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１　国民体育大会参加の歩み（総合成績一覧）

回
開催年

総合成績
派　遣
選手団

季別成績
天皇杯 皇后杯

開催地 派　遣
選手団

男女総合 女子総合
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位

41
昭和61 89.0 

㊟１

11 80.53 
㊟１

６ 816
冬季大会 山梨県・北海道 210 20.5 ３ 21.5 ２
夏季大会

山梨県
106 10.0 15 9.0 18

秋季大会 500 58.5 22 50.03 9

42
昭和62 80.5 

㊟１

18 55.5
㊟１

14 747
冬季大会 長野県 225 29.5 ２ 24.0 １
夏季大会

沖縄県
121 4.0 25 4.0 23

秋季大会 401 47.0 29 27.5 28

43
昭和63 1047.0 14 505.5 11 689

冬季大会 群馬県・岩手県 218 463.0 ２ 202.0 ２
夏季大会

京都府
116 85.0 35 56.0 33

秋季大会 355 499.0 40 247.5 27

44
平成元 1078.5 15 483.0 15 766

冬季大会 北海道 227 432.0 ２ 162.0 ２
夏季大会

北海道
111 70.0 42 54.0 25

秋季大会 428 576.5 38 267.0 38

45
平成２ 1134.0 14 523.5 13 743

冬季大会 岩手県・青森県 231 391.0 ２ 171.0 ２
夏季大会

福岡県
101 84.0 39 51.0 42

秋季大会 411 659.0 29 301.5 20

46
平成３ 1227.5 14 599.0 11 953

冬季大会 長野県・新潟県 242 468.0 ２ 199.5 １
夏季大会

石川県
111 96.0 34 52.0 42

秋季大会 600 663.5 25 347.5 18

47
平成４ 1231.5 14 544.0 13 752

冬季大会 山形県 234 426.5 ２ 187.5 １
夏季大会

山形県
99 138.5 23 75.0 25

秋季大会 419 666.5 30 281.5 29

48
平成５ 1035.5 18 547.5 13 693

冬季大会 青森県・鳥取県 235 426.5 ２ 208.0 １
夏季大会

徳島県・香川県
77 66.0 42 55.0 42

秋季大会 381 543.0 39 284.5 29

49
平成６ 1090.0 17 534.5 16 735

冬季大会 群馬県・宮城県 239 453.0 ２ 188.5 ２
夏季大会

愛知県
94 88.0 36 51.0 43

秋季大会 402 549.0 40 295.0 29

50
平成７ 1081.0 18 506.5 18 704

冬季大会 福島県 242 537.0 ２ 199.0 ２
夏季大会

福島県
84 63.0 41 53.0 42

秋季大会 378 481.0 46 254.5 40

51
平成８ 1051.42 16 441.0 24 745

冬季大会 栃木県・岐阜県 217 424.0 ２ 138.0 １
夏季大会

広島県
87 92.0 34 81.0 26

秋季大会 441 535.42 42 222.0 44

52
平成9 1154.5 14 588.0 12 754

冬季大会 北海道・秋田県 206 434.0 ２ 173.0 ２
夏季大会

大阪府
88 85.0 38 49.0 46

秋季大会 460 635.5 26 366.0 18

53
平成10 1093.0 13 523.0 19 740

冬季大会 岩手県 211 399.5 ２ 177.5 ２
夏季大会

神奈川県
93 71.5 40 50.0 43

秋季大会 436 622.0 30 295.5 32

54
平成11 1076.5 16 526.5 18 725

冬季大会 長野県・北海道 205 472.0 ２ 198.0 ２
夏季大会

熊本県
82 80.5 39 57.0 46

秋季大会 438 524.0 41 271.5 35

55
平成12 1070.54 16 489.54 23 787

冬季大会 青森県・富山県 206 436.04 ２ 148.04 ２
夏季大会

富山県
104 67.0 46 65.0 41

秋季大会 477 567.5 39 276.5 43

56
平成13 1104.0 18 576.0 16 740

冬季大会 山梨県・長野県 221 452.5 ２ 200.0 ２
夏季大会

宮城県
91 109.5 38 71.0 40

秋季大会 428 542.0 42 305.0 34

57
平成14 1158.5 15 504.5 23 737

冬季大会 北海道・新潟県 214 435.0 ２ 176.0 １
夏季大会

高知県
127 143.0 43 116.0 43

秋季大会 396 580.5 29 212.5 45
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回
開催年

総合成績
派　遣
選手団

季別成績
天皇杯 皇后杯

開催地 派　遣
選手団

男女総合 女子総合
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位

58
平成15 1234.0 16 601.5 15 716

冬季大会 群馬県・北海道 189 460.5 ２ 185.0 １
夏季大会

静岡県
141 162.0 29 107.0 31

秋季大会 386 611.5 30 309.5 30

59
平成16 946.5 26 486.0 26 694

冬季大会 青森県・山形県 198 330.0 ２ 134.0 ２
夏季大会

埼玉県
90 88.0 40 71.0 39

秋季大会 406 528.5 44 281.0 44

60
平成17 1050.0 18 477.0 30 609

冬季大会 山梨県・東京都・岩手県 191 423.5 ２ 173.0 １
夏季大会

岡山県
135 127.0 44 80.0 47

秋季大会 283 499.5 37 224.0 43
61

平成18 1076.5 19 622.5 14 595
冬季大会 北海道・群馬県 179 364.0 ２ 167.0 ２
本大会 兵庫県 416 712.5 38 455.5 25

62
平成19 1007.0 23 502.5 24 608

冬季大会 群馬県・秋田県 203 333.0 ２ 166.0 ２
本大会 秋田県 405 674.0 43 336.5 43

63
平成20 1158.5 15 599.5 17 617

冬季大会 長野県 210 452.5 ２ 184.0 ２
本大会 大分県 407 706.0 40 415.5 36

64
平成21 1147.0 18 574.0 16 738

冬季大会 青森県・新潟県 236 336.0 ２ 152.0 ２
本大会 新潟県 502 811.0 29 422.0 33

65
平成22 1138.5 14 584.0 16 637

冬季大会 北海道 221 414.0 ２ 169.0 ２
本大会 千葉県 416 724.5 38 415.0 34

66
平成23 983.5 17 507.5 21 669

冬季大会 青森県・秋田県 212 347.0 ２ 162.0 ２
本大会 山口県 457 636.5 42 345.5 44

67
平成24 1026.0 17 565.0 17 748

冬季大会 愛知県・岐阜県 236 342.0 ２ 170.0 １
本大会 岐阜県 512 684.0 38 395.0 37

68
平成25 1002.5 17 529.5 16 747

冬季大会 東京都・福島県・秋田県 239 349.0 ２ 157.0 ２
本大会 東京都 508 653.5 42 372.5 39

69
平成26 997.0 20 500.5 22 682

冬季大会 栃木県・山形県 234 342.5 ２ 152.5 ２
本大会 長崎県 448 654.5 41 348.0 43

70
平成27 1150.5 14 598.0 16 762

冬季大会 群馬県 242 359.5 ２ 145.0 ２
本大会 和歌山県 520 791.0 33 453.0 28

71
平成28 1041.5 19 623.5 18 716

冬季大会 岩手県 232 339.0 ２ 171.0 １
本大会 岩手県 484 702.5 41 452.5 35

72
平成29 1057.5 18 606.0 19 681

冬季大会 長野県 250 430.0 １ 171.0 １
本大会 愛媛県 431 627.5 45 435.0 39

73
平成30 1233.5 13 731.5 11 828

冬季大会 山梨県・神奈川県・新潟県 259 437.5 １ 185.0 １
本大会 福井県 569 796.0 32 546.5 20

74
令和元 1090.0 16 655.5 14 730

冬季大会 北海道 241 368.5 ２ 164.5 １
本大会 茨城県 489 721.5 35 491.0 30

75
令和２ ㊟２

空位
㊟２

空位 216
㊟２

冬季大会 青森県・富山県 216 366.0 ２ 142.0 １
本大会 鹿児島県 令和５年に特別大会として延期

76
令和３ ㊟３

空位
㊟３

空位
㊟３

冬季大会 愛知県・岐阜県 99 205.0 ２ 104.0 １
本大会 三重県 中　　止

77
令和４ 402.0 163.0 203

冬季大会 栃木県・秋田県 203 402.0 ２ 163.0 １
本大会 栃木県

※得点は参加点を含む
㊟１　国体１巡目の旧得点方法による得点
㊟２　新型コロナウイルス感染症の影響により本大会が令和５年度に延期のため、総合成績は空位
　　　派遣選手団は冬季大会（スケート・アイスホッケー・スキー）の人数
㊟３　新型コロナウイルス感染症の影響により本大会およびスキー競技会が中止のため、総合成績は空位
　　　派遣選手団は冬季大会（スケート・アイスホッケー）の人数
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２　国民体育大会入賞者一覧 

第41回（昭和61年）夏季大会・秋季大会　開催地：山梨県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 陸上競技 成年男子（共） 10000m競歩 酒井　浩文 飯田消防署 43'28"00 

陸上競技 少年男子（共） 走高跳 近藤　広幸 長野工専 2m13 

漕艇 成年男子 シングルスカル 岩波　健児 下諏訪町役場 3'39"43 

弓道 成年女子 近的 五味　美和 長野選抜 　　 

後藤　典子 

宮川　静子 

２位 陸上競技 少年男子A 5000m競歩 長原　正夫 長野吉田高 22'49"7 

水泳 少年男子B 200mバタフライ 伊部　敏行 飯田高 2'09"12 

漕艇 少年女子 ナックルフォア 橋本美奈子 岡谷東高 4'15"28 

朝倉　冬雪 岡谷東高 

清水　直美 岡谷東高 

橋爪あけみ 岡谷東高 

鶴田三恵子 岡谷東高 

レスリング 成年男子 フリースタイル68㎏級 湯田　善吉 オリエクス 

軟式野球 少年男子 茅野クラブ 東海大三高 

弓道 成年女子 五味　美和 長野選抜 

後藤　典子 

宮川　静子 

弓道 少年女子 松重多恵子 長野選抜 

浅野文美恵 

仲田　弥生 

弓道 近的 松重多恵子 長野選抜 

浅野文美恵 

仲田　弥生 

３位 体操 成年女子 競技 内藤いずみ 長野選抜 208.700点 

近藤　啓子 

山田かおり 

鶴田有紀子 

レスリング 成年男子 グレコローマン74㎏級 中島　則行 北佐久農高*教員 

馬術 成年男子 総合馬術 佐藤　正道 明松寺 

山岳 少年女子 佐々木由紀子 松本美須々ケ丘高 

米久保里美 松本美須々ケ丘高 

堀之内美鈴 松本美須々ケ丘高 

４位 陸上競技 少年男子A 1500m 中村恵一郎 篠ノ井高 3'53"43 

陸上競技 少年女子（共） 走高跳 太田亜矢子 長野皐月高 1m70 

水泳 少年男子A 200m平泳 河西　篤 長野中央高 2'28"71 

水泳 成年男子 30才以上50m平泳 石井　孝男 更埴S.S 33"10 

漕艇 成年男子 ナックルフォア 熊崎　壮介 長野選抜 3'46"77 

山田　泰史 

向山　　忍 

野嶋　辰生 

金井　健年 

ヨット 成年男子 スナイプ級　　　　 柳沢　幸弘 日東光学信和製作所 43.7点 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

４位 ヨット 成年男子 スナイプ級　　　　 池上　宣男 日東光学信和製作所 

柔道 少年男子 小林　和彦 長野選抜 

養田　和男 

加藤　　恒 

古畑　忠俊 

土屋　　徹 

山岳 成年男子 小松　善仁 長野選抜 

岩下　宏之 

北原　　強 

山岳 成年女子 傘木　正枝 長野選抜 

前沢　妙子 

高橋真由美 

空手 少年女子 形 三村　由紀 松本深志高 

空手 少年男子 組手 井坪　正利 飯田長姫高 

５位 バレーボール 成年男子 9人制 オリンパス辰野 

バレーボール 少年女子 6人制 松商学園高 

バスケットボール 成年男子 長野選抜 

レスリング 少年男子 フリースタイル48㎏級 清水　久三 小諸高 

レスリング 少年男子 フリースタイル56㎏級 土屋　寿文 丸子実高 

レスリング 少年男子 フリースタイル60㎏級 武藤　　誉 小諸高 

レスリング 少年男子 フリースタイル87㎏級 八木沢博幸 小諸商高 

ウェイトリフティング 成年男子 52㎏級 江波　博司 中京大 212.5㎏ 

ハンドボール 成年男子 長野選抜 

軟式庭球 成年女子 中村　貴子 長野選抜 

因幡真由美 

丸山　美保 

中野　信子 

菅田すみ子 

松田　春枝 

卓球 成年女子 塚田　妙子 長野選抜 　　 

中島　早苗 

小林　幸子 

竹花　里恵 

ソフトボール 成年女子 種別 大和電機 

弓道 少年女子 遠的 松重多恵子 長野選抜 

浅野文美恵 

仲田　弥生 

なぎなた 成年女子 演技 森本美佐子 長野選抜 

滝沢千枝子 

荒井　由紀 

６位 馬術 少年男子 馬場馬術 飯森　博樹 軽井沢高 

７位 漕艇 成年男子 舵手付フォア 手島　浩一 駒草R・C 3'24"56 

小口　浩晃 駒草R・C 

宮沢　　武 駒草R・C 

逢沢　　靖 駒草R・C 

鮎沢　要一 駒草R・C 
ラグビーフットボール 成年男子 長野選抜 

８位 馬術 成年男子 馬場馬術 北原　　衛 松本商工会議所 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

８位 弓道 成年女子 遠的 五味　美和 長野選抜 

後藤　典子 

宮川　静子 

カヌー 成年女子 カヤックシングル 登玉　貴子 日体大 2'24"52 

なぎなた 成年女子 森本美佐子 長野選抜 

滝沢千枝子 

荒井　由紀 

 第41回（昭和61年）スケート・アイスホッケー競技　開催地：山梨県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スピードスケート 成年男子A 500m 戸田　金作 三協精機 38"9 

スピードスケート 成年男子A 5000m 今村　俊明 三協精機 7'04"1 

スピードスケート 成年女子A 3000m 浅尾　恵子 三協精機 4'26"5 

スピードスケート 少年男子 1500m 井出　一彦 小海高 1'59"0 

スピードスケート 少年男子 10000m 大村　正彦 小海高 17'03"7 

２位 スピードスケート 成年女子B 500m 水野　里美 岡谷スケート協会 46"4 

スピードスケート 少年男子 5000m 大村　正彦 小海高 7'29"6 

スピードスケート 少年女子 500m 小池加奈子 小海高 44"3 

スピードスケート 少年女子 2000mリレー 山村　公乃 軽井沢高 2'56"1 

岩波　寿美 諏訪二葉高 

河西　博子 諏訪二葉高 

小池加奈子 小海高 

フィギュア 成年男子 フィギュア 山崎　弘雄 明治大 種目別9点 

競技点77.0点 

山上　泰司 明治大 (41.0・36.0) 

３位 スピードスケート 成年男子A 10000m 加藤　和彦 明治大 ナシ 

スピードスケート 成年女子A 500m 黒沢　理香 三協精機 42"0 

スピードスケート 少年男子 5000m 市川　英彦 小海高 7'31"1 

スピードスケート 少年女子 500m 岩波　寿美 諏訪二葉高 44"4 

４位 スピードスケート 成年男子A 10000m 今村　俊明 三協精機 ナシ 

スピードスケート 成年女子A 500m 石川さおり 日体大 42"0 

スピードスケート 成年女子A 1500m 中島由美子 専修大 2'15"7 

スピードスケート 成年女子B 1000m 水野　里美 岡谷スケート協会 ナシ 

スピードスケート 少年男子 1500m 寺島　乾士 小海高 2'02"8 

フィギュア 成年男子 フィギュア 山崎　弘雄 明治大 順位点　6.2 

得点83.6 

規定1.2 

自由5.0 

５位 スピードスケート 成年女子A 500m 平川真粧美 三協精機 42"1 

スピードスケート 成年女子A 1000m 平川真粧美 三協精機 ナシ 

スピードスケート 成年女子A 3000m 関　ナツエ 三協精機 4'35"9 

スピードスケート 成年女子B 500m 植松三恵子 諏訪市スケート協会 46"7 

スピードスケート 成年女子B 1000m 植松三恵子 諏訪市スケート協会 ナシ 

スピードスケート 少年男子 500m 佐藤　　司 小海高 40"0 

スピードスケート 少年女子 1000m 山村　公乃 軽井沢高 ナシ 

スピードスケート 少年女子 3000m 依田智恵子 野沢北高 4'51"9 

６位 スピードスケート 成年男子A 1500m 戸田　金作 三協精機 ナシ 

スピードスケート 成年女子A 1000m 中島由美子 専修大 ナシ 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

６位 スピードスケート 成年女子A 1500m 関　ナツエ 三協精機 ナシ 

スピードスケート 少年男子 5000m 岩下　清人 小海高 ナシ 

スピードスケート 少年男子 10000m 岩下　清人 小海高 ナシ 

スピードスケート 少年男子 2000mリレー 佐藤　　司 小海高 2'43"3 

佐藤　秀樹 軽井沢高 

佐藤　恒樹 軽井沢高 

井出　一彦 小海高 

スピードスケート 少年女子 500m 山村　公乃 軽井沢高 1'02"7 

スピードスケート 少年女子 1500m 河西　博子 諏訪二葉高 2'18"9 

７位 スピードスケート 成年男子B 1000m 小松　清視 サンエストスケート ナシ 

スピードスケート 成年女子A 1000m 石川さおり 日体大 ナシ 

スピードスケート 少年女子 1000m 小池加奈子 小海高 ナシ 

８位 スピードスケート 成年男子 2000mリレー 坂井　正明 三協精機 3'50"6 

宮坂　雅昭 下諏訪体協 

土屋　幸彦 日体大 

戸田　金作 三協精機 

アイスホッケー 少年男子 長野選抜 

アイスホッケー 成年男子 長野選抜 

第41回（昭和61年）スキー　開催地：北海道 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 成年男子１部 クロスカントリー 佐々木一成 北野建設 43'01"3 
スキー 成年男子１部 ジャイアントスラローム 渡辺　一樹 中央大 1'34"86 
スキー 成年男子３部 ジャンプスペシャル 小野　　学 北野建設 204.3 
スキー 成年女子２部 クロスカントリー 中島　和子 北野建設 16'51"7 
スキー 成年女子 リレー 中島　和子 北野建設 1°10'48"8 

富井　弘子 北野建設 
スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 白河　三枝 白馬高 1'21"90 
スキー 少年女子 リレー 猪又　由美 白馬高 1°10'48"8 

小沢　和恵 飯山南高 
２位 スキー 成年男子１部 コンバインド 丸山　寿明 白馬体協 403.24 

スキー 成年女子１部 ジャイアントスラローム 荻沢　明子 北野建設 1'20"50 
スキー 少年男子 クロスカントリー 清水　博樹 中野実高 45'55"7 
スキー 少年男子 コンバインド 河野　孝典 飯山南高 393.905 

３位 スキー 成年男子 リレー 竹節　義信 日本大 2°01'50"7 
片桐　一茂 丸山解体 
山口　　智 中央大 
佐々木一成 北野建設 
佐々木雅俊 北野建設 

スキー 成年男子１部 コンバインド 内田　博喜 明治大 399.535 
スキー 成年男子１部 ジャイアントスラローム 丸山　直樹 中央大 1'35"19 
スキー 成年男子３部 コンバインド 切久保勝儀 白馬体協 350.78 
スキー 成年女子１部 クロスカントリー 富井　弘子 北野建設 17'27"8 
スキー 少年男子 ジャイアンドスラローム 猪又　一之 白馬高 1'37"13 
スキー 少年男子 リレー 竹節　知夫 中野実高 2°05'25"3 

清水　博樹 中野実高 
清水　寛仁 飯山北高 
青木　英幸 中野実高 
今井　博幸 長野吉田高 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

３位 スキー 少年女子 クロスカントリー 猪又　由美 白馬高 17'43"5 

４位 スキー 成年男子１部 コンバインド 児玉　和興 明治大 396.98 

スキー 成年男子２部 クロスカントリー 佐々木雅俊 北野建設 46'28"4 

スキー 成年女子２部 ジャイアントスラローム 武田　彰代 白馬中教 1'28"50 

スキー 少年男子 ジャンプスペシャル 西方　仁也 下高井農林高 175.3 

５位 スキー 成年男子３部 ジャイアントスラローム 河野　政男 野沢温泉スキークラブ 1'26"2 

スキー 成年女子１部 ジャイアントスラローム 深沢　　香 日体大 1'21"44 

６位 スキー 成年男子２部 ジャンプスペシャル 佐藤　功一 上野建築 136 

スキー 成年男子２部 ジャイアントスラローム 児玉　　修 小賀坂スキー製作所 1'42"68 

スキー 成年男子３部 コンバインド 津久井　哲 中野保健所 269.83 

スキー 成年男子３部 ジャイアントスラローム 田原　一成 大町電報電話局 1'27"45 

スキー 少年男子 コンバインド 山本　直鋭 白馬高 343.465 

７位 スキー 成年男子３部 ジャンプスペシャル 津久井　哲 中野保健所 96.7 

８位 スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 竹節　啓子 中野実高 1'24"14 

 第42回（昭和62年）夏季大会・秋季大会　開催地：沖縄県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 陸上競技 成年男子 10000m競歩 酒井　浩文 飯田広域消防署 44'16"64 

自転車 成年男子 ロードレース 大石　一夫 三信技研 30°29'52"06 

軟式野球 少年男子 茅野クラブ 東海大三高 

２位 陸上競技 少年男子B 100m 中津　敦喜 飯田高 10"74 

軟式野球 成年男子 佐久総合病院 長野県 

空手道 少年女子 型 三村　由紀 松本探志高 

ボウリング 少年男子 団体戦 乗川　吉康 丸子実業高 3351点 

花岡　秀興 ㈱千石観光 

３位 陸上競技 少年男子（共） 走高跳 近藤　広幸 長野工高専 2m05 

レスリング 少年男子 グレコローマン68㎏級 塩川　和仁 北佐久農高 

軟式庭球 成年女子 丸山　美穂 長野選抜 

因幡真由美 

菅田すみ子 

松田　春枝 

中村　貴子 

中野　信子 

４位 陸上競技 少年男子A 5000m競歩 酒井　　弘 北部高 22'32"65 

体操 成年女子 競技 内藤いずみ 長野選抜 212.250点 

近藤　啓子 

山田かおり 

小池　珠美 

ウェイトリフティング 成年男子 52㎏級 江波　博司 松本市役所 210㎏ 

クレー射撃 成年 スキート 吉原　宣親 長野選抜 

成沢　一郎 

布野　兼一 

５位 陸上競技 少年男子A 400mハードル 山崎　　茂 岩村田高 52"57 

陸上競技 少年男子A 400m 臼田　正幸 望月高 47"41 

水泳 少年男子A 200m平泳ぎ 河西　　篤 長野中央高 2'29"06 

レスリング 成年男子 グレコローマン74㎏級 中島　則行 北佐久農高校教員 

レスリング 成年男子 グレコローマン100㎏級 曽根　哲夫 日産プリンス 

レスリング 成年男子 フリースタイル130㎏級 佐藤　文哉 ㈱ユダ 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

６位 陸上競技 少年女子B 100mハードル 青木　利佳 中野西高 15"23 

漕艇 少年女子 ナックルフォア 藤森　由香 岡谷東高 4'23"89 

小沢　文香 岡谷東高 

鶴田三恵子 岡谷東高 

小林　藤枝 岡谷東高 

増田　和枝 岡谷東高 

ウェイトリフティング 成年男子 75㎏級 大輪　嘉幸 松本市役所 262.5㎏ 

ボウリング 成年女子 29才以下個人戦 中山　圭子 ㈱ハーモニックドライブシステム 1576点 

７位 弓道 少年女子 近的 柴田　千佳 伊那西高 

松崎久美子 伊那西高 

三沢かおる 伊那西高 

８位 水泳 成年男子 30才以上   200mメドレーリレー  角本　周二 長野DSS 1'59"56 

石井　孝男 更埴SS 

小林　健治 岸田板金 

五明　浩之 長野アポロ 

水泳 成年男子 30歳以上50m平泳ぎ 石井　孝男 更埴SS 32"99 

フェンシング 成年男子 サーブル 唐沢　　浩 長野選抜 

草間　祥明 

末松　英司 

 第42回（昭和62年）スケート・アイスホッケー　開催地：長野県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スピードスケート 少年男子 5000m 大村　正彦 小海高 7'21"49 

スピードスケート 成年女子B 1000m 水野　里美 岡谷スケート協会 1'34"47 

スピードスケート 成年男子A 10000m 市川　英彦 日体大 14'53"85 

フィギュア 成年男子 フィギュア 山崎　弘雄 明大 種別点12点 

山上　泰司 明大 競技点65.0点 

(33.0・32.0) 

２位 スピードスケート 成年女子B 500m 植松三恵子 諏訪市スケート協会　 46"37 

スピードスケート 成年女子A 500m 石川さおり 日体大 43"02 

スピードスケート 成年男子B 1000m 平手　則男 三協精機 1'24"10 

スピードスケート 成年男子A 1500m 上田　佳秋 明大 1'57"40 

スピードスケート 少年男子 10000m 大村　正彦 小海高 14'50"81 

スピードスケート 成年女子（共） 2000mリレー 黒沢　理香 三協精機 2'55"00 

小池加奈子 中京短大 

間　多香音 三協精機 

石川さおり 日体大 

スピードスケート 少年男子 2000mリレー 佐藤　恒樹 軽井沢高 2'35"24 

鷹野　　満 小海高 

油井　一哲 小海高 

井出　一彦 小海高 

スピードスケート 成年男子（共） 2000mリレー 土屋　幸彦 三協精機 2'33"79 

宮坂　雅昭 筑波大院 

朝田　志朗 法政大 

戸田　金作 三協精機 

３位 スピードスケート 成年女子B 500m 水野　里美 岡谷スケート協会 46"62 

スピードスケート 成年男子B 500m 平手　則男 三協精機 41"62 

スピードスケート 少年女子 500m 山村　公乃 軽井沢高 43"12 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

３位 スピードスケート 成年女子B 1000m 植松三恵子 諏訪市スケート協会 1'37"54 

スピードスケート 少年男子 10000m 岩下　清人 小海高 14'52"23 

４位 スピードスケート 成年男子A 500m 戸田　金作 三協精機 38"12 

スピードスケート 成年男子A 1500m 土屋　幸彦 三協精機 2'16"03 

スピードスケート 少年男子 1500m 寺島　乾士 軽井沢高 2'06"58 

スピードスケート 少年男子 5000m 岩下　清人 小海高 タイムなし 

スピードスケート 成年女子A 1500m 浅尾　恵子 三協精機 タイムなし 

スピードスケート 成年女子A 3000m 浅尾　恵子 三協精機 4'31"48 

スピードスケート 少年女子 1000m 岩波　寿美 諏訪二葉高 タイムなし 

スピードスケート 少年女子 1500m 菊池美千子 小海高 2'15"95 

５位 スピードスケート 成年男子A 5000m 今村　俊明 三協精機 タイムなし 

スピードスケート 成年女子A 500m 黒沢　理香 三協精機 55"57 

スピードスケート 少年女子 1500m 堀内　佳子 諏訪二葉高 2'16"35 

スピードスケート 少年女子 2000mリレー 山村　公乃 軽井沢高 2'56"60 

鶴田　一枝 小海高 

小池美佐子 諏訪二葉高 

岩波　寿美 諏訪二葉高 

アイスホッケー 成年 長野選抜 

アイスホッケー 少年 長野選抜 

６位 スピードスケート 成年男子A 1000m 今村　俊明 三協精機 タイムなし 

スピードスケート 成年男子A 5000m 上田　佳秋 明大 タイムなし 

スピードスケート 成年男子B 1000m 小松　清視 サンエススケート タイムなし 

スピードスケート 少年男子 500m 高橋　朝行 小海高 39"75 

スピードスケート 成年女子A 500m 間多　香音 三協精機 55"94 

スピードスケート 成年女子A 1000m 小池加奈子 中京短大 タイムなし 

スピードスケート 少年女子 500m 鶴田　一枝 小海高 43"77 

スピードスケート 少年女子 1000m 山村　公乃 軽井沢高 タイムなし 

スピードスケート 少年女子 3000m 菊池美千子 小海高 4'40"72 

フィギュア 成年男子 フィギュア 山崎　弘雄 明大 個人得点33 

得点79 

(規定3 自由6) 

７位 スピードスケート 少年男子 5000m 岩月　直之 野沢南高 タイムなし 

スピードスケート 成年女子A 1000m 石川さおり 日体大 タイムなし 

スピードスケート 成年女子A 1500m 依田智恵子 筑波大 タイムなし 

スピードスケート 少年女子 1000m 鶴田　一枝 小海高 タイムなし 

フィギュア 成年男子 フィギュア 山上　泰司 明大 個人得点32.0 

得点67.7 

(規定11 自由7)

８位 スピードスケート 成年男子A 500m 土屋　幸彦 三協精機 47"68 

スピードスケート 成年男子A 1500m 戸田　金作 三協精機 タイムなし 

スピードスケート 成年男子B 500m 長岡　秀秋 長岡鉄工所 51"10 

スピードスケート 少年男子 1500m 井出　一彦 小海高 タイムなし 

 第42回（昭和62年）スキー　開催地：長野県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 成年男子２部 コンバインド 丸山　寿明 白馬体協 440.500点 

スキー 成年男子３部 スペシャルジャンプ 小野　　学 北野建設 185.9点 

スキー 成年女子２部 ジャイアントスラローム 武田　彰代 白馬体協 1'09"98 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 西片　仁也 下高井農林高 198.1点 

スキー 少年男子 コンバインド 河野　孝典 飯山南高 422.965点 

２位 スキー 成年男子１部 ジャイアントスラローム 渡辺　一樹 小谷体協 1'14"80 

スキー 成年男子２部 スペシャルジャンプ 丸山　寿明 白馬体協 153.4点 

スキー 成年女子２部 ジャイアントスラローム 内川　芳美 白馬体協 1'10"15 

スキー 成年女子１部 クロスカントリー 富井　弘子 北野建設 16'04"9 

スキー 成年女子２部 クロスカントリー 中島　和子 北野建設 16'13"9 

スキー 成年女子 リレー 猪又　由美 日本大 1°01'04"0 

富井　弘子 北野建設 

中島　和子 北野建設 

竹節佐貴子 中野実高 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 山本さち子 長野中央高 1'04"55 

３位 スキー 成年男子２部 スペシャルジャンプ 佐藤　功一 野沢温泉スキークラブ 151.0点 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 白河　三枝 白馬高 1'05"32 

スキー 少年女子 クロスカントリー 祢津ひかる 飯山北高 16'44"9 

４位 スキー 成年男子 リレー 片桐　一茂 野沢温泉スキークラブ 1°46'27"2 

竹節　義信 日本大 

宮入　芳幸 中央大 

岩本　靖雄 中央大 

佐々木雅俊 北野建設 

スキー 成年男子２部 コンバインド 佐藤　功一 野沢温泉スキークラブ 292.415点 

スキー 成年女子２部 クロスカントリー 永井恵里子 北野建設 17'33"3 

５位 スキー 成年男子１部 コンバインド 山本　直鋭 明治大 376.385点 

スキー 成年男子２部 ジャイアントスラローム 塩島　秀基 白馬体協 1'18"32 

スキー 成年男子３部 コンバインド 小野　　学 北野建設 258.315点 

スキー 成年女子１部 ジャイアントスラローム 荻沢　明子 北野建設 1'07"70 

スキー 成年女子１部 クロスカントリー 猪又　由美 日本大 16'43"8 

スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 猪俣　一之 白馬高 1'13"93 

６位 スキー 成年男子１部 スペシャルジャンプ 東沢　洋一 北野建設 173.8点 

スキー 成年男子３部 ジャイアントスラローム 田原　一正 大町市スキークラブ 1'07"40 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 河野　孝典 飯山南高 147.1点 

スキー 少年男子 リレー 清水　博樹 中野実高 1°45'50"0 

今井　博幸 長野吉田高 

望月　弘樹 中野実高 

青木　　透 飯山北高 

竹田　和正 下高井農林高 

スキー 少年女子 クロスカントリー 竹節佐貴子 中野実高 16'58"7 

７位 スキー 成年男子１部 ジャイアントスラローム 丸山　直樹 白馬体協 1'16"27 

スキー 成年男子１部 スペシャルジャンプ 小林　雄一 安全索道スキークラブ 164.9点 

スキー 成年男子１部 コンバインド 内田　博喜 北野建設 370.095点 

スキー 成年男子２部 クロスカントリー 佐々木雅俊 北野建設 46'50"1 

８位 スキー 成年男子２部 スペシャルジャンプ 森福　　治 野沢温泉スキークラブ 107.5点 

スキー 成年男子３部 ジャイアントスラローム 河野　政男 野沢温泉スキークラブ 1'08"07 
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第43回（昭和63年）夏季大会・秋季大会　開催地：京都府 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 陸上 成年男子 10000m競歩 酒井　浩文 飯田広域消防署 41'53"68 

弓道 少年女子 近的・遠的総合 太田　　緑 飯田女子高 近的３位 

野神　綾子 遠的２位 

元島　啓江 

２位 漕艇 成年男子１部 シングルスカル 岩波　健児 下諏訪町役場 3'35"56 

ライフル射撃 成年 BRL・T40 前橋　典子 長野県ライフル射撃協会 492点 

ボウリング 成年男子１部 個人40歳代 百瀬　千波 ㈲ニキ設備工事 1898点 

ボウリング 成年男子 団体 長谷部謙司 カートン光学 7167点 

根橋　輝行 根橋工業 

百瀬　千波 ㈲ニキ設備工事 

渡辺　得夫 TDK 

３位 レスリング 成年男子 フリー130㎏級 佐藤　文哉 和田㈱ 

レスリング 少年男子 フリー81㎏級 坂下　　晋 下伊那農業高 

自転車 成年男子 ポイントレース15000m 大原　　満 信州大 

軟式庭球 成年2 団体 太田　　衛 長野選抜 

小林　哲三 

寺山美智子 

山田　隆稔 

松田　謙治 

鎌倉ふく代 

４位 陸上 少年男子A 100m 中津　敦喜 飯田高 10"78 

陸上 少年男子A 2000m障害 中村　　守 上田高 5'46"18 

弓道 成年女子2 近的・遠的総合 竹田　かえ 長野選抜 近的７位 

大島奈緒美 遠的４位 

田口　美穂 

ボウリング 成年男子１部 個人29歳以下 長谷部謙司 カートン光学 1791点 

５位 陸上 少年男子A ハンマー投 杉村　秀樹 長野南高 57m06 

水泳 少年男子A 200mバタフライ 伊部　敏行 飯田高 2'07"44 

ボクシング 成年男子 フェザー級 中沢　　剛 東京農業大 

ボクシング 成年男子 ライトフライ級 小宮山高平 昭和産業 

レスリング 成年男子 フリー48㎏級 高橋　成敏 ㈱信濃マツダ 

レスリング 成年男子 フリー82㎏級 井出　　優 ㈱長野ダイハツモータース 

レスリング 成年男子 フリー100㎏級 曽根　哲郎 ㈱日産プリンス長野 

レスリング 成年男子 グレコローマン62㎏級 倉根　国弘 日体大 

レスリング 少年男子 グレコローマン46㎏級 小山　　稔 北佐久農業高 

ライフル射撃 成年 CP25・M60 茂木喜久男 長野ライフル射撃協会 577点 

６位 陸上 少年男子A 5000m競歩 酒井　　弘 北部高 22'29"8 

水泳 成年男子 200m個人メドレー 河西　　篤 日大 2'14"36 

カヌー 成年女子 カヤックシングル500m 登玉　貴子 日体大 2'23"87 

空手道 成年女子 型 丸山　裕美 三菱電機㈱ 

７位 漕艇 少年女子 シングルスカル 西沢　美香 岡谷南高 4'22"52 

弓道 成年女子1 近的・遠的総合 後藤　典子 長野選抜 近的８位 

近藤　明子 遠的７位 

林　　礼子 

山岳 成年男子 松沢　　功 長野選抜 

村井　勇睦 

馬目　弘仁 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

７位 山岳 少年女子 大沼 　　　 岡谷南高 

原田　　　

柳沢　　　

カヌー 成年女子 カヤックシングル300m 登玉　貴子 日体大 1'16"36 

カヌー 少年男子 カヤックフォア500m 森山　一樹 長野西 1'54"28 

笹井　賢次 長野工業高 

舟坂　和也 長野南高 

柳本　正澄 長野高 

８位 陸上 少年女子A 400m 高根香代子 野沢南高 58"03 

陸上 少年男子B 110mハードル 藤森　　要 諏訪二葉高 14"95 

水泳 成年女子 飛板飛込 草川佐由理 信越ビル美装 173.52点 

カヌー 少年男子 カヤックフォア300m 森山　一樹 長野西 1'00"24 

笹井　賢次 長野工業高 

舟坂　和也 長野南高 

柳本　正澄 長野高 

 第43回（昭和63年）スケート・アイスホッケー　開催地：群馬県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スピードスケート 成年男子A 5000m 大村　正彦 三協精機 7'38"34 

スピードスケート 成年女子A 3000m 浅尾　恵子 三協精機 4'39"76 

スピードスケート 成年女子A 5000m 浅尾　恵子 三協精機 8'20"30 

スピードスケート 成年女子C 500m 水野　里美 岡谷スケート協会 51"83 

スピードスケート 少年男子 5000m 小平　　寛 岡谷南高 7'17"59 

スピードスケート 少年女子 1500m 堀内　佳子 諏訪二葉高 2'12"12 

スピードスケート 成年男子 2000mリレー 土屋　幸彦 三協精機 2'35"83 

佐藤　　司 日体大 

井出　一彦 専修大 

戸田　金作 三協精機 

スピードスケート 成年女子 2000mリレー 田中　稚早 三協精機 2'53"93 

小池加奈子 中京短大 

黒沢　理香 三協精機 

石川さおり 日体大 

２位 スピードスケート 成年男子A 500m 戸田　金作 三協精機 40"19 

スピードスケート 成年男子A 3000m 今村　俊明 三協精機 4'22"12 

スピードスケート 成年女子C 500m 植松三恵子 諏訪市スケート協会 51"98 

スピードスケート 少年男子 1000m 真寿田聖也 岡谷南高 1'24"27 

スピードスケート 少年女子 1000m 上原　三枝 諏訪清陵高 1'29"12 

３位 スピードスケート 成年男子A 10000m 大村　正彦 三協精機 タイムなし 

スピードスケート 成年男子B 1500m 小松　清視 サンエススケート 2'26"15 

スピードスケート 成年女子A 500m 石川さおり 日体大 44"50 

スピードスケート 成年女子A 1000m 石川さおり 日体大 1'26"29 

スピードスケート 成年女子A 1500m 吉原　映子 日体大 2'12"75 

スピードスケート 少年男子 1500m 荒井　律生 小海高 2'02"73 

スピードスケート 少年男子 3000m 小平　　寛 岡谷南高 4'16"50 

スピードスケート 少年女子 1000m 吉田　亜紀 野沢北高 1'31"03 

スピードスケート 少年女子 3000m 菊池美千子 小海高 5'10"34 

スピードスケート 少年女子 5000m 菊池美千子 小海高 8'28"82 

スピードスケート 少年男子 2000mリレー 真寿田聖也 岡谷南高 2'36"53 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

