午後 5時30分～6時30分、理事23名、監事3名、理事以外１名
が出席し、定款第36条により本会の成立を確認した。
議事録署名人：内山代表理事、宮島･杉﨑監事
Ⅰ．協議事項（すべて原案通りに承認された）
第1号 東海選手権について（案）
第2号 長野県縦断駅伝について（案）
第3号 第76回三重とこわか国体 選手団について（案）
第4号 終了した競技会の反省等（案）
Ⅱ．報告事項
1.日本陸連栄章関係は、秩父宮章以外は郵送配布となる。
2.国体視察について、受入れが困難なため本年は中止する。
3.長野陸協栄章関係配流の配布と10月12日が締切。長野県縦
断駅伝審判員功労表彰対象者、締切8月末。
4.審判意向調査について、回答要請があった。
5.会報172号は9月1日発行予定で進める。
小松副会長から後期の競技会運営の協力依頼、松本マラソン
に関する情報提供並びに会議出席者への謝辞が述べられ、閉
会した。

(24) 2021 年 9 月 1 日

長野陸上競技協会会報

第 172 号

令和３年春の叙勲 瑞宝双光章
町田 暁世さん
(長野市支部)
特 定 非営 利活 動法 人信 州
駅伝サポート会

事務局長

元 庶務･経理部長、監事
町田先生は、競技役員と
し て は競 技会 を盛 り上 げ
る名調子の「アナウンサー」
で有名ですが、1978(S53)
年 や まび こ 国 体少 年男 子
「ホッケー監督」、公立高
校校長、県教委「心の支援
室長」そして県体育協会事
務局長など幅広い要職を歴任ご活躍されました。この
度の叙勲にあたりメッセージをお寄せいただきました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
この度の瑞宝双光章叙勲に対しまして、長野陸上競
技協会の皆様からたくさんの祝意をいただき、ここに
紙上をお借りして感謝申し上げます。
県陸協での思い出は、庶務・経理部長の仕事をしてい
た88年ソウル五輪と91年世界陸上時に長野市でオラン
ダや数か国が事前合宿を行い、滞在・練習・記録会等を
企画しました。
この合宿の経費面については県や市から補助金やバ
ブル期からの広告料等もありましたが、滞在費の支払
いについてはチームかスポンサーか県陸協かという難
題があり、結果的にスポンサーが負担したため現在の
基金の原資になりました。
これは、お願いした県陸協専属通訳やボランティア
の皆様の力で成しえた事案です。今後も幅広い外部の人
材と手を取り連携し、陸上競技の発展を願っています。

お知らせ
１．審判意向調査（後期～2022年4月まで）を未提出の
方は、至急本協会事務局まで、E-mailかFaxでお知らせ
ください。Webでの入力も締切後ですが可能です。
２．6月13日、日本陸連から日本選手権・混成競技10年
連続開催にあたり、共催者である信濃毎日新聞社様と
主管陸協の本協会に立派な感謝状をいただきました。
長野市営競技場玄関ポーチでご覧おきください。
お 悔 や み （2021/3/30 ～ 2021/8/31）
陸上競技並びに本協会発展のために、長年の
多大なるご尽力に感謝申し上げます。
謹んで哀悼の意を表します。
(敬称略)
逝去者
支部 逝去日 享年
(元副会長) 小口 眞喜也 諏訪
5.16
77
(医事委員) 野竹 富士雄 －
8.14
64

左から 日本陸連尾縣 貢専務理事(現日本陸連会長)、
萩原会長､土屋 健治信濃毎日新聞社取締役事業局長

３．東京2020オリンピック県内関係選手激励会員
出場競技者が確定した7月に急遽会員を募ったとこ
ろ多くの皆様にご賛同いただき、会員外２名の方を含
め71名の方から、総額644,000円を会費としていただき、
大会開会直前に３選手にそれぞれ20万円ずつお渡しい
たしました。残りは入賞者褒賞金の一部と致します。
（会員外）トレーナー：くぼた整骨院様、土岐 一生様
（会員:順不同敬称略）萩原 清/ 山﨑 豊茂/ 横打 史
雄/ 細田 完二/ 熊谷 賢二/ 小松 茂美/ 北島 正孝/
内山 了治/ 葛城 光一/ 内堀 俊彦/ 上原 羊二/ 田澤
稔/ 新村 守/ 小林 至 / 中島 紀子/ 城田 忠承/ 千代
馨脩/ 伊藤 利博/ 浦野 義忠/ 小穴 智恵美/ 小澤 虎
雄/ 木戸岡 和孝/ 小林 幸太郎/ 三條 俊彦/ 高野 正
巳/ 瀧沢 佳生/ 林 嘉久夫/ 堀 晃/ 宮澤 誠/ 百瀬 貴
/ 芳川 千恵/ 大坪 章男/ 黒岩 敏明/ 下川 泰秀/ 春
原 夕子/ 富松 健夫/ 中津 敦喜/ 中原 信一/ 梨子田
昌央/ 宮坂 繁/ 三代澤 芳男/ 名取 和訓/ 青柳 智之/
赤羽 福治郎/ 上杉 丈夫/ 後小路 正人/ 内山 英雄/
大竹 義雄/ 荻原 信幸/ 掛川 和彦/ 木下 純市/ 桐山
勝次/ 小島 康弘/ 小幡 泰俊/ 酒井 譽/ 佐藤 賢一/
田上 仁/ 田中 聡/ 鳥羽 一彦/ 冨永 浩一/ 林 知彦/
平林 哲郎/ 細田 紀一/ 丸山 健志/ 宮島 義征/ 山﨑
喜美男/ 横地 京子/ 吉冨 和弥/ 渡辺 優樹/ 以上
＊＊＊＊＊＊ 第 172 号 もくじ ＊＊＊＊＊＊
2 東京2020オリンピック出場競技者、参加競技役員
4 第11期長野陸協役員他紹介
5 第105回日本陸上競技選手権大会・混成競技
6 新松本陸上競技場基本設計まとまる
8 2021年 全国高校総体(福井県)を振り返って
9 2021年 茨城 全日本中学を終えて
10 東海選手権他 県内開催各種競技会情報
11 駒ヶ根市が22大会ぶり優勝 市町村対抗駅伝･小学生駅伝
12 2021年(4/25～8/22)主要大会結果一覧
20 NAA各種情報･お知らせ他:審判クリニック解答例
22 感謝状贈呈、長野陸協「三重とこわか国体」選手団
23 協賛企業一覧 / 長野陸協議事録
本号は独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振
興くじの助成を受けて発行します。/大迫傑選手の充実感・達
成感溢れる表情は素晴らしくこれまでの足跡を感じます。コ
ロナ禍で大変な状況ですが入念な対策のもと前向きに取り組
みましょう。発行にご協力いただいた皆様に感謝します。
◆ 発 行 所 一般財団法人長野陸上競技協会
◆ 発行･編集 代表理事･理事長 内山 了治
https://nagano-rk.com/
info07@nagano-rk.com