３位 渡辺　　猛 佐久高 

鷹野　　満 小海高 

佐藤　恒樹 軽井沢高 

４位 スピードスケート 成年男子A 5000m 市川　英彦 日体大 8'02"97 

スピードスケート 成年女子B 500m 山田　啓子 長野市スケート協会 55"12 

スピードスケート 少年男子 500m 佐藤　恒樹 軽井沢高 40"04 

スピードスケート 少年男子 10000m 土屋　純二 軽井沢高 14'55"30 

スピードスケート 少年女子 1500m 上原　三枝 諏訪清陵高 タイムなし 

スピードスケート 少年女子 5000m 菊池　裕子 岡谷東高 タイムなし 

５位 スピードスケート 成年女子A 5000m 依田智恵子 筑波大 タイムなし 

スピードスケート 成年女子B 1000m 山田　啓子 長野市スケート協会 1'45"30 

スピードスケート 少年男子 3000m 荒井　律生 小海高 4'24"85 

スピードスケート 少年女子 500m 山本絵里子 軽井沢高 46"57 

スピードスケート 少年女子 3000m 堀内　佳子 諏訪二葉高 5'10"78 

フィギュア 成年男子 山下　泰司 明治大 得点122.0 

６位 スピードスケート 成年男子A 500m 土屋　幸彦 三協精機 40"45 

スピードスケート 成年男子A 1500m 両角陽一郎 明治大 タイムなし 

スピードスケート 成年男子A 10000m 市川　英彦 日体大 タイムなし 

スピードスケート 成年女子A 500m 黒沢　理香 三協精機 44"68 

スピードスケート 少年男子 500m 鷹野　　満 小海高 41"40 

７位 アイスホッケー 成年 長野選抜 

８位 スピードスケート 少年男子 1000m 佐藤　恒樹 軽井沢高 タイムなし 

スピードスケート 少年男子 10000m 長田　博孝 東海大三高 タイムなし 

スピードスケート 少年女子 500m 吉田　亜紀 野沢北高 1'01"90 

フィギュア 成年男子 山崎　弘雄 長野市役所 得点118.9 

 第43回（昭和63年）スキー　開催地：岩手県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 成年女子１部B ジャイアントスラローム 武田真由巳 小谷体協 1'16"11 

スキー 成年女子１部B クロスカントリー 佐々木和子 北野建設 16'11"0 

スキー 成年女子 リレー 佐々木和子 北野建設 1°00'25"6 

猪又　由美 日大 

スキー 少年女子 リレー 竹節佐貴子 中野実業高 1°00'25"6 

佐藤恵美子 中野実業高 

２位 スキー 成年女子１部A ジャイアントスラローム 富井真紀子 筑波大 1'12"02 

スキー 成年女子１部A クロスカントリー 猪又　由美 日大 16'56"5 

スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 猪又　一之 白馬高 1'19"38 

３位 スキー 成年男子１部B スペシャルジャンプ 佐藤　功一 野沢温泉スキークラブ 129.8点 

スキー 成年男子 リレー 片桐　一茂 野沢温泉スキークラブ 1°53'42"3 

清水　寛仁 中央大 

宮入　芳幸 志賀高原スキークラブ 

小出　　浩 東洋大 

河野　孝典 早稲田大 

スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 竹節　一夫 中野実業高 1'19"62 

スキー 少年男子 クロスカントリー 清水　博樹 中野実業高 44'15"1 

スキー 少年男子 リレー 青木　　透 飯山北高 1°51'45"5 

清水　博樹 中野実業高 

今井　博幸 長野吉田高 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

３位 竹田　和正 下高井農林高 

青木　英幸 中野実業高 

４位 スキー 成年男子１部B コンバインド 佐藤　功一 野沢温泉スキークラブ 310.615点 

スキー 成年男子１部C コンバインド 切久保勝儀 白馬体協 354.770点 

スキー 成年男子２部 クロスカントリー 横沢　　修 白馬体協 50'07"6 

スキー 少年男子 クロスカントリー 今井　博幸 長野吉田高 44'17"7 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 白河　三枝 白馬高 1'14"25 

スキー 少年女子 クロスカントリー 竹節佐貴子 中野実業高 17'28"4 

５位 スキー 成年男子１部C スペシャルジャンプ 切久保勝儀 白馬体協 72.3点 

スキー 成年男子１部A コンバインド 河野　孝典 早稲田大 362.570点 

スキー 成年男子１部C コンバインド 津久井　哲 飯山市スキークラブ 313.360点 

スキー 少年男子 コンバインド 三好　英次 上田高 350.270点 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 丸山　有紀 白馬高 1'14"43 

６位 スキー 成年女子２部 ジャイアントスラローム 中村　節子 ㈱浜清 1'30"24 

スキー 少年男子 コンバインド 小泉　　仁 飯山南高 347.910点 

７位 スキー 成年男子２部 ジャイアントスラローム 西沢　重信 JR長野スキー部 1'40"82 

スキー 成年男子１部A スペシャルジャンプ 東沢　洋一 北野建設 164.8点 

スキー 成年男子１部A クロスカントリー 片桐　一茂 野沢温泉スキークラブ 43'40"6 

スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 富井　剛志 飯山南高 1'20"47 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 小泉　　仁 飯山南高 167.5点 

スキー 少年男子 クロスカントリー 青木　　透 飯山北高 44'54"3 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 山本香代子 中野実業高 1'15"82 

スキー 少年女子 クロスカントリー 佐藤恵美子 中野実業高 17'40"0 

８位 スキー 成年男子１部A ジャイアントスラローム 丸山　直樹 白馬体協 1'23"56 

スキー 成年男子１部A コンバインド 山本　直鋭 明治大 357.190点 

スキー 少年男子 コンバインド 富井　勝美 下高井農林高 342.250点 

 第44回（平成元年）夏季大会・秋季大会　開催地：北海道 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 陸上競技 成年男子 10000m競歩 酒井　浩文 飯田広域消防署 41'42"70 

自転車 成年男子 個人ロードレース 大石　一夫 ボスコ 3°07'42"83 

馬術 少年 クロスカントリー 篠原　真一 長野日大高 0点 3'18" 

空手道 成年女子 形 三村　由紀 青山学院大 48.8点 

弓道 成年男子 　　 長野選抜 

２位 漕艇 成年男子１部 シングルスカル 岩波　健児 下諏訪町役場 3'32"18 

バレーボール 成年女子１部 9人制 塩尻工業㈱ 

自転車 少年男子 1000mタイムトライアル 塩原　正長 松本工高 1'08"97 

３位 陸上競技 少年男子A 5000m競歩 高根　英貴 岩村田高 22'20"35 

自転車 成年男子 ポイントレース 大石　一夫 ボスコ 29点 

ボクシング 成年男子 フェザー級 中沢　　剛 東京農大 

４位 ウェイトリフティング 少年男子 56㎏級 永田　真樹 篠ノ井高 スナッチ87.5㎏ 

軟式野球 成年１部壮年 全諏訪 

カヌー 成年男子 カヤックシングル500m 武江　　一 関東学院大 1'54"53 

空手道 少年女子 形 朝倉美奈子 坂城高 47.5点 

５位 陸上競技 少年男子B やり投 田中　完次 大町北高 52m74 

ボクシング 成年男子 ライトフライ級 小宮山高平 K.K伊藤組 

レスリング 成年男子 グレコローマン57㎏級 井出　真一 信州学園佐久幼稚園 

レスリング 成年男子 グレコローマン62㎏級 倉根　国弘 日本大 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

５位 レスリング 成年男子 グレコローマン74㎏級 塩川　和仁 日本大 

レスリング 少年男子 グレコローマン88㎏級 富岡　　孝 小諸商高 

レスリング 少年男子 フリースタイル81㎏級 小林　　真 小諸商高 

ハンドボール 成年２部 全長野 

軟式野球 成年２部 セイコーエプソン㈱ 

馬術 成年１部 クロスカントリー 望月　一雄 明科町役場 20点3'18" 

ソフトボール 成年女子 大和電機工業 

ソフトボール 少年女子 長野選抜 

ライフル射撃 成年 cp25・M 茂木喜久男 長野県警察学校 190点 

ボウリング 成年男子１部 個人戦29歳以下 長谷部謙司 ㈱カートン光学 1754点 

６位 水泳 少年女子A 220m平泳ぎ 石坂いづみ 長野日大高 2'45"81 

カヌー 成年男子 カヤックシングル300m 武江　　一 関東学院大 1'05"86 

山岳 成年女子 長野選抜 

ボウリング 成年男子 団体戦 長谷部謙司 ㈱カートン光学 6799点 

大森今朝武 パブスナックJJ 

百瀬　千波 ㈲ニキ設備工事 

渡辺　得夫 ㈱TDK 

７位 陸上競技 少年女子A 400m障害 清水　　幸 野沢南高 65"49 

馬術 少年 標準障害飛越 篠原　真一 長野日大高 4点55"31 

バレーボール 成年男子２部 9人制 全諏訪 

８位 カヌー 少年男子 カヤックシングル500m 柳本　正澄 長野高 2'12"17 
ウェイトリフティング 成年男子 52㎏級 江波　博司 松本市役所 ジャーク105㎏ 

馬術 成年１部 総合馬術 佐藤　正道 明松寺 216.1点 

ボウリング 成年女子２部 個人戦 川井　洋子 カワイ 1516点 

 第44回（平成元年）スケート・アイスホッケー　開催地：北海道 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スピードスケート 成年男子A 5000m 大村　正彦 専修大 7'35"29 

スピードスケート 成年女子A 500m 田中　稚早 三協精機 44"07 

スピードスケート 成年女子C 500m 水野　里美 岡谷スケート協会 50"92 

スピードスケート 成年女子C 1000m 水野　里美 岡谷スケート協会 1'40"38 

スピードスケート 少年女子 1000m 堀内　佳子 諏訪二葉高 1'28"17 

スピードスケート 成年男子 2000mリレー 戸田　金作 三協精機 2'46"60 

井出　一彦 専修大 

佐藤　恒樹 明治大 

小平　　寛 法政大 

２位 スピードスケート 成年男子A 10000m 大村　正彦 専修大 タイムなし 

スピードスケート 少年男子 2000mリレー 真寿田聖也 岡谷南高 2'48"90 

北原　　優 岡谷南高 

藤原　喜臣 佐久高 

土屋　泰仁 軽井沢高 

３位 スピードスケート 成年男子A 500m 戸田　金作 三協精機 39"93 

スピードスケート 成年男子B 1000m 長岡　秀秋 長岡鉄工所 1'32"58 

スピードスケート 成年女子B 500m 有賀千恵子 伊那スケート協会 48"94 

スピードスケート 少年男子 500m 北原　　優 岡谷南高 40"09 

スピードスケート 少年男子 1000m 真寿田聖也 岡谷南高 タイムなし 

スピードスケート 少年男子 10000m 土屋　純二 軽井沢高 14'50"58 

スピードスケート 少年女子 500m 吉田　亜紀 野沢北高 46"17 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

３位 スピードスケート 少年女子 1000m 上原　三枝 諏訪清陵高 1'28"01 

スピードスケート 少年女子 3000m 菊池美千子 小海高 4'51"14 

スピードスケート 成年女子 2000mリレー 田中　稚早 三協精機 3'05"96 

石川さおり 高瀬中学校教 

依田智恵子 筑波大 

山村　順子 東洋大 

４位 スピードスケート 成年男子A 1500m 岩下　清人 専修大 2'02"81 

スピードスケート 成年女子B 1000m 有賀千恵子 伊那スケート協会 タイムなし 

スピードスケート 少年男子 500m 平林　佐一 岡谷南高 40"76 

スピードスケート 少年女子 500m 山本絵里子 軽井沢高 46"04 

フィギュア 成年男子 フィギュア 山上　泰司 明治大 順位点16.2 

得点108.3 

個人順位８位 

フィギュア 成年男子 フィギュア 山崎　弘雄 長野市役所 順位点28.6 

得点96.5 

個人順位14位 

アイスホッケー 成年男子 長野選抜 

５位 スピードスケート 成年男子A 1500m 小平　　寛 法政大 2'05"09 

スピードスケート 成年女子B 1500m 小松　清視 サンエススケート タイムなし 

スピードスケート 成年女子A 500m 小池加奈子 小池組 44"21 

スピードスケート 成年女子A 3000m 関　ナツエ 三協精機 4'51"34 

スピードスケート 成年女子A 1500m 関　ナツエ 三協精機 タイムなし 

スピードスケート 成年女子C 1000m 山田　啓子 長野スケート協会 タイムなし 

スピードスケート 少年男子 1000m 藤原　喜臣 佐久高 タイムなし 

スピードスケート 少年男子 1500m 真寿田聖也 岡谷南高 2'05"76 

スピードスケート 少年男子 5000m 土屋　純二 軽井沢高 8'16"40 

スピードスケート 少年女子 1500m 上原　三枝 諏訪清陵高 2'21"71 

６位 スピードスケート 成年男子A 5000m 市川　英彦 日体大 タイムなし 

スピードスケート 成年男子A 10000m 市川　英彦 日体大 タイムなし 

スピードスケート 成年男子B 500m 長岡　秀秋 長岡鉄工所 44"88 

スピードスケート 成年女子A 3000m 依田智恵子 筑波大 5'22"26 

スピードスケート 成年女子C 500m 山田　啓子 長野スケート協会 52"33 

スピードスケート 少年女子 2000mリレー 吉田　亜紀 野沢北高 3'04"97 

鶴田　一枝 小海高 

上原　三枝 諏訪清陵高 

堀内　佳子 諏訪二葉高 

アイスホッケー 少年男子 長野選抜 

７位 スピードスケート 成年女子A 1000m 田中　稚早 三協精機 タイムなし 

スピードスケート 少年女子 1500m 堀内　佳子 諏訪二葉高 タイムなし 

８位 スピードスケート 少年男子A 500m 井出　一彦 専修大 1'00"24 

スピードスケート 少年男子A 1000m 井出　一彦 専修大 タイムなし 

スピードスケート 成年女子A 1500m 依田智恵子 筑波大 タイムなし 

 第44回（平成元年）スキー　開催地：北海道 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 成年男子１A クロスカントリー 今井　博幸 中央大 44'59"9 

スキー 成年男子１C コンバインド 畔上　寿次 野沢温泉スキーC 411点 

スキー 成年男子１C スペシャルジヤンプ 小野　　学 北野建設スキーC 178.8点 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 富井　剛志 飯山南高 1'30"81 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 丸山　有紀 白馬高 1'05"85 

２位 スキー 成年男子１A クロスカントリー 清水　博樹 同志社大 45'03"3 

３位 スキー 成年男子１A クロスカントリー 片桐　一茂 野沢温泉スキーC 45'05"8 

スキー 少年男子 コンバインド 小泉　　仁 飯山南高 407点 

スキー 成年女子１A ジャイアントスラローム 白河　三枝 早稲田大 1'09"70 

スキー 成年女子１B ジャイアントスラローム 武田真由巳 小谷村体協 1'12"27 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 山本さち子 長野日大高 1'07"01 

４位 スキー 成年男子 リレー 片桐　一茂 野沢温泉スキーC 1°53'01"4 

今井　博幸 中央大 

清水　博樹 同志社大 

青木　英幸 日体大 

山本　直鋭 明治大 

スキー 女子 リレー 竹節佐貴子 中野実高 1°05'42"1 

佐藤恵美子 中野実高 

猪又　由美 日本大 

祢津ひかる 飯山北高 

５位 スキー 少年男子 クロスカントリー 竹田　和正 下高井農林高 46'25"2 

スキー 少年男子 リレー 保坂　寿芳 中野実高 1°54'42"1 

竹田　和正 下高井農林高 

青木　　透 飯山北高 

吉池　孝二 中野実業高 

禰津　　誠 下高井農林高 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 田原　　恵 白馬高 1'07"59 

スキー 少年女子 クロスカントリー 佐藤恵美子 中野実高 17'24"0 

６位 スキー 成年男子１B コンバインド 佐藤　功一 野沢温泉スキーC 324.775点 

スキー 成年男子１C ジャイアントスラローム 田原　一正 大町市スキーC 1'10"30 

スキー 成年男子１C コンバインド 切久保勝儀 白馬村体協 338.150点 

スキー 成年男子１C スペシャルジャンプ 津久井　哲 飯山市スキーC 108.0点 

スキー 少年男子 コンバインド 森　　　敏 飯山北高 391.660点 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 北林　万里 白馬高 1'07"77 

７位 スキー 成年男子１A コンバインド 河野　孝典 早稲田大 393.500点 

スキー 成年男子１B スペシャルジャンプ 佐藤　功一 野沢温泉スキーC 151.2点 

スキー 成年男子2 ジャイアントスラローム 伴　　一彦 上田スキーC 1'41"08 

スキー 成年男子2 クロスカントリー 久保田千代 野沢温泉スキーC 53'08"5 

８位 スキー 成年男子１A スペシャルジャンプ 西方　仁也 明治大 190.8点 

スキー 成年男子１C ジャイアントスラローム 椿　　哲男 長野市スキーC 1'10"79 

スキー 成年女子2 クロスカントリー 水野こゆき 長野市スキーC 26'10"0 

 第45回（平成２年）夏季大会・秋季大会　　開催地：福岡県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 陸上 成年男子（共） 10000m競歩 酒井　浩文 国士舘大 39'43"05 

馬術 少年男子 クロスカントリー 大久保寿幸 上田西高 2'42"72 

空手道 成年女子 形 三村　由紀 青山学院大 49.3点 

２位 漕艇 少年男子 舵手つきフォア 内藤　秀則 岡谷南高 3'27"97 

湯本　和彦 

藤重　　浩 

牛山　英俊 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

２位 陸上 少年男子Ａ 5000m競歩 高根　英貴 岩村田高 21'20"72 

軟式庭球 成年２部 中村　由一 長野選抜 

深沢　　泰 

石田　征勝 

金井　静馬 

星谷みつ枝 

小林知恵子 

馬術 成年１部 スピードアンドハンディネス 佐藤　正道 明松寺 1'00"62 

馬術 成年１部 クロスカントリー 北村　幸雄 北村建築 2'59"77 

３位 漕艇 成年男子１部 舵手なしペア 岩波　健児 下諏訪町役場 3'48"45 

矢島　正恒 

陸上 少年男子Ａ 走高跳 小柳　和朗 中野実業高 2m13 

バレーボール 少年男子 6人制 岡谷工業高 

レスリング 成年男子 フリースタイル130㎏ 佐藤　文哉 ㈱和田 

空手道 少年女子 形 朝倉美奈子 坂城高 48.2点 

クレー射撃 成年 スキート 布野　兼一 長野選抜 275点 

成沢　一郎 

村山　深美 

４位 陸上 少年女子Ａ 3000m競歩 笠原　千穂 辰野高 14'36"50 

バレーボール 成年男子２部 9人制 長野選抜 

バレーボール 成年女子１部 6人制 長野選抜 

バレーボール 成年女子１部 9人制 セイコーエプソン塩尻 

体操 少年女子 競技 長野選抜 216.3点 

馬術 成年１部 馬場馬術 佐藤　正道 明松寺 

馬術 成年２部 トップスコアー 中村英太郎 ナガノ・ビデオ 1'05"77 

５位 レスリング 成年男子 グレコローマン57㎏ 井出　真一 小諸商業高校教員 

レスリング 成年男子 グレコローマン74㎏ 塩川　和仁 日体大 

レスリング 少年男子 フリースタイル115㎏ 緑川　英樹 更級農業高 

レスリング 少年男子 グレコローマン58㎏ 高山　昭夫 北佐久農業高 

レスリング 少年男子 グレコローマン63㎏ 大井　源裕 北佐久農業高 

レスリング 少年男子 グレコローマン68㎏ 竹内　一政 北佐久農業高 

馬術 成年１部 馬場馬術 北原　　衛 ㈱ストロング 1041点 

柔道 少年男子 山岸　裕二 長野選抜 

富岡　　孝 

小林　桂樹 

中山　重光 

村上　　理 

６位 自転車 成年男子 4000m団体追抜競走 塩原　正長 長野選抜 4'43"87 

古本　清文 

大石　一夫 

羽田野隆彦 

内田　義人 

弓道 成年女子２部 清水　和代 長野選抜 

宮本　晴美 

平井　礼子 

７位 カヌー 成年男子 カヤックシングル300m 武江　　一 箕輪工業高校教員 1'23"72 

陸上 成年（共） 10000m 福島　　正 富士通長野 29'33"70 

陸上 成年（共） 走高跳 有賀　大成 高遠高校教員 2m05 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

７位 陸上 少年男子Ａ 400mハードル 相沢　伸也 野沢南高 53"39 

体操 成年女子 競技 長野選抜 101.375 

ライフル射撃 成年１部 FSB・P60 前橋　秀昭 JR東日本 

ラグビー・フットボール 成年２部 長野選抜 

８位 カヌー 成年男子 カヤックシングル500m 池田　敏樹 高見澤 2'40"97 

カヌー 成年女子 カヤックシングル500m 田中　道子 電算 3'03"04 

弓道 成年女子１部 後藤　典子 長野選抜 

木村由紀子

木下　久子

 第45回（平成２年）冬季大会　スケート・アイスホッケー　　開催地：岩手県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スピードスケート 成年男子Ａ 5000m 小竹　直喜 三協精機 7'37"34 

スピードスケート 成年女子Ａ 500m 田中　稚早 三協精機 42"81 

スピードスケート 少年女子 1500m 上原　三枝 諏訪清陵高 2'13"07 

スピードスケート 成年男子 2000mリレー　 佐藤　恒樹 明治大 2'33"62 

藤原　喜臣 日体大 

小平　　寛 法政大 

井出　一彦 専修大 

２位 スピードスケート 少年女子 1000m 上原　三枝 諏訪清陵高 1'28'77 

スピードスケート 少年女子 2000mリレー 田中　千景 岡谷東高 2'57"47 

篠原ひろみ 諏訪二葉高 

油井　桐子 野沢北高 

上原　三枝 諏訪清陵高 

３位 スピードスケート 成年女子Ａ 3000m 依田智恵子 筑波大 4'33"24 

スピードスケート 少年男子 10000m 遠藤　亮治 佐久高 タイムなし 

スピードスケート 少年女子 1000m 田中　千景 岡谷東高 1'30"89 

スピードスケート 成年女子 2000mリレー 田中　稚早 三協精機 2'53"77 

山本絵里子 山梨学院大 

伊藤　仁美 三協精機 

依田智恵子 筑波大 

４位 スピードスケート 成年男子Ａ 10000m 小竹　直喜 三協精機 タイムなし 

スピードスケート 成年男子Ｂ 500m 長岡　秀秋 長岡鉄工所 43"85 

スピードスケート 成年女子Ａ 500m 伊藤　仁美 三協精機 43"04 

スピードスケート 成年女子Ｂ 500m 有賀千恵子 主婦 49"12 

スピードスケート 成年女子Ｃ 500m 山田　啓子 山田企画設計事務所 51"94 

スピードスケート 成年女子Ｃ 1000m 山田　啓子 山田企画設計事務所 1'43"24 

スピードスケート 少年女子 500m 田中　千景 岡谷東高 44"66 

スピードスケート 少年女子 3000m 菊池　裕子 岡谷東高 4'50"38 

スピードスケート 少年男子 2000mリレー 足立　雄一 軽井沢高 2'40"29 

佐藤　嘉泰 岡谷南高 

佐藤　文武 佐久高 

由井　健央 佐久高 

フィギュア 成年男子 　　 山上　泰司 守谷商会 119.8点 

フィギュア 成年男子 　　 山崎　弘雄 長野市役所 102.4点 

５位 スピードスケート 成年男子Ａ 1000m 井出　一彦 専修大 タイムなし 

スピードスケート 成年男子Ａ 1500m 岩下　清人 専修大 タイムなし 

スピードスケート 成年女子Ａ 1000m 田中　稚早 三協精機 タイムなし 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

５位 スピードスケート 成年女子Ａ 1500m 堀内　佳子 大東文化大 2'16"59 

スピードスケート 少年女子 500m 油井　桐子 野沢北高 45"14 

スピードスケート 少年女子 1500m 菊池　裕子 岡谷東高 2'17"24 

６位 スピードスケート 成年男子Ｂ 1500m 小松　清視 サンエススケート タイムなし 

スピードスケート 少年男子 1500m 黒沢　　誠 佐久高 タイムなし 

アイスホッケー 成年男子 長野選抜 

アイスホッケー 少年男子 長野選抜 

７位 スピードスケート 成年男子Ａ 500m 井出　一彦 専修大 52"30 

スピードスケート 成年男子Ａ 1000m 小平　　寛 法政大 タイムなし 

スピードスケート 成年女子Ａ 1000m 堀内　佳子 大東文化大 タイムなし 

スピードスケート 成年女子Ｂ 1000m 有賀千恵子 主婦 タイムなし 

８位 スピードスケート 成年女子Ａ 1500m 依田智恵子 筑波大 タイムなし 

スピードスケート 少年男子 10000m 篠原　淳晃 小海高 タイムなし 

 第45回（平成２年）冬季大会　スキー　　開催地：青森県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 成年男子１Ｂ クロスカントリー 佐々木一成 北野建設 41'59"4 

スキー 成年男子１Ａ コンバインド 児玉　和興 志賀高原スキーC 433.000点 

スキー 成年男子１Ｃ コンバインド 畔上　寿次 野沢温泉スキーC 397.000点 

スキー 少年女子 クロスカントリー 佐藤恵美子 中野実業高 16'45"3 

スキー 成年男子 リレー 片桐　一成 野沢温泉スキーC 1°46'42"0 

清水　博樹 同志社大 

今井　博幸 中央大 

清水　寛仁 中央大 

佐々木一成 北野建設 

２位 スキー 成年男子１Ａ コンバインド 山本　直鋭 明治大 410.700点 

スキー 成年女子１Ａ ジャイアントスラローム 北林　万里 日本大 59"80 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 切久保深雪 白馬高 1'01"21 

３位 スキー 成年男子１Ｃ スペシャルジャンプ 畔上　寿次 野沢温泉スキーC 96.2点 

スキー 成年男子２ ジャイアントスラローム 山本　　正 志賀高原スキーC 1'22"87 

スキー 成年女子１Ａ クロスカントリー 竹節佐貴子 北野建設 17'06"8 

４位 スキー 成年女子１Ｂ ジャイアントスラローム 深沢　　香 小谷体協 1'05"91 

スキー 成年女子２ クロスカントリー 池田みゆき 野沢温泉スキーC 22'39"7 

スキー 女子 リレー 竹節佐貴子 北野建設 1°8'11"3 

佐藤恵美子 中野実業高 

横川　恵理 白馬高 

中村　由紀 白馬高 

スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 猪又　　誠 白馬高 1'16"42 

５位 スキー 成年男子１Ｃ コンバインド 津久井　哲 飯山市スキーC 311.030点 

スキー 少年男子 コンバインド 上野　　隆 飯山北高 375.145点 

スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 山本　　治 中野西高 1'16"49 

６位 スキー 成年男子１Ｃ スペシャルジャンプ 津久井　哲 飯山市スキーC 82.0点 

スキー 成年女子１Ａ クロスカントリー 祢津ひかる 日体大学 17'16"7 

スキー 成年女子１Ｂ クロスカントリー 富井　弘子 野沢温泉スキーC 19'19"2 

スキー 少年男子 コンバインド 富井　　彦 下高井農林高 366.115点 

７位 スキー 成年男子１Ｂ ジャイアントスラローム 宮沢　　徹 小谷体協 1'21"71 

スキー 成年男子１Ｂ コンバインド 佐藤　功一 野沢温泉スキーC 303.175点 

スキー 成年男子１Ｃ クロスカントリー 佐藤　志郎 北野建設 46'46"5 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

７位 スキー 少年男子 コンバインド 河野　大輔 下高井農林高 357.465点 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 富井　　彦 下高井農林高 135.0点 

スキー 少年女子 クロスカントリー 横川　恵理 白馬高 17'19"7 

スキー 少年男子 リレー 畔上　大地 飯山北高 1°54'35"2 

佐藤　新一 飯山北高 

吉池　孝二 中野実業高 

春原　直人 中野実業高 

松村　慎也 飯山南高 

８位 スキー 成年男子１Ａ クロスカントリー 片桐　一茂 野沢温泉スキーC 43'58"7 

スキー 少年男子 クロスカントリー 佐藤　新一 飯山北高 42'03"8 

スキー 成年男子１Ｃ ジャイアントスラローム 田原　一正 大町市スキーC 1'02"74 

スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 太田　光洋 白馬高 1'17"56 

スキー 成年男子１Ａ スペシャルジャンプ 西方　仁也 明治大 155.7点 

スキー 成年男子１Ｂ スペシャルジャンプ 佐藤　功一 野沢温泉スキーC 120.6点 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 池田　俊幸 長野日大高 133.4点 

 第46回（平成３年）夏季大会・秋季大会　　開催地：石川県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 陸上 成年男子 10000m競歩 酒井　浩文 国土館大 41'21"57 

２位 陸上 少年男子 5000m競歩 小池　昭彦 長野高 21'51"82 

陸上 少年女子Ａ 1500m 宮下　三華 諏訪実業高 4'23"52 

軟式野球 成年１部 壮年 全諏訪 

空手 成年女子 型 三村　由紀 青山学院大 49.0点 

３位 陸上 少年男子Ａ ハンマー投げ 三浦　　理 篠ノ井高 58m92 

陸上 少年女子共通 3000m 石原さつき 諏訪実業高 9'16"29 

レスリング 成年男子 グレコローマン74㎏級 塩川　和仁 日体大 

柔道 成年女子 長野選抜 

弓道 少年女子 飯田女子高 

クレー射撃 成年 トラップ 長野選抜 

４位 漕艇 少年男子 舵手付きフォア 塩原　　剛 岡谷南高 3'24"36 

小松　崇宏 

牛山　英俊 

中島　啓司 

滝沢　英昭 

バレーボール 少年男子 ６人制 岡谷工業高 

ウェイトリフティング 少年男子 90㎏級 清澤　英彦 松商学園高 スナッチ100㎏ 

ボウリング 成年男子２部 個人戦 曽山　米保 堀金村役場 1680点 

柔道 少年女子 長野選抜 

５位 漕艇 成年１部 舵手付きフォア 馬場　智義 長野選抜 3'20"56 

平林　幸哉 

矢島　正恒 

加藤　　洋 

北沢　勝己 

陸上 少年男子Ｂ 400m 塚田　英彦 上田東高 48"96 

ボクシング 成年男子 ライトフライ級 押金　　励 大東文化大 

レスリング 成年男子 フリースタイル130㎏級 緑川　英樹 国際武道大 

レスリング 少年男子 グレコローマン63㎏級 新井　英孝 北佐久農業高 

レスリング 少年男子 グレコローマン82㎏級 美斉津　修 北佐久農業高 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

５位 ソフトボール 成年女子 長野選抜 

空手 少年女子 型 朝倉美奈子 坂城高 48.2点 

６位 漕艇 成年男子 シングルスカル 岩波　健児 下諏訪町役場 3'43"95 

陸上 成年女子２部 3000m 五味まゆみ 茅野陸協 11'31"31 

陸上 少年男子Ｂ 5000m 西沢　洋務 東海大第三高 14'53"24 

ライフル射撃 成年 BRL・T40 上島　由子 明治学院大 187点 

ボウリング 成年男子１部 29歳以下 成沢　宣正 千国総合観光㈱ 1670点 

ボウリング 成年男子１部 40歳代 池田　正幸 ㈱ニヤクコーポレーション 1733点 

ボウリング 成年男子１部 50歳代 吉見　芳廣 吉見建築板金 1677点 

７位 カヌー 成年男子１部 レーシングK－1　500m 武江　　一 箕輪工業高*教員 1'53"71 

カヌー 成年女子１部 スラロームK－1　15ゲート 佐々木元子 八十二銀行 241.17点 

陸上 少年女子 3000m競歩 笠原　千穂 辰野高 15'41"32 

バレーボール 成年男子１部 9人制 長野選抜 

バレーボール 成年男子２部 9人制 長野選抜 

バレーボール 成年女子１部 6人制 長野選抜 

バレーボール 成年女子１部 9人制　 セイコーエプソン塩尻 

ウェイトリフティング 少年男子 90㎏級 清澤　英彦 松商学園高 ジャーク137.5㎏ 

自転車 成年男子 ポイントレース 大石　一夫 ボスコKK 

軟式庭球 成年女子 長野選抜 

軟式庭球 成年２部 長野選抜 

軟式野球 成年２部 岡谷市役所 

弓道 少年男子 長野選抜 

８位 カヌー 成年男子１部 レーシングK－1　300m 武江　　一 箕輪工業高*教員 1'07"82 

陸上 少年男子 400mハードル 本田　速人 野沢南高校 52"40 

陸上 成年女子共通 100mハードル 大谷留美子 中京女子大 14"74 

軟式庭球 少年女子 長野選抜 

軟式野球 成年１部 一般 ルビコン㈱ 

馬術 少年男子 ダービー 大久保輝彦 上田西高 

ライフル射撃 成年 AR・P60 宮沢　邦宏 ヤマト運輸 189点 

第46回（平成３年）冬季大会　スケート・アイスホッケー　　開催地：長野県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スピードスケート 少年女子 3000m 清水　美映 松本深志高 4'29"39 

スピードスケート 成年女子Ａ 3000m 関　ナツエ ㈱三協精機 4'22"35 

スピードスケート 成年女子Ｃ 500m 有賀千恵子 主婦 48"77 

スピードスケート 成年女子Ｃ 1000m 有賀千恵子 主婦 1'38"29 

スピードスケート 少年女子 2000mリレー 田中　千景 岡谷東高 2'56"29 

沢田　由布 岡谷東高 

佐々木志保 佐久高 

市川もとよ 軽井沢高 

２位 スピードスケート 少年男子 5000m 篠原　淳晃 小海高 7'21"59 

スピードスケート 少年男子 1500m 黒沢　　誠 佐久高 2'02"66 

スピードスケート 成年男子Ａ 500m 井田　一彦 専修大 38"75 

スピードスケート 少年女子 1500m 名取　美香 佐久高 2'18"06 

スピードスケート 成年女子Ａ 1500m 関　ナツエ ㈱三協精機 2'12"06 

３位 スピードスケート 少年男子 5000m 野明　弘幸 岡谷南高 7'25"49 

スピードスケート 少年男子 1500m 日向　　功 小海高 2'05"57 

スピードスケート 少年女子 1000m 田中　千景 岡谷東高 タイムなし 
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３位 スピードスケート 少年女子 500m 田中　千景 岡谷東高 43"38 

スピードスケート 成年男子Ｂ 1500m 川口　和茂 日本精機工業 2'30"04 

スピードスケート 成年男子Ｂ 1000m 長岡　秀秋 長岡鉄工所 1'26"55 

スピードスケート 成年男子Ｂ 500m 川口　和茂 日本精機工業 42"17 

スピードスケート 成年女子Ａ 500m 山本絵里子 山梨学院大 43"62 

スピードスケート 成年女子Ｂ 1000m 村沢　優子 主婦 1'41"22 

スピードスケート 成年女子Ｃ 1000m 山田　啓子 山田企画設計事務所 1'44"63 

スピードスケート 成年男子 2000mリレー 近藤　広輝 ㈱三協精機 2'35"70 

佐藤　恒樹 明治大 

小平　　寛 法政大 

井手　一彦 専修大 

スピードスケート 成年女子 2000mリレー 船水　一葉 ㈱三協精機 2'50"86 

山本絵里子 山梨学院大 

堀内　佳子 大東文化大 

関　ナツエ ㈱三協精機 

４位 スピードスケート 少年男子 500m 佐藤　嘉泰 岡谷南高 39"71 

スピードスケート 少年女子 500m 沢田　由布 岡谷東高 44"68 

スピードスケート 成年男子Ａ 10000m 市川　英彦 八千穂中*教員 タイムなし 

スピードスケート 成年男子Ａ 1500m 岩下　清人 専修大 2'05"24 

スピードスケート 成年男子Ｂ 1500m 小松　清視 サンエススケート タイムなし 

スピードスケート 成年男子Ｂ 500m 長岡　秀秋 長岡鉄工所 42"48 

スピードスケート 成年女子Ａ 1500m 堀内　佳子 大東文化大 2'12"51 

スピードスケート 成年女子Ｂ 1500m 井出　里美 ブルーマリーンスイミングスクール タイムなし 

スピードスケート 成年女子Ｂ 500m 井出　里美 ブルーマリーンスイミングスクール 48"83 

スピードスケート 少年男子 2000mリレー 小平　昇一 諏訪二葉高 2'34"80 

田口　　優 佐久高 

由井　健史 佐久高 

佐藤　嘉泰 岡谷南高 

アイスホッケー 少年男子 長野選抜 

５位 スピードスケート 少年女子 1500m 清水　美映 松本深志高 タイムなし 

スピードスケート 成年女子Ｂ 500m 村沢　優子 主婦 49"18 

６位 スピードスケート 成年男子Ａ 5000m 市川　英彦 八千穂中*教員 タイムなし 

アイスホッケー 成年男子 長野選抜 

７位 スピードスケート 少年男子 10000m 野明　弘幸 岡谷南高 タイムなし 

スピードスケート 成年女子Ａ 1000m 山本絵里子 山梨学院大 タイムなし 

スピードスケート 成年女子Ｃ 500m 山田　啓子 山田企画設計事務所 51"17 

８位 スピードスケート 少年男子 500m 小平　昇一 諏訪二葉高 1'00"91 

スピードスケート 少男子Ｃ 1000m 那須　功宣 昭和電工 タイムなし 

スピードスケート 成年女子Ａ 1000m 船水　一葉 ㈱三協精機 タイムなし 

スピードスケート 成年女子Ａ 500m 船水　一葉 ㈱三協精機 1'23"22 

スピードスケート 少年女子 1000m 佐々木志保 佐久高 タイムなし 

 第46回（平成３年）冬季大会　スキー　　開催地：新潟県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 成年女子１部Ａ ジャイアントスラローム 山本さち子 ロシニョールジャパン 1'07"41 

スキー 成年男子１部Ａ クロスカントリー 今井　博幸 中央大 44'02"03 

スキー 成年男子１部Ｂ クロスカントリー 片桐　一茂 野沢温泉スキーC 46'15"4 

スキー 少年女子 クロスカントリー 佐藤　雪野 中野実業高 17'22"0 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 成年男子１部Ｃ コンバインド 畔上　寿次 野沢温泉スキーC 173.5点 

50'43"9 

スキー 少年男子 コンバインド 富井　　彦 下高井農林高 212.0点 

47'06"0 

スキー 成年男子１部Ｂ ジャイアントスラローム 丸山　直樹 白馬村体協 1'26"45 

スキー 成年男子１部Ｃ スペシャルジャンプ 小野　　学 北野建設スキーC 173.2点 

２位 スキー 成年女子２部 ジャイアントスラローム 山田　裕美 小谷村体協 1'17"60 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 切久保深雪 白馬高 1'9"69 

スキー 成年女子２部 クロスカントリー 堀米ひろみ 志賀高原スキーC 20"28"04 

スキー 少年男子 クロスカントリー 堀米　光男 中野実業高 47'43"03 

スキー 成年男子１部Ａ コンバインド 山本　直鋭 北野建設スキーC 209.2点 

３位 スキー 成年男子１部Ｃ ジャイアントスラローム 田原　一正 大町市スキーC 1'10"90 

スキー 女子 リレー 佐藤恵美子 早稲田大 1°3'26"45 

中村　由紀 白馬高 

竹節佐貴子 北野建設スキーC 

佐藤　雪野 中野実業高 

スキー 少年男子 リレー 神津　正昭 中野実業高 1°50'18"0 

畔上　大地 飯山北高 

堀米　光男 中野実業高 

森　　知弘 下高井農林高 

祢津　　誠 下高井農林高 

スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 山本　　治 中野西高 1'19"32 

４位 スキー 成年女子１部Ａ ジャイアントスラローム 丸山　有紀 早稲田大 1'8"45 

スキー 成年男子１部Ｂ コンバインド 内田　博喜 野沢温泉スキーC 175.5点 

47'32"0 

スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 猪又　　誠 白馬高 1'20"33 

５位 スキー 成年男子２部 ジャイアントスラローム 斎藤　安彦 南牧スキーC 1'36"44 

スキー 成年男子 リレー 片桐　一茂 野沢温泉スキーC 1°48'58"0 

青木　　透 日本大 

今井　博幸 中央大 

春原　直人 法政大 

清水　寛仁 中央大 

６位 スキー 成年女子１部Ａ クロスカントリー 佐藤恵美子 早稲田大 17'23"01 

スキー 少年女子 クロスカントリー 中村　由紀 白馬高 17'54"05 

スキー 成年男子１部Ｂ ジャイアントスラローム 渡辺　一樹 小谷村体協 1'28"44 

スキー 成年男子１部Ａ スペシャルジャンプ 横川　朝治 北野建設スキーC 184.3点 

スキー 成年男子１部Ｃ コンバインド 津久井　哲 飯山市スキーC 174.9点 

７位 スキー 少年男子 コンバインド 富井　正樹 飯山北高 175.5点 

47'32"0 

スキー 成年男子１部Ａ ジャイアントスラローム 富井　剛志 野沢温泉スキーC 1'21"91 

スキー 成年男子１部Ｂ スペシャルジャンプ 佐藤　功一 野沢温泉スキーC 132.8点 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 富井　正樹 飯山北高 158.4点 

８位 スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 富井　　彦 下高井農林高 153.8点 

スキー 成年男子１部Ａ スペシャルジャンプ 東沢　洋一 北野建設スキーC 181.3点 
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第47回（平成４年）夏季大会・秋季大会　　開催地：山形県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 漕艇 少年男子 舵手付きフォア 小松　崇宏 岡谷南高 3'12"68 

共田　武生 

伊藤　浩史 

中島　啓司 

水沢　裕樹 

早出　　克 

陸上競技 成年男子 10000m競歩 酒井　浩文 国士館大 41'02"13 

軟式野球 成年男子１部 壮年 オール駒ヶ根 

弓道 少年男子 長野選抜 

空手道 成年女子 形 三村　由紀 青山学院大 3回目 

２位 陸上競技 少年男子 5000m競歩 佐藤　孝洋 野沢南高 21'00"19 

バレーボール 少年男子 6人制 岡谷工業高 

ラクビーフットボール 少年男子 岡谷工業高 

３位 漕艇 少年女子 舵手付きフォア 原　　朱里 諏訪清陵高 3'36"64 

中村　理恵 

小口絵理子 

秋山由紀子 

渡辺　晴美 

矢沢　友恵 

自転車 成年男子 1㎞タイムトライアル 塩原　正長 早稲田大 1'9"53 

ライフル射撃 成年 FSB－P60 前橋　秀昭 JR東日本 690.3点 

４位 漕艇 成年男子１部 舵手付きフォア 平林　幸哉 諏訪漕陵会 3'09"93 

岩波　健児 下諏訪町役場 

馬場　智義 諏訪漕陵会 

加藤　　洋 諏訪漕陵会 

北澤　勝己 下諏訪町役場 

矢島　正恒 下諏訪町役場 

陸上競技 少年女子 3000m競歩 丸山　由香 皐月高 14'03"41 

陸上競技 少年女子 やり投げ 山本　晴美 長野南高 49m44 

バレーボール 成年女子１部 9人制 セイコーエプソン塩尻 

バレーボール 成年女子２部 9人制 野沢チーム佐久市 

弓道 成年男子 長野選抜 

ライフル射撃 成年 AR－K20 宮澤　邦宏 ヤマト運輸 191点 

５位 漕艇 成年男子２部 ダブルスカル 小林　淳司 諏訪漕陵会 3'23"33 

天野　修一 諏訪漕陵会 

陸上競技 成年女子共通 400mハードル 青木　利佳 筑波大 61"68 

陸上競技 少年男子 走幅跳 伊藤　健一 飯田高 7m05 

ボクシング 成年男子 ライト級 中沢　　剛 下高井農林*教員 

ボクシング 成年男子 ライトウェルター級 西沢　卓哉 望月高校*職 

レスリング 成年男子 フリースタイル130㎏級 緑川　英樹 国際武道大 

レスリング 成年男子 グレコローマン57㎏級 井出　真一 上田西高*教員 

レスリング 成年男子 グレコローマン74㎏級 塩川　和人 浅間中*教員 

レスリング 成年男子 フリースタイル54㎏級 青木　　潤 北佐久農業高 

レスリング 少年男子 グレコローマン63㎏級 二見　洋一 北佐久農業高 

レスリング 少年男子 グレコローマン88㎏級 竹内　智之 北佐久農業高 

弓道 少年女子 長野選抜 

６位 サッカー 少年男子 長野選抜 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

６位 馬術 成年男子 ダービー 佐藤　正道 明松寺 2.5点 

2'16"0 

馬術 成年男子 総合馬術 佐藤　正道 明松寺 124.00点 

ライフル射撃 成年女子 ARL－S20 前橋　典子 長野ヤナセ 188点 

７位 陸上競技 少年男子 400mハードル 臼田　　茂 野沢南高 52"99 

テニス 少年男子 長野選抜 

空手道 成年女子 形 滝沢めぐみ 田川高 

８位 カヌー 成年男子１部 レーシングK－1300m 武江　　一 箕輪工業高*教員 1'04"36 

馬術 少年男子 2段階障害飛越 藤沢　臣悟 長野ろう学校 12点 

 第47回（平成４年）冬季大会　スケート・アイスホッケー　　開催地：山形県
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スピードスケート 成年女子Ａ 500m 山本絵里子 山梨学院大 43"04 

スピードスケート 成年男子Ａ 1500m 小竹　直喜 ㈱三協精機 2'03"35 

スピードスケート 少年男子 10000m 篠原　淳晃 小海高 14'57"40 

スピードスケート 成年女子 2000mリレー 山本絵里子 山梨学院大 2'56"05 

山田美佐子 中京女子短期大 

関　ナツエ ㈱三協精機 

田中　稚早 ㈱三協精機 

２位 スピードスケート 成年女子Ｂ 500m 井出　里美 主婦 49"82 

スピードスケート 少年女子 500m 金井　悦子 軽井沢高 43"74 

スピードスケート 成年女子Ｂ 1000m 井出　里美 主婦 1'47"06 

スピードスケート 成年女子Ｃ 1000m 有賀千恵子 主婦 1'45"93 

スピードスケート 少年男子 1500m 田中　慎也 東海大第三高 2'04"26 

スピードスケート 少年女子 2000mリレー　 田中　千景 岡谷東高 2'57"42 

井内美貴子 岡谷東高 

荒崎　江美 佐久高 

佐々木志保 佐久高 

３位 スピードスケート 成年男子Ｂ 500m 長岡　秀秋 長岡鉄工所 43"04 

スピードスケート 成年女子Ｃ 500m 山田　啓子 山田企画 48"56 

スピードスケート 少年女子 500m 田中　千景 岡谷東高 43"79 

スピードスケート 成年女子Ｃ 1000m 山田　啓子 山田企画 1'48"23 

スピードスケート 少年男子 1500m　 日向　　功 小海高 2'05"76 

スピードスケート 少年女子 1500m 佐々木志保 佐久高 2'20"36 

スピードスケート 成年女子Ａ 3000m 開　ナツエ ㈱三協精機 4'31"40 

スピードスケート 少年女子 3000m 清水　美映 松本深志高 4'42"70 

スピードスケート 少年男子 5000m 関　　克教 岡谷南高 7'16"04 

スピードスケート 少年男子 10000m 北沢富士男 岡谷南高 15'18"28 

スピードスケート 成年男子 2000mリレー 近藤　広輝 ㈱三協精機 2'38"69 

真寿田聖也 明治大 

佐藤　嘉泰 法政大 

小竹　直喜 ㈱三協精機 

スピードスケート 少年男子 2000mリレー 小平　昇一 諏訪二葉高 2'39"96 

矢崎　文也 諏訪二葉高 

田口　　優 佐久高 

篠原浩一郎 小海高 

４位 スピードスケート 成年女子Ｃ 500m 有賀千恵子 主婦 49"07 

スピードスケート 少年女子 1000m 佐々木志保 佐久高 1'30"44 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

４位 スピードスケート 少年女子 3000m 降籏　克子 大町北高 4'51"27 

５位 スピードスケート 成年女子Ａ 500m 田中　稚早 ㈱三協精機 43"54 

スピードスケート 成年男子Ｂ 1000m 長岡　秀秋 長岡鉄工所 1'30"75 

スピードスケート 成年女子Ａ 1000m 船水　一葉 ㈱三協精機 1'27"59 

スピードスケート 成年男子Ａ 1500m 岩下　清人 専修大 2'10"47 

６位 スピードスケート 成年男子Ｂ 1000m 鈴木　　優 中日新聞 1'32"39 

スピードスケート 少年女子 1500m 清水　美映 松本深志高 2'15"36 

７位 スピードスケート 少年女子 1000m 田中　千景 岡谷東高 1'47"18 

アイスホッケー 少年男子 　　 長野選抜 

８位 スピードスケート 少年男子 500m 篠原浩一郎 小海高 40"63 

スピードスケート 成年女子Ａ 1000m 田中　稚早 ㈱三協精機 1'41"31 

スピードスケート 成年女子Ａ 1500m 関　ナツエ ㈱三協精機 2'18"10 

スピードスケート 成年男子Ａ 5000m 小竹　直喜 ㈱三協精機 8'45"83 

フィギュア 成年男子 山上　泰司 ㈱守谷商会 

フィギュア 成年男子 徳嵩　伸治 日体大 

 第47回（平成４年）冬季大会　スキー　　開催地：山形県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 成年男子１部Ａ クロスカントリー 今井　博幸 中央大 41'02"6 

スキー 成年男子１部Ａ クロスカントリー 片桐　一茂 野沢温泉スキークラブ 43'18"7 

スキー 少年男子 コンバインド 富井　　彦 下高井農高 213.6点 

41'01"8 

スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 竹田　高広 中野実業高 1'03"36 

スキー 成年男子１部Ｃ スペシャルジャンプ 小野　　学 北野建設スキー部 152.3点 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 杉山　恵亮 飯山北高 192.6点 

スキー 少年男子 リレー 佐藤　　威 中野実業高 1°35'56"7 

神津　正昭 中野実業高 

堀米　光男 中野実業高 

市川　雄一 下高井農高 

畦上　大地 飯山北高 

２位 スキー 少年男子 クロスカントリー 堀米　光男 中野実業高 42'48"3 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 富井　正樹 飯山北高 191.5点 

スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 宮下　征樹 白馬高 1'03"78 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 切久保深雪 白馬高 1'04"43 

３位 スキー 成年女子１部Ａ ジャイアントスラローム 山本さち子 ロシニョールジャパン 1'02"63 

スキー 成年女子１部Ｂ ジャイアントスラローム 渡辺　　香 小谷村体協 1'09"98 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 坂口奈津実 中野実業高 1'05"38 

スキー 成年男子１部Ａ ジャイアントスラローム 平沢　　岳 志賀高原スキークラブ 1'07"89 

スキー 成年男子１部Ａ コンバインド 河野　孝典 野沢温泉スキークラブ 197.6点 

39'15"5 

スキー 成年男子１部Ｂ コンバインド 内田　博喜 野沢温泉スキークラブ 182.5点 

43'11"1 

スキー 少年男子 コンバインド 富井　正樹 飯山北高 210.0点 

44'01"3 

スキー 女子 リレー 中村　由紀 白馬高 1'00'15"3 

竹節佐貴子 北野建設スキー部 

佐藤　雪野 中野実業高 

猪又　由美 北野建設スキー部 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

４位 スキー 成年男子１部Ｂ ジャイアントスラローム 丸山　直樹 小谷村体協 1'15"11 
スキー 成年男子１部Ａ コンバインド 児玉　和興 志賀高原スキークラブ 178.5点 

37'59"2 
スキー 成年男子１部Ｃ コンバインド 畔上　寿次 野沢温泉スキークラブ 164.8点 

50'34"9 
スキー 少年男子 コンバインド 佐藤　正彦 飯山南高 182.8点 

41'04"8 
スキー 少年男子 クロスカントリー 神津　正昭 中野実業高 43'12"1 
スキー 成年男子１部Ｃ スペシャルジャンプ 森　　福治 野沢温泉スキークラブ 95.1点 

５位 スキー 成年男子１部Ｃ ジャイアントスラローム 田原　一正 NTT信越 1'08"55 
スキー 成年女子１Ａ クロスカントリー 竹節佐貴子 北野建設スキー部 17'00"8 
スキー 成年女子２部 クロスカントリー 新井　美夏 志賀高原スキークラブ 22'30"1 
スキー 少年女子 クロスカントリー 中村　由紀 白馬高 17'49"7 
スキー 成年男子１部Ａ コンバインド 山本　直鋭 北野建設スキー部 174.4点 

38'24"9 
スキー 成年男子 リレー 祢津　　誠 日体大 1°38'19"9 

今井　博幸 中央大 
片桐　一茂 野沢温泉スキークラブ 
太田　敏朗 東洋大 
吉池　孝二 中央大 

６位 スキー 成年男子２部 クロスカントリー 郷津　哲人 白馬体協 47'26"9 
スキー 成年男子１部Ａ ジャイアントスラローム 松田富土人 専修大 1'08"82 
スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 富井　　彦 下高井農高 175.0点 

７位 スキー 成年男子１部Ａ ジャイアントスラローム 山本　　治 志賀高原スキークラブ 1'09"23 
スキー 成年女子１部Ａ ジャイアントスラローム 片桐　朝美 日体大 1'04"36 
スキー 成年女子１部Ａ クロスカントリ－ 猪又　由美 北野建設スキー部 17'17"2 
スキー 少年女子 クロスカントリー 佐藤　雪野 中野実業高 17'50"0 

８位 スキー 成年男子１部Ｃ コンバインド 津久井　哲 飯山市スキークラブ 147.8点 
53'33"2 

スキー 少年男子 クロスカントリー 佐藤　　威 中野実業高 44'08"2 
スキー 成年男子１部Ｂ スペシャルジャンプ 佐藤　功一 野沢温泉スキークラブ 143.8点 

 第48回（平成５年）夏季大会・秋季大会　　開催地：徳島県、香川県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 陸上 少年男子A 400m 塚田　英彦 上田東高 47"16 
陸上 成年男子共通 10000m競歩 酒井　浩文 国士館大 41'45"90 
陸上 少年男子A 5000m 西沢　洋務 東海大三高 14'36"88 

２位 ラクビー・フットボール 少年男子 岡谷工業高校 
レスリング 少年男子 グレコ68㎏ 大井　将憲 北佐久農高 
空手道 成年女子 型 三村　由紀 筑波大研究生 

３位 漕艇 成年男子 舵手付きフォア 平林　幸哉 セイコーエプソン㈱ 2'59"43 
岩波　健児 下諏訪町役場 
馬場　智義 八十二銀行 
加藤　　洋 セイコーエプソン㈱ 
北澤　勝己 下諏訪町役場 
矢島　正恒 下諏訪町役場 

バレーボール 成年女子１部 9人制 セイコーエプソン塩尻 
自転車 成年男子 1㎞タイムトライアル 塩原　正長 早稲田大 1'09"790 
弓道 少年女子 長野選抜 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

３位 レスリング 少年男子 グレコローマン58㎏ 竹花　良二 上田西高 

レスリング 少年男子 グレコローマン74㎏ 田守　太郎 上田西高 

レスリング 少年男子 フリー46㎏ 堀切　邦晃 小諸高 

４位 カヌー 少年女子 レーシング　K－1500m 内山美智子 更級農業高 2'21"89 

陸上 少年男子A 5000m競歩 神津　英人 岩村田高 21'59"49 

ソフトテニス 成年２部 長野選抜 

馬術 成年２部 2段階障害飛越 井地亜由美 33"68 

空手道 少年女子 型 杉山　裕美 松商学園高 

５位 柔道 成年女子 団体 長野選抜 

レスリング 少年男子 フリー63㎏ 石田　亮一 上田西高 

空手道 少年男子 組手 山田　高照 松本深志高 

６位 ライフル射撃 成年 FSB－P60 前橋　秀昭 JR東日本 686.6点 

７位 陸上 少年男子B 800m 田幸　将徳 中野実業高 1'55"67 

馬術 少年 ダービー 大久保輝彦 上田西高 

弓道 成年女子 2部 長野選抜 

８位 水泳 成年男子 100m自由形 徳永　　啓 順天堂大 53"30 

自転車 成年男子 スプリント 岩間　光輝 信州大 

ライフル射撃 成年 AR－3P60 割田　好則 シナノケンシ 580点 

ライフル射撃 成年 CP25－60 茂木喜久雄 長野中央警察署 672点 

 第48回（平成５年）冬季大会　スケート・アイスホッケー　　開催地：青森県
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スピードスケート 少年女子 500m 土屋和花子 野沢北高 43"76 

スピードスケート 成年女子A 1000m 田中　稚早 ㈱三協精機製作所 1'25"66 

スピードスケート 少年女子 1500m 清水　美映 松本深志高 2'11"48 

スピードスケート 少年女子 3000m 清水　美映 松本深志高 4'34"48 

スピードスケート 成年男子A 5000m 篠原　淳晃 日体大 7'7"63 

スピードスケート 少年男子 5000m 野明　弘幸 岡谷南高 7'13"60 

２位 スピードスケート 成年女子A 500m 田中　稚早 ㈱三協精機製作所 42"51 

スピードスケート 成年女子C 500m 有賀千恵子 スパークアムウェイネットワーク 49"83 

スピードスケート 少年女子 500m 金井　悦子 軽井沢高 43"86 

スピードスケート 少年男子 5000m　 日向　　功 小海高 7'15"25 

スピードスケート 成年男子A 10000m 遠藤　亮治 日体大 14'47"86 

スピードスケート 少年男子 2000mリレー 五味　一志 東海大三高 2'37"21 

矢崎　文也 諏訪二葉高 

小池　嘉則 諏訪二葉高 

篠原浩一郎 小海高 

スピードスケート 少年女子 2000mリレー 金井　悦子 軽井沢高 2'56"88 

佐々木志保 佐久高 

荒崎　江美 佐久高 

土屋和花子 野沢北高 

３位 スピードスケート 成年男子A 1000m 黒沢　　誠 日体大 タイムなし 

スピードスケート 成年女子C 1000m 山田　啓子 山田企画 1'42"45 

スピードスケート 成年男子A 5000m 遠藤　亮治 日体大 7'10"22 

スピードスケート 少年男子 10000m 北沢富士夫 岡谷南高 14'20"90 

スピードスケート 成年女子B 500m 井出　敬子 御代田中*教員 47"79 

４位 スピードスケート 成年女子A 500m 山本絵里子 山梨学院大 43"05 

スピードスケート 成年女子B 500m 山田　啓子 山田企画 50"26 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

４位 スピードスケート 成年女子A 1000m 関谷　千晶 ㈱三協精機製作所 タイムなし 

スピードスケート 成年女子B 1000m 名取みのり 主婦 タイムなし 

スピードスケート 成年女子C 1000m 有賀千恵子 スパークアムウェイネットワーク タイムなし 

スピードスケート 少年女子 1500m 降簱　克子 大町北高 タイムなし 

スピードスケート 成年女子A 3000m 野崎　千春 ㈱三協精機製作所 4'32"56 

５位 スピードスケート 成年男子C 500m 那須　功宣 フヨーライト 44"51 

スピードスケート 少年男子 500m 五味　一志 東海大三高 39"28 

スピードスケート 少年男子 1000m 篠原浩一郎 小海高 タイムなし 

スピードスケート 少年女子 1000m 佐々木志保 佐久高校 タイムなし 

スピードスケート 少年男子 10000m 野明　弘幸 岡谷南高 タイムなし 

６位 スピードスケート 成年男子B 500m 鈴木　　勝 中日新聞 43"61 

スピードスケート 成年女子B 500m 名取みのり 主婦 8"10 

スピードスケート 成年男子C 1000m 那須　功宣 フヨーライト タイムなし 

スピードスケート 成年男子A 1500m 黒沢　　誠 日体大 タイムなし 

スピードスケート 成年女子A 1500m 野崎　千春 ㈱三協精機製作所 タイムなし 

スピードスケート 少年男子 1500m 田中　慎也 東海大三高 タイムなし 

スピードスケート 成年女子 2000mリレー 関谷　千晶 ㈱三協精機製作所 3'09"45 

山本絵里子 山梨学院大 

市川もとよ 山梨学院大 

田中　稚早 ㈱三協精機製作所 

７位 スピードスケート 成年男子B 500m 長岡　秀秋 長岡鉄工所 43"67 

スピードスケート 成年男子B 1000m 長岡　秀秋 長岡鉄工所 タイムなし 

スピードスケート 成年男子C 1000m 小松　清視 サンエススケート タイムなし 

スピードスケート 成年女子B 1000m 井出　敬子 御代田中*教員 タイムなし 

スピードスケート 少年男子 1500m 日向　　功 小海高 タイムなし 

スピードスケート 成年女子A 3000m 名取　美香 日体大 4'40"07 

アイスホッケー 少年男子 長野選抜 

 第48回（平成５年）冬季大会　スキー　　開催地：鳥取県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 成年女子２部 大回転 松本　澄香 白馬村体育協会 1'16"08 

スキー 少年男子 クロスカントリー 神津　正昭 中野実業高 43'35"07 

スキー 成年男子１部A コンバインド 山本　直鋭 北野建設スキークラブ 219.0点 

42'43"09 

スキー 少年男子 コンバインド 高沢　公治 飯山南高 184.2点 

44'05"09 

スキー 成年男子２部 大回転 山崎　元義 小賀坂スキークラブ 1'24"36 

スキー 女子 リレー 中村　由紀 慶応大 1°05'30"03 

竹節佐貴子 北野建設スキークラブ 

平野　正美 飯山北高 

水野小百合 飯山北高 

スキー 少年男子 リレー 佐藤　　威 中野実業高 1°41'21"02 

神津　正昭 中野実業高 

常田　武彦 中野実業高 

森　　知弘 下高井農林高 

堀米　光男 中野実業高 

２位 スキー 少年男子 クロスカントリー 佐藤　　威 中野実業高 44'29"07 

スキー 成年女子１部A 大回転 山本さち子 ロシニョールジャパンスキークラブ 1'09"73 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

２位 スキー 成年女子１部A クロスカントリー 竹節佐貴子 北野建設スキークラブ 16'28"04 

スキー 成年女子１部B クロスカントリー 猪又　由美 北野建設スキークラブ 18'07"07 

スキー 少年男子 コンバインド 中村　幸志 白馬高 205.7点 

47'20"07 

スキー 成年男子１部B コンバインド 内田　博喜 野沢温泉スキークラブ 138.3点 

47'41"01 

スキー 成年男子１部C スペシャルジャンプ 森　　福治 野沢温泉スキークラブ 80.0点 

３位 スキー 少年男子 クロスカントリー 常田　武彦 中野実業高 44'31"07 

スキー 少年女子 大回転 松田美登里 白馬高 1'11"69 

スキー 成年女子２部 クロスカントリー 伊沢真由美 飯山市スキークラブ 21'39"08 

スキー 成年男子１部A 大回転 平澤　　岳 志賀高原スキークラブ 1'15"31 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 杉山　恵亮 飯山北高 146.5点 

スキー 成年男子 リレー 祢津　　誠 日体大 1°48'14"07 

畔上　大地 中央大 

佐藤　新一 早稲田大 

山本　直悦 北野建設スキークラブ 

太田　敏朗 東洋大 

４位 スキー 少年男子 クロスカントリー 堀米　光男 中野実業高 44'58"07 

スキー 成年男子１部B 大回転 丸山　直樹 白馬村体育協会 1'21"80 

スキー 少年男子 コンバインド 市川　雄一 下高井農林高 136.1点 

42'32"9 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 佐藤　正彦 飯山南高 129.3点 

５位 スキー 少年女子 クロスカントリー 平野　正美 飯山北高 17'22"09 

スキー 成年女子１部B 大回転 大谷　妙子 白馬村体育協会 1'17"48 

スキー 少年男子 コンバインド 佐藤　信義 長野日大高 135.3点 

42'59"02 

６位 スキー 少年男子 クロスカントリー 森　　知弘 下高井農林高 45'30"05 

スキー 成年女子１部A 大回転 片桐　朝美 日体大 1'11"05 

スキー 成年男子１部A コンバインド 上野　　隆 中央大 189.3点 

46'36"01 

７位 スキー 少年女子 大回転 田中加芳子 長野日大高 1'12"35 

スキー 成年男子１部A クロスカントリー 畔上　大地 中央大 45'18"09 

スキー 成年男子１部B スペシャルジャンプ 内田　博喜 野沢温泉スキークラブ 91.0点 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 河野　智海 下高井農林高 117.7点 

８位 スキー 成年男子１部C 大回転 田原　一正 NTT信越スキークラブ 1'13"70 

スキー 少年女子 クロスカントリー 西澤美智子 中野実業高 17'28"07 

スキー 成年男子１部A 大回転 猪又　一之 小賀坂スキークラブ 1'16"97 

スキー 成年男子１部B コンバインド 佐藤　功一 野沢温泉スキークラブ 185.6点 

 第49回（平成６年）夏季大会・秋季大会　　開催地：愛知県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 陸上 成年男子B 800m 一志　　学 福井工大 1'51"82 

レスリング 少年男子 グレコローマン63㎏ 石田　亮一 上田西高 

レスリング 少年男子 グレコローマン58㎏ 竹花　良二 上田西高 

レスリング 少年男子 グレコローマン68㎏ 大井　将憲 北佐久農業高 

自転車 成年男子 1㎞タイムトライアル 塩原　正長 大塚製薬ノックス 1'07"574 

空手道 成年女子 形 三村　由紀 筑波大・院生 

２位 陸上 少年男子A 5000m競歩 伊藤　和也 松川高 20'57"83 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

２位 レスリング 少年男子 グレコローマン88㎏ 竹内　智之 北佐久農業高 

３位 漕艇 成年男子 ダブルスカル 岩波　健児 下諏訪町役場 3'32"50 

佐藤　　亘 飯田長姫高*教員 

漕艇 少年男子 舵手付きフォア 岡西　正明 諏訪清陵高 3'26"78 

池田　竜雄 岡谷南高 

河西雄一郎 諏訪清陵高 

鴨志田　玄 諏訪清陵高 

藤森　昌幸 岡谷南高 

原　　秀和 岡谷南高 

カヌー 成年男子 ワイルドウォーター　K－1　500m 武江　　一 箕輪工業高*教員 2'08"68 

４位 陸上 少年男子A 1500m 帯刀　秀幸 大町高 4'04"60 

陸上 少年男子共通 走幅跳 伊藤　健一 飯田高 7m37 

バレーボール 成年女子１部 9人制 セイコーエプソン塩尻 

バレーボール 成年女子２部 9人制 長野選抜（かりん） 

自転車 成年男子 ポイントレース 大石　一夫 エアロセプシーあずみの・PI 11点 

ライフル射撃 成年 AR－3P60 割田　好則 ㈱シナノケンシ 584点 

５位 バスケットボール 成年男子 長野選抜 

レスリング 成年男子 グレコローマン57㎏ 井出　真一 上田西高*教員 

レスリング 成年男子 グレコローマン74㎏ 塩川　和仁 浅間中*教員 

自転車 成年男子 4㎞速度競走 羽田野隆彦 KKアルプス技研 5'12"580 

軟式野球 成年１部 一般 佐久総合病院 

柔道 少年女子 長野選抜 

弓道 成年女子１部 長野選抜 

空手道 成年男子 組手（中量級） 山田　高照 日本大 

６位 カヌー 成年男子 ワイルドウォーター　K－1 1500m 武江　　一 箕輪工業高*教員 5'26"41 

陸上 成年女子共通 400mハードル 春原　夕子 東京女子体育大 62"31 

陸上 少年女子A 400m 日下部恵理 東海大三高 56"13 

陸上 少年女子A 走幅跳 三枝　真紀 東海大三高 5m75 

７位 水泳 少年男子B 200m背泳ぎ 丹下　智幸 諏訪二葉高 2'10"89 

陸上 少年男子A 5000m 帯刀　秀幸 大町高 14'19"29 

陸上 少年女子共通 3000m競歩 庄田真由美 皐月高 14'07"74 

ウェイトリフティング 少年男子 76㎏級クリーン＆ジャーク 岩井　純徳 篠ノ井高 130.0㎏ 

馬術 少年 スピードハンディネス 内山　順子 上田高 

ライフル射撃 成年 SFR－P60 前橋　秀昭 JR東日本 688.5点 

ライフル射撃 成年 BRL－T40 田中　成美 下諏訪町役場 495点 

８位 水泳 成年男子 100m自由型 山本　幸仁 東海大 53'03 

ソフトテニス 少年女子 長野選抜 

ライフル射撃 成年 AP－60 太田寿美雄 鉄道警察隊 657点 

クレー射撃 成年男子 トラップ 楢本　桂一 ㈱楢本電機 271点 

川島　信也 川島歯科医院 

ボウリング 少年女子 個人戦 市原　孝子 飯田女子高 1,555点 

 第49回（平成６年）冬季大会　スケート・アイスホッケー　　開催地：群馬県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スピードスケート 成年男子A 1000m 黒沢　　誠 日体大 1'17"4 

スピードスケート 少年男子 1000m 宮川　洋平 佐久高 1'15"89 

スピードスケート 成年女子A 3000m 清水　美映 信州大 4'25"64 

スピードスケート 少年女子 3000m 土橋　貴子 佐久高 4'25"94 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スピードスケート 少年男子 10000m 宮木　大吾 岡谷南高 14'42"81 

スピードスケート 成年女子 2000mリレー 山本絵里子 ㈱三協精機製作所 2'47"68 

田中　千景 東京女子体育大 

金井　悦子 大東文化大 

田中　稚早 ㈱三協精機製作所 

スピードスケート 少年女子 2000mリレー 上原　千聖 軽井沢高 2'48"30 

宮川真紀子 佐久高 

竹田　久美 東海大三高 

土屋和花子 野沢北高 

２位 スピードスケート 成年女子C 500m 有賀千恵子 スパークアムウェイネットワーク 48"15 

スピードスケート 少年女子 500m 土屋和花子 野沢北高 42"73 

スピードスケート 成年男子A 1000m 田口　　優 大東文化大 1'22"01 

スピードスケート 成年女子B 1000m 名取みのり 主婦 タイムなし 

スピードスケート 少年男子 1000m 篠原裕太郎 佐久高 1'17"32 

スピードスケート 成年男子A 1500m 野明　弘幸 日体大 1'55"66 

スピードスケート 成年女子A 1500m 清水　美映 信州大 2'09"12 

スピードスケート 少年女子 1500m 土橋　貴子 佐久高 2'09"24 

スピードスケート 成年男子A 5000m 野明　弘幸 日体大 6'56"04 

スピードスケート 少年男子 5000m 高見沢敬二 小海高 6'54"14 

スピードスケート 成年男子 2000mリレー 田口　　優 大東文化大 2'31"07 

佐藤　嘉泰 法政大 

野明　弘幸 日体大 

黒沢　　誠 日体大 

スピードスケート 少年男子 2000mリレー 篠原裕太郎 佐久高校 2'31"05 

小池　嘉則 諏訪二葉高 

矢崎　文也 諏訪二葉高 

宮川　洋平 佐久高 

３位 スピードスケート 成年男子B 500m 中村幸一郎 諏訪西中学*教員 42"18 

スピードスケート 成年女子B 500m 名取みのり 主婦 47"72 

スピードスケート 成年男子A 1500m 黒沢　　誠 日体大 1'57"55 

スピードスケート 少年男子 1500m 鶴田　重樹 佐久高 2'08"75 

スピードスケート 成年男子A 5000m 篠原　淳晃 日体大 6'56"19 

スピードスケート 少年男子 5000m 宮木　大吾 岡谷南高 6'54"49 

スピードスケート 成年男子A 10000m 篠原　淳晃 日体大 14'04"58 

スピードスケート 少年男子 10000m 高見沢敬二 小海高 14'57"51 

４位 スピードスケート 成年男子C 500m 那須　功宣 ㈱フヨーライト 43"00 

スピードスケート 成年女子A 500m 山本絵理子 ㈱三協精機製作所 41"90 

スピードスケート 少年男子 500m 篠原裕太郎 佐久高 39"18 

スピードスケート 少年女子 500m 上原　千聖 軽井沢高 42"75 

スピードスケート 成年女子A 3000m 降籏　克子 日体大 4'27"26 

５位 スピードスケート 成年男子C 1000m 小松　清視 ㈱サンエススケート タイムなし 

スピードスケート 少年女子 1500m 三浦美枝子 岡谷東高 2'14"32 

６位 スピードスケート 成年女子C 500m 山田　啓子 ㈲山田企画 49"42 

スピードスケート 少年女子 1000m 茂木美保子 野沢北高 タイムなし 

スピードスケート 成年女子A 1500m 関谷　千晶 ㈱三協精機製作所 タイムなし 

スピードスケート 少年男子 1500m 田中　慎也 東海大三高 タイムなし 

スピードスケート 少年女子 3000m 三浦美枝子 岡谷東高 4'36"99 

７位 スピードスケート 成年女子A 500m 田中　稚早 ㈱三協精機製作所 42"20 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

７位 スピードスケート 成年女子C 1000m 有賀千恵子 スパークアムウェイネットワーク タイムなし 

スピードスケート 少年女子 1000m 土屋和花子 野沢北高 タイムなし 

アイスホッケー 少年男子 長野選抜 

８位 スピードスケート 成年女子A 1000m 田中　稚早 ㈱三協精機製作所 タイムなし 

 第49回（平成６年）冬季大会　スキー　　開催地：宮城県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 成年女子１部A クロスカントリー 佐藤恵美子 早稲田大 16'40"9 

スキー 成年男子１部B コンバインド 東沢　洋一 野沢温泉スキークラブ 194.0点 

49'35"7 

スキー 少年男子 コンバインド 富井　竜也 飯山南高 153.0点 

44'16"1 

スキー 成年男子１部A コンバインド 山本　直鋭 北野建設スキー部 216.0点 

42'27"3 

スキー 成年男子１部C スペシャルジャンプ 佐藤　功一 野沢温泉スキークラブ 136.5点 

スキー 成年男子１部B スペシャルジャンプ 東沢　洋一 野沢温泉スキークラブ 117.5点 

スキー 少年男子 リレー 島田　武彦 飯山南高 1°43'58"1 

佐藤　　威 中野実業高 

竹節　竜二 中野実業高 

高橋幸一郎 飯山南高 

中村　　浩 中野実業高 

２位 スキー 少年男子 クロスカントリー 佐藤　　威 中野実業高 43'15"7 

スキー 少年女子 クロスカントリー 大口奈津美 中野実業高 17'04"6 

スキー 成年女子１部A クロスカントリー 横山久美子 昭和電機スキークラブ 16'59"7 

スキー 成年女子１部B ジャイアントスラローム 宮下　由美 菅平高原スキークラブ 1'06"39 

スキー 成年男子１部A コンバインド 河野　智海 明治大 213.0点 

44'19"3 

スキー 女子 リレー 大口奈津美 中野実業高 1°01'15" 

横山久美子 昭和電機スキークラブ 

佐藤恵美子 早稲田大 

宮本　由紀 飯山南高 

３位 スキー 少年男子 クロスカントリー 中村　　浩 中野実業高 43'39"3 

スキー 成年女子２部 クロスカントリー 松沢千津子 白馬村体協 21'40"2 

スキー 成年女子１部B ジャイアントスラローム 永田三千代 小谷村体協 1'02"22 

スキー 成年男子１部A ジャイアントスラローム 渡辺　一樹 小谷村体協 1'11"41 

スキー 成年男子１部C スペシャルジャンプ 森　　福治 野沢温泉スキークラブ 101.5点 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 佐藤章之助 飯山南高 137.5点 

４位 スキー 少年女子 クロスカントリー 宮本　由紀 飯山南高 17'51"1 

スキー 少年男子 コンバインド 中村　清志 白馬高 121.5点 

45'53"1 

５位 スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 池田　義治 飯山南高 125.5点 

６位 スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 田中加芳子 長野日大高 59"61 

スキー 少年男子 コンバインド 金井　伸悟 飯山南高 131.5点 

47'36"8 

スキー 成年男子１部B スペシャルジャンプ 内田　博喜 野沢温泉スキークラブ 62.5点 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 宮崎　　優 飯山北高 111.0点 

スキー 成年男子 リレー 佐藤　新一 早稲田大 1°44'46"8 

畔上　大地 中央大 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

６位 森　　知弘 日本体育大 

富井　　彦 早稲田大 

小境　啓之 専修大 

７位 スキー 成年男子２部 ジャイアントスラローム 横澤　秀和 志賀高原スキークラブ 1°17'73" 

スキー 成年男子１部C コンバインド 佐藤　功一 野沢温泉スキークラブ 118.0点 

1°03'25"6 

スキー 成年男子１部A スペシャルジャンプ 小泉　　敦 青山学院大 143.5点 

８位 スキー 成年女子１部A ジャイアントスラローム 松田美登里 中京大 58"16 

スキー 成年男子１部C ジャイアントスラローム 辺見　元孝 薮原スキークラブ 1'01"92 

スキー 成年男子１部B コンバインド 佐藤　友紀 長野市スキークラブ 61.5点 

50'50"4

  第50回（平成７年）　夏季大会・秋季大会　　開催地：福島県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 陸上 成年男子B 200m 武田　　満 国土館大 21"29 

レスリング 少年男子 フリー54㎏ 平井　進悟 上田西高 

自転車 成年男子 個人ロード 大石　一夫 MBKヤマハ 3°22'12"11 

弓道 成年女子２部 長野選抜 遠的５位 

近的１位 

空手道 成年女子 形 三村　由紀 筑波大大学院 

２位 水泳 少年男子 200m背泳ぎ 黒沢　晃弘 佐久長聖高２年 2'06"87 

３位 レスリング 少年男子 グレコローマン58㎏ 土屋　　聡 上田西高 

レスリング 少年男子 グレコローマン115㎏ 塚田　　良 上田西高 

４位 陸上 少年男子A 5000m競歩 今井　博和 野沢南高 21'22"55 

陸上 少年男子共通 棒高跳 上杉　丈夫 松本県ケ丘高 5m00 

ライフル射撃 成年女子 ビームライフル 田中　成美 下諏訪南小*教員 498点 

５位 陸上 成年男子共通 走幅跳 町田　貴之 国際武道大 7m55 

バスケットボール 成年男子 長野選抜チーム 

レスリング 少年男子 グレコローマン63㎏ 原田　靖昭 北佐久農業高 

レスリング 成年男子 グレコローマン90㎏ 田守　太郎 山梨学院大 

柔道 成年女子 長野選抜 

ソフトボール 成年男子 長野選抜 

６位 陸上 少年男子A 走高跳 奥村　剛志 上田東高 2m00 

馬術 成年男子１部 ダービー競技 橋本　知幸 住友生命 

馬術 成年男子２部 ダービー競技 大久保輝彦 中央大 

７位 水泳 混合女子 200mリレー 藤本　文香 東海大三高２年 1'50"86 

（成年女子・少年女子） 武士　真弓 屋代高２年 

小林　弘味 順天堂大４年 

藤森　順子 諏訪西中３年 

カヌー 成年男子 ワイルドウォーター　K-1 1500m 武江　　一 箕輪工業高*教員 5'26"74 

陸上 成年女子A やり投げ 山本　晴美 中京大 51m10 

ウェイトリフティング 少年男子 83㎏級ジャーク 塚田　和広 篠ノ井高 135㎏ 

弓道 少年男子 長野選抜 遠的３位 

８位 水泳 少年男子 400mメドレーリレー 清水　　悟 長野日大高２年 3'59"10 

岸田　俊也 諏訪二葉高３年 

丹下　智幸 諏訪二葉高２年 

小林　隼人 長野日大高３年 

水泳 少年女子 200m個人メドレー 保坂真理子 伊那西高３年 2'25"59 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

８位 陸上 成年女子共通 5000m競歩 丸山　由香 中京女子大 24'24"40 

馬術 成年男子２部 団体障害飛越 大久保輝彦 中央大 

佐藤　正道 明松寺 

馬術 成年男子１部 総合馬術 大久保寿幸 中央大 

空手道 少年女子 形 杉山　正美 大町高 

 第50回（平成７年）冬季大会　スケート・アイスホッケー　　開催地：福島県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スピードスケート 成年男子B 1000m 相澤　英一 ㈱帝産ロッヂ 1'24"64 

スピードスケート 成年男子C 1000m 那須　功宜 ㈱芙蓉パーライト 1'27"99 

スピードスケート 成年女子A 1000m 田中　稚早 ㈱三協精機製作所 1'26"77 

スピードスケート 成年女子B 1000m 村澤　優子 主婦 1'41"27 

スピードスケート 少年男子 1500m 今井　裕介 佐久高２年 2'03"47 

スピードスケート 成年男子A 1500m 佐藤　睦浩 ㈱三協精機製作所 2'07"27 

スピードスケート 少年女子 1500m 外ノ池亜希 東海大三高１年 2'15"98 

スピードスケート 成年男子A 5000m 篠原　淳晃 日体大３年 7'33"26 

スピードスケート 少年男子 10000m 中島　昇秀 佐久高２年 14'53"35 

スピードスケート 少年男子 2000mリレー 小須田典之 小海高２年 2'33"73 

篠原裕太郎 佐久高３年 

宮川　洋平 佐久高３年 

今井　裕介 佐久高２年 

スピードスケート 成年男子 2000mリレー 田口　　優 大東文化大３年 2'34"50 

矢崎　文也 法政大１年 

佐藤　睦浩 ㈱三協精機製作所 

黒沢　　誠 日体大３年 

スピードスケート 少年女子 2000mリレー 上原　千聖 軽井沢高３年 2'54"41 

宮川真紀子 佐久高２年 

竹田　久美 東海大三高２年 

外ノ池亜希 東海大三高１年 

２位 スピードスケート 少年男子 500m 篠原裕太郎 佐久高３年 39"97 

スピードスケート 成年女子B 500m 村澤　優子 主婦 49"02 

スピードスケート 成年女子C 1000m 有賀千恵子 スパークアムウェイネットワーク 1'42"87 

スピードスケート 少年男子 1500m 宮川　洋平 佐久高３年 2'14"39 

スピードスケート 成年男子B 1500m 相澤　英一 ㈱帝産ロッヂ 2'13"05 

スピードスケート 成年女子A 1500m 野崎　千春 ㈱三協精機製作所 2'17"50 

スピードスケート 成年女子A 3000m 野崎　千春 ㈱三協精機製作所 4'36"70 

スピードスケート 少年男子 5000m 中嶋　昇秀 佐久高２年 7'32"55 

スピードスケート 成年男子A 10000m 篠原　淳晃 日体大３年 タイムなし 

スピードスケート 成年女子 2000mリレー 土屋和花子 信州大１年 2'55"42 

市川もとよ 山梨学院大３年 

山本絵里子 ㈱三協精機製作所 

田中　稚早 ㈱三協精機製作所 

３位 スピードスケート 成年男子B 500m 遠藤　正和 自営 43"15 

スピードスケート 少年女子 500m 上原　千聖 軽井沢高３年 44"16 

スピードスケート 成年女子B 500m 名取みのり 主婦 49"04 

スピードスケート 成年女子C 500m 井出　里美 主婦 49"75 

スピードスケート 成年女子B 1000m 名取みのり 主婦 1'46"61 

スピードスケート 少年女子 1500m 三浦美枝子 岡谷東高３年 2'22"98 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

３位 スピードスケート 少年女子 3000m 外ノ池亜希 東海大三高１年 4'42"68 

スピードスケート 成年女子A 3000m 降籏　克子 日体大２年 4'37"30 

４位 スピードスケート 少年男子 500m 小須田典之 小海高２年 40"10 

スピードスケート 成年男子B 500m 中村幸一郎 諏訪西中*教員 43"38 

スピードスケート 成年男子B 1000m 遠藤　正和 自営 1'34"31 

スピードスケート 成年女子C 1000m 山田　啓子 ㈲山田企画 1'47"56 

スピードスケート 少年男子 5000m 竹渕　貴順 東海大三高３年 7'33"88 

アイスホッケー 少年 長野選抜 

５位 スピードスケート 成年男子C 500m 小松　清視 ㈱サンエススケート 45"53 

スピードスケート 少年女子 500m 竹田　久美 東海大三高２年 44"87 

スピードスケート 少年男子 1000m 今井　裕介 佐久高２年 タイムなし 

スピードスケート 少年男子 10000m 長岡創一郎 野沢北高３年 タイムなし 

スピードスケート 成年男子A 10000m 宮木　大吾 日体大１年 タイムなし 

６位 スピードスケート 成年男子A 1000m 黒沢　　誠 日体大３年 タイムなし 

７位 スピードスケート 成年女子A 500m 市川もとよ 山梨学院大３年 43"53 

スピードスケート 成年男子B 1500m 藤巻　　克 池田工業高*教員 タイムなし 

８位 スピードスケート 成年女子C 500m 有賀千恵子 スパークアムウェイネットワーク 1'11"03 

スピードスケート 少年男子 1000m 宮川　洋平 佐久高３年 タイムなし 

スピードスケート 成年女子A 1000m 土屋和花子 信州大１年 タイムなし 

 第50回（平成７年）冬季大会　スキー　　開催地：福島県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 成年男子１部A クロスカントリー 今井　博幸 NTT信越 40'09"9 

スキー 成年男子１部B クロスカントリー 佐々木一成 北野建設 40'49"2 

スキー 少年男子 クロスカントリー 高橋幸一郎 飯山南高 42'07"2 

スキー 成年女子１部A クロスカントリー 横山久美子 昭和電気産業 16'24"1 

スキー 成年女子２部 クロスカントリー 畔上　房子 野沢温泉SC 20'15"7 

スキー 成年男子１部A コンバインド 富井　　彦 早稲田大 飛躍192.1点 

距離41'36"0 

スキー 成年男子１部B コンバインド 山本　直鋭 北野建設 飛躍199.0点 

距離41'56"2 

スキー 少年男子 コンバインド 宮尾　憲典 白馬高 飛躍192.5点 

距離42'56"6 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 宮崎　　優 飯山北高 126.6点 

スキー 女子 リレークロスカントリー 堀米　千恵 飯山南高 1°06'51"9 

横山久美子 昭和電気産業 

佐藤恵美子 北野建設 

大口奈津美 中野実業高 

スキー 成年男子 リレークロスカントリー 竹節　竜二 専修大 1°45'35"6 

今井　博幸 NTT信越 

堀米　光男 志賀高原SC 

片塩　　崇 明治大学 

佐々木一成 北野建設 

スキー 少年男子 リレークロスカントリー 大山　勝広 中野実業高 1°47'30"0 

高橋幸一郎 飯山南高 

湯本　竜也 下高井農林高 

小松　裕一 飯山南高 

島田　武彦 飯山南高 
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２位 スキー 成年男子１部A クロスカントリー 堀米　光男 志賀高原SC 40'15"4 

スキー 成年男子２部 クロスカントリー 山口　辰也 志賀高原SC 46'34"1 

スキー 成年女子１部A クロスカントリー 佐藤恵美子 北野建設 16'59"2 

スキー 少年女子 クロスカントリー 大口奈津美 中野実業高 16'42"9 

スキー 成年女子２部 ジャイアントスラローム 山本美香子 志賀高原SC 1'14"90 

スキー 成年男子１部A ジャイアントスラローム 宮下　征樹 中央大 1'12"20 

スキー 成年男子１部A コンバインド 高沢　公治 中央大 飛躍202.4点 

距離43'04"8 

スキー 少年男子 コンバインド 富井　竜也 飯山南高 飛躍189.2点 

距離42'48"6 

スキー 成年男子１部A スペシャルジャンプ 高沢　公治 中央大 110.7点 

スキー 成年男子１部C スペシャルジャンプ 佐藤　功一 野沢温泉SC 68.1点 

３位 スキー 成年男子１部C コンバインド 佐藤　功一 野沢温泉SC 飛躍150.1点 

距離55'16"5 

４位 スキー 少年男子 クロスカントリー 大山　勝広 中野実業高 42'51"9 

スキー 少年女子 クロスカントリー 堀米　千恵 飯山南高 17'10"3 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 太田真由美 白馬高 1'09"27 

スキー 成年男子２部 ジャイアントスラローム 稲川　孝治 志賀高原SC 1'21"56 

スキー 成年男子１部A コンバインド 富井　正樹 雪印長野 飛躍185.9点 

距離42'27"8 

スキー 成年男子１部C スペシャルジャンプ 森　　福治 野沢温泉SC 63.4点 

５位 スキー 少年男子 クロスカントリー 湯本　竜也 下高井農林高 42'58"5 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 佐藤　武留 東部高 100.7点 

６位 スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 佐藤章之助 飯山南高 98.3点 

７位 スキー 成年男子１部B ジャイアントスラローム 渡辺　一樹 小谷村体協 1'17"45 

スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 桜井　元樹 上田東高 1'13"21 

８位 スキー 成年男子１部C クロスカントリー 佐藤　志郎 北野建設 46'29"4 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 関　　理奈 長野日大高 1'10"63 

スキー 成年男子１部A スペシャルジャンプ 富井　　彦 早稲田大 93.3点 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 池田　義治 飯山南高 95.7点 

9位 スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 木谷　逸郎 白馬高 1'13"35 

 第51回（平成8年）夏季大会・秋季大会　　開催地：広島県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 レスリング 少年男子 フリー50㎏ 高橋　利典 上田西高 　　 

レスリング 少年男子 グレコ54㎏ 平井　進悟 上田西高 

相撲 成年B 田島　大助 木曽養護*教員 

２位 水泳 少年男子A 200m背泳ぎ 黒沢　晃弘 佐久長聖高 2'05"88 

漕艇 少年女子 シングルスカル 岩本亜希子 岡谷南高 4'15"24 

レスリング 少年男子 フリー46㎏ 吉澤　克洋 北佐久農業高 

レスリング 成年男子 グレコ68㎏ 大井　将憲 拓殖大 

ボウリング 成年女子 年齢別個人戦 藤牧　幸子 藤牧工業 トータル1938ピン 

ハイミドルの部 

３位 陸上 少年女子A 400mハードル 高畑　志野 松本県ケ丘高 1'00"74 

レスリング 少年男子 グレコ88㎏ 丸山真太郎 上田西高 

自転車 成年男子 ポイントレース 福島　晋一 ブリヂストンサイクル㈱ 

馬術 成年女子 アキュムレーター 井地亜由美 セイコーエプソン㈱ 

フェンシング 少年男子 長野選抜 
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４位 陸上 少年男子B 800m 佐藤　清治 浅間中 1'53"53 

軟式野球 成年１部 ルビコン㈱ 

馬術 少年 スヒードハンディネス 山本　恵美 長野女子高 

５位 水泳 成年女子 200m個人メドレー 保坂真理子 鹿屋体育大 2'22"48 

水泳 成年男子 200mリレー 徳永　　啓 飯山照丘高*教員 1'36"27 

山本　幸仁 佐久長聖高*教員 

橋爪　俊成 近畿大 

小坂　寛之 金沢大 

陸上 少年女子A 100mハードル 長崎　寛子 中野実業高 14"51 

陸上 少年女子A 400m 矢野　沙繊 長野高 56"63 

バレーボール 成年男子１部 9人制 岡谷市役所 

バスケットボール 成年男子 長野選抜 

レスリング 少年男子 フリー58㎏ 今村　勝利 上田西高 

レスリング 成年男子 グレコ82㎏ 田守　太郎 山梨学院大 

軟式野球 成年２部 JA長野厚生連小諸厚生総合病院 　　 

６位 陸上 成年男子 400m 目黒　武志 順天堂大 47"12 

陸上 成年男子 800m 一志　　学 福井工業大 1'50"31 

馬術 少年 ダービー 中村　英信 須坂東高 

馬術 少年 リレー 中村　英信 須坂東高 1'24"13 

伝刀　正樹 大町北高 

馬術 少年馬場 馬術競技ジュニア 関谷喜和子 長野女子高 

馬術 成年男子 ダービー 大久保寿幸 中央大 

馬術 成年男子 総合馬術競技 大久保寿幸 中央大 　　 

アーチェリー 少年男子 長野選抜 1863点 

ボウリング 成年女子 年齢別個人戦 中山　圭子 自営業 トータル1776ピン 

ミドルの部 

７位 漕艇 成年男子 舵手付きフォア 藤牧　宏彰 丸登電業 3'23"42 

天野　修一 諏訪清陵高*教員 

花岡　和弘 セイコーエプソン㈱ 

佐藤　　亘 諏訪実業高*教員 

杉村　　篤 長日ソフト 

漕艇 成年男子 ダブルスカル 岩波　健児 下諏訪町役場 3'19"37 

牛山　英俊 細川商店 

陸上 少年女子共通 3000m競歩 関　由香利 野沢南高 14'06"84 

陸上 少年男子B 走幅跳 下条　正紀 松代高 6m73 

テニス 少年男子 長野選抜 

馬術 成年男子 五段階障害飛越 篠原　真一 小川村役場 

ボウリング 成年女子 団体戦 堀川由美子 主婦 トータル6987ピン 

中山　圭子 自営業 

藤牧　幸子 藤牧工業 

河西　房子 セイコーエプソン㈱ 

８位 馬術 少年 二段階障害飛越 山本　恵美 長野女子高 

第51回（平成8年）冬季大会　スケート・アイスホッケー　　開催地：栃木県
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スピードスケート 少年男子 500m 小須田典之 小海高 38"84 

スピードスケート 少年男子 1000m 今井　裕介 佐久長聖高 1'15"58 

スピードスケート 少年女子 1000m 外ノ池亜希 東海大三高 1'24"43 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スピードスケート 成年男子B 1000m 相澤　英一 ㈱帝産ロッヂ 1'21"69 

スピードスケート 少年男子 1500m 今井　裕介 佐久長聖高 1'59"11 

スピードスケート 少年女子 1500m 外ノ池亜希 東海大三高２年 2'14"70 

スピードスケート 少年男子 2000mリレー 市村　　雅 2'31"53 

菊池　裕暁 

小須田典之 

今井　裕介 

スピードスケート 少年女子 2000mリレー 新谷志保美 2'48"28 

宮川真紀子 

野明　純香 

外ノ池亜希 

２位 スピードスケート 少年男子 500m 市村　　雅 野沢北高 38"90 

スピードスケート 成年女子C 500m 有賀千恵子 スパークアムウェイネットワーク 47"99 

スピードスケート 成年男子B 1500m 相澤　英一 ㈱帝産ロッヂ 2'07"92 

スピードスケート 成年男子C 1000m 那須　功宜 ㈱芙蓉パーライト 1'26"99 

スピードスケート 成年女子C 1000m 有賀千恵子 スパークアムウェイネットワーク 1'37"51 

スピードスケート 成年男子 2000mリレー 田口　　優 2'33"17 

篠原浩一郎 

篠原裕太郎 

加藤　将司 

３位 スピードスケート 少年男子 5000m 中嶋　昇秀 佐久長聖高 6'56"45 

スピードスケート 少年女子 3000m 土橋　貴子 佐久長聖高 4'21"00 

スピードスケート 成年女子B 1000m 名取みのり 主婦 タイムなし 

スピードスケート 少年男子 10000m 篠原　祐剛 佐久長聖高 14'06"55 

スピードスケート 成年男子A 10000m 高見沢敬二 山梨学院大 タイムなし 

スピードスケート 成年男子A 1500m 佐藤　睦浩 ㈱三協精機 タイムなし 

４位 スピードスケート 少年男子 5000m 平田　浩一 東海大三高 6'56"60 

スピードスケート 成年男子B 500m 遠藤　正和 自営業 41"68 

スピードスケート 成年女子A 500m 上原　千聖 山梨学院大 42"34 

スピードスケート 成年女子A 1000m 市川もとよ 山梨学院大 タイムなし 

スピードスケート 成年男子B 1000m 遠藤　正和 自営業 1'32"53 

スピードスケート 成年男子A 1500m 田中　慎也 専修大 タイムなし 

スピードスケート 少年女子 1500m 安田　有希 東海大三高 2'15"46 

５位 スピードスケート 少年女子 3000m 竹ノ内由香 佐久長聖高 4'22"30 

スピードスケート 成年女子A 3000m 降籏　克子 日体大 4'17"44 

スピードスケート 成年女子C 500m 井出　里美 主婦 48"71 

スピードスケート 少年女子 500m 新谷志保美 伊那北高 43"10 

スピードスケート 成年男子C 1000m 小松　清視 ㈱サンエススケート 1'31"14 

アイスホッケー 少年男子 長野選抜 

６位 スピードスケート 成年男子C 500m 小松　清視 ㈱サンエススケート 43"33 

スピードスケート 成年女子B 500m 山崎　敬子 御代田中*教員 1'00"35 

スピードスケート 少年女子 1000m 遠藤　弘恵 佐久長聖高 タイムなし 

７位 スピードスケート 成年男子B 500m 中村幸一郎 諏訪西中*教員 42"86 

スピードスケート 成年女子A 1000m 土屋和花子 信州大 タイムなし 

スピードスケート 成年女子C 1000m 山田　啓子 ㈲山田企画 タイムなし 

スピードスケート 少年男子 10000m 米倉　大介 岡谷南高 タイムなし 

スピードスケート 成年男子A 10000m 篠原　淳晃 日体大 タイムなし 

８位 スピードスケート 成年女子B 500m 名取みのり 主婦 1'01"89 
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 第51回（平成8年）冬季大会　スキー　　開催地：岐阜県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 成年男子A クロスカントリー 佐藤　　威 北野建設 41'17"2 

スキー 少年女子 クロスカントリー 大口奈津美 中野実業高 16'54"4 

スキー 成年A コンバインド 森　　　敏 野沢温泉SC 飛躍214.0点 

距離44'56"0 

スキー 成年B コンバインド 山本　直鋭 北野建設 飛躍211.5点 

距離46'44"5 

スキー 成年C スペシャルジャンプ 佐藤　功一 野沢温泉SC 199.1点 

２位 スキー 少年 コンバインド 正木　栄二 下高井農林高 飛躍200.1点 

距離45'34"7 

スキー 少年男子 クロスカントリー 大山　勝広 中野実業高 43'13"5 

スキー 女子 リレークロスカントリー 大口奈津美 中野実業高 1°03'08"1 

佐藤恵美子 北野建設 

堀米　千恵 飯山南高 

宮本　由紀 日体大 

スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 大瀧　徹也 飯山南高 1'02"98 

スキー 少年 スペシャルジャンプ 佐藤　祐作 飯山北高 221.6点 

スキー 少年男子 リレークロスカントリー 駒村　俊介 飯山南高 1°42'27"7 

大山　勝広 中野実業高 

高橋幸一郎 飯山南高 

山田　琢也 飯山南高 

池田　裕一 中野実業高 

３位 スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 西村　　斉 白馬高 1'03"18 

スキー 成年C スペシャルジャンプ 森　　福治 野沢温泉SC 186.3点 

４位 スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 柿坂　理沙 長野日大高 1'12"32 

スキー 少年 コンバインド 宮尾　憲典 白馬高 飛躍204.3点 

距離48'42"5 

５位 スキー 成年男子A ジャイアントスラローム 竹田　高弘 近畿大 1'03"18 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 山崎　有可 中野実業高 1'13"18 

スキー 成年A コンバインド 富井　政樹 雪印長野 飛躍212.9点 

距離47'37"8 

スキー 成年C コンバインド 佐藤　功一 野沢温泉SC 飛躍173.1点 

距離39'54"2 

スキー 少年 コンバインド 土屋　和貴 飯山南高 飛躍200.4点 

距離48'32"0 

スキー 少年 スペシャルジャンプ 佐藤　武留 東部高 214.8点 

６位 スキー 成年男子B ジャイアントスラローム 西条己智男 長野市SC 1'08"42 

スキー 成年B コンバインド 横川　朝治 北野建設 飛躍184.9点 

距離55'46"7 

スキー 成年B スペシャルジャンプ 横川　朝治 北野建設 160.7点 

スキー 成年男子 リレークロスカントリー 久保田　裕 専修大 1°43'31"5 

畔上　大地 中央大 

佐藤　　威 北野建設 

黒岩　拓吾 明治大 

河野　智海 明治大 

７位 スキー 成年A スペシャルジャンプ 杉山　恵亮 雪印長野 207.0点 

スキー 少年 スペシャルジャンプ 太田　泰彦 大町高 209.3点 

８位 スキー 成年男子C ジャイアントスラローム 高橋　一浩 NTT信越 1'14"59 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

８位 スキー 少年男子 クロスカントリー 高橋幸一郎 飯山南高 44'06"0 

スキー 成年A スペシャルジャンプ 上野　真吾 中央大 204.4点 

スキー 成年B スペシャルジャンプ 山本　直鋭 北野建設 147.5点 

  第52回（平成9年）夏季大会・秋季大会　　開催地：大阪府 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 陸上 少年男子B 800m 佐藤　清治 佐久長聖高１年 1'51"92 

陸上 少年男子B 3000m 佐藤　清治 佐久長聖高１年 8'19"55 

レスリング 少年男子 グレコ88㎏ 丸山真太郎 上田西高３年 

相撲 成年男子B 個人 田島　大助 木曽養護学枚*教員 

ボウリング 成年男子 年齢別個人戦ミドルの部 古坂　純一 名古屋道路エンジニア トータル1924ピン 

２位 陸上 成年男子 800m 一志　　学 セキスイハイム信州 1'49"63 

バレーボール 成年女子２部 9人制 　　 長野選抜 

３位 水泳 少年男子B 400m自由形 伊原　裕貴 飯田高 4'04"47 

水泳 成年女子 200m個人メドレー 保坂真理子 鹿屋体育大 2'20"33 

水泳 成年男子 200m個人メドレー 丹下　智幸 日本大 2'07"64 

レスリング 少年男子 グレコ46㎏ 吉沢　　宏 北佐久農業高３年 

レスリング 少年男子 グレコ74㎏ 森角　裕介 北佐久農業高３年 

レスリング 成年男子 グレコ62㎏ 石田　亮一 日体大 

レスリング 成年男子 グレコ68㎏ 大井　将憲 拓殖大 

ソフトテニス 少年女子団体 上田西高校 

馬術 少年 リレー 小林　義彦 長野工業高校１年 75"50 

金井　美鈴 長野女子高２年 

馬術 成年女子 ダービー 杉浦　稚奈 松本馬術協会 43"52 

馬術 成年男子 標準障害飛越 佃　日出彦 飯綱ライディングパーク 減点8　39"08 

ソフトボール 成年女子 大和電機工業 

空手道 成年男子 組手中量級 樋口　大樹 日体大 

４位 漕艇 成年男子 ダブルスカル 岩波　健児 下諏訪町役場 3'16"04 

牛山　英俊 細川商店 

馬術 少年 二段階障害飛越 金井　美鈴 長野女子高 32"82 

馬術 少年 トップスコアー 小林　義彦 長野工業高 1010点 

馬術 成年男子 スピード＆ハンディネス 佃　日出彦 飯綱ライディングパーク 73"87 

馬術 成年男子 5段階障害飛越 篠原　真一 小川村役場 

柔道 成年男子 団体 甲斐　隆文 長野選抜 

中山　三雄 

高橋　俊充 

上原　英樹 

広瀬　喜広 

５位 柔道 成年女子 徳久　静華 長野選抜 

泉　　香澄 

広瀬　理英 

弓道 成年男子 遠的 田端　隆夫 長野選抜 

前沢　秀夫 

大口　晴男 

バレーボール 成年女子１部 6人制 富士通長野 

レスリング 少年男子 グレコ68㎏ 伊藤　哲也 北佐久農業高３年 

レスリング 成年男子 グレコ74㎏ 吉沢　　剛 拓殖大 

レスリング 成年男子 フリー57㎏ 平井　進悟 拓殖大 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

５位 ソフトボール 成年男子１部 長野選抜 

山岳 成年女子 団体 福沢さゆり 長野選抜 登撃１位縦走８位踏査9位 

小野真理子 

五味　光子 

空手道 成年男子 組手軽量級 小林　　徹 日大 

空手道 成年男子 組手重量級 山田　高照 日大 

６位 水泳 成年女子 100m背泳ぎ 保坂真理子 鹿屋体育大 1'05"79 

水泳 成年男子 100mバタフライ 早田　和重 田川高 56"20 

７位 カヌー 成年男子 ワイルドウォーター 武江　　一 箕輪工業高*教員 8'28"57 

カヤックシングル1500m 

テニス 成年女子 団体 尾又　綾香 日体大 

尾又明日香 立教大 

馬術 成年男子 総合馬術 大久保寿幸 中央大 164.4 

ライフル射撃 成年 AP－60 太田寿美雄 上田警察署 659.4点 

ライフル射撃 成年 AR－S60 割田　好則 シナノケンシ㈱ 676.7点 

空手道 成年男子 形 園原　武嗣 中京学院大*教員 

８位 漕艇 少年男子 ダブルスカル 柿沢　義紀 岡谷東高 3'16"40 

牛尼　裕之 

ヨット 成年男子 国体ボードセーリング 安齋　大輔 東京ガス 累計42点 

カヌー 成年男子 ワイルドウォーター 武江　　一 箕輪工業高*教員 1'43"69 

カヤックシングル500m 

陸上 少年男子A 5000m競歩 下平　賢哉 飯田高３年 21'45"63 

軟式野球 成年男子２部 隼クラブ 

馬術 少年 馬場馬術Ⅰ 鈴木　香織 松本松南高３年 940点 

馬術 少年 スピード＆ハンディネス 小林　義彦 長野工業高１年 1'19"30 

弓道 成年男子 近的 田端　隆夫 長野選抜 

前沢　秀夫

大口　晴男

 第52回（平成9年）冬季大会　スケート・アイスホッケー　　開催地：北海道 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スピードスケート 少年男子 500m 笠原　健司 岡谷工業高３年 38"86 

スピードスケート 少年女子 500m 新谷志保美 伊那北高２年 44"45 

スピードスケート 少年女子 1000m 外ノ池亜希 東海大三高３年 1'25"59 

スピードスケート 成年男子B 1000m 相澤　英一 ㈱帝産ロッヂ 1'22"47 

スピードスケート 少年男子 10000m 平田　浩一 東海大三高３年 14'21"53 

スピードスケート 成年男子A 1500m 今井　裕介 山梨学院大１年 2'01"30 

スピードスケート 少年女子 1500m 外ノ池亜希 東海大三高３年 2'13"85 

スピードスケート 少年女子 2000mリレー 新谷志保美 2'50"60 

遠藤　弘恵 

野明　純香 

外ノ池亜希 

スピードスケート 少年男子 2000mリレー 清水　亮平 2'34"77 

高見澤雅彦 

井出　良直 

笠原　健司 

スピードスケート 成年男子 2000mリレー 加藤　将司 2'36"65 

菊池　裕暁 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 小須田典之 

今井　裕介 

２位 スピードスケート 成年女子B 500m 三ツ石理香 岡谷市役所 46"37 

スピードスケート 成年女子C 500m 名取みのり 主婦 48"57 

スピードスケート 成年男子B 1500m 相澤　英一 ㈱帝産ロッヂ 2'11"85 

スピードスケート 少年女子 3000m 竹ノ内由香 佐久長聖高２年 4'44"26 

スピードスケート 成年女子B 1000m 三ツ石理香 岡谷市役所 1'34"57 

スピードスケート 成年女子C 1000m 名取みのり 主婦 1'36"47 

スピードスケート 少年男子 1500m 篠原　泰洋 小海高２年 2'03"48 

３位 スピードスケート 成年男子A 5000m 赤沼　健一 日本大４年 タイムなし 

スピードスケート 成年女子B 500m 土屋千鶴子 主婦 46"45 

スピードスケート 成年女子C 500m 有賀千恵子 スパークアムウェイネットワーク 48"62 

スピードスケート 少年男子 500m 清水　亮平 岡谷南高２年 39"04 

スピードスケート 少年男子 1000m 清水　亮平 岡谷南高２年 1'23"67 

スピードスケート 少年女子 1500m 安田　有希 東海大三高３年 2'17"83 

４位 スピードスケート 成年男子B 500m 遠藤　正和 自営業 41"82 

スピードスケート 成年女子A 3000m 根岸　瑞江 ㈱三協精機製作所 4'29"63 

スピードスケート 少年男子 1000m 笠原　健司 岡谷工業高３年 タイムなし 

スピードスケート 成年男子A 1000m 小須田典之 専修大１年 タイムなし 

スピードスケート 成年男子B 1000m 遠藤　正和 自営業 1'35"35 

スピードスケート 成年女子B 1000m 土屋千鶴子 主婦 1'35"24 

スピードスケート 成年男子A 10000m 宮木　大吾 日体大３年 タイムなし 

スピードスケート 成年女子A 1500m 根岸　瑞江 ㈱三協精機製作所 タイムなし 

アイスホッケー 少年男子 長野選抜 

５位 スピードスケート 成年男子C 500m 那須　功宜 ㈱芙蓉パーライト 43"15 

スピードスケート 成年女子A 500m 上原　千聖 山梨学院大２年 42"65 

スピードスケート 少年女子 3000m 安田　有希 東海大三高３年 4'43"64 

スピードスケート 少年男子 1500m 井出　良直 佐久長聖高３年 タイムなし 

６位 スピードスケート 成年女子C 1000m 有賀千恵子 スパークアムウェイネットワーク タイムなし 

７位 スピードスケート 成年男子B 1500m 藤巻　　克 大町北高*教員 タイムなし 

スピードスケート 成年男子A 1500m 赤沼　健一 日本大４年 タイムなし 

スピードスケート 成年女子A 1500m 小泉　　恵 日体大１年 タイムなし 

８位 スピードスケート 成年女子A 500m 竹田　久美 ㈱三協精機製作所 44"30 

スピードスケート 少年女子 500m 野明　純香 岡谷南高３年 58"01 

スピードスケート 少年女子 1000m 遠藤　弘恵 佐久長聖高３年 タイムなし 

スピードスケート 成年女子A 1000m 茂木美保子 日体大２年 タイムなし 

スピードスケート 成年男子A 1000m 今井　裕介 山梨学院大１年 タイムなし 

スピードスケート 少年男子 10000m 西山　卓哉 佐久長聖高３年 タイムなし 

スピードスケート 成年女子 2000mリレー 上原　千聖 3'22"10 

茂木美保子 

小泉　　恵 

竹田　久美 

 第52回（平成9年）冬季大会　スキー　　開催地：秋田県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 成年女子Ａ ジャイアントスラローム 佐藤絵里子 大東文化大３年 1'11"44 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 柿坂　理沙 長野日大高２年 1'17"53 

スキー 成年男子C ジャイアントスラローム 高橋　一浩 NTT信越 1'18"49 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 成年男子A クロスカントリー 佐藤　　威 北野建設 47'15"9 

スキー 成年A コンバインド 富井　正樹 雪印乳業 飛躍98.2点 

距離21'52"7 

スキー 少年男子 リレークロスカントリー 金丸　富男 飯山南高２年 1°40'31"6 

大山　勝広 中野実業高３年 

駒村　俊介 飯山南高２年 

服部　正秋 飯山南高２年 

山岸　　修 中野実業高２年 

スキー 成年A スペシャルジャンプ 杉山　恵亮 雪印乳業 244.0点 

２位 スキー 成年女子B ジャイアントスラローム 田原　　恵 小谷村体育協会 1'18"84 

スキー 成年男子 リレークロスカントリー 高橋幸一郎 早稲田大１年 1°40'34"9 

島田　武彦 日本大１年 

湯本　竜也 近畿大１年 

佐藤　　威 北野建設 

富井　　彦 雪印乳業 

スキー 成年男子B ジャイアントスラローム 猪又　一之 小賀坂SC 1'19"43 

スキー 成年A コンバインド 富井　　彦 雪印乳業 飛躍90.0点 

距離21'53"4 

スキー 女子 リレークロスカントリー 佐藤　雪野 日本大３年 1°04'05"4 

大口奈津美 北野建設 

大日方純恵 飯山南高２年 

小林　みき 大東文化大２年 

３位 スキー 成年男子A ジャイアントスラローム 竹田　高広 近畿大４年 1'14"96 

スキー 成年A スペシャルジャンプ 宮崎　　優 中央大１年 228.7点 

４位 スキー 成年C スペシャルジャンプ 佐藤　功一 野沢温泉SC 133.1点 

６位 スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 徳竹　　剛 中野実業高２年 1'08"97 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 横沢　慎介 白馬高３年 206.8点 

スキー 少年女子 クロスカントリー 大日方純恵 飯山南高２年 15'24"2 

スキー 成年男子A クロスカントリー 島田　武彦 日本大１年 48'28"6 

７位 スキー 少年男子 クロスカントリー 大山　勝広 中野実業高３年 49'14"9 

スキー 成年男子A ジャイアントスラローム 松田富士人 小谷村体育協会 1'15"62 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 山崎　慎一 飯山南高２年 203.3点 

スキー 成年A スペシャルジャンプ 森　　卓也 中央大４年 211.2点 

スキー 成年B スペシャルジャンプ 富井　善邦 野沢温泉sc 107.2点 

スキー 少年男子 コンバインド 正木　栄二 下高井農林高３年 飛躍80.1点 

距離21'48"5 

８位 スキー 少年男子 クロスカントリー 駒村　俊介 飯山南高２年 49'33"8 

スキー 成年C コンバインド 佐藤　功一 野沢温泉SC 飛躍69.5点 

距離18'09"8 

スキー 成年C スペシャルジャンプ 森　　福治 野沢温泉SC 123.4点 

スキー 少年男子 コンバインド 佐藤　裕作 飯山北高２年 飛躍80.2点 

距離21'56"0 

  第53回（平成10年）夏季大会・秋季大会　　開催地：神奈川県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 陸上 少年男子共 5000m競歩 吉澤　永一 飯田高３年 21'00"56 

陸上 成年女子 やり投げ 山本　晴美 長野市役所 56m46 

馬術 成年男子 SP＆ハンディネス 佃　日出彦 飯網ライディングパーク 1'11"36 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 ソフトテニス 少年女子 上田西高 

ライフル射撃 成年 ARL－S20 西野入玲香 東洋大 194点 

２位 馬術 成年男子 標準障害飛越 佃　日出彦 飯網ライディングパーク 1'22"47 

馬術 少年 団体障害飛越 小林　義彦 長野工業高２年 　　　 

中村　陽平 須坂高１年 

レスリング 成年男子 グレコローマン69㎏ 大井　将憲 拓殖大 

３位 水泳 成年女子 200m個人メドレー 保坂真理子 鹿屋体育大 2'20"38 

陸上 少年男子共 走り高跳び 吉田　　剛 小諸高３年 2m11 

レスリング 少年男子 グレコローマン60㎏ 臼田　育男 北佐久農業高３年 　　 

レスリング 少年男子 フリー56㎏ 白鳥　　昇 上田西高３年 　　 

ソフトボール 成年男子１部 長野選抜 　　 

山岳 成年女子 副沢さゆり 

松本佐知子 

古川　美香 

卓球 少年男子 三島　　渚 

小野寿史生 

中村　　稔 

４位 水泳 成年男子 200mリレー 橋爪　俊成 1'34"75 

山本　幸仁 

早田　和重 

徳永　　啓 

陸上 少年男子B 3000m 塚田　直也 裾花中３年 8'34"36 

馬術 少年 トップスコア 小林　義彦 長野工業高２年 1080点 

自転車 成年男子 スプリント 湯原　正行 自営 

ボウリング 少年男子 個人戦 村石　智康 須坂高 トータル1705ピン 

５位 ボート 成年女子 シングルスカル 岩本亜希子 早稲田大 4'01"66 

カヌー 成年女子 スラローム   K－1 15ゲート  佐々木元子 八十二銀行 364.07点 

陸上 少年男子A 走り幅跳び 下條　正紀 松代高３年 7m13 

陸上 少年男子B 800m 塚田　直也 裾花中３年 1'56"54 

馬術 成年女子 ダービー 杉浦　稚奈 菅平プリンス乗馬クラブ 2'10"40 

馬術 少年 二段階障害飛越 金井　美玲 長野女子高３年 32"17 

馬術 成年男子 総合馬術 大久保寿幸 飯綱ライディングパーク 

馬術 成年男子 五段階障害飛越 篠原　真一 長野市役所 

バスケットボール 成年男子 　　 長野選抜 

レスリング 少年男子 フリー76㎏ 田守　竹夫 北佐久農業高２年 　　 

レスリング 成年男子 フリー54㎏ 高橋　利典 山梨学院大 

レスリング 成年男子 フリー58㎏ 平井　進悟 拓殖大 

レスリング 成年男子 グレコローマン63㎏ 石田　亮一 日体大 

レスリング 成年男子 グレコローマン85㎏ 田守　太郎 山梨学院大 

レスリング 成年男子 グレコローマン97㎏ 森角　裕介 日体大 

レスリング 少年男子 グレコローマン49㎏ 清水　康弘 上田西高３年 

レスリング 少年男子 グレコローマン65㎏ 安齋　和洋 北佐久農業高２年 

空手道 成年男子 組手団体 竹村　　進 

樋口　大樹 

廣瀬　章光 

園原　武嗣 

バレーボール 少年男子 岡谷工業高 

相撲 成年男子B 個人戦 尾羽林英樹 木曽山林高*教員 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

６位 水泳 少年男子A 400m自由形 伊原　裕貴 飯田高 4'04"53 

ボート 成年男子 舵手付フォア 岡西　正明 中央大 3'17"37 

池田　竜雄 中央大 

牛山　英俊 細川商店 

金子　　明 明治大 

鴨志田　玄 早稲田大 

花岡　和弘 セイコーエプソン㈱ 

馬術 少年リレー 　　 金井　美玲 長野女子高３年 　　 

児玉　聖光 

馬術 成年男子 ダービー 大久保寿幸 飯綱ライディングパーク 2'31"47 

馬術 成年女子 アキュームレーター 松井美葉子 飯綱ライディングパーク 1'20"25 

空手道 少年女子 形 高橋　典子 松本松南高２年 

ライフル射撃 成年A P60 太田寿美雄 更埴警察署 657.7点 

ボウリング 少年男子 団体戦 村石　智康 須坂高 トータル3228ピン 

山口　知仁 長野西高 

７位 陸上 少年男子 400mハードル 小林　　豊 長野高３年 53"22 

ラクビーフットボール 少年男子 長野選抜 

山岳 成年男子 　　 藤田　浩一 

伊藤　　正 

岩佐　信吾 

８位 水泳 成年男子 200m個人メドレー 丹下　智幸 日本大 2'08"51 

ボート 少年男子 舵手付フォア 柳澤　一成 岡谷南高 3'28"06 

春宮　　真 

両角　直樹 

両角　大介 

沢井　邦仁 

山田　兼司 

軟式野球 成年男子１部 壮年 オール諏訪 

ウェイトリフティング 少年男子 スナッチ53㎏ 久保田　浩 松商学園高 75.0㎏ 

ウェイトリフティング 少年男子 ジャーク56㎏ 丸山　純和 松商学園高 95.0㎏ 

 第53回（平成10年）冬季大会　スケート・アイスホッケー　　開催地：岩手県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スピードスケート 成年男子A 1500m 田中　慎也 専修大４年 2'04"90 

スピードスケート 成年男子C 500m 那須　功宣 昭和電工㈱大町工場 42"84 

スピードスケート 成年女子C 500m 有賀千恵子 スパークアムウェイネットワーク 48"79 

スピードスケート 成年女子C 1000m 有賀千恵子 スパークアムウェイネットワーク 1'35"62 

スピードスケート 成年女子C 500m 名取みのり 主婦 48"79 

スピードスケート 少年男子 1000m 篠原　泰洋 小海高３年 1'16"63 

スピードスケート 少年男子 1500m 篠原　泰洋 小海高３年 1'57"76 

スピードスケート 少年女子 1000m 上原　寿香 佐久長聖高１年 1'23"21 

スピードスケート 成年男子 2000mリレー 小須田典之 2'33"82 

宮川　洋平 

篠原裕太郎 

加藤　将司 

スピードスケート 少年男子 2000mリレー 宮川　亮祐 2'35"69 

鈴木　　智 

高見澤雅彦 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 清水　亮平 

スピードスケート 少年女子 2000mリレー 栗林美奈子 2'52"77 

鶴田　恵子 

大井　啓子 

上原　寿香 

２位 スピードスケート 成年男子B 1500m 宮坂　雅昭 県体協 2'06"80 

スピードスケート 成年女子C 1000m 名取みのり 主婦 1'35"79 

スピードスケート 少年男子 500m 清水　亮平 岡谷南高３年 38"63 

スピードスケート 少年男子 10000m 菊池　千年 小海高２年 タイムなし 

スピードスケート 少年女子 3000m 竹ノ内由香 佐久長聖高３年 4'30"72 

３位 スピードスケート 成年男子B 1000m 宮坂　雅昭 県体協 1'23"94 

スピードスケート 成年男子B 1500m 相澤　英一 ㈱帝産ロッジ 2'08"34 

スピードスケート 成年女子A 3000m 根岸　端江 ㈱三協精機製作所 4'40"77 

スピードスケート 少年男子 500m 高見沢雅彦 小海高３年 38"74 

スピードスケート 少年女子 1500m 竹ノ内由香 佐久長聖高３年 2'14"56 

スピードスケート 少年女子 500m 栗林美奈子 佐久長聖高２年 43"20 

４位 スピードスケート 成年男子A 10000m 高見澤敬二 山梨学院大４年 タイムなし 

スピードスケート 少年男子 10000m 牛山　貴広 諏訪清陵高１年 タイムなし 

スピードスケート 少年女子 1000m 栗林美奈子 佐久長聖高２年 タイムなし 

５位 スピードスケート 成年男子A 10000m 平田　浩一 日本大１年 タイムなし 

スピードスケート 成年女子A 1500m 安田　有希 日体大１年 2'10"53 

スピードスケート 少年女子 500m 上原　寿香 佐久長聖高１年 43"40 

スピードスケート 少年女子 3000m 大木　房美 佐久長聖高２年 4'36"59 

６位 スピードスケート 成年男子A 5000m 平田　浩一 日本大１年 タイムなし 

スピードスケート 成年男子A 500m 加藤　将司 ㈱三協精機製作所 39"34 

スピードスケート 成年男子B 1000m 相澤　英一 ㈱帝産ロッジ タイムなし 

スピードスケート 成年男子C 1000m 小松　清視 ㈱サンエススケート タイムなし 

スピードスケート 成年女子A 1500m 根岸　端江 ㈱三協精機製作所 タイムなし 

スピードスケート 成年女子B 500m 市川　智保 小海小*教員 50"01 

スピードスケート 成年女子B 1000m 市川　智保 小海小*教員 タイムなし 

スピードスケート 少年男子 1500m 野本　　繁 小海高２年 タイムなし 

スピードスケート 少年女子 1500m 大木　房美 佐久長聖高２年 タイムなし 

７位 スピードスケート 成年女子A 1000m 遠藤　弘恵 日体大１年 タイムなし 

スピードスケート 成年女子 2000mリレー 茂木美保子 3'10"31 

上原　千聖 

遠藤　弘恵 

安田　有希 

８位 スピードスケート 成年男子A 1500m 宮川　洋平 専修大３年 タイムなし 

スピードスケート 成年女子A 500m 茂木美保子 日体大３年 43"20 

スピードスケート 少年男子 5000m 菊池　千年 小海高２年 タイムなし 

 第53回（平成10年）冬季大会　スキー　　開催地：岩手県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 成年男子B クロスカントリー 今井　博幸 NTT信越 41'10"7 

スキー 成年男子C クロスカントリー 佐々木一成 北野建設 28'34"4 

スキー 成年男子B ジャイアントスラローム 猪又　一之 小賀坂スキー 1'19"89 

２位 スキー 成年女子A ジャイアントスラローム 佐藤絵里子 大東文化大４年 59'53 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 山崎　有可 中野実業高３年 1'02"12 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

２位 スキー 少年男子 コンバインド 正木　栄二 下高井農林高３年 飛躍202.0点 

距離29'10"7 

スキー 成年男子A スペシャルジャンプ 池田　義治 明治大３年 238.0点 

スキー 成年男子 リレークロスカントリー 佐藤　　威 1°43'34"3 

畔上　大地 

高橋幸一郎 

堀米　光男 

スキー 女子 リレークロスカントリー 大日方純恵 58'05"6 

横山久美子 

大口奈津美 

佐藤恵美子 

３位 スキー 成年男子A クロスカントリー 畔上　大地 NTT信越 43'08"7 

スキー 成年女子B クロスカントリー 横山久美子 守谷商会 16'16"3 

４位 スキー 成年女子B ジャイアントスラローム 高橋　香絵 白馬村SC 1'07"20 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 湯本　浩美 飯山南高１年 1'02"40 

スキー 成年女子B クロスカントリー 佐藤恵美子 北野建設 16'16"8 

スキー 成年男子C スペシャルジャンプ 佐藤　功一 野沢温泉SC 125.5点 

スキー 少年男子 リレークロスカントリー 金丸　富男 飯山南高３年 1°49'34"5 

駒村　俊介 飯山南高３年 

恩田　祐一 飯山南高２年 

山岸　　修 中野実業高校３年 

５位 スキー 成年女子A ジャイアントスラローム 大久保　優 日本大３年 1'00"90 

スキー 成年男子C ジャイアントスラローム 高橋　一浩 NTT信越 1'03"53 

スキー 少年男子 クロスカントリー 山岸　　修 中野実業高３年 43'36"3 

スキー 少年女子 クロスカントリー 大日方純恵 飯山南高３年 17'09"7 

スキー 成年男子A ジャイアントスラローム 西村　　斉 近畿大２年 1'16"37 

スキー 成年男子B ジャイアントスラローム 松田富士人 小谷村体育協会 1'21"27 

６位 スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 福島のり子 白馬高３年 1'02"75 

スキー 成年女子A クロスカントリー 大口奈津美 北野建設 16'26"9 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 宮澤　岳二 白馬高２年 195.5点 

７位 スキー 成年男子A クロスカントリー 佐藤　　威 北野建設 43'53"8 

スキー 少年男子 クロスカントリー 恩田　祐一 飯山南高２年 43'54"4 

スキー 少年男子 コンバインド 井出　直也 飯山北高２年 飛躍209.5点 

距離30'38"1 

８位 スキー 成年男子A コンバインド 高沢　公治 野沢温泉SC 飛躍224.0点 

距離46'07"8 

スキー 成年男子B コンバインド 富井　善邦 野沢温泉SC 飛躍108.5点 

距離53'48"9 

  第54回（平成11年）夏季大会・秋季大会　　開催地：熊本県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 レスリング 成年男子 グレコ69㎏級 大井　将憲 県レスリング協会 

レスリング 少年男子 グレコ76㎏級 田守　竹夫 北佐久農業高３年 

２位 陸上 成年女子 やり投 山本　晴美 長野市役所 54m91 

レスリング 成年男子 グレコ58㎏級 平井　進悟 拓殖大３年 

レスリング 少年男子 フリー70㎏級 高橋　龍太 上田西高３年 

ソフトテニス 少年女子 上田西高 

３位 レスリング 成年男子 フリー54㎏級 高橋　利典 山梨学院大３年 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

３位 レスリング 少年男子 グレコ83㎏級 森泉　　誠 北佐久農業高２年 

レスリング 少年男子 フリー115㎏級 前島　信彦 上田西高２年 

馬術 成年男子 SP＆ハンディネス 佃　日出彦 飯綱ライディングパーク 1'20"75 

馬術 少年 二段階障害飛越 荒木　久佳 佐久長聖高１年 39"36 

馬術 少年 第３課目馬場馬術競技 小沢まど加 須坂園芸高３年 402点 

馬術 少年 アジア大会記録競技 小沢まど加 須坂園芸高３年 507点 

４位 水泳 成年女子 200m個人メドレー 保坂真理子 鹿屋体育大 2'20"44 

水泳 成年男子 200m個人メドレー 丹下　智幸 日本大 2'07"09 

ボート 少年男子 舵手付フォア 今井　裕介 岡谷南高 3'14"41 

両角　大介 岡谷南高 

沢井　邦仁 岡谷南高 

内田　幸裕 岡谷東高 

荒井　勇多 岡谷東高 

矢崎　裕幸 岡谷東高 

相撲 成年男子B 団体 滝沢　　誠 木曽福島町教育委員会 

田島　大助 木曽養護学校職員 

尾羽林英樹 木曽山林高校教員 

木下　圭輔 

安藤　　均 

５位 陸上 少年男子A 5000m 高見澤　勝 佐久長聖高３年 14'08"30 

バレーボール 成年女子 （9人制） セイコーエプソン㈱ 

バレーボール 少年男子 岡谷工業高 

レスリング 少年男子 フリー60㎏級 岩田　直之 上田西高３年 

馬術 少年 SP＆ハンディネス 中村　陽平 須坂東高２年 1'16"12 

馬術 少年 リレー競技 小林　義彦 長野工業高３年 92"51 

荒木　久佳 佐久長聖高１年 

ソフトボール 成年男子 KOA他 

空手 成年男子 組手（軽） 野町　直秀 信州大２年 

６位 水泳 少年男子A 400m自由形 伊原　裕貴 飯田高 4'05"08 

７位 水泳 少年女子A 200m平泳ぎ 丸山　亮子 佐久長聖高 2'36"40 

陸上 少年男子B 800m 上嶋　　圭 梓川中３年 1'57"65 

陸上 少年女子B 400m 中村恵里香 長野日大高１年 59"40 
ウェイトリフティング 少年男子 85㎏級 滝澤　健太 篠ノ井高３年 スナッチ110㎏ 

ウェイトリフティング 少年男子 85㎏級 滝澤　健太 篠ノ井高３年 ジャーク135㎏ 

自転車 少年男子 ポイントレース 平田　昌志 松本工業高３年 6点 

馬術 成年男子 総合馬術 大久保寿幸 飯綱ライディングパーク 142点 

８位 水泳 成年男子 30歳以上50m背泳ぎ 杉浦　直樹 杉浦畳店 30"05 

 第54回（平成11年）冬季大会　スケート・アイスホッケー　　開催地：長野県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スピードスケート 成年男子A 500m 篠原裕太郎 専修大４年 36"90 

スピードスケート 成年女子A 500m 茂木美保子 日体大４年 41"12 

スピードスケート 成年男子B 1000m 宮坂　雅昭 岡谷東高校教員 1'19"90 

スピードスケート 少年女子 1000m 上原　寿香 佐久長聖高２年 1'21"12 

スピードスケート 成年男子B 1500m 宮坂　雅昭 岡谷東高校教員 2'01"78 

スピードスケート 成年女子A 3000m 安田　有希 日体大２年 4'15"24 

スピードスケート 成年男子A 10000m 井出　良直 法政大２年 13'47"05 

スピードスケート 少年男子 2000mリレー 土屋　陽祐 佐久長聖高２年 2'27"29 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 田口　　新 佐久長聖高３年 

清水　悠紀 東海大三高１年 

宮川　亮祐 佐久長聖高３年 

スピードスケート 成年男子 2000mリレー 清水　亮平 日本大学２年 2'31"03 

柿沢与一郎 日本大２年 

渡辺壮一郎 日本大１年 

小須田典之 専修大３年 

スピードスケート 成年女子 2000mリレー 新谷志保美 筑波大１年 2'43"05 

遠藤　弘恵 日体大２年 

大垣　郁絵 ㈱三協精機製作所 

茂木美保子 日体大１年 

２位 スピードスケート 成年男子A 500m 加藤　将司 ㈱三協精機製作所 37"03 

スピードスケート 成年女子B 500m 三ツ石理香 主婦 45"93 

スピードスケート 成年女子B 1000m 小澤多香音 主婦 1'36"11 

スピードスケート 少年女子 1500m 宮嶋　若菜 東海大三高１年 2'07"56 

スピードスケート 成年女子A 1500m 安田　有希 日体大２年 2'03"59 

スピードスケート 少年女子 3000m 大木　房実 佐久長聖高３年 4'16"02 

スピードスケート 成年女子A 3000m 竹ノ内由香 日体大１年 4'15"27 

スピードスケート 少年女子 2000mリレー 栗林美奈子 佐久長聖高３年 2'41"64 

原　　亜希 小海高１年 

原　　美樹 小海高１年 

上原　寿香 佐久長聖高２年 

３位 スピードスケート 成年女子B 500m 小澤多香音 主婦 46'51 

スピードスケート 成年女子C 500m 名取みのり 主婦 46"40 

スピードスケート 少年女子 1000m 栗林美奈子 佐久長聖高３年 1'25"58 

スピードスケート 成年女子A 1000m 新谷志保美 筑波大１年 1'22"72 

スピードスケート 成年女子B 1000m 三ツ石理香 主婦 タイムなし 

スピードスケート 少年男子 1500m 野本　　繁 小海高３年 1'52"20 

スピードスケート 少年男子 10000m 中嶋　敬春 佐久長聖高１年 13'32"68 

スピードスケート 成年男子A 10000m 平田　浩一 日本大２年 タイムなし 

アイスホッケー 少年男子 軽井沢高 

４位 スピードスケート 少年女子 500m 上原　寿香 佐久長聖高２年 40"13 

スピードスケート 少年男子 1000m 野本　　繁 小海高３年 タイムなし 

スピードスケート 成年男子C 1000m 那須　功宜 昭和電工㈱ タイムなし 

スピードスケート 成年女子C 1000m 名取みのり 主婦 タイムなし 

スピードスケート 少年女子 3000m 宮嶋　若菜 東海大三高１年 4'22"86 

５位 スピードスケート 少年女子 500m 栗林美奈子 佐久長聖高３年 40"79 

スピードスケート 成年男子B 500m 遠藤　正和 自営業 40"44 

スピードスケート 少年女子 1500m 大木　房実 佐久長聖高３年 タイムなし 

スピードスケート 成年男子A 1500m 田中　慎也 ㈱NTT信越 タイムなし 

スピードスケート 成年女子A 1500m 根岸　瑞江 ㈱三協精機製作所 2'32"75 

スピードスケート 少年男子 10000m 牛山　貴広 諏訪清陵高２年 タイムなし 

６位 スピードスケート 少年男子 500m 宮川　亮佑 佐久長聖高３年 38"06 

スピードスケート 成年男子B 500m 友野　修一 仁科台中学校教員 41"62 

スピードスケート 成年男子A 1000m 宮川　洋平 専修大４年 タイムなし 

７位 スピードスケート 成年女子A 500m 新谷志保美 筑波大４年 41"69 

スピードスケート 成年男子B 1000m 相澤　英一 ㈱帝産ロツヂ タイムなし 

スピードスケート 少年男子 1500m 関　　喜治 岡谷南高３年 タイムなし 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

８位 スピードスケート 少年男子 500m 土屋　陽祐 佐久長聖高３年 転倒1'02"68 

スピードスケート 少年男子 1000m 小嶋　雅之 岡谷東高２年 タイムなし 

スピードスケート 成年女子A 1000m 茂木美保子 日体大４年 タイムなし 

 第54回（平成11年）冬季大会　スキー　　開催地：北海道 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 成年男子A クロスカントリー15㎞ 佐藤　　威 北野建設㈱ 47'54"1 

スキー 成年男子A スペシャルジャンプ 池田　義治 明治大３年 251.0点 

スキー 成年男子A コンバインド 高沢　公治 野沢温泉スキークラブ 飛躍239.0点 

距離47'05"0 

スキー 成年男子 リレークロスカントリー  10㎞×4    大山　勝広 日本大２年 1°54'51"4 

畔上　大地 ㈱NTT信越 

佐藤　　威 北野建設㈱ 

高橋幸一郎 早稲田大３年 

２位 スキー 成年男子B ジャイアントスラローム 松田富士人 小谷村体育協会 1'09"13 

スキー 成年男子C ジャイアントスラローム 渡辺　一樹 小谷村体育協会 1'08"10 

スキー 少年男子 クロスカントリー15㎞ 斉藤　　亮 飯山南高３年 50'16"3 

スキー 少年女子 クロスカントリー５㎞ 田村　直美 飯山南高２年 18'39"7 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 湯本　浩美 飯山南高２年 1'15"32 

スキー 少年男子 リレークロスカントリー   10㎞×4  今井　伸幸 飯山南高３年 1°56'20"7 

恩田　祐一 飯山南高３年 

斉藤　　亮 飯山南高３年 

小林　博敏 飯山南高３年 

スキー 女子 リレークロスカントリー   5㎞×4  加藤　望実 飯山南高３年 1°05'34"1 

田村　直美 飯山南高２年 

大日方純恵 専修大１年 

平野　朱美 日本大３年 

３位 スキー 成年男子A ジャイアントスラローム 西村　　斉 近畿大３年 1'04'61 

スキー 成年男子A コンバインド 河野　智海 河野建設 飛躍212.5点 

距離47'00"1 

スキー 成年男子B ジャイアントスラローム 宮下　　透 菅平高原スキークラブ 1'09"27 

スキー 少年男子 クロスカントリー15㎞ 恩田　祐一 飯山南高３年 50'33"6 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 山田　大起 飯山南高１年 217.5点 

４位 スキー 成年男子A スペシャルジャンプ 西森　享平 白馬ジャンプ競技場 232.0点 

スキー 成年男子A コンバインド 正木　　誠 近畿大１年 飛腰202.0点 

距離46'05"4 

スキー 成年女子B ジャイアントスラローム 岡田たか子 白馬村スキークラブ 1'20"06 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 宮澤　岳二 白馬高３年 216.5点 

５位 スキー 成年男子A クロスカントリー15㎞ 畔上　大地 ㈱NTT信越 49'38"1 

スキー 成年女子A ジャイアントスラローム 大久保　優 日本大４年 1'08"95 

スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 石田　　廉 飯山南高３年 1'06"62 

スキー 少年男子 コンバインド 薄井　智行 飯山南高１年 飛躍225.5点 

距離32'58"4 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 古畑　奈美 中野実業高３年 1'16"68 

６位 スキー 成年男子A クロスカントリー15㎞ 大山　勝広 日本大２年 49'48"6 

スキー 成年男子B ジャイアントスラローム 猪又　一之 小賀坂スキークラブ 1'10"02 

スキー 成年男子C ジャイアントスラローム 志鷹　慎吾 白馬村スキークラブ 1'08"54 

スキー 少年男子 コンバインド 青木　雄二 中野実業高２年 飛躍196.5点 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

６位 距離30'59"1 

７位 スキー 成年女子A ジャイアントスラローム 佐藤由加里 専修大１年 1'09"34 

８位 スキー 成年女子B ジャイアントスラローム 宮澤　恵美 小谷村体育協会 1'20"45 

 第55回（平成12年）夏季大会・秋季大会　　開催地：富山県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 レスリング 少年男子 グレコ97㎏級 前島　信彦 上田西高３年 

陸上 少年男子B 3000m 藤森　憲秀 佐久長聖高１年 　8'31"92 

馬術 少年 ダービー競技 中村　陽平 須坂東高３年 1'51"06減点0 

馬術 少年 トップスコア競技 佐藤　賢希 長野日大高１年 1590点 

バレーボール 少年男子 選抜 

空手道 成年男子 組手個人戦中量級 樋口　大樹 ㈱風間産業 

２位 レスリング 少年男子 グレコ58㎏級 浜本　　純 上田西高３年 

レスリング 成年男子 グレコ58㎏級 平井　進悟 拓殖大４年 

レスリング 成年男子 グレコ85㎏級 森角　祐介 日体大３年 

陸上 少年男子共通 5000m競歩 矢澤　智彦 松川高３年 20'42"21 

馬術 少年 スピード＆ハンドネス 佐藤　賢希 長野日大高１年 1'05"46 

３位 レスリング 成年男子 フリー54㎏級 高橋　利典 山梨学院大４年 

レスリング 少年男子 グレコ85㎏級 森泉　　誠 北佐久農業高３年 

陸上 少年男子A 5000m 太田　貴之 佐久長聖高３年 14'06"22 

陸上 少年男子B 100m 黒岩　浩平 長野日大高１年 10"87 

陸上 少年女子共通 棒高跳び 前田　朋子 高遠高３年 3m50 

馬術 少年 二段階障害飛越 荒木　久佳 佐久長聖高２年 29"58減点0 

４位 ソフトテニス 少年女子 上田西高 　　 

自転車 成年男子 スプリント 湯原　正行 自営 

５位 水泳 少年女子A 200m個人メドレー 丸山　亮子 佐久長聖高 2'21"39 

レスリング 少年男子 グレコ63㎏級 宮島　孝光 上田西高３年 

レスリング 少年男子 グレコ130㎏級 丸山　柘也 上田西高２年 

レスリング 成年男子 グレコ63㎏級 竹花　良二 上田市役所 

馬術 成年男子 総合馬術競技 大久保寿幸 飯綱高原乗馬倶楽部 

馬術 成年男子 標準障害飛越 佃　日出彦 飯綱高原乗馬倶楽部 1'13"74減点0 

ソフトボール 成年女子 大和電機工業 

相撲 成年男子B 個人戦 田島　大助 木曽養護学校職員 

６位 陸上 少年男子共通 400mハードル 三好　　翔 赤穂高３年 53"44 

馬術 少年 第３課目馬場馬術競技 上野　洋平 軽井沢高１年 384点 

弓道 少年女子 選抜 

７位 水泳 成年男子 200m個人メドレー 丹下　智幸 日本大 2'08"51 

陸上 少年男子B 800m 上嶋　　圭 佐久長聖高１年 1'57"16 

バレーボール 成年男子 （6人制） 選抜 

銃剣道 成年男子 陸上自衛隊 

軟式野球 成年 選抜 

８位 水泳 成年女子 100m自由形 藤本　文香 鹿屋体育大 59"47 

陸上 少年女子 共通5000m競歩 福沢　玲子 飯田風越高３年 24'08"80 

ライフル射撃 少年男子 ビームライフル 徳武　隼八 長野日大高３年 679点 
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第55回（平成12年）冬季大会　スケート・アイスホッケー　　開催地：青森県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スピードスケート 成年男子A 500m 羽石　国臣 ㈱三協精機製作所 37"12 

スピードスケート 少年男子 500m 小嶋　雅之 岡谷東高３年 38"29 

スピードスケート 成年男子B 1000m 宮坂　雅昭 岡谷東高校教員 1'18"93 

スピードスケート 成年男子A 1500m 宮部　行範 長野市スケート協会 1'55"24 

スピードスケート 成年男子B 1500m 宮坂　雅昭 岡谷東高校教員 2'05"04 

スピードスケート 少年男子 1500m 中嶋　敬春 佐久長聖高２年 1'58"70 

スピードスケート 成年男子A 5000m 根本　茂一 ㈱三協精機製作所 6'59"80 

スピードスケート 成年男子A 10000m 米倉　大介 明治大３年 15'04"34 

スピードスケート 少年男子 2000mリレー 小嶋　雅之 2'31"36 

鈴木　　暢 

石黒　弘希 

清水　悠紀 

２位 スピードスケート 成年女子A 500m 新谷志保美 筑波大２年 41"31 

スピードスケート 成年女子A 1000m 新谷志保美 筑波大２年 1'22"81 

スピードスケート 成年女子B 1000m 結城智恵子 主婦 タイムなし 

スピードスケート 少年男子 1000m 清水　悠紀 東海大三高２年 1'15"46 

スピードスケート 少年女子 1000m 加治木　彩 東海大三高２年 1'24"44 

スピードスケート 少年男子 1500m 知久　隆徳 岡谷南高３年 2'02"97 

スピードスケート 少年女子 1500m 上原　寿香 佐久長聖高３年 2'10"11 

スピードスケート 少年女子 3000m 宮嶋　若菜 東海大三高２年 4'25"24 

スピードスケート 少年男子 10000m 牛山　貴広 諏訪清陵高３年 14'25"80 

スピードスケート 成年男子 2000mリレー 清水　亮平 2'30"92 

根本　茂一 

笠原　健司 

羽石　国臣 

スピードスケート 少年女子 2000mリレー 加治木　彩 2'45"30 

宮嶋　若菜 

原　　美樹 

上原　寿香 

３位 スピードスケート 成年男子A 500m 笠原　健司 東洋大３年 37"32 

スピードスケート 成年女子B 500m 結城智恵子 主婦 44"90 

スピードスケート 少年男子 500m 清水　悠紀 東海大三高２年 38"42 

スピードスケート 成年男子A 1000m 羽石　国臣 ㈱三協精機製作所 1'26"00 

スピードスケート 成年女子A 1000m 大垣　郁絵 ㈱三協精機製作所 1'25"93 

スピードスケート 少年男子 1000m 小嶋　雅之 岡谷東高３年 1'16"43 

スピードスケート 成年男子B 1500m 相沢　英一 ㈱帝産ロッヂ 2'10"41 

スピードスケート 成年男子A 5000m 米倉　大介 明治大３年 7'07"31 

スピードスケート 少年男子 5000m 中嶋　敬春 佐久長聖高２年 タイムなし 

４位 スピードスケート 成年女子C 500m 名取みのり 主婦 46"99 

スピードスケート 成年女子A 1500m 安田　有希 日体大３年 2'12"45 

スピードスケート 少年女子 1500m 宮嶋　若菜 東海大三高２年 タイムなし 

スピードスケート 少年女子 3000m 原　　亜希 小海高２年 4'27"38 

スピードスケート 成年女子 2000mリレー 新谷志保美 　　 2'48"82 

遠藤　弘恵 

栗林美奈子 

大垣　郁絵 

５位 スピードスケート 成年男子C 500m 那須　功宣 昭和電工㈱ 43"57 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

５位 スピードスケート 少年女子 500m 加治木　彩 東海大三高２年 42"40 

スピードスケート 成年男子C 1000m 那須　功宣 昭和電工㈱ タイムなし 

スピードスケート 成年男子A 10000m 平田　浩一 日本大３年 タイムなし 

６位 スピードスケート 成年女子C 500m 白井久仁子 主婦 51"50 

スピードスケート 少年女子 500m 原　　美樹 小海高２年 42"43 

スピードスケート 成年男子A 1000m 宮部　行範 長野市スケート協会 タイムなし 

スピードスケート 成年男子B 1000m 相沢　英一 ㈱帝産ロツヂ タイムなし 

スピードスケート 成年女子A 3000m 安田　有希 日体大３年 タイムなし 

７位 スピードスケート 少年男子 5000m 牛山　貴広 諏訪清陵高３年 タイムなし 

アイスホッケー 成年男子 長野選抜 

８位 スピードスケート 成年女子A 500m 大垣　郁絵 ㈱三協精機製作所 42"06 

スピードスケート 成年女子C 1000m 白井久仁子 主婦 タイムなし 

スピードスケート 少年女子 1000m 上原　寿香 佐久長聖高３年 タイムなし 

スピードスケート 成年男子A 1500m 田中　慎也 ㈱NTT東日本長野 タイムなし 

スピードスケート 成年女子A 3000m 竹ノ内由香 日体大２年 タイムなし 

 第55回（平成12年）冬季大会　スキー　　開催地：富山県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 成年男子B クロスカントリー15㎞ 今井　博幸 ㈱NTT東日本長野 42'42"8 

スキー 少年男子 クロスカントリー15㎞ 山室　　忠 飯山南高３年 44'30"6 

スキー 成年男子 リレークロスカントリー 駒村　俊介 近畿大２年 1°48'43"6 

大山　勝広 日本大３年 

畔上　大地 ㈱NTT東日本長野 

佐藤　　威 北野建設㈱ 

２位 スキー 成年男子B ジャイアントスラローム 猪又　一之 小賀坂スキー 1'18"85 

スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 関塚　真一 飯山南高３年 1'13"12 

スキー 少年男子 コンバインド 岡田　　良 飯山北高２年 飛躍217.4点 

距離30'30"3 

スキー 少年男子 リレークロスカントリー 沼田　鉄平 飯山南高３年 1°53'43"7 

中村　順一 中野実業高３年 

山室　　忠 飯山南高３年 

高橋　一磨 飯山南高３年 

３位 スキー 少年男子 コンバインド 青木　雄二 中野実業高３年 飛躍199.3点 

距離29'30"1 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 鈴木　美奈 飯山南高２年 1'10"03 

４位 スキー 成年男子A ジャイアントスラローム 大瀧　徹也 近畿大３年 1'10"53 

スキー 成年男子A クロスカントリー15㎞ 畔上　大地 ㈱NTT東日本長野 42'55"8 

スキー 成年女子B ジャイアントスラローム 宮沢　恵美 小谷村体育協会 1'17"25 

スキー 少年男子 クロスカントリー15㎞ 高橋　一磨 飯山南高３年 45'05"04 

スキー 女子 リレークロスカントリー 篠原　文香 中野実業高１年 1°09'29"9 

大澤三津子 飯山南高２年 

大日方純恵 専修大２年 

平野　朱実 日本大４年 

５位 スキー 成年男子A コンバインド 正木　　誠 専修大３年 飛躍209.7点 

距離44'35"4 

スキー 成年男子B コンバインド 小泉　　仁 飯山市消防署 飛躍183.3点 

距離48'35"9 

スキー 成年男子B ジャイアントスラローム 宮下　　透 菅平高原クラブ 1'20"51 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

５位 スキー 成年男子A スペシャルジャンプ 西森　享平 白馬村スキークラブ 236.2点 

６位 スキー 成年男子A クロスカントリー15㎞ 大山　勝広 日本大３年 43'15"9 

スキー 成年男子C ジャイアントスラローム 渡辺　一樹 小谷村体育協会 1'13"47 

スキー 成年女子A ジャイアントスラローム 大久保　優 菅平高原スキークラブ 1'11"03 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 小林さつき 上田干曲高３年 1'10"95 

スキー 少年女子 クロスカントリー５㎞ 駒村　裕子 飯山南高１年 17'31"0 

スキー 少年男子 コンバインド 山田　　充 白馬高校２年 飛躍199.6点 

距離29'49"3 

７位 スキー 成年男子B スペシャルジャンプ 小泉　　仁 飯山市消防署 171.4点 

スキー 成年男子C クロスカントリー10㎞ 山口　辰也 山ノ内町福祉センター 33'43"3 

スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 小田切恭平 飯山南高２年 1'14"29 

８位 スキー 成年男子A クロスカントリー15㎞ 佐藤　　威 北野建設㈱ 43'52"4 

10位 スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 小池　優喜 飯山南高１年 217.6点 

 第56回（平成13年）夏季大会・秋季大会　　開催地：宮城県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 水泳 成年女子 100m平泳ぎ 丸山　亮子 中京大１年 1'10"88 

陸上 少年男子共通 5000m競歩 高田　浩二 松川高３年 20'36"82 

馬術 成年男子 標準障害飛越 佃　日出彦 乗馬クラブNAGANO 1'13"31 

馬術 少年 ダービー 佐藤　賢希 長野日大高２年 1'46"33 

２位 ボート 成年男子 舵手付フォア 藤牧　宏彰 諏訪重機運輸㈱ 3'23"62 

今井　裕介 中大2 

柿澤　義紀 中大4 

宮坂　哲也 東工大4 

両角　大介 明大2  長野選抜 

ボート 成年男子 ダブルスカル 牛山　英俊 細川商店㈱ 3'28"59 

北澤　勝己 下諏訪町役場　（長野選抜） 

レスリング 成年男子 グレコ85㎏級 田守　竹夫 山梨学院大２年 

レスリング 少年男子 グレコ58㎏級 内田　達治 上田西高２年 

レスリング 少年男子 グレコ97㎏級 丸山　拓也 上田西高３年 

自転車 成年男子 スプリント 湯原　正行 自営 

馬術 少年 二段階障害飛越 荒木　久佳 佐久長聖高３年 29"96 

弓道 少年 男子選抜 

３位 バレーボール 成年女子 セイコーエプソン㈱ 

レスリング 成年男子 フリー76㎏級 高橋　龍太 拓殖大２年 

レスリング 少年男子 フリー54㎏級 佐藤　　剛 北佐久農業高３年 

卓球 少年女子 松本松南高 

馬術 少年 トップスコア 佐藤　賢希 長野日大高２年 1100点 

５位 サッカー 成年女子 選抜 

バスケットボール 成年男子 選抜 

レスリング 成年男子 フリー58㎏級 武藤　弘幸 日体大４年 

レスリング 成年男子 フリー130㎏級 前島　信彦 拓殖大１年 

レスリング 成年男子 グレコ63㎏級 竹花　良二 アクアブラザ上田 

馬術 成年男子 スピード＆ハンディネス 佃　日出彦 乗馬クラブNAGANO 1'09"73 

ボウリング 少年男子 団体 千野　健次 松本工業高１年 3669点 

関　　陽一 長野吉田高３年 

６位 水泳 成年女子 200m個人メドレー 丸山　亮子 中京大１年 2'22"06 

陸上 成年女子 走高跳 大久保あゆ美 中京女子大３年 1m71 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

６位 馬術 少年 標準障害飛越 荒木　久住 佐久長聖高３年 1'11"42 

７位 陸上 少年男子B 400m 塚原　直貴 東海大三高１年 50"21 

馬術 成年女子 標準障害飛越 立花　姿緒 長野市役所 1'08"84 

弓道 成年女子 選抜 

ボウリング 少年男子 個人 千野　健次 松本工業高１年 1925点 

８位 陸上 少年男子A 三段跳び 川上　良明 東海大三高３年 14m58 

軟式野球 成年男子 一般B 選抜 

馬術 成年男子 トップスコア 篠原　真一 長野市役所 900点 

 第56回（平成13年）冬季大会　スケート・アイスホッケー　　開催地：山梨県
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スケート 少年男子 スピード1000m 清水　悠紀 東海大三高３年 1'14"37 

スケート 少年男子 スピード5000m 中嶋　敬春 佐久長聖高３年 6'30"50 

スケート 少年男子 スピード2000mリレー 清水　悠紀 東海大三高３年 2'26"68 

石黒　弘希 佐久長聖高３年 

鈴木　　暢 佐久長聖高３年 

中嶋　敬春 佐久長聖高３年 

スケート 成年女子 ショート500m 田中　干景 県体育センター 46"356 

スケート 成年女子 ショート1000m 田中　干景 県体育センター 1'40"101 

スケート 少年女子 スピード1000m 原　　美樹 小海高３年 1'22"92 

スケート 少年女子 スピード1500m 宮嶋　若菜 東海大三高３年 2'06"47 

スケート 少年女子 スピード3000m 宮嶋　若菜 東海大三高３年 4'22"47 

スケート 少年女子 スピード2000mリレー 原　　美樹 小海高３年 2'49"15 

加治木　彩 東海大三高３年 

宮嶋　若菜 東海大三高３年 

吉井小百合 東海大三高１年 

スケート 少年女子 ショート500m 飯塚　容子 岡谷東高３年 48"538 

スケート 少年女子 ショート1000m 小澤　　幸 岡谷工業高３年 1'43"133 

２位 スケート 成年男子 スピード1000m 加藤　将司 ㈱三協精機 1'16"05 

スケート 成年男子 スピード2000mリレー 渡辺壮一郎 日本大３年 2'24"86 

清水　亮平 日本大３年 

宮川　亮祐 専修大２年 

加藤　将司 ㈱三協精機 

スケート 成年女子 スピード3000m 竹ノ内由香 日体大３年 4'48"55 

スケート 少年女子 スピード500m 吉井小百合 東海大三高１年 41"56 

スケート 少年女子 スピード1000m 加治木　彩 東海大三高３年 1'23"67 

スケート 少年女子 スピード3000m 三浦　あい 東海大三高１年 4'22"52 

スケート 少年女子 ショート500m 小澤　　幸 岡谷工業高３年 47"732 

スケート 少年女子 ショート1000m 飯塚　容子 岡谷東高３年 1'43"144 

３位 スケート 成年男子 スピード500m 渡辺壮一郎 日本大３年 36"99 

スケート 成年女子 ショート3000mリレー 田中　千景 県体育センター 4'51"555 

中嶋　陽子 ㈱帝産ロツヂ 

小坂　直子 軽井沢高*教員 

太田　奈月 やまびこスケートの森 

４位 スケート 成年男子 スピード5000m 菊池　千年 専修大２年 6'54"50 

スケート 成年男子 ショート5000mリレー 林　　篤志 自営 7'27"478 

西田　浩紀 中京大２年 

小澤　竜一 阪南大２年 
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４位 須藤　勇気 信州大２年 

スケート 少年男子 スピード10000m 中嶋　敬春 佐久長聖高３年 記録なし 

スケート 成年女子 スピード1000m 新谷志保美 筑波大３年 1'23"68 

スケート 少年女子 スピード1500m 原　　亜樹 小海高３年 2'08"53 

５位 スケート 成年男子 スピード1500m 小澤　春樹 東洋大３年 記録なし 

スケート 少年男子 スピード1500m 安田　直樹 東海大三高３年 記録なし 

スケート 少年男子 スピード10000m 井出　智秀 小海高２年 記録なし 

スケート 成年女子 スピード500m 大垣　郁絵 ㈱三協精機 40"88 

アイスホッケー 成年男子 長野選抜 5位タイ 

６位 スケート 少年男子 ショート500m 吉澤　一哉 小海高２年 1'39"170 

スケート 成年女子 スピード500m 新谷志保美 筑波大３年 41"12 

スケート 成年女子 スピード1000m 上原　寿香 ㈱三協精機 記録なし 

７位 スケート 成年男子 スピード5000m 野本　　繁 日体大３年 記録なし 

スケート 少年男子 ショート1000m 伴野　清貴 小海高２年 1'50"149 

スケート 成年女子 スピード1500m 遠藤　弘恵 日体大４年 記録なし 

８位 スケート 少年男子 スピード500m 石黒　弘希 佐久長聖高３年 1'17"26 

スケート 少年男子 スピード1500m 依田幸一郎 佐久長聖高２年 記録なし 

 第56回（平成13年）冬季大会　スキー　　開催地：長野県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 山田　大起 飯山南高３年 225 

スキー 成年男子A コンバインド 高沢　公治 野沢温泉スキークラブ 飛躍239.5 

距離43'16"3 

スキー 少年男子 コンバインド 青木　純平 飯山南高３年 飛躍220.0 

距離27'36"0 

スキー 成年男子 リレークロスカントリー  4×フリー10㎞  中村　順一 日本大１年 1°44'12"8 

佐藤　　威 北野建設スキークラブ 

駒村　俊介 近畿大３年 

畔上　大地 NTT東日本長野 

２位 スキー 成年男子A ジャイアントスラローム 竹田　征吾 小賀坂スキークラブ 1'09"34 

スキー 成年男子C ジャイアントスラローム 渡辺　一樹 小谷村体育協会 54"39 

スキー 成年女子B ジャイアントスラローム 佐藤絵里子 志賀高原スキークラブ 1'02"80 

スキー 成年男子C コンバインド 内田　博喜 野沢温泉スキークラブ 飛躍158.0 

距離14'59"4 

スキー 少年男子 コンバイント 中沢章一郎 飯山南高１年 飛躍220.0 

距離27'55"4 

スキー 成年男子A クロスカントリー   クラシカル10㎞ 中村　順一 日本大１年 26'37"0 

スキー 成年男子B クロスカントリー   クラシカル10㎞ 畔上　大地 NTT東日本長野 27'07"9 

スキー 少年男子 リレークロスカントリー  4×フリー10㎞  高橋　　肇 飯山南高１年 1°49'04"2 

石野　康人 飯山南高３年 

杉山　拓実 中野実業高２年 

成瀬　野生 飯山南高１年 

スキー 女子 リレークロスカントリー  4×フリー５㎞  駒村　裕子 飯山南高２年 56'20"7 

小林　あき 飯山南高２年 

田村　直美 専修大１年 

松沢　朋美 白馬高３年 

３位 スキー 成年男子A ジャイアントスラローム 岡澤　研太 國學院大３年 1'09"72 

スキー 成年男子C スペシャルジャンプ 内田　博喜 野沢温泉スキークラブ 139.5 
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３位 スキー 少年男子 クロスカントリー  クラシカル10㎞  高橋　　肇 飯山南高１年 28'29"5 

４位 スキー 成年男子B ジャイアントスラローム 宮下　　透 菅平高原スキークラブ 1'14"40 

スキー 成年女子B ジャイアントスラローム 宮沢　恵美 小谷村体育協会 1'04"21 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム　 良波　優希 飯山南高１年 59"48 

スキー 成年男子A スペシャルジャンプ 西森　享平 丸善食品工業 218.5 

スキー 成年男子B スペシャルジャンプ 小泉　　仁 飯山市スキークラブ 193 

スキー 成年男子C スペシャルジャンプ 山田　誠司 小谷村体育協会 130.5 

スキー 成年男子C コンバインド 山田　誠司 小谷村体育協会 飛躍119.5 

距離15'34"9 

スキー 成年女子A クロスカントリー   クラシカル５㎞  田村　直美 専修大１年 16'29"3 

スキー 少年女子 クロスカントリー   クラシカル５㎞  小林　あき 飯山南高２年 16'34"2 

５位 スキー 成年女子A ジャイアントスラローム 山崎　有可 日本大３年 54"15 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 高橋　美和 飯山南高３年 59"78 

スキー 成年男子B コンバインド 小泉　　仁 飯山市スキークラブ 飛躍192.0 

距離43'01"9 

スキー 少年男子 コンバインド 中山　義明 中野実業高３年 飛躍183.5 

距離27'31"7 

スキー 少年男子 クロスカントリー   クラシカル10㎞  杉山　拓実 中野実業高２年 28'43"2 

スキー 少年女子 クロスカントリー   クラシカル５㎞  駒村　裕子 飯山南高２年 16'36"4 

６位 スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 國分　哉伸 飯山北高２年 205 

スキー 成年男子C クロスカントリー   クラシカル５㎞  山口　辰也 志賀高原スキークラブ 14'34"6 

スキー 少年男子 クロスカントリー   クラシカル10㎞  石野　康人 飯山南高３年 28'53"3 

７位 スキー 成年男子C ジャイアントスラローム 高橋　一浩 NTT東日本長野 55"40 

スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 小田切恭平 飯山南高３年 1'14"45 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 渡辺　俊介 白馬高１年 204.7 

スキー 成年男子A コンバインド 竹田　　元 日本大３年 飛躍206.5 

距離44'08"3 

スキー 成年男子B コンバインド 久保田真一郎 野沢温泉スキークラブ 飛躍149.5 

距離45'04"5 

スキー 成年男子C クロスカントリー  クラシカル５㎞  郷津　哲人 白馬村スキークラブ 14'47"0 

８位 スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 瀧川　隼史 飯山南高２年 1'14"58 

 第57回（平成14年）夏季大会・秋季大会　　開催地：高知県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 バレーボール 少年男子 岡谷工業高（長野県選抜） 

馬術 少年 スピード＆ハンディネス 佐藤　英賢 中条高２年 59"81 

馬術 少年 トップスコア 佐藤　英賢 中条高２年 1320点 

２位 陸上 成年男子 三段跳び 石川　和義 筑波大２年 16m49 

陸上 成年女子 三段跳び 三澤　涼子 松本市陸協 12m63 

レスリング 少年男子 グレコ69㎏級 村瀬　洸介 上田西高３年 

馬術 少年 ダービー 佐藤　賢希 長野日大高３年 1'43"05 

クレー射撃 成年 トラップ個人 矢澤　秀宗 ㈱矢澤興産 96点 

ボウリング 成年女子 個人マスターズ 宮坂千代子 主婦 1838点 

ボウリング 少年男子 団体 千野　健次 松本工業高２年 3992点 

原　　清孝 茅野高１年 

３位 水泳（競泳） 成年女子 100m平泳ぎ 丸山　亮子 中京大２年 1'12"27 

陸上 少年男子共通 400mハードル 小池　佑始 東海大第三高３年 52"47 

陸上 少年男子B 3000m 佐藤　悠基 佐久長聖高１年 8'19"19 
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３位 レスリング 少年男子 フリー63㎏級 桜井　浩二 上田西高３年 

レスリング 成年男子 グレコ85㎏級 田守　竹夫 山梨学院大３年 

馬術 少年 リレー競技 佐藤　英賢 中条高２年 1'18"53 

佐藤　賢希 長野日大高３年 

クレー射撃 成年 トラップ 何原　由泰 ㈲浪村屋 270点 

山本　清文 太国屋 

矢澤　秀宗 ㈱矢澤興産 

ウェイトリフティング 少年男子 77㎏級クリーン＆ジャーク 滝沢　祥太 松商学園高３年 135㎏ 

４位 陸上 少年男子B 200m 宮沢　洋平 長野工業高１年 22"00 

陸上 成年女子 400m 竹内　昌子 福島大学３年 55"07 

バレーボール 成年男子 6人制 長野教員バレーボールクラブ 

（長野選抜） 

自転車 成年男子 スプリント 湯原　正行 NPO法人HSSC 

空手道 成年男子 組手中量級 樋口　大樹 直富商事㈱ 

馬術 成年男子 六段階障害飛越 小林　義彦 ㈱エクセレント 8点 

ウェイトリフティング 少年男子 77㎏級 滝沢　祥太 松商学園高３年 237.5㎏ 

５位 陸上 少年女子A 1500m 土屋　智美 長野吉田高３年 4'26"58 

陸上 成年男子 1500m 山本　卓実 神奈川大４年 3'50"65 

陸上 成年男子 走幅跳 北野　幸徳 信州大学大学院 7m53 

陸上 少年女子 共通5000m競歩 町田　佳美 野沢南高３年 23'23"54 

レスリング 成年男子 フリー76㎏級 高橋　龍太 拓殖大３年 

レスリング 成年男子 グレコ63㎏級 竹花　良二 アクアブラザ上田 

レスリング 成年男子 グレコ97㎏級 前島　信彦 拓殖大２年 

レスリング 少年男子 グレコ97㎏級 小林　敏雄 上田西高１年 

空手道 成年男子 組手団体 野町　直秀 信州大学大学院１年 

樋口　大樹 直富商事㈱ 

廣瀬　章光 ㈱光ホーム長野 

クレー射撃 成年 スキート 吉原　宣親 ㈱恵三会 261点 

布野　兼一 太進建設 

塚田　政光 ㈲太新 

卓球 少年女子 重本　幸恵 松本松南高３年 

松田　幸子 松本松南高３年 

浜島　優子 松本松南高２年 

ボウリング 少年男子 個人 千野　健次 松本工業高２年 2001点 

６位 水泳（競泳） 成年女子 200m個人メドレー 丸山　亮子 中京大２年 2'23"30 

ボート 成年男子 舵手付フォア 内田　　　 大和電機工業㈱ 3'03"86 

今井　　　 中大3 

宮坂　　　 東工大4 

牛山　　　 細川商店㈱ 

北澤　　　 下諏訪町役場 

陸上 少年男子A 100m 塚原　直貴 東海大三高２年 10"57 

馬術 成年男子 トップスコア 篠原　真一 長野市役所 880 

馬術 少年 標準障害飛越 佐藤　賢希 長野日大高３年 1'01"20 

ソフトテニス 成年男子 山上　聡司 長野選抜 

依田　教夫 

黒岩　邦博 

山口　明宏 

横関　康寿 
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６位 川村　史樹 

アーチェリー 少年男子 個人 井原　一巌 上田西高３年 1122点 

７位 ライフル射撃 50mP60M 林　　　恵 ㈱山ノ内流通センター 684.4点 

水泳（競泳） 成年男子 30歳以上50mバタフライ 三浦　　弘 DIVA長野 26"33 

陸上 成年少年男子共通 4×100mリレー 黒岩　浩平 長野日大高３年 40"66 

塚原　直貴 東海大三高２年 

宮沢　洋平 長野工業高１年 

井上　隆志 信州大３年 

軟式野球 一般B 長野県選抜 JA長野厚生連松代総合病院 

アーチェリー 少年男子 宮原　　雅 長野選抜　上田西高３年 

柳沢　広志 長野選抜　上田西高３年 

井原　一厳 長野選抜　上田西高３年 

フェンシング 成年男子 山本　政典 長野選抜 

大槻　高範 

武田　　操 

三沢　高志 

８位 陸上 少年男子A 三段跳び 佐藤　賢一 長野西高３年 14m77 

アーチェリー 成年男子 個人 丸山　孝之 中京大学４年 1179点 

 第57回（平成14年）冬季大会　スケート・アイスホッケー　　開催地：北海道
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スケート 成年男子 スピード5000m 牛山　貴広 明治大２年 6'55"84 

スケート 少年女子 スピード1500m 三浦　あい 東海大三高２年 2'09"36 

スケート 少年女子 スピード2000mリレー 岡谷美由紀 東海大三高２年 2'45"41 

名取　奈緒 東海大三高１年 

金澤なつみ 岡谷東高３年 

吉井小百合 東海大三高２年 

スケート 少年女子 ショート500m 酒井　智美 諏訪二葉高２年 49"497 

スケート 成年女子 ショート500m 飯塚　容子 中京大１年 48"741 

２位 スケート 成年男子 スピード1500m 牛山　貴広 明治大２年 1'52"70 

スケート 成年男子 スピード2000mリレー 加藤　将司 三協精機製作所 2'29"45 

渡辺壮一郎 日本大４年 

清水　悠紀 日本大１年 

笹渕　峰尚 三協精機製作所 

スケート 少年男子 スピード5000m 井出　智秀 小海高３年 7'09"16 

スケート 少年男子 スピード2000mリレー 鈴木　　暢 佐久長聖高３年 2'28"51 

小松　洋人 岡谷南高１年 

上原　　龍 佐久長聖高１年 

依田幸一郎 佐久長聖高３年 

スケート 成年女子 スピード500m 加治木　彩 信州大１年 40"40 

スケート 成年女子 スピード1500m 上原　寿香 三協精機製作所 2'08"90 

スケート 成年女子 スピード2000mリレー 大垣　郁絵 三協精機製作所 2'45"83 

加治木　彩 信州大１年 

原　　美樹 山梨学院大１年 

新谷志保美 筑波大４年 

スケート 少年女子 スピード500m 岡谷美由紀 東海大三高２年 41"96 

スケート 少年女子 スピード1000m 吉井小百合 東海大三高２年 1'23"40 

スケート 少年女子 スピード3000m 三浦　あい 東海大三高２年 4'29"77 
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２位 スケート 少年男子 ショート500m 吉澤　一哉 小海高３年 45"785 

３位 スケート 成年男子 スピード500m 清水　悠紀 日本大１年 37"64 

スケート 少年男子 スピード500m 上原　　龍 佐久長聖高１年 37"53 

スケート 少年男子 スピード10000m 井出　智秀 小海高３年 14'39"44 

スケート 少年男子 スピード1000m 鈴木　　暢 佐久長聖高３年 1'20"51 

スケート 成年女子 スピード1000m 加治木　彩 信州大１年 1'24"25 

スケート 少年女子 スピード500m 吉井小百合 東海大三高２年 42"10 

スケート 成年女子 ショート3000mリレー 飯塚　容子 中京大１年 4'53"681 

井出絵里佳 東京女子体育大２年 

中嶋　陽子 自営 

太田　奈月 やまびこスケートの森 

４位 スケート 少年男子 スピード10000m 佐藤　克憲 佐久長聖高２年 タイムなし 

スケート 成年女子 スピード3000m 中島　織七 山梨学院大１年 タイムなし 

スケート 少年女子 スピード1000m 岡谷美由紀 東海大三高２年 タイムなし 

スケート 少年女子 スピード3000m 有川未奈美 東海大三高１年 4'30"49 

スケート 少年男子 ショート500m 伴野　清貴 小海高３年 46"294 

５位 スケート 少年男子 スピード1500m 中嶋　博王 佐久長聖高２年 タイムなし 

スケート 成年女子 スピード1000m 新谷志保美 筑波大４年 タイムなし 

スケート 成年女子 スピード3000m 宮嶋　若菜 アルピコ タイムなし 

スケート 少年女子 スピード1500m 有川未奈美 東海大三高１年 タイムなし 

スケート 少年男子 ショート1000m 吉澤　一哉 小海高３年 1'42"375 

６位 スケート 少年男子 スピード1000m 依田幸一郎 佐久長聖高３年 タイムなし 

スケート 成年女子 スピード500m 新谷志保美 筑波大４年 40"64 

７位 スケート 少年男子 スピード1500m 依田幸一郎 佐久長聖高３年 タイムなし 

スケート 成年女子 スピード1500m 宮嶋　若菜 アルピコ タイムなし 

スケート 成年女子 ショート1000m 飯塚　容子 中京大１年 1'52"779 

８位 スケート 成年男子 スピード1000m 笹渕　峰尚 三協精機製作所 タイムなし 

 第57回（平成14年）冬季大会　スキー　　開催地：新潟県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 成年男子B コンバインド 高沢　公治 野沢温泉スキークラブ 飛躍220.05 

距離43'07"3 

スキー 成年男子C コンバインド 山田　誠司 山田旅館 飛躍151.0 

距離15'18"4 

スキー 少年男子 リレークロスカントリー   4×フリー10㎞  村松　昌一 下高井農林高２年 1°46'27"7 

杉山　拓実 中野実業高３年 

成瀬　野生 飯山南高２年 

山田　優一 飯山南高３年 

スキー 女子 リレークロスカントリー   4×フリー５㎞ 畔上　尚子 飯山北高２年 1°04'38"3 

山本　奈々 飯山北高２年 

大津三律子 日本大１年 

大日方純恵 専修大４年 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 武田　典子 中野実業高２年 1'17"19 

２位 スキー 成年男子A コンバインド 青木　純平 日体大１年 飛躍212.5 

距離42'44"3 

スキー 成年男子A クロスカントリー   クラシカル10㎞  中村　順一 日本大２年 26'56"2 

スキー 成年男子 リレークロスカントリー   4×フリー10㎞  山岸　　修 近畿大４年 1°42'56"1 

中村　順一 日本大２年 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

２位 青木　正和 中央大４年 

山室　　忠 中央大２年 

スキー 少年男子 クロスカントリー   クラシカル10㎞  松村　昌一 下高井農林高２年 27'12"6 

３位 スキー 成年男子A クロスカントリー   クラシカル10㎞  山室　　忠 中央大２年 27'11"5 

スキー 成年男子B スペシャルジャンプ 大竹　太志 北野建設 187 

スキー 成年男子B コンバインド 大竹　太志 北野建設 飛躍154.5 

距離16'36"4 

スキー 成年男子C スペシャルジャンプ 関　　朋広 関英青果店 132 

スキー 成年男子C コンバインド 関　　朋広 関英青果店 飛躍198.5 

距離42'23"5 

スキー 少年男子 コンバインド 白鳥　陽平 中野実業高３年 飛躍191.5 

距離27'38"8 

スキー 成年女子B ジャイアントスラローム 佐藤絵里子 自営 1'19"50 

４位 スキー 成年男子A ジャイアントスラローム 大瀧　徹也 自営 1'03"44 

スキー 成年男子A コンバインド 竹田　　元 日本大４年 飛躍204.0 

距離42'25"4 

スキー 成年男子A クロスカントリー   クラシカル10㎞  青木　正和 中央大４年 27'14"6 

スキー 成年男子B ジャイアントスラローム 田島あづみ 小賀坂スキー製作所 1'04"21 

スキー 成年男子C ジャイアントスラローム 西条己智男 長野市役所 1'10"81 

スキー 成年男子C スペシャルジャンプ 山田　誠司 山田旅館 122 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 池田　峻二 下高井農林高３年 226.5 

スキー 少年男子 コンバインド 中澤章一郎 飯山南高２年 飛躍190.5 

距離27'42"2 

スキー 少年男子 クロスカントリー   クラシカル10㎞  中山　将広 中野実業高３年 27'32"3 

５位 スキー 成年男子A クロスカントリー   クラシカル10㎞  山岸　　修 近畿大４年 27'23"3 

スキー 成年男子B ジャイアントスラローム 竹田　征吾 小賀坂スキー製作所 1'04"22 

スキー 成年男子C ジャイアントスラローム 渡辺　一樹 自営 1'10"92 

スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 吉越　一平 飯山南高１年 1'06"85 

６位 スキー 成年男子A ジャイアントスラローム 山崎　　純 自営 1'04"15 

スキー 少年男子 コンバインド 岩崎　　武 下高井農林高２年 飛躍199.5 

距離28'47"8 

スキー 成年女子A クロスカントリー   クラシカル５㎞  大澤三津子 日本大１年 17'36"0 

７位 スキー 成年男子A スペシャルジャンプ 梅崎　慶大 明治大２年 190 

スキー 成年男子A コンバインド 正木　栄二 近畿大４年 飛躍179.50 

距離41'30"3 

スキー 成年男子B スペシャルジャンプ 小泉　　敦 トーエネック長野支店 140.5 

スキー 成年男子C ジャイアントスラローム 宮下　　透 自営 1'11"06 

スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 鈴木　太郎 飯山南高２年 1'07"40 

スキー 少年男子 クロスカントリー   クラシカル10㎞  山田　優一 飯山南高３年 27'39"4 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 良波　優希 飯山南高２年 1'18"19 

スキー 少年女子 クロスカントリー   クラシカル５㎞  畔上　尚子 飯山北高２年 18'02"7 

８位 スキー 成年男子A スペシャルジャンプ 森　　　崇 明治大２年 189.5 

スキー 成年男子B ジャイアントスラローム 富井　正一 自営 1'04"85 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 渡辺　俊介 白馬高２年 203.5 
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第58回（平成15年）夏季大会・秋季大会　　開催地：静岡県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 陸上 成年男子 三段跳 石川　和義 筑波大３年 16m84 

バレーボール 少年男子 6人制 長野選抜 

レスリング 少年男子 フリー50㎏級 富岡　直希 上田西高３年 

馬術 少年 スピード＆ハンディネス 佐藤　英賢 中条高３年 58"02 

ライフル射撃 成年男子 50mK20M 城口　保雄 ㈲城口商店 188点 

２位 水泳（競泳） 成年女子 100m平泳ぎ 丸山　亮子 中京大３年 1'10"90 

陸上 少年男子A 5000m 佐藤　悠基 佐久長聖高２年 14'02"82 

馬術 成年男子 ダービー 篠原　真一 長野市役所 1'55"11 

馬術 少年 リレー競技 佐藤　英賢 中条高３年 1'12"58 

佐藤　　泰 文大長野高１年 

山岳 成年女子 縦走 竹内　淳子 信州大学職員 99.712点 

松岡　由里 北信広域連合 

ボウリング 成年男子 個人ユース 竹下　将弘 ㈱長野汎用計器製作所 1797点 

３位 水泳（競泳） 成年女子 100mバタフライ 宮島　弘実 中京大３年 1'01"98 

バレーボール 成年女子 9人制 セイコーエプソン㈱ 

レスリング 少年男子 フリー85㎏級 小林　敏雄 上田西高２年 

レスリング 成年男子 グレコ96㎏級 前島　信彦 拓殖大３年 

自転車 少年男子 エリミネーション 花岡祐太郎 岡谷工業高３年 

ボウリング 少年男子 個人 千野　健次 松本工業高３年 1835点 

４位 ボート 成年男子 舵手付フォア 内田　幸裕 大和電機工業㈱ 3'09"86 

今井　裕介 中大４年 

両角　大介 明大４年 

牛山　英俊 細川商店㈱ 

北澤　勝己 下諏訪町役場　（長野選抜） 

陸上 成年男子 3000m障害 宮入　一海 軽井沢衛生企業 8'49"59 

陸上 少年男子A 400m 宮沢　洋平 長野工業高２年 47"42 

馬術 少年 ダービー 佐藤　　泰 文大長野高１年 1'40"83 

弓道 少年女子 遠的 中沢　萌未 長野日大高３年 

福沢留美子 伊那西高３年 

植村　　睦 長野西高３年 

空手道 成年男子 組手中量級 樋口　大樹 直富商事㈱ 

５位 水泳（競泳） 成年男子 30歳以上50mバタフライ 三浦　　弘 DIVA長野 26"20 

陸上 少年男子B 3000m 永田　慎介 鉢盛中３年 8'31"86 

サッカー 成年女子 長野選抜 

レスリング 成年男子 フリー74㎏級 高橋　龍太 拓殖大４年 

レスリング 少年男子 フリー69㎏級 若菜　政志 上田西高３年 

レスリング 少年男子 グレコ54㎏級 堀込　　平 上田西高２年 

馬術 成年女子 ダービー 篠原　姿緒 長野市役所 2'11"89 

柔道 少年男子 吉田　巻拡 松本第一高３年 

横山　裕司 

百瀬　　学 

黒河　正輝 

川住　　基 

ソフトボール 成年男子 長野選抜 

クレー射撃 成年 スキート 吉原　宣親 ㈱恵三会 267点 

布野　兼一 太進建設 

塚田　政光 大和 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

５位 空手道 成年男子 組手団体 野町　直秀 信州大学大学院２年 

樋口　大樹 直富商事㈱ 

廣瀬　章光 ㈱光ホーム長野 

空手道 成年男子 組手個人 野町　直秀 信州大大学院２年 

空手道 少年女子 組手個人 若林　梨沙 松商学園高３年 

６位 水泳（競泳） 成年女子 200m個人メドレー 丸山　亮子 中京大３年 2'20"81 

陸上 成年女子 400m 竹内　昌子 福島大４年 55"21 

陸上 少年女子A 400mハードル 関　　優希 丸子実業高３年 1'01"77 

陸上 少年男子A 走幅跳 下平　克宣 飯田風越高３年 7m31 

陸上 成年女子 三段跳 三澤　涼子 ヤマトヤT・C 12m46 

７位 ボート 少年男子 舵手付クォドルプル 宮坂　　裕 諏訪清陵高３年 3'12"78 

小松　佑介 諏訪清陵高３年 

高木　慎也 諏訪清陵高２年 

高木　　良 岡谷東高３年 

林　　利洋 岡谷東高３年長野選抜 

陸上 少年男子A 100m 塚原　直貴 東海大三高３年 10"69 

陸上 成年男子 走高跳 奥村　剛志 ㈱アヅマセラミテック 2m15 

フェンシング 成年男子 エペ 山本　政典 伊那北高*職 

大槻　高範 赤穂高*教員 

武田　　操 ㈱大和製作所 

三澤　高志 箕輪町役場 

アーチェリー 成年女子 吉川　　梓 日体大３年 1257点 

８位 水泳（競泳） 成年男子 30歳以上50m自由形 徳永　　啓 第一公害 24"76 

自転車 成年男子 ロード・レース 筧　　五郎 自営 2°55'07"873 

馬術 少年 二段階障害飛越 荒木　紀迪 佐久長聖高１年 29"58 

ライフル射撃 成年男子 50mP60M 城口　保雄 ㈲城口商店 684.5点 

ボウリング 成年男子 個人ミドル 那須野　弘 農林水産省長野情報統計事務所 1760点 

松本統計情報センター 

ボウリング 少年男子 個人 原　　清孝 茅野高２年 1694点 

ボウリング 少年女子 個人 高橋　美沙 蓼科高１年 1531点 

 第58回（平成15年）冬季大会　スケート・アイスホッケー　　開催地：群馬県
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スケート 成年男子 スピード2000mリレー 鈴木　　暢 日本大１年 2'24"80 

羽石　国臣 ㈱三協精機製作所 

笹渕　峰尚 ㈱三協精機製作所 

中嶋　敬春 日体大２年 

スケート 少年男子 スピード1000m 上原　　龍 佐久長聖高２年 1'14"43 

スケート 成年女子 スピード2000mリレー 大菅小百合 ㈱三協精機製作所 2'36"93 

大菅　淳子 ㈱三協精機製作所 

加治木　彩 信州大２年 

外ノ池亜希 アルピコ 

スケート 成年女子 スピード500m 大菅小百合 ㈱三協精機製作所 39"51 

スケート 成年女子 スピード1000m 外ノ池亜希 アルピコ 1'20"52 

スケート 成年女子 ショート1000m 田中　干景 野沢南高*教員 1'54"210 

スケート 成年女子 ショート3000mリレー 田中　干景 野沢南高*教員 4'38"564 

飯塚　容子 中京大２年 

井出絵里佳 東京女子体大２年 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 江村さやか ㈲アクティブ 

スケート 少年女子 スピード2000mリレー 小平　奈緒 伊那西高１年 2'43"92 

岡谷美由紀 東海大三高３年 

名取　奈緒 東海大三高２年 

吉井小百合 東海大三高３年 

スケート 少年女子 スピード1000m 吉井小百合 東海大三高３年 1'22"03 

２位 スケート 少年男子 スピード1500m 中嶋　定利 佐久長聖高２年 1'53"23 

スケート 少年男子 スピード5000m 中嶋　定利 佐久長聖高２年 タイムなし 

スケート 成年女子 スピード500m 加治木　彩 信州大２年 39"67 

スケート 成年女子 スピード1000m 大菅小百合 ㈱三協精機製作所 1'27"93 

スケート 成年女子 スピード1500m 外ノ池亜希 アルピコ 2'06"95 

スケート 少年女子 スピード500m 小平　奈緒 伊那西高１年 40"68 

スケート 少年女子 ショート1000m 酒井　智美 諏訪二葉高３年 1'40"888 

３位 スケート 成年男子 スピード1000m 中嶋　敬春 日体大２年 タイムなし 

スケート 少年男子 スピード10000m 佐藤　克憲 佐久長聖高３年 タイムなし 

スケート 少年女子 スピード1500m 名取　英理 東海大三高３年 タイムなし 

スケート 少年女子 スピード3000m 三浦　あい 東海大三高３年 4'32"84 

４位 スケート 成年男子 スピード5000m 安田　直樹 日体大２年 タイムなし 

スケート 少年男子 スピード1000m 上條　有司 岡谷東高１年 1'18"48 

スケート 少年男子 スピード1500m 斉川　史徳 松本工業高３年 1'56"04 

スケート 少年男子 スピード5000m 佐藤　克憲 佐久長聖高３年 タイムなし 

スケート 少年男子 スピード2000mリレー 上條　有司 岡谷東高１年 2'31"65 

斉川　史徳 松本工業高３年 

小松　洋人 岡谷南高２年 

上原　　龍 佐久長聖高２年 

スケート 成年女子 スピード1500m 妹尾栄里子 アルピコ 2'08"25 

スケート 成年女子 スピード3000m 妹尾栄里子 アルピコ 4'23"46 

スケート 少年女子 スピード500m 吉井小百合 東海大三高３年 40"73 

スケート 少年女子 スピード3000m 名取　英理 東海大三高２年 4'32"99 

スケート 成年男子 ショート500m 小澤　竜一 阪南大４年 46"339 

スケート 少年女子 ショート500m 酒井　智美 諏訪二葉高３年 50"645 

５位 スケート 成年男子 スピード1500m 中嶋　敬春 日体大２年 2'03"71 

スケート 少年女子 スピード1500m 小松　美樹 東海大三高１年 タイムなし 

スケート 成年女子 ショート500m 田中　干景 野沢南高*教員 48"533 
アイスホッケー 少年男子 長野選抜 

６位 スケート 成年男子 スピード500m 鈴木　　暢 日本大１年 37"19 

スケート 成年男子 スピード1500m 牛山　貴広 明治大３年 タイムなし 

スケート 少年男子 スピード500m 上條　有司 岡谷東高１年 36"91 

スケート 少年男子 スピード10000m 吉澤　達矢 岡谷南高１年 タイムなし 

スケート 成年女子 スピード3000m 宮嶋　若菜 アルピコ 4'29"48 

アイスホッケー 成年男子 長野選抜 

７位 スケート 少年男子 スピード500m 上原　　龍 佐久長聖高２年 37"26 

スケート 少年女子 スピード1000m 名取　奈緒 東海大三高２年 タイムなし 
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第58回（平成15年）冬季大会　スキー　　開催地：北海道 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 成年男子B ジャイアントスラローム 竹田　征吾 小賀坂スキークラブ 1'01"48 

スキー 少年男子 コンバインド 中澤章一郎 飯山南高３年 飛躍219.5 

距離28'03"8 

スキー 成年男子A クロスカントリー  クラシカル10㎞  中村　順一 日本大３年 27'33"3 

スキー 少年男子 リレークロスカントリー  4×フリー10㎞  高橋　　肇 飯山南高３年 1°48'07"5 

関原　　駿 飯山南高３年 

成瀬　野生 飯山南高３年 

松村　昌一 下高井農林高３年 

スキー 成年男子A スペシャルジャンプ 山田　大起 北野建設㈱スキークラブ 251.5 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 湯本　史寿 下高井農林高３年 230.5 

２位 スキー 成年男子 ジャイアントスラローム 山崎　雄太 中央大１年 1'00"87 

スキー 成年男子B ジャイアントスラローム 田島あづみ 小賀坂スキークラブ 1'01"68 

スキー 少年男子 クロスカントリー  クラシカル10㎞  関原　　駿 飯山南高３年 28'40"1 

スキー 女子 リレークロスカントリー  4×フリー５㎞  畔上　尚子 飯山北高３年 1°05'20"9 

山本　奈々 飯山北高３年 

大澤三津子 日本大２年 

加藤　望実 大東文化大４年 

スキー 成年男子C コンバインド 山田　誠司 小谷村体育協会 飛躍134.5 

距離16'07"2 

３位 スキー 成年男子A コンバインド 田中　耕介 中央大２年 飛躍240.5 

距離43'30"2 

スキー 成年男子B クロスカントリー  クラシカル10㎞  畔上　大地 NTT東日本長野 28'41"0 

スキー 成年男子 リレークロスカントリー  4×フリー10㎞  石野　康人 近畿大２年 1°48'23"6 

中村　順一 日本大３年 

畔上　大地 NTT東日本長野 

沼田　鉄平 東洋大３年 

スキー 成年男子C スペシャルジャンプ 関　　朋広 志賀高原スキークラブ 168.5 

４位 スキー 少年男子 クロスカントリー  クラシカル10㎞  松村　昌一 下高井農林高３年 28'50"1 

スキー 成年女子A クロスカントリー  クラシカル５㎞  大澤三津子 日本大２年 17'04"0 

スキー 成年男子C ジャイアントスラローム 宮下　　透 菅平高原スキークラブ 1'04"00 

スキー 成年男子C コンバインド 関　　朋広 志賀高原スキークラブ 飛躍154.0 

距離18'06"7 

スキー 成年男子A スペシャルジャンプ 西森　享平 丸善食品工業㈱ 236.5 

５位 スキー 成年女子B クロスカントリー  クラシカル５㎞  畔上　美栄 逸楽荘 18'02"6 

スキー 少年男子 コンバインド 薄井　良隆 飯山南高３年 飛躍203.0 

距離28'54"6 

スキー 成年男子A コンバインド 正木　栄二 菅平高原スキークラブ 飛躍202.0 

距離41'36"8 

６位 スキー 成年女子A ジャイアントスラローム　 福島のり子 白馬村スキークラブ 1'03"18 

スキー 成年男子C クロスカントリー  クラシカル５㎞  山口　辰也 志賀高原スキークラブ 15'41"0 

スキー 成年男子C スペシャルジャンプ 山田　誠司 小谷村体育協会 134.5 

７位 スキー 少年男子 クロスカントリー  クラシカル10㎞  高橋　　肇 飯山南高３年 29'12"6 

スキー 成年女子A クロスカントリー  クラシカル５㎞  加藤　望実 大東文化大４年 17'19"7 

スキー 少年男子 コンバインド 庵地真乃介 飯山南高２年 飛躍188.0 

距離28'08"8 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 富井　亮太 飯山南高３年 198 

８位 スキー 少年男子 クロスカントリー  クラシカル10㎞  成瀬　野生 飯山南高３年 29'17"8 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

８位 スキー 少年女子 クロスカントリー  クラシカル５㎞  畔上　尚子 飯山北高３年 17'00"0 

スキー 成年男子C ジャイアントスラローム 西条己智男 長野市スキークラブ 1'04"83 

スキー 成年男子A コンバインド 青木　雄二 日本大３年 飛躍205.5 

距離43'04"5 

スキー 成年男子A クロスカントリー  クラシカル10㎞  沼田　鉄平 東洋大３年 28'53"8 

 第59回（平成16年）夏季大会・秋季大会　　開催地：埼玉県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 陸上 成年男子 三段跳び 石川　和義 筑波大４年 16m35 

自転車 成年男子 ロードレース 宮澤　崇史 自営業 4°13'52" 

２位 水泳（競泳） 成年女子 100m平泳ぎ 丸山　亮子 中京大４年 1'10"98 

陸上 少年男子A 走り幅跳び 新村　　守 東海大第三高３年 7m57 

レスリング 成年男子 グレコ96㎏級 森角　裕介 長野県レスリング協会 

アーチェリー 成年男子 丸山　貴之 長野県アーチェリー協会 232点 

小池　栄太 長野県警察 

井原　一厳 日体大２年 

３位 ボート 少年男子 シングルスカル 高木　慎也 諏訪清陵高３年 3'34"79 

陸上 少年男子B 3000m 岡本　考平 佐久長聖高１年 8'28"79 

馬術 成年男子 スピード＆ハンディネス 佐藤　英賢 明松寺馬事公苑 1'16"38 

馬術 少年 リレー 佐藤　　泰 文大長野高２年 1'10"04 

有吉　　隆 上田西高１年 

クレー射撃 成年 トラップ 矢澤　秀宗 ㈱矢澤興産 89 

４位 カヌー 成年男子 フラットウォーターレーシング  カナディアンシングル  吉澤　雄一 同志社大４年 2'01"536 

陸上 少年男子A 400m 宮沢　洋平 長野工業高３年 47"51 

陸上 少年男子A 5000m 佐藤　悠基 佐久長聖高３年 14'06"62 

バレーボール 少年男子 6人制 長野選抜 　　 

馬術 成年女子 トップスコアー 荒木　久佳 杏林大３年 1090点 

馬術 成年男子 標準障害飛越 佐藤　英賢 明松寺馬事公苑 1'40"92 

馬術 成年女子 ダービー 荒木　久佳 杏林大３年 1'08"86 

フェンシング 少年女子 フルーレ 那須　美奈 赤穂高３年 

小原ゆかり 赤穂高３年 

唐澤　干夏 赤穂高２年 

５位 ボウリング 成年男子 個人ミドル 西島　　博 西島商事㈱ 1808 

陸上 成年女子 三段跳び 三澤　涼子 ヤマトヤTC 12m70 

バレーボール 少年女子 6人制 長野選抜 

レスリング 成年男子 フリー120㎏級 前島　信彦 拓殖大４年 

レスリング 成年男子 グレコ60㎏級 竹花　良二 アクアプラザ上田 

レスリング 少年男子 フリー84㎏級 小林　敏雄 上田西高３年 

レスリング 少年男子 グレコ74㎏級 水石　　晶 北佐久農業高３年 

空手道 成年男子 組手団体 真島　和也 駒澤大２年 　　 

樋口　大樹 直富商事㈱ 

奥村　雄志 信州大４年 

空手道 成年男子 組手個人軽量級 真島　和也 駒澤大２年 

空手道 成年男子 組手個人中量級 樋口　大樹 直富商事㈱ 

空手道 少年女子 形 三浦　理紗 松本第一高１年 

６位 水泳（競泳） 成年女子 200m個人メドレー 丸山　亮子 中京大４年 2'20"11 

自転車 成年男子 ロードレース 小笠原崇裕 自営業 4°13'54" 

７位 水泳（競泳） 成年男子 30歳以上50m自由形 徳永　　啓 第一公害 24"70 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

７位 バレーボール 成年女子 9人制 セイコーエプソン㈱ 

軟式野球 成年 オール諏訪 

馬術 成年男子 ダービー 伝刀　正樹 飯綱ライディングパーク 1'55"37 

水泳（競泳） 成年女子 100mバタフライ 宮島　弘実 中京大４年 1'02"60 

馬術 少年 ダービー　 佐藤　　泰 文大長野高２年 1'46"77 

馬術 少年 スピード＆ハンディネス 荒木　紀迪 佐久長聖高２年 1'18"69 

弓道 成年男子 遠的 井垣　貴夫 長野県信用組合大町支店 

志村　　仁 山二発條㈱ 

牧内　和宏 中部電力㈱飯田支店 

 第59回（平成16年）冬季大会　スケート・アイスホッケー　　開催地：青森県
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スケート 成年男子 スピード1000m 牛山　貴広 明治大４年 1'14"45 

スケート 少年男子 スピード2000mリレー 上條　有司 岡谷東高２年 2'28"86 

中嶋　定利 佐久長聖高３年 

中村　　航 東海大三高３年 

上原　　龍 佐久長聖高３年 

スケート 少年男子 スピード500m 上條　有司 岡谷東高２年 37"83 

スケート 少年男子 スピード1000m 上條　有司 岡谷東高２年 1'14"39 

スケート 成年女子 スピード2000mリレー 大菅　淳子 三協精機製作所 2'41"90 

加治木　彩 信州大３年 

原　　美樹 山梨学院大３年 

吉井小百合 三協精機製作所 

スケート 成年女子 スピード500m 吉井小百合 三協精機製作所 41"03 

スケート 成年女子 スピード1000m 吉井小百合 三協精機製作所 1'21"53 

スケート 成年女子 スピード1500m 新谷志保美 竹村製作所 2'17"63 

スケート 少年女子 スピード1000m 熊谷　恵美 東海大三高３年 1'25"78 

２位 スケート 成年男子 スピード1000m 中嶋　敬春 日体大３年 1'14"97 

スケート 成年女子 スピード500m 大菅　淳子 三協精機製作所 41"23 

３位 スケート 成年男子 スピード500m 鈴木　　暢 日本大２年 37"60 

スケート 成年男子 スピード5000m 佐藤　克憲 法政大１年 タイムなし 

スケート 成年女子 スピード1500m 加治木　彩 信州大３年 2'35"46 

スケート 成年女子 ショート500m 飯塚　容子 中京大３年 48"179 

スケート 成年女子 ショート1000m 飯塚　容子 中京大３年 1'48"884 

スケート 少年男子 スピード1000m 上原　　籠 佐久長聖高３年 1'21"65 

スケート 少年男子 スピード10000m 荒井　春樹 佐久長聖高２年 タイムなし 

スケート 少年女子 スピード500m 小平　奈緒 伊那西高２年 42"32 

スケート 少年女子 スピード1500m 小松　美樹 東海大三高２年 タイムなし 

スケート 少年女子 ショート500m 酒井　裕唯 岡谷東高１年 48"255 

４位 スケート 成年女子 スピード3000m 新谷志保美 竹村製作所 4'29"42 

スケート 少年女子 スピード3000m 小松　美樹 東海大三高２年 4'38"08 

スケート 少年女子 ショート1000m 酒井　裕唯 岡谷東高１年 1'51"530 

５位 スケート 少年男子 スピード500m 上原　　龍 佐久長聖高３年 38"39 

６位 スケート 成年男子 スピード1500m 牛山　貴広 明治大４年 タイムなし 

スケート 成年女子 スピード3000m 中島　織七 山梨学院大３年 タイムなし 

スケート 成年女子 ショート500m 酒井　智美 筑波大１年 47"948 

スケート 少年男子 スピード1500m 斉川　哲利 更級農業高１年 タイムなし 

スケート 少年男子 スピード5000m 吉澤　達矢 岡谷南高２年 タイムなし 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

６位 スケート 少年女子 スピード3000m 名取　英理 東海大三高３年 タイムなし 

７位 スケート 成年男子 スピード1500m 中嶋　敬春 日体大３年 タイムなし 

スケート 成年女子 スピード1000m 加治木　彩 信州大３年 タイムなし 

スケート 少年男子 スピード1500m 中嶋　定利 佐久長聖高３年 タイムなし 

スケート 少年男子 ショート1000m 西田　竜大 岡谷東高１年 2'07"640 

８位 スケート 少年女子 スピード500m 名取　奈緒 東海大三高３年 50"79 

スケート 少年女子 スピード1000m 名取　奈緒 東海大三高３年 タイムなし 

 第59回（平成16年）冬季大会　スキー　　開催地：山形県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 成年男子C ジャイアントスラローム 宮下　　透 菅平高原スキークラブ 37"00 

スキー 成年男子A クロスカントリー  クラシカル10㎞  山室　　忠 中央大４年 29'48"5 

２位 スキー 成年男子B ジャイアントスラローム 田島あづみ 小賀坂スキークラブ 1'04"92 

スキー 成年男子C ジャイアントスラローム 富井　正一 スノーバスターズ 37"03 

スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 上野　岳光 飯山南高３年 1'02"16 

スキー 成年男子B クロスカントリー  クラシカル10㎞  堀米　光男 志賀高原スキークラブ 30'31"2 

スキー 成年男子 リレークロスカントリー  4×フリー10㎞  成瀬　野生 早稲田大１年 1°46'51"7 

中村　順一 日本大４年 

堀米　光男 志賀高原スキークラブ 

畔上　大地 NTT東日本長野 

３位 スキー 成年男子B スペシャルジャンプ 西森　享平 丸善食品工業 209.5 

スキー 成年男子C コンバインド 関　　朋広 志賀高原スキークラブ 飛躍121.0 

距離17'25"0 

４位 スキー 成年男子C スペシャルジャンプ 関　　朋広 志賀高原スキークラブ 98 

５位 スキー 成年男子B ジャイアントスラローム 竹田　征吾 小賀坂スキークラブ 1'05"69 

スキー 成年男子C コンバインド 山田　誠司 小谷村体育協会 飛躍80.5 

距離15'08"0 

スキー 少年男子 リレークロスカントリー  4×フリー10㎞  野口　誉継 飯山北高３年 1°46'16"9 

山田　　洋 飯山南高２年 

北村　雅之 白馬高３年 

太田　一平 飯山南高２年 

６位 スキー 成年男子A スペシャルジャンプ 国分　哉伸 明治大２年 212.5 

スキー 少年男子 クロスカントリー  クラシカル10㎞  北村　雅之 白馬高３年 30'14"9 

７位 スキー 少年男子 コンバインド 森　　悠輔 中野実業高３年 飛躍166.5 

距離28'43"4 

スキー 成年男子B クロスカントリー  クラシカル10㎞  畔上　大地 NTT東日本長野 32'31'1 

スキー 女子 リレークロスカントリー  4×フリー５㎞  篠原　舞香 中野実業高２年 1°12'56"9 

角田あずさ 飯山南高２年 

大津三津子 日本大３年 

畔上　尚子 早稲田大１年 

８位 スキー 成年男子A ジャイアントスラローム 関塚　真一 日本大４年 1'04"33 

スキー 成年男子C ジャイアントスラローム 松沢　幸靖 白馬村スキークラブ 37"71 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 外山　直也 飯山南高１年 203 
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  第60回（平成17年）夏季大会・秋季大会　　開催地：岡山県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 陸上 少年女子 3000m競歩 上條のどか 田川高１年 15'02"28 

レスリング 少年男子 グレコローマン50㎏級 富岡　達也 上田西高３年 

レスリング 少年男子 グレコローマン55㎏級 重松　　賢 上田西高３年 

レスリング 少年男子 グレコローマン74㎏級 矢口　　護 上田西高３年 

馬術 少年 二段階障害飛越 佐藤　　泰 文大長野高３年 30"49 

馬術 少年 リレー 佐藤　　泰 文大長野高３年 59"35 

有吉　　隆 上田西高３年 

アーチェリー 少年男子 宮下　朋幸 篠ノ井高３年 230点 

山﨑　由晃 上田西高３年 

齋藤　一平 上田西高３年 

２位 レスリング 成年男子 グレコローマン96㎏級 森角　裕介 蓼科高*教員 

馬術 少年 スピードアンドハンディネス 佐藤　　泰 文大長野高３年 1'08"86 

馬術 少年 トップスコア 荒木　紀迪 佐久長聖高３年 1040 

馬術 成年男子 ダービー 佐藤　英賢 明松寺馬事公苑 1'38"41 

３位 陸上 成年男子 1500m 上野裕一郎 中央大２年 3'47"15 

レスリング 成年男子 グレコローマン55㎏級 高橋　利典 アクトス上由 

レスリング 成年男子 グレコローマン84㎏級 岡本　鉄平 拓殖大４年 

馬術 少年 標準障害飛越 荒木　紀迪 佐久長聖高３年 1'11"16 

４位 陸上 成年女子 ハーフマラソン 丸山　美雪 北安曇郡陸協 1°13'37" 

陸上 成年男子 100m 塚原　直貴 東海大２年 10"58 

馬術 成年男子 六段障害飛越 伝刀　正樹 飯綱高原乗馬倶楽部 3 

空手道 個人戦 組手重量級 樋口　大樹 直富商事㈱ 

５位 ボート 少年男子 舵手つきクォドルブル 青木　勇太 諏訪清陵高２年 3'12"47 

小松　昌平 諏訪清陵高２年 

藤原　　昂 諏訪清陵高２年 

赤井　龍男 岡谷東高３年 

酒井　悠佑 諏訪清陵高３年 

陸上 成年男子 ハーフマラソン 太田　貴之 富士通 1°03'26" 

陸上 少年男子 5000m競歩 藤沢　　勇 中野実業高３年 21'54"25 

レスリング 成年男子 フリースタイル120㎏級 丸山　拓也 大東文化大４年 

レスリング 少年男子 フリースタイル66㎏級 三石　淳志 北佐久農業高３年 

馬術 成年女子 ダービー 荒木　久佳 博悠会 1'46"81 

弓道 少年男子 遠的 赤羽　根侑 野沢北高３年 　43点 

大久保雅輝 松商学園高３年 

細田　将弘 赤穂高３年 

６位 陸上 少年男子 ハンマー投 笹野　弘充 丸子実業高３年 57m29 

陸上 少年男子 5000m 松本　昂大 佐久長聖高３年 13'58"86 

馬術 少年 ダービー 有吉　　隆 上田西高３年 1'51"05 

弓道 成年男子 近的 牧内　和宏 中部電力㈱長野支店 6点 

井垣　貴夫 長野県信用組合八幡支店 

志村　　仁 山二発條㈱ 

クレー射撃 成年 スキート 吉原　宣親 恵三会 　　 

７位 ボート 成年男子 舵手つきフォア 内田　幸裕 大和電気工業㈱ 3'25"65 

両角　大介 高島産業㈱ 

北澤　勝己 下諏訪町役場 

伊藤　貴裕 諏訪重機運輸㈱ 

林　　拓実 富山国際大４年 
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７位 水泳（兢泳） 成年男子 30歳以上50m自由形 徳永　　啓 第一公害 24"60 

水泳（兢泳） 少年男子A 400m個人メドレー 伊藤　義輝 岡谷工業高３年 4'33"36 

カヌー 成年男子 フラットウォーターレーシング 吉澤　雄一 同志社大４年 45"046 

カナデイアンシングル200m 

バレーボール 成年女子 9人制 セイコーエプソン㈱ 　　 

ソフトテニス 少年男子 中田　　瑛 上田千曲高３年 　　 

渡邊　達也 上田千曲高３年 

浅野　　優 上田千曲高３年 

徳武　良匡 上田千曲高３年 

安江　一輝 上田高３年 

松山　大樹 阿智高３年 

ライフル射撃 成年男子 50mP60M 林　　　巧 ㈱山ノ内流通センター 683.3点 

８位 ボート 少年男子 シングルスカル 東城　正芳 岡谷南高３年 3'31"02 

陸上 少年女子 砲丸投げ 大矢　結麻 丸子実業高２年 12m89 

陸上 成年女子 やり投げ 山本　晴美 長野市陸協 48m38 

陸上 少年男子 3000m 堂本　尚寛 佐久長聖高１年 8'30"94 

弓道 成年女子 近的 高地美佐子 上田日本無線㈱小牧工場 3点 

山田　昌代 諏訪信用金庫 

長尾真樹子 積和不動産中部㈱ 

第60回（平成17年）冬季大会　スケート・アイスホッケー　　開催地：山梨県・東京都
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スケート 成年男子 スピード1500m 中嶋　敬春 日体大４年 1'55"08 

スケート 成年女子 ショート3000mリレー 田中　千景 岡谷東高校教員 4'37"151 

飯塚　容子 中京大４年 

酒井　智美 筑波大２年 

井出絵里佳 東京女子体育大４年 

スケート 少年男子 スピード500m 上條　有司 岡谷東高３年 37"32 

スケート 少年男子 スピード1000m 上條　有司 岡谷東高３年 1'13"01 

スケート 少年男子 スピード5000m 由井　拓実 佐久長聖高１年 7'46"82 

スケート 少年男子 スピード2000mリレー 立木　和佳 東海大三高３年 2'26"48 

笠原　吉充 東海大三高３年 

金子健太郎 東海大三高２年 

上條　有司 岡谷東高３年 

スケート 少年女子 スピード500m 小平　奈緒 伊那西高３年 41"40 

スケート 少年女子 スピード1000m 小平　奈緒 伊那西高３年 1'20"48 

スケート 少年女子 スピード2000mリレー 武井　陽子 伊那西高３年 2'43"19 

小平　　恵 東海大第三高３年 

小松　美樹 東海大第三高３年 

小平　奈緒 伊那西高３年 

スケート 少年女子 ショート500m 酒井　裕唯 岡谷東高２年 46"178 

２位 スケート 成年男子 ショート1000m 篠原　祐剛 篠原農園 1'32"443 

スケート 成年女子 スピード1000m 加治木　彩 信州大４年 1'18"64 

スケート 成年女子 ショート500m 酒井　智美 筑波大２年 46"743 

スケート 成年女子 ショート1000m 田中　千景 岡谷東高*教員 1'39"596 

スケート 少年男子 スピード500m 立木　和佳 東海大三高３年 37"34 

スケート 少年男子 スピード1000m 立木　和佳 東海大三高３年 1'16"08 

スケート 少年男子 スピード10000m 吉澤　達矢 岡谷南高３年 14'44"66 
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２位 スケート 少年女子 スピード1500m 小松　美樹 東海大第三高３年 2'12"61 

スケート 少年男子 ショート1000m 古屋　憲吾 岡谷南高２年 1'32"802 

３位 スケート 成年男子 スピード5000m 畠山　　薫 日体大４年 6'53"77 

スケート 成年女子 スピード1000m 外ノ池亜希 アルピコ 1'21"49 

スケート 成年女子 スピード3000m 名取　英理 山梨学院大１年 4'21"94 

スケート 少年女子 スピード3000m 小松　美樹 東海大第三高３年 タイムなし 

４位 スケート 成年男子 スピード1500m 安田　直樹 日体大４年 1'58"33 

スケート 成年女子 スピード500m 大菅　淳子 ㈱三協精機製作所 40"74 

スケート 少年男子 ショート500m 古屋　憲吾 岡谷南高２年 44"198 

５位 スケート 成年男子 ショート500m 篠原　祐剛 篠原農園 44"218 

スケート 成年女子 スピード500m 加治木　彩 信州大４年 41"11 

スケート 少年男子 スピード1500m 金子健太郎 東海大第三高２年 タイムなし 

スケート 少年女子 スピード500m 武井　陽子 伊那西高３年 42"13 

スケート 少年女子 スピード1500m 菊池　彩花 佐久長聖高２年 タイムなし 

スケート 少年女子 スピード3000m 菊池　彩花 佐久長聖高２年 タイムなし 

６位 スケート 成年男子 スピード1000m 鈴木　　暢 日大３年 タイムなし 

スケート 成年女子 スピード1500m 外ノ池亜希 アルピコ タイムなし 

スケート 少年女子 スピード1000m 武井　陽子 伊那西高３年 タイムなし 

７位 スケート 成年女子 スピード3000m 中島　織七 山梨学院大４年 タイムなし 

スケート 少年女子 ショート500m 小口　絵理 岡谷東高２年 48"437 

８位 スケート 少年男子 スピード10000m 遠山　大輔 佐久長聖高３年 タイムなし 

スケート 少年男子 スピード5000m 吉澤　達矢 岡谷南高３年 タイムなし 

スケート 少年男子 スピード1500m 荒井　春樹 佐久長聖高３年 タイムなし 

 第60回（平成17年）冬季大会　スキー　　開催地：岩手県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 成年男子B ジャイアントスラローム 竹田　征吾 小賀坂スキークラブ 1'11"15 

スキー 成年男子C ジャイアントスラローム 富井　正一 スノーバスターズ 1'14"00 

スキー 成年男子A クロスカントリー  クラシカル10㎞  山室　　忠 飯山市スキークラブ 27'00"5 

スキー 成年男子C クロスカントリー  クラシカル５㎞  今井　博幸 NTT東日本長野 13'57"0 

スキー 成年男子 リレークロスカントリー  4×フリー10㎞  山室　　忠 飯山市スキークラブ 1°37'49"0 

堀米　光男 志賀高原スキークラブ 

畔上　大地 NTT東日本長野 

今井　博幸 NTT東日本長野 

２位 スキー 成年男子A スペシャルジャンプ 山田　大起 北野建設 226.5 

スキー 成年男子B スペシャルジャンプ 西森　享平 丸善食品工業 227 

スキー 少年男子 コンバインド 渡部　暁斗 白馬高１年 飛躍171.5 

距離27'00"2 

スキー 成年男子B クロスカントリー  クラシカル10㎞  堀米　光男 志賀高原スキークラブ 27'41"0 

スキー 少年女子 クロスカントリー  クラシカル５㎞  篠原　舞香 中野実業高３年 16'23"4 

スキー 女子 リレークロスカントリー  4×フリー５㎞  篠原　舞香 中野実業高３年 58'13"5 

丸山　未紀 飯山南高２年 

篠原　文香 中京大３年 

下平恵理華 飯山南高３年 

３位 スキー 成年女子B ジャイアントスラローム 大久保　優 菅平高原スキークラブ 1'15"25 

スキー 成年男子C スペシャルジャンプ 桜井　峯久 白馬村スキークラブ 151.5 

スキー 成年男子C コンバインド 関　　朋広 志賀高原スキークラブ 飛躍158.0 

距離16'15"9 
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３位 スキー 少年男子 クロスカントリー  クラシカル10㎞  柏原　暢仁 飯山南高１年 28'00"5 

スキー 少年女子 クロスカントリー  クラシカル５㎞  下平恵理華 飯山南高３年 16'32"3 

スキー 少年男子 リレークロスカントリー  4×フリー10㎞  山田　　洋 飯山南高３年 1°42'00"1 

柏原　暢仁 飯山南高１年 

矢嶋　正明 飯山南高３年 

太田　一平 飯山南高２年 

４位 スキー 成年男子B ジャイアントスラローム 山﨑　　純 白馬村スキークラブ 1'13"77 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 池内沙也加 飯山南高２年 1'08"90 

スキー 成年男子A コンバインド 田中　耕介 中央大４年 飛躍179.5 

距離40'01"0 

スキー 成年男子B クロスカントリー  クラシカル10㎞  畔上　大地 NTT東日本長野 29'22"3 

スキー 少年女子 クロスカントリー  クラシカル５㎞  角田あずさ 飯山南高３年 16'34"6 

スキー 成年男子A クロスカントリー  クラシカル10㎞  成瀬　野生 早稲田大２年 27'41"7 

５位 スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 山崎　真喜 飯山南高３年 1'07"91 

スキー 成年男子B スペシャルジャンプ 上野　真吾 NTT東日本 213.5 

スキー 成年男子C スペシャルジャンプ 関　　朋広 志賀高原スキークラブ 138 

スキー 成年女子A クロスカントリー  クラシカル５㎞  篠原　文香 中京大３年 17'29"2 

６位 スキー 成年男子B コンバインド 小泉　　敦 トーエネック松本営業所 飛躍147.5 

距離46'01"3 

スキー 成年男子C コンバインド 桜井　峯久 白馬村スキークラブ 飛躍146.0 

距離16'01"2 

スキー 少年男子 クロスカントリー  クラシカル10㎞  山田　　洋 飯山南高３年 28'17"1 

７位 スキー 成年男子C ジャイアントスラローム 松沢　幸靖 白馬村スキークラブ 1'16"35 

スキー 成年男子A スペシャルジャンプ 梅崎　慶大 白馬村スキークラブ 206.5 

スキー 成年男子A スペシャルジャンプ 国分　哉伸 明治大３年 206.5 

８位 スキー 成年女子A クロスカントリー  クラシカル５㎞  駒村　裕子 専修大３年 17'57"0 

 第61回（平成18年）本大会　　開催地：兵庫県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 バレーボール 少年男子 6人制 

レスリング 成年男子 フリースタイル74㎏級 桜井　浩二 拓殖大４年 

レスリング 成年男子 グレコローマンスタイル  66㎏級  村瀬　洸介 拓殖大４年 

馬術 成年女子 二段階障害飛越 佐藤　　泰 早稲田大１年 26"25 

弓道 少年女子 近的 

ライフル射撃 少年女子 10mS20J競歩 山本　友美 長野女子高３年 197点 

２位 陸上 成年男子 100m 塚原　直貴 東海大３年 10"41 

自転車 少年男子 ロード・レース 柿澤　大貴 岡谷工業高２年 2°50'39" 

アーチェリー 成年男子 

３位 水泳 少年女子 シンクロ 79.583 

弓道 少年女子 遠的 

レスリング 成年男子 フリースタイル55㎏級 富岡　直希 日体大３年 

４位 陸上 少年女子B 3000m競歩 水野　綺子 田川高１年 15'08"46 

陸上 少年女子A 円盤投 中島　沙織 丸子実業高３年 40m84 

陸上 成年女子 やり投 山本　晴美 ㈱電算南長野運動公園事務局 50m82 

陸上 少年男子B 3000m 佐々木寛文 佐久長聖高１年 8'35"92 

バレーボール 成年女子 9人制 

馬術 少年 二段階障害飛越 金本　行誠 伊那北高３年 29"20 

馬術 少年 トップスコア 橋田　誓也 ㈱飯綱ライディングパーク 1330 
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４位 空手道 少年女子 形 三浦　理紗 松本第一高３年 

５位 ボート 少年男子 シングルスカル 北沢　泰彦 岡谷東高３年 3'24"88 

レスリング 少年男子 フリースタイル 60㎏級 佐藤　貴大 上田西高３年 

レスリング 成年男子 グレコローマンスタイル  84㎏級  若菜　政志 日体大３年 

卓球 成年女子 

相撲 成年男子B 個人 田島　大助 伊那養護学校寄宿舎指導員 得点換算なし 

相撲 成年男子A 個人 鈴木　章広 東洋大２年 得点換算なし 

ソフトボール 成年女子 

馬術 成年女子 標準障害飛越 佐藤　　泰 早稲田大１年 25"42 

ライフル射撃 少年女子 BRS40J競歩 砥石　真衣 長野俊英高１年 501.6点 

クレー射撃 成年 スキート（団体） 251 

クレー射撃 成年 スキート（個人） 布野　康介 ㈱布野恵だるま店 88 

６位 陸上 成年男子 3000m障害 宮入　一海 ㈲MIDAS 8'55"11 

陸上 成年男子 10000m競歩 藤沢　　勇 山梨学院大１年 42'40"13 

馬術 成年男子 六段障害飛越 小林　義彦 ㈱エクセレント 飛越回数3 

減点8 

７位 カヌー 女子 スラローム（25ゲート） 矢澤　亜季 飯田西中３年 355.33 

カヌー 女子 スラローム（15ゲート） 矢澤　亜李 飯田西中３年 272.29 

水泳（競泳） 成年男子30歳以上 自由形50m 徳永　　啓 第一公害 24"67 

バレーボール 成年男子 6人制 

ウェイトリフティング 成年男子 69㎏級（スナッチ） 滝澤　祥太 中京大４年 117㎏ 

ウェイトリフティング 成年男子 69㎏級（クリーン＆ジャーク） 滝澤　祥太 中京大４年 148㎏ 

馬術 少年 スピードアンドハンディネス 金本　行誠 伊那北高３年 1'11"95 

８位 水泳（競泳） 成年男子 30歳以上背泳ぎ50m 宮坂　貴之 ㈱ホムズ技研 28"18 

ボート 成年男子 舵手つきフォア 3'6"06 

カヌー 男子 ワイルドウォーター  （スプリント）  内山　岳佳 広田産業㈱ 2'4"17 

自転車 成年男子 スプリント 湯原　正行 社会福祉法人しあわせ 

自転車 少年男子 4kｍ速度競走 柿澤　大貴 岡谷工業高２年 4'48"950 

馬術 成年男子 セントジョージ賞典馬場馬術 北原　　衛 北原装蹄所 56 

馬術 成年男子 自由演技馬場馬術 北原　　衛 北原装蹄所 59.625 

 第61回（平成18年）冬季大会　スケート・アイスホッケー　　開催地：北海道
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スケート 成年女子 スピード1000m 小平　奈緒 信州大１年 1'20"39 

スケート 成年女子 ショート1000m 小沢　　幸 ソーデナガノ 1'39"480 

スケート 成年女子 ショート3000mリレー 飯塚　容子 ㈱イズミテクノ 4'38"138 

小沢　　幸 ソーデナガノ 

酒井　智美 筑波大３年 

山田　伸子 東京女子体育大３年 

スケート 少年男子 スピード1500m 原　　宏彰 佐久長聖高１年 1'54"26 

スケート 少年女子 ショート500m 酒井　裕唯 岡谷東高３年 47"116 

スケート 少年女子 ショート1000m 酒井　裕唯 岡谷東高３年 1'49"773 

２位 スケート 成年男子 スピード500m 上條　有司 日体大１年 36"98 

スケート 成年女子 スピード500m 大菅　淳子 日本電産サンキョー 40"24 

スケート 成年女子 スピード1500m 小平　奈緒 信州大１年 2'16"36 

スケート 成年女子 ショート500m 小沢　　幸 ソーデナガノ 47"165 

スケート 成年女子 ショート1000m 飯塚　容子 ㈱イズミテクノ 1'39"480 

スケート 成年女子 スピード2000mリレー 大菅　淳子 日本電産サンキョー 2'42"03 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

２位 加治木　彩 八幡屋礒五郎 

小平　奈緒 信州大１年 

新谷志保美 竹村製作所 

スケート 少年男子 スピード2000mリレー 関　真太郎 岡谷南高３年 2'30"80 

和田　良祐 岡谷南高２年 

原　　宏彰 佐久長聖高１年 

金子健太郎 東海大三高３年 

スケート 少年女子 スピード500m 清水　玲香 東海大学第三高１年 41"05 

スケート 少年女子 スピード3000m 菊池　彩花 佐久長聖高３年 4'27"96 

３位 スケート 成年男子 スピード1000m 上條　有司 日体大１年 1'14"71 

スケート 成年女子 スピード1000m 加治木　彩 八幡屋礒五郎 1'23"71 

スケート 少年女子 スピード3000m 鎌倉ひとみ 東海大学第三高２年 4'56"06 

４位 スケート 成年男子 スピード1500m 斉川　史徳 信州大３年 タイムなし 

スケート 成年男子 スピード2000mリレー 上條　有司 日体大１年 2'32"00 

中村　　航 日体大２年 

依田幸一郎 専修大４年 

鈴木　　暢 日大４年 

スケート 成年女子 スピード500m 加治木　彩 八幡屋礒五郎 40"49 

スケート 少年男子 スピード500m 関　真太郎 岡谷南高３年 38"19 

スケート 少年男子 ショート1000m 古屋　憲吾 岡谷南高３年 1'33"707 

スケート 少年女子 スピード1000m 太田未奈美 佐久長聖高２年 タイムなし 

スケート 少年女子 スピード1500m 鎌倉ひとみ 東海大学第三高２年 2'13"61 

５位 スケート 少年男子 スピード500m 和田　良祐 岡谷南高２年 38"38 

スケート 少年男子 スピード1000m 関　真太郎 岡谷南高３年 2'06"63 

スケート 少年男子 スピード10000m 由井　拓実 佐久長聖高２年 タイムなし 

スケート 少年女子 スピード1000m 清水　玲香 東海大学第三高１年 タイムなし 

６位 スケート 成年男子 スピード5000m 佐藤　克憲 法政大３年 タイムなし 

スケート 少年男子 スピード1500m 金子健太郎 東海大学第三高３年 タイムなし 

スケート 少年女子 スピード500m 菊池　和佳 佐久長聖高３年 42"36 
アイスホッケー 成年男子 長野選抜 

７位 スケート 成年女子 スピード1500m 新谷志保美 竹村製作所 タイムなし 

スケート 成年女子 スピード3000m 名取　英理 山梨学院大２年 タイムなし 

スケート 少年男子 スピード5000m 佐伯　幸輝 岡谷南高３年 タイムなし 

８位 スケート 少年男子 スピード1000m 金子健太郎 東海大学第三高３年 タイムなし 

スケート 少年男子 ショート500m 古屋　憲吾 岡谷南高３年 46"112 

 第61回（平成18年）冬季大会　スキー　　開催地：群馬県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 成年男子A ジャイアントスラローム 奥田　祐輔 中央大２年 1'08"86 

スキー 成年男子A クロスカントリー  クラシカル10㎞  山室　　忠 飯山市スキークラブ 26'43"1 

スキー 成年男子C クロスカントリー  クラシカル５㎞  今井　博幸 NTT東日本長野 13'56"3 

スキー 成年男子C ジャイアントスラローム 松田富士人 小谷体協 1'08"98 

２位 スキー 少年男子 クロスカントリー  クラシカル10㎞   柏原　暢仁 飯山南高２年 28'02"9 

スキー 女子 リレークロスカントリー  4×フリー５㎞  小田佳奈里 飯山南高２年 1°04'18"7 

丸山　未紀 飯山南高３年 

畔上　尚子 早稲田大３年 

下平恵理華 専修大１年 

スキー 成年男子 リレークロスカントリー  4×フリー10㎞  矢嶋　正明 東洋大１年 2°07'51"0 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

２位 堀米　光男 志賀高原観光開発㈱ 

山室　　忠 飯山市スキークラブ 

服部　正秋 飯山学園 

３位 スキー 成年男子B クロスカントリー  クラシカル10㎞  堀米　光男 志賀高原観光開発㈱ 28'47"0 

スキー 成年男子B ジャイアントスラローム 山崎　　純 白馬村スキークラブ 1'11"43 

スキー 成年男子A スペシャルジャンプ 梅崎　慶大 雪印乳業 219.8 

スキー 成年男子B スペシャルジャンプ 上野　真吾 NTT東日本北海道 218.9 

４位 スキー 少年女子 クロスカントリー  クラシカル５㎞  丸山　未紀 飯山南高３年 16'27"5 

スキー 成年男子C ジャイアントスラローム 富井　正一 スノーバスターズ 1'10"41 

スキー 成年男子A コンバインド 青木　純平 飯山市スキークラブ ジャンプ211.0 

クロス47'15"3 

５位 スキー 成年男子C コンバインド 関　　朋広 志賀高原スキークラブ ジャンプ164.0 

クロス16'59"2 

スキー 少年男子 リレークロスカントリー  4×フリー10㎞  太田　一平 飯山南高３年 1°51'59"2 

松村　和俊 飯山北高１年 

柏原　暢仁 飯山南高２年 

高木　　剛 飯山北高２年 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 平林　秀太 大町高１年 226 

６位 スキー 成年女子A ジャイアントスラローム 湯本　香織 日本大学保健体育審議会 1'10"38 

スキー 少年男子 コンバインド 北村　桝平 白馬高２年 ジャンプ201.0 

クロス30'01"4 

７位 スキー 成年女子B ジャイアントスラローム 佐藤由加里 志賀高原スキークラブ 1'25"52 

スキー 成年男子B スペシャルジャンプ 西森　享平 丸善食品工業 203.8 

８位 スキー 成年女子A クロスカントリー   クラシカル５㎞ 畔上　尚子 早稲田大３年 16'15"3 

スキー 成年男子C スペシャルジャンプ 関　　朋広 志賀高原スキークラブ 158.2 

スキー 少年男子 コンバインド 仲山　義敬 飯山南高１年 ジャンプ217.0 

クロス31'39"4 

  第62回（平成19年）本大会　　開催地：秋田県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 カヌー 成年男子 スラロームレーシング  25ゲート  矢澤　一輝 駿河台大１年 212.72点 

陸上競技 成年男子 100m 塚原　直貴 東海大４年 10"23 

馬術 成年女子 二段階障害飛越 佐藤　　泰 早稲田大２年 23"30 

２位 水泳（競泳） 成年男子30歳以上 50m背泳ぎ 宮坂　貴之 ホムズ技研 27"44 

カヌー 成年男子 スラロームレーシング  15ゲート  矢澤　一輝 駿河台大１年 205.99点 

陸上競技 少年男子B 110mハードル 早川　恭平 長野吉田高１年 14"53 

バレーボール 少年男子 6人制 選抜 

レスリング 成年男子 グレコローマン120㎏級 森角　裕介 北佐久農業高 

馬術 成年男子 トップスコア 佐藤　英賢 明松寺馬事公苑 1480点 

弓道 成年男子 近的 選抜 

アーチェリー 成年男子 個人 宮原　　雅 生協コープながの 661点 

３位 カヌー 成年男子 ワイルドウォーターレーシング  1500  内山　岳佳 広田産業㈱ 4'40"01 

陸上競技 少年女子A 三段跳び 田澤　　愛 松本深志高３年 12m40 

レスリング 成年男子 グレコローマン60㎏級 平井　進悟 綜合警備保障 

レスリング 少年男子 フリースタイル60㎏級 山木　尚行 上田西高３年 

馬術 成年男子 スピード＆ハーディネス 佐藤　英賢 明松寺馬事公苑 1'00"58 

弓道 少年男子 近的 選抜 

ライフル射撃 少年女子 10mエア・ライフル立射（20発） 砥石　真衣 長野俊英高２年 194点 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

４位 陸上競技 少年男子共通 5000m競歩 今滝　耕作 大町高３年 21'07"23 

陸上競技 少年男子A 棒高跳 西澤　直希 長野工業高３年 4m80 

陸上競技 少年男子A 800m 伊藤　秀充 大町高２年 1'53"46 

陸上競技 少年女子B 3000m競歩 鳥羽　詩織 長野東高１年 14'47"55 

テニス 少年男子 伊藤　　翼 松商学園高３年 

伊藤　　駿 松商学園高３年 

５位 陸上競技 成年男子 10000m競歩 藤澤　　勇 山梨学院大２年 41'53"78 

陸上競技 少年男子A 5000m 村澤　明伸 佐久長聖高２年 14'16"76 

陸上競技 少年女子共通 走高跳 今村久美子 佐久長聖高２年 1m69 

レスリング 少年男子 グレコローマン96㎏級 土田　崇英 北佐久農業高３年 　　 

レスリング 少年男子 フリースタイル66㎏級 松浦　三笠 上田西高３年 　　　 

ライフル射撃 成年男子 50mライフル膝射（20発） 林　　　巧 山ノ内流通センター 186点 

山岳 少年男子 クライミング 笠原　大輔 　　　 53.409点 

尾形　昌弥 

６位 水泳（シンクロ） 少年女子 デュエット 片岡　　彩 　　 77.667点 

箱山　愛香 

馬術 成年男子 自由演技馬場馬術 北原　　衛 北原装蹄所 61.5 

クレー射撃 成年男子 スキート　 選抜 245点 

７位 陸上競技 成年男子 走幅跳 新村　　守 東海大３年 7m38 

バレーボール 成年女子 9人制 セイコーエプソン㈱ 　　 

軟式野球 一般B 　　 選抜 　　 

馬術 成年女子 馬場馬術 清水　　愛 日本デジタル研究所 57.6 

馬術 少年 馬場馬術 等々力美帆 穂高商業高１年 57.6 

８位 水泳（競泳） 少年男子A 平泳ぎ200m 望月　僚平 佐久長聖高３年 2'19"65 

陸上競技 成年男子 3000m障害 宮入　一海 ㈲MIDAS 8'50"25 

陸上競技 成年女子 走幅跳 三澤　涼子 スポーツプラザヤマトヤ 5m72 

体操 少年女子 新体操 選抜 24.4062点 

自転車 成年男子 スプリント　 湯原　正行 社会福祉法人しあわせ 　　 

馬術 少年 スピード＆ハーデイネス 西澤　美咲 長野清泉高２年 59"86 

アーチェリー 成年男子 　　 選抜 201点 

ゴルフ 成年男子 選抜 453 

第62回（平成19年）冬季大会　スケート・アイスホッケー　　開催地：群馬県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スケート 成年女子 スピード500m 加治木　彩 八幡屋礒五郎 40"31 

スケート 少年女子 スピード1000m 清水　玲香 東海大三高２年 1'21"50 

スケート 成年女子 ショート500m 酒井　裕唯 早稲田大１年 46"035 

スケート 成年女子 ショート3000mリレー 小口　絵理 日本女子体育大１年 4'28"114 

小沢　　幸 ソーデナガノ 

飯塚　容子 ㈱イズミテクノ 

酒井　裕唯 早稲田大１年 

２位 スケート 少年女子 ショート1000m 菊池　悠希 小諸商業高１年 1'43"156 

スケート 成年女子 ショート1000m 小口　絵理 日本体育大１年 1'40"841 

スケート 成年女子 スピード2000mリレー 加治木　彩 八幡屋礒五郎 2'41"49 

小松　美樹 日本大２年 

名取　英理 山梨学院大３年 

武井　陽子 日体大２年 

スケート 成年女子 ショート500m 飯塚　容子 ㈱イズミテクノ 46"108 
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３位 スケート 少年男子 スピード10000m 由井　拓実 佐久長聖高３年 14'35"82 

スケート 少年女子 スピード500m 清水　玲香 東海大三高２年 41"55 

スケート 少年男子 スピード1500m 武井　博史 上伊那農業高２年 2'00"17 

スケート 少年男子 ショート1000m 小松　翔太 岡谷南高３年 1'46"365 

スケート 少年男子 スピード2000mリレー 武井　博史 上伊那農業高２年 2'33"87 

由井　拓実 佐久長聖高３年 

小林　拓斗 岡谷南高１年 

和田　良祐 岡谷南高３年 

スケート 少年女子 スピード2000mリレー 清水　玲香 東海大三高２年 2'47"10 

太田未奈美 佐久長聖高３年 

牛山　千種 東海大三高１年 

清水　優香 東海大三高１年 

４位 スケート 少年女子 スピード500m 牛山　千種 東海大三高１年 42"00 

スケート 少年女子 スピード1500m 太田未奈美 佐久長聖高３年 タイムなし 

スケート 少年男子 スピード5000m 由井　拓実 佐久長聖高３年 タイムなし 

スケート 少年女子 スピード1000m 太田未奈美 佐久長聖高３年 タイムなし 

スケート 成年女子 スピード1000m 加治木　彩 八幡屋礒五郎 タイムなし 

５位 スケート 少年男子 スピード500m 小林　拓斗 岡谷南高１年 38"21 

スケート 少年男子 スピード10000m 小林　成光 上伊那農業高２年 タイムなし 

スケート 少年男子 スピード1500m 原　　宏彰 佐久長聖高２年 タイムなし 

スケート 少年女子 スピード3000m 小島　早織 佐久長聖高１年 4'29"35 

スケート 成年女子 スピード1000m 武井　陽子 日体大２年 タイムなし 

スケート 成年男子 ショート5000mリレー 伴野　清貴 南佐久スケート協会 7'23"794 

吉沢　一哉 とらふぐ亭 

古屋　憲吾 早稲田大１年 

小沢　竜一 岡谷東高*教員 

６位 スケート 成年女子 スピード500m 熊谷　恵美 松本スケート協会 41"00 

スケート 成年男子 スピード1500m 安田　直樹 日体大４年 タイムなし 

スケート 成年女子 ショート1000m 小沢　　幸 ソーデナガノ 1'48"095 

スケート 成年女子 スピード3000m 小松　美樹 日体大２年 4'24"01 

スケート 少年女子 ショート500m 菊池　悠希 小諸商業高１年 48"951 

７位 スケート 少年女子 スピード1500m 鎌倉ひとみ 東海大三高３年 タイムなし 

スケート 成年女子 スピード1500m 武井　陽子 日体大２年 タイムなし 

スケート 少年女子 スピード3000m 坂本亜由美 佐久長聖高１年 タイムなし 

スケート 成年女子 スピード3000m 名取　英理 山梨学院大３年 タイムなし 

８位 スケート 少年男子 スピード500m 和田　良祐 岡谷南高３年 53"37 

スケート 少年男子 スピード1000m 武井　博史 上伊那農業高２年 タイムなし 

スケート 少年男子 スピード5000m 清水　勇介 岡谷南高３年 タイムなし 

 第62回（平成19年）冬季大会　スキー　　開催地：秋田県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 成年男子A クロスカントリー  クラシカル10㎞  山室　　忠 飯山市スキークラブ 24.34"0 

スキー 成年男子C ジャイアントスラローム 松田富士人 小谷村体育協会 1'09"39 

スキー 成年男子 リレークロスカントリー 4×フリー10㎞  北村　雅之 中央大３年 1°32'06"9 

山室　　忠 飯山市スキークラブ 

斉藤　　亮 飯山市スキークラブ 

成瀬　野生 早稲田大４年 

２位 スキー 成年男子A クロスカントリー  クラシカル10㎞  斉藤　　亮 飯山市スキークラブ 24'39"3 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

２位 スキー 女子リレー クロスカントリー  4×フリー５㎞  平瀬　友里 飯山南高２年 56'40"8 

柏原　理子 飯山南高１年 

山本　奈々 同志社大４年 

下平恵理華 専修大２年 

スキー 成年男子A スペシャルジャンプ 竹内　　択 北野建設スキー部 258 

３位 スキー 少年男子 クロスカントリー  クラシカル10㎞  柏原　暢仁 飯山南高２年 25'01"9 

スキー 成年男子C コンバインド 久保田真一郎 木島平中*教員 jump137.0 

CC13'06"9 

スキー 成年男子B スペシャルジャンプ 西森　享平 丸善食品スキー部 236 

４位 スキー 成年男子B スペシャルジャンプ 上野　真吾 NTT東日本北海道 234.2 

５位 スキー 成年男子B ジャイアントスラローム 田島あづみ 小賀坂スキークラブ 1'06"36 

スキー 成年男子B クロスカントリー  クラシカル10㎞  畔上　大地 野沢温泉スキークラブ 25'52"6 

スキー 少年男子 クロスカントリー  クラシカル10㎞  レンティング　陽 飯山北高１年 25'06"1 

スキー 少年女子 クロスカントリー  クラシカル５㎞  平田　奈央 飯山北高１年 14'36"4 

スキー 成年女子A クロスカントリー   クラシカル５㎞  山本　奈々 同志社大４年 14'12"3 

スキー 少年男子 コンバインド 小山　　祐 飯山南高３年 jump199.0 

CC25'10"8 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 平林　秀太 大町高２年 237.3 

６位 スキー 成年男子B クロスカントリー  クラシカル10㎞  服部　正秋 飯山市スキークラブ 25'58"0 

スキー 成年女子A ジャイアントスラローム 湯本　香織 日大４年 1'09"90 

スキー 成年男子C コンバインド 関　　朋広 志賀高原スキークラブ jump145.5 

CC15'17"7 

スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 塩田　大喬 飯山南高３年 1'05"55 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 作山　憲斗 中野実業高１年 237.2 

７位 スキー 成年男子B ジャイアントスラローム 大瀧　徹也 野沢温泉スキークラブ 1'07"24 

スキー 成年女子A クロスカントリー  クラシカル５㎞  畔上　尚子 早稲田大４年 14'14"4 

スキー 成年男子C スペシャルジャンプ 関　　朋広 志賀高原スキークラブ 149.2 

スキー 少年男子リレー クロスカントリー  4×フリー10㎞  レンティング　陽 飯山北高１年 1°36'56"5 

宮崎　達也 飯山南高２年 

町田　結希 飯山北高３年 

柏原　暢仁 飯山南高２年 

８位 スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 清水　香帆 飯山南高２年 1'15"03 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 片桐　慧太 下高井農林高１年 222.1 

 第63回（平成20年）本大会　　開催地：大分県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 自転車 少年男子 （トラック）スプリント 等々力久就 岡谷工業高校３年 

馬術 成年女子 二段階障害飛越 佐藤　　泰 早稲田大学３年 減点0、23秒46 

馬術 成年女子 ダービー 小野　苑果 クレアールアカデミー長野校 減点0、1分42秒62 

馬術 成年男子 トップスコア 佐藤　英賢 明松寺馬事公苑 1250点 

馬術 成年女子 標準障害飛越 佐藤　　泰 早稲田大学３年 減点0、1分02秒06 

馬術 成年男子 ダービー 金子　哲之 上田乗馬倶楽部 減点4、1分42秒79 

２位 陸上 少年男子A 10000ｍ 村澤　明伸 佐久長聖高校３年 29分03秒01 

レスリング 成年男子 フリースタイル55㎏級 富岡　直希 日本体育大学研究員 

３位 水泳 少年女子 （シンクロ）デュエット 横山　愛実 松商学園高校３年 82.333 

箱山　愛香 長野日大高校２年 

カヌー 成年男子 スラロームカヤックシングル（25ゲート） 矢澤　一輝 駿河台大学２年 208.19点 

陸上 少年男子共通 棒高跳 松澤ジアン成治 高遠高校２年 4m90 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

３位 陸上 少年男子Ｂ 走幅跳 嶺村　鴻汰 大町高校１年 ６ｍ98 

陸上 成年男子 10000ｍＷ 藤澤　　勇 山梨学院大学３年 40分48秒00 

バレーボール 成年女子 9人制 セイコーエプソン 

レスリング 少年男子 グレコローマン60㎏級 穂谷　億人 上田西高校３年 

レスリング 少年男子 グレコローマン84㎏級 宮沢　　忍 上田西高校３年 

自転車 成年男子 （トラック）ケイリン 柿澤　大貴 自営 

馬術 成年男子 標準障害飛越 小林　義彦 ㈱飯綱高原乗馬倶楽部 減点4、1分00秒83 

弓道 少年男子 遠的 安藤　直貴 須坂東高校３年 

斉藤　秀和 岩村田高校３年 

宮島　　凌 上田東高校３年 

山岳 少年男子 リード 尾形　昌弥 大町高校３年 

中嶋　　渉 松本深志高校２年 

ボウリング 少年女子 個人 浅田　梨奈 松本蟻ヶ崎高校３年 1842点 

４位 陸上 少年男子A 三段跳 太田　　朗 松代高校３年 15ｍ00 

馬術 成年男子 自由演技馬場馬術 北原　　衛 北原装蹄所 62.85 

弓道 少年男子 近的 安藤　直貴 須坂東高校３年 

斉藤　秀和 岩村田高校３年 

宮島　　凌 上田東高校３年 

山岳 少年男子 ボルダリング 尾形　昌弥 大町高校３年 

中嶋　　渉 松本深志高校２年 

５位 陸上 成年男子 3000ｍSC 宮入　一海 ㈲MIDAS 8分48秒56 

陸上 成年男子 走幅跳 新村　　守 東海大学４年 7m60 

陸上 少年女子共通 走高跳 今村久美子 佐久長聖高校３年 1ｍ69 

バレーボール 少年女子 6人制 選抜 

レスリング 少年男子 フリースタイル74㎏級 高橋　良太 上田西高校３年 

レスリング 成年男子 グレコローマン60㎏級 平井　進悟 綜合警備保障 

レスリング 成年男子 グレコローマン120㎏級 森角　裕介 北佐久農業高校教員 

馬術 少年 二段階障害飛越 増田真七海 上田市立第五中学校３年 減点4、27秒45 

アーチェリー 少年女子 団体 久保　和美 篠ノ井高校２年 176 

宮尾明日香 上田西高校３年 

林　　美月 上田高校１年 

空手道 成年男子 組手 真島　和也 トウケル 

空手道 成年女子 組手 小池　詩織 日本大学２年 

空手道 成年男子 形 北原　逸城 国士舘大学２年 

６位 陸上 少年女子A 5000ｍ 小田切亜希 長野東高校３年 16分04秒28 

７位 カヌー 成年男子 スラローム   カヤックシングル　15ゲート  矢澤　一輝 駿河台大学２年 90.13点 

陸上 少年男子共通 800ｍ 伊藤　秀充 大町高校３年 1分52秒94 

ウェイトリフティング 成年男子 69㎏級クリーン&ジャーク 滝澤　祥太 愛知県警察 142㎏ 

アーチェリー 少年女子 林　　美月 上田高校１年 600点 

クレー射撃 成年男子 トラップ団体 山本　清文 大国屋 251 

矢澤　秀宗 ㈱矢澤興産 

遠山　哲治 飯田温室サービス 

クレー射撃 成年男子 スキート個人 布野　兼一 ㈱布野だるま店 90 

８位 陸上 少年女子共通 円盤投 添野　沙蘭 文大付属長野高校３年 41m26 

カヌー 少年男子 フラットウォーター   カヤックシングル　500m  梅香　正徳 犀峡高校２年 2分２秒093 

カヌー 少年男子 フラットウォーター   カヤックシングル　200m  梅香　正徳 犀峡高校２年 43秒224 

自転車 少年男子 （トラック）ケイリン 長幅　亮太 松本工業高校２年 
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 第63回（平成20年）冬季大会　スケート・アイスホッケー　　開催地：長野県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スケート 少年男子 スピード1500m 山中　大地 長野工業高等専門学校２年 1'51"43 

スケート 成年女子 スピード1000m 加治木　彩 八幡屋礒五郎 1'19"60 

スケート 少年男子 スピード1000m 原　　宏彰 佐久長聖高校３年 1'13"78 

スケート 成年女子 スピード3000m 名取　英理 山梨学院大学４年 4'05"54 

スケート 少年女子 スピード2000mリレー 牛山　千種 東海大三高校２年 2'41"91 

清水　仁美 岡谷南高校１年 

清水　優香 東海大三高校２年 

清水　玲香 東海大三高校３年 

スケート 成年女子 スピード2000mリレー 武井　陽子 日本体育大学３年 2'40"63 

小松　美樹 日本体育大学３年 

熊谷　恵美 セントラルフィットネスクラブ松本店 

加治木　彩 八幡屋礒五郎 

スケート 成年女子 ショート3000mリレー 小沢　　幸 ソーデナガノ 4'37"910 

酒井　智美 筑波大学４年 

小口　絵理 日本体育大学２年 

飯塚　容子 ㈱イズミテクノ 

スケート 少年男子 スピード2000mリレー 小林　拓斗 岡谷南高校２年 2'26"47 

武井　博史 上伊那農業高校３年 

中村　健斗 東海大三高校１年 

原　　宏彰 佐久長聖高校３年 

２位 スケート 少年男子 スピード10000m 小林　成光 上伊那農業高校３年 13'18"97 

スケート 少年女子 スピード1500m 小島　早織 佐久長聖高校２年 2'09"64 

スケート 少年男子 スピード5000m 小林　成光 上伊那農業高校３年 6'34"74 

スケート 成年女子 ショート500m 小沢　　幸 ソーデナガノ 46"328 

スケート 成年男子 ショート500m 古屋　憲吾 早稲田大学２年 43"916 

スケート 成年男子 ショート5000mリレー 吉沢　純平 とらふぐ亭 7'11"423 

伴野　清貴 伴野鉄工 

古屋　憲吾 早稲田大学２年 

小松　翔太 神奈川大学１年 

スケート 成年男子 スピード2000mリレー 小松　洋人 日本体育大学４年 2'24"87 

関　真太郎 日本大学１年 

安田　直樹 エクスサンエス 

上條　有司 日本体育大学３年 

３位 スケート 少年女子 スピード500m 清水　仁美 岡谷南高校１年 42"26 

スケート 成年女子 スピード500m 加治木　彩 八幡屋礒五郎 40"62 

スケート 少年男子 スピード500m 小林　拓斗 岡谷南高校２年 37"18 

スケート 成年女子 ショート1000m 小沢　　幸 ソーデナガノ 1'36"422 

スケート 成年男子 スピード1000m 上條　有司 日本体育大学３年 1'19"03 

スケート 少年女子 スピード3000ｍ 小島　早織 佐久長聖高校２年 4'15"64 

４位 スケート 成年女子 スピード500m 武井　陽子 日本体育大学３年 40"88 

スケート 少年男子 スピード500m 原　　宏彰 佐久長聖高校３年 38"38 

スケート 成年男子 スピード1500m 安田　直樹 エクスサンエス タイムなし 

スケート 成年女子 スピード1500m 名取　英理 山梨学院大学４年 タイムなし 

スケート 少年女子 スピード1000m 清水　玲香 東海大三高校３年 タイムなし 

スケート 少年女子 スピード3000m 牛山　千種 東海大三高校２年 4'23"76 

スケート 少年男子 スピード5000m 山中　大地 長野工業高等専門学校２年 6'59"72 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

５位 スケート 少年女子 スピード500m 清水　玲香 東海大三高校３年 51"61 

スケート 少年女子 スピード1000m 清水　仁美 岡谷南高校１年 タイムなし 

スケート 成年女子 スピード3000m 小松　美樹 日本体育大学３年 4'16"28 

スケート 成年男子 スピード5000m 安田　直樹 エクスサンエス タイムなし 

スケート 成年女子 ショート500m 酒井　智美 筑波大学４年 47"402 

スケート 成年男子 ショート500m 吉沢　純平 とらふぐ亭 44"005 

アイスホッケー 少年男子 

６位 スケート 成年男子 スピード500m 上條　有司 日本体育大学３年 37"31 

スケート 少年女子 スピード1500m 牛山　千種 東海大三高校２年 タイムなし 

スケート 成年女子 ショート1000m 酒井　智美 筑波大学４年 1'44"302 

スケート 成年女子 スピード1000m 熊谷　恵美 セントラルフィットネスクラブ松本店 タイムなし 

スケート 少年女子 ショート500m 菊池　悠希 小諸商業高校２年 49"580 

７位 スケート 少年男子 スピード10000m 小林　　忍 小海高校２年 タイムなし 

スケート 成年男子 スピード5000m 由井　拓実 早稲田大学１年 タイムなし 

８位 スケート 成年男子 スピード500m 小松　洋人 日本体育大学４年 49"40 

スケート 少年男子 スピード1500m 武井　博史 上伊那農業高校３年 タイムなし 

スケート 成年女子 スピード1500m 小松　美樹 日本体育大学３年 タイムなし 

スケート 少年男子 スピード1000m 武井　博史 上伊那農業高校３年 タイムなし 

アイスホッケー 成年男子 

 第63回（平成20年）冬季大会　スキー　　開催地：長野県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 成年男子Ｂ クロスカントリー   クラシカル10㎞  斉藤　　亮 飯山市スキークラブ 28'07"5 

スキー 成年男子Ｂ ジャイアントスラローム 大瀧　徹也 野沢温泉スキークラブ 1'00"80 

スキー 成年男子Ｂ スペシャルジャンプ 西森　享平 丸善食品スキー部 217 

スキー 成年男子Ｂ コンバインド 森　　　敏 野沢温泉スキークラブ jump 188.5 

CC 14'44"3 

２位 スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 作山　憲斗 中野実業高校２年 205 

スキー 成年男子Ａ スペシャルジャンプ 山田　大起 北野建設㈱ 213.5 

スキー 成年男子Ｃ ジャイアントスラローム 富井　剛志 野沢温泉スキークラブ 1'07"07 

スキー 女子 クロスカントリー  ４×フリー５㎞  １°04'00"8 

平瀬　友里 飯山南高校３年 16'31"0 

平田　奈央 飯山北高校２年 15'41"9 

篠原　舞香 中京大学３年 15'59"0 

下平恵理華 専修大学３年 15'48"7 

スキー 成年男子Ａ コンバインド 渡部　暁斗 早稲田大学１年 jump 189.5 

CC 41'20"3 

スキー 少年男子 コンバインド 渡部　善斗 白馬高校１年 jump 216.5 

CC 28'12"1 

３位 スキー 成年女子A クロスカントリー   クラシカル５㎞  下平恵理華 専修大学３年 16'49"3 

スキー 成年男子Ｂ ジャイアントスラローム 竹田　征吾 ㈱小賀坂スキー製作所 1'01"32 

スキー 成年女子B ジャイアントスラローム 佐藤由加里 志賀高原スキークラブ 1'07"59 

スキー 成年男子Ａ コンバインド 宮本　康希 早稲田大学３年 jump 210.5 

CC 43'06"8 

スキー 少年男子 クロスカントリー   ４×フリー10㎞  1°48'01"2 

太田　光平 白馬高校２年 26'44"4 

栗山　雄大 白馬高校２年 27'22"4 

太田　圭祐 白馬高校２年 26'47"3 
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３位 角田　　稜 白馬高校２年 27'07"0 

４位 スキー 少年女子 クロスカントリー   クラシカル５㎞  平田　奈央 飯山北高校２年 16'56"8 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 平林　秀太 大町高校３年 191 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 山本真矢香 白馬高校３年 1'06"04 

スキー 成年男子 クロスカントリー  ４×フリー10㎞  146'17"2 

山田　琢也 JF-Design 26'40"9 

山室　　忠 飯山市スキークラブ 27'06"7 

斉藤　　亮 飯山市スキークラブ 25'18"0 

野口　誉継 信州大学４年 27'11"5 

スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 清水　　大 飯山南高校３年 59"60 

５位 スキー 成年男子Ｃ ジャイアントスラローム 松田富士人 小谷村体育協会 1'08"08 

６位 スキー 少年男子 クロスカントリー   クラシカル10㎞  太田　圭祐 白馬高校２年 29'22"5 

スキー 成年女子A クロスカントリー   クラシカル５㎞  篠原　舞香 中京大学３年 16'58"3 

スキー 成年女子Ｂ クロスカントリー   クラシカル５㎞  野口　麿莉 飯山第三中学校教員 18'21"5 

スキー 成年男子Ａ ジャイアントスラローム 小林晋之介 菅平高原スキークラブ 1'03"65 

スキー 成年男子Ｂ クロスカントリー   クラシカル10㎞  山田　琢也 JF-Design 29'36"1 

スキー 成年男子Ｂ コンバインド 金井　伸悟 ㈲東郷堂 jump 137.0 

CC 16'26"6 

スキー 少年男子 コンバインド 片桐　慧太 下高井農林高校２年 jump 174.5 

CC 27'45"0 

７位 スキー 少年男子 クロスカントリー   クラシカル10㎞  角田　　稜 白馬高校２年 29'23"5 

スキー 成年男子Ｂ クロスカントリー   クラシカル10㎞  畔上　大地 NTT東日本長野 29'37"8 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 渡部　善斗 白馬高校１年 179.5 

スキー 成年男子Ｂ スペシャルジャンプ 森　　　敏 野沢温泉スキークラブ 166 

スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 清水　　将 飯山高校１年 1'00"58 

スキー 成年男子Ｂ コンバインド 小泉　　敦 ㈱トーエネック jump 97.5 

CC 15'38"6 

８位 スキー 成年男子Ａ クロスカントリー   クラシカル10㎞  山室　　忠 飯山市スキークラブ 28'49"6 

スキー 成年男子Ａ スペシャルジャンプ 宮本　康希 早稲田大学３年 188.5 

  第64回（平成21年）本大会　　開催地：新潟県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 カヌー 成年男子 カヌースラローム･カヤックシングル15ゲート 矢澤　一輝 駿河台大学３年 99.07点 

カヌー 成年男子 カヌースラローム･カヤックシングル25ゲート 矢澤　一輝 駿河台大学３年 104.23点 

陸上競技 少年男子共通 棒高跳 松澤ジアン成治 高遠高校３年 5m00 

馬術 成年女子 二段階障害飛越 佐藤　　泰 早稲田大学４年 減点0(20秒53) 

馬術 成年女子 標準障害飛越 佐藤　　泰 早稲田大学４年 減点0(1分00秒00) 

馬術 成年男子 標準障害飛越 小林　義彦 飯綱ライディングパーク 減点0(1分８秒52) 

山岳 少年男子 ボルダリング 中嶋　　渉 松本深志高校３年 　　　 

中嶋　　徹 松本深志高校１年 

２位 陸上競技 成年男子 10000m競歩 藤澤　　勇 山梨学院大学４年 40分40秒00 

陸上競技 少年男子共通 5000m競歩 宮澤　英之 佐久長聖高校３年 21分9秒88 

陸上競技 少年男子Ｂ 3000m 両角　　駿 佐久長聖高校１年 8分20秒90 

馬術 少年 スピードアンドハンディネス 増田真七海 上田高校１年 1分７秒42 

弓道 成年男子 遠的 亀岡　英司 帝産ロッヂ 　　　 

志村　　仁 山二発條㈱ 

市川　隆光 野村ユニソン㈱ 

３位 陸上競技 男子共通 400mリレー 塚原　直貴 富士通㈱ 40秒52 
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３位 小西　志朗 早稲田大学３年 

深沢　宏之 松代高校２年 

内堀　直也 岩村田高校１年 

水泳 少年女子 （シンクロ）デュエット 箱山　愛香 長野日大高校３年 79.25点 

テクニカル 39.000 

楜澤みなみ 長野清泉女学院高校２年 フリー 40.250 

カヌー 少年男子 カヌースプリント・カヤックシングル（200m） 梅香　正徳 犀峡高校３年 41秒557 

陸上競技 少年男子共通 800m 川元　　奨 北佐久農業高校２年 1分51秒31 

バレーボール 成年女子 9人制 　　 セイコーエプソン㈱塩尻事業所 　　 

レスリング 成年男子 フリースタイル55㎏級 富岡　直希 日本体育大学研究員 　　 

馬術 成年男子 ダービー 金本　行誠 早稲田大学３年 減点8(1分42秒49) 

馬術 少年 二段階障害飛越 増田真七海 上田高校１年 減点0(27秒24) 

山岳 少年男子 リード 中嶋　　渉 松本深志高校３年 　　　 

中嶋　　徹 松本深志高校１年 

４位 陸上競技 少年女子共通 走幅跳 宮坂　　楓 東海大三高校２年 5m69 

相撲 成年男子 団体 鈴木　章広 東洋大学 　　　 

中田　明斗 木曽養護学校寄宿舎指導員 

横山　雄大 横山工業 

馬術 成年男子 トップスコア 小林　義彦 飯綱ライディングパーク 990点 

馬術 少年 ダービー 土岐知恵美 白馬高校２年 減点4(1分44秒93) 

クレー射撃 成年男子 スキート個人 塚田　政光 大和通商 92点 

ボウリング 少年男子 個人 矢花　秀征 長野高校１年 9ゲーム1990点 

５位 サッカー 成年男子 　　　　 　　 長野選抜 

レスリング 成年男子 グレコローマンスタイル96㎏級 土田　崇英 拓殖大学２年 

レスリング 少年男子 フリースタイル55㎏級 松沢　力也 北佐久農業高校２年 

相撲 少年男子 個人 大道　久司 木曽青峰高校２年 

馬術 少年 自由演技馬場馬術 等々力美帆 穂高商業高校３年 60.150（得点率） 

ソフトボール 成年女子 　　　 　　 大和電機工業㈱ 　　　 

バドミントン 少年男子 奥原　大生 大町高校３年 　　　 

藤巻　嵩寛 大町北高校３年 

弓道 成年男子 近的 亀岡　英司 帝産ロッヂ 　　　 

志村　　仁 山二発條㈱ 

市川　隆光 野村ユニソン㈱ 

弓道 成年女子 遠的 中村　美穂 ㈱ジェルモ 　　　 

栗林　　薫 日本イーライリリー㈱ 

高山　寿恵 家事手伝い 

クレー射撃 成年 スキート団体 吉原　宣親 訪問介護サービスからだ堂 　　　 

塚田　政光 大和通商 

布野　康介 ㈱布野恵だるま店 

６位 陸上競技 成年女子 走幅跳 三澤　涼子 スポーツプラザヤマトヤ 5m97 

陸上競技 少年男子Ａ 10000m 大迫　　傑 佐久長聖高校３年 28分57秒00 

陸上競技 少年男子Ａ 三段跳 深沢　宏之 松代高校２年 14m80 

テニス 少年女子 　　　 渡邉　　彩 松商学園高校３年 　　　 

牧野　菜摘 宮田中学校３年 

体操 少年女子 新体操 笠原　基衣 伊那西高校３年 総合得点 41.9812 

百瀬　　礼 伊那西高校３年 個人得点 19.9812 

矢崎ほの香 伊那西高校１年 団体得点 22.000 

中澤　　歩 伊那西高校３年 
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６位 湯田　愛理 松商学園高校２年 

馬術 成年男子 六段障害飛越 金本　行誠 早稲田大学３年 6位タイ　減点4　飛越2 

馬術 少年 リレー 土岐知恵美 白馬高校２年 1分１秒40 

増田真七海 上田高校１年 

フェンシング 成年男子 エペ 河西　遼太 信州大学３年 　　　 

唐澤　　司 明治大学３年 

大槻　知也 日本大学３年 

ライフル射撃 成年男子 50ｍライフル伏射（60発、決勝10発） 林　　　巧 ㈱山ノ内流通センター 687.3本戦586決勝101.3 

ライフル射撃 成年男子 50ｍライフル膝射（20発） 林　　　巧 ㈱山ノ内流通センター 186点 

７位 陸上競技 成年男子 走幅跳 佐藤　賢一 明科高校教員 7m35 

陸上競技 少年女子共通 円盤投 中島　未歩 丸子修学館高校２年 39m22 

陸上競技 少年女子A 800m 中田　倭菜 長野吉田高校３年 2分9秒64 

馬術 少年 馬場馬術 等々力美帆 穂高商業高校３年 58.200（得点率） 

馬術 少年 団体障害飛越 篠原　　悟 中野西高校３年 　　 

清水　彩花 長野清泉女学院高校２年 

アーチェリー 成年男子 団体 宮原　　雅 安井インターテック㈱ 　　　 

宮下　朋幸 同志社大学４年 

井原　一厳 カレッジオブキャリア共和校 

８位 水泳 成年女子 200m個人メドレー 小松原彩香 中京大学１年 2分16秒18 

水泳 少年男子A 50m自由形 松澤　直哉 中野西高校２年 24秒09 

カヌー 少年男子 カヌースプリント・カヤックシングル（450m） 梅香　正徳 犀峡高校３年 1分57秒415 

陸上競技 成年女子 10000m競歩 大和　千秋 中部学院大学１年 47分19秒50 

 第64回（平成21年）冬季大会　スケート・アイスホッケー　　開催地：青森県
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スケート 少年男子 スピード1500m 山中　大地 長野工業高等専門学校３年 2'03"10 

スケート 成年女子 スピード1000m 加治木　彩 八幡屋礒五郎 1'23"90 

スケート 成年女子 スピード2000m   リレー  武井　陽子 日本体育大学４年 2'44"53 

加治木　彩 八幡屋礒五郎 

清水　玲香 日本体育大学１年 

仁科有加那 日本電産サンキョー㈱ 

スケート 成年女子 ショート3000m   リレー  小沢　　幸 ㈱ソーデナガノ 4'48"609 

小口　絵理 日本体育大学３年 

飯塚　容子 ㈱イズミテクノ 

北村　千景 岡谷東高校教員 

２位 スケート 少年女子 スピード500m 牛山　千種 東海大三高校３年 40"76 

スケート 少年男子 スピード1500m 石原　大暉 佐久長聖高校２年 2'04"70 

スケート 成年男子 ショート1000m 吉澤　純平 ㈱とらふぐ亭 1'31"625 

スケート 少年男子 スピード1000m 中村　健斗 東海大三高校２年 1'19"68 

スケート 少年男子 スピード5000m 石原　大暉 佐久長聖高校２年 7'15"68 

スケート 成年男子 スピード5000m 安田　直樹 エスクサンエス 6'55"19 

スケート 少年女子 スピード1000m 清水　仁美 岡谷南高校２年 1'28"30 

スケート 成年男子 ショート500m 吉澤　純平 ㈱とらふぐ亭 43"977 

スケート 少年女子 ショート500m 菊池　萌水 野沢北高校１年 47"697 

スケート 成年男子 スピード2000m   リレー  関　真太郎 日本大学３年 2'30"44 

斉川　史徳 信州大学大学院２年 

金子健太郎 東洋大学３年 

上條　有司 日本体育大学４年 
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２位 スケート 少年女子 スピード2000m   リレー  清水　優香 東海大三高校３年 2'47"79 

清水　仁美 岡谷南高校２年 

小島　早織 佐久長聖高校３年 

牛山　千種 東海大三高校３年 

３位 スケート 少年男子 スピード10000ｍ 花岡　宏大 東海大三高校２年 13'47"43 

スケート 少年男子 スピード500m 小林　拓斗 岡谷南高校３年 38"04 

スケート 少年女子 ショート1000m 菊池　萌水 野沢北高校１年 1'38"870 

スケート 成年女子 スピード3000m 太田未奈美 山梨学院大学２年 4'30"80 

スケート 少年男子 スピード2000m   リレー  中村　健斗 東海大三高校２年 2'33"58 

小林　拓斗 岡谷南高校３年 

中嶋　宣成 佐久長聖高校３年 

山中　大地 長野工業高等専門学校３年 

４位 スケート 少年男子 スピード10000ｍ 小林　　忍 小海高校２年 (13'47"50) 

スケート 少年女子 スピード500m 清水　優香 東海大三高校３年 42"33 

スケート 成年女子 スピード500m 清水　玲香 日本体育大学１年 41"55 

スケート 少年男子 スピード500m 中村　健斗 東海大三高校２年 38"08 

スケート 成年女子 スピード1500m 加治木　彩 八幡屋礒五郎 2'16"72 

スケート 成年男子 スピード5000m 由井　拓実 早稲田大学２年 7'18"75 

５位 スケート 少年女子 スピード1000m 牛山　千種 東海大三高校３年 (1'28"03) 

スケート 少年女子 スピード3000m 小島　早織 佐久長聖高校３年 (4'47"29) 

スケート 成年女子 スピード1000m 仁科有加那 日本電産サンキョー㈱ (1'25"50) 

スケート 成年女子 スピード3000m 小松　美樹 日本体育大学４年 4'54"88 

６位 スケート 成年男子 スピード1500m 安田　直樹 エスクサンエス (2'04"00) 

スケート 少年女子 ショート1000m 菊池　悠希 小諸商業高校３年 1'43"657 

スケート 成年女子 ショート1000m 小沢　　幸 ㈱ソーデナガノ 1'47"132 

スケート 成年男子 ショート5000m   リレー  伴野　清貴 帝産ロッヂ 7'36"366 

古屋　憲吾 早稲田大学３年 

小松　翔太 神奈川大学２年 

吉澤　純平 ㈱とらふぐ亭 

７位 スケート 少年女子 スピード1500m 小島　早織 佐久長聖高校３年 (2'21"76) 

スケート 成年女子 ショート1000m 小口　絵理 日本体育大学３年 1'47"942 

８位 スケート 成年女子 スピード500m 仁科有加那 日本電産サンキョー㈱ 56"53 

スケート 成年女子 ショート500m 小沢　　幸 ㈱ソーデナガノ 48"546 

 第64回（平成21年）冬季大会　スキー　　開催地：新潟県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

２位 スキー 成年男子Ｃ ジャイアントスラローム 富井　正一 長野市スキークラブ 1'06"99 

スキー 少年男子 コンバインド 渡部　善斗 白馬高校２年 jump 180.0 

CC 29'11"0 

３位 スキー 成年女子Ｂ クロスカントリー  クラシカル５㎞  篠原　文香 ＭＡＸスポーツクラブ 19'16"３ 

スキー 少年男子 クロスカントリー  4×10㎞  1°46'51"2 

栗山　雄大 白馬高校３年 26'29"3 

レンティング陽 飯山北高校３年 26'06"8 

角田　　稜 白馬高校３年 26'52"5 

太田　圭祐 白馬高校３年 27'22"5 

４位 スキー 女子 クロスカントリー  4×フリー５㎞  １°02'31"3 

吉越　友美 飯山北高校３年 15'27"0 

杉山　　茜 飯山高校２年 15'34"5 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

４位 下平恵理華 専修大学４年 15'25"8 

篠原　舞香 中京大学４年 16'03"8 

スキー 成年男子Ｂ ジャイアントスラローム 田島あづみ 小賀坂スキークラブ 1'10"43 

スキー 成年男子Ａ スペシャルジャンプ 山田　大起 北野建設スキー部 83.5 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 作山　憲斗 中野実業高校３年 106 

５位 スキー 成年男子A ジャイアントスラローム 良波　拓夢 中央大学４年 1'06"15 

スキー 成年男子Ｃ ジャイアントスラローム 富井　剛志 野沢温泉スキークラブ 1'07"47 

スキー 成年男子Ｂ ジャイアントスラローム 大瀧　徹也 野沢温泉スキークラブ 1'10"80 

スキー 成年女子Ｂ ジャイアントスラローム 佐藤由加里 志賀高原スキークラブ 1'10"29 

６位 スキー 少年女子 クロスカントリー   クラシカル５㎞  吉越　友美 飯山北高校３年 18'35"0 

スキー 少年男子 コンバインド 富井　皓大 飯山南高校３年 jump 143.0 

CC 28'13"3 

スキー 成年男子 クロスカントリー  4×10㎞  １°50'05"2 

太田　一平 早稲田大学３年 27'04"1 

成瀬　開地 日本大学２年 27'33"2 

山室　　忠 飯山市スキークラブ 28'11"7 

関　　真二 中央大学３年 27'16"1 

スキー 成年男子Ａ スペシャルジャンプ 宮本　康希 早稲田大学４年 78 

７位 スキー 成年男子Ａ クロスカントリー   クラシカル10㎞  成瀬　開地 日本大学２年 28'17"0 

スキー 成年男子Ｂ クロスカントリー   クラシカル10㎞  山室　　忠 飯山市スキークラブ 28'20"9 

スキー 成年男子Ｃ クロスカントリー   クラシカル５㎞  清水　寛仁 アスザック㈱ 16'41"1 

スキー 成年女子A クロスカントリー   クラシカル５㎞  下平恵理華 専修大学４年 18'49"4 

スキー 成年男子Ｂ ジャイアントスラローム 小林晋之介 菅平高原スキークラブ 1'11"09 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 波多野真弓 小海高校３年 1'08"44 

スキー 成年男子Ｂ コンバインド 金井　伸悟 ㈲東郷堂 jump 157.5 

CC 16'10"6 

スキー 成年男子A コンバインド 田中　耕介 ㈲江口建設 jump 163.5 

CC 43'12"1 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 渡部　善斗 白馬高校２年 99.0 

スキー 成年 バイアスロン   リレー競技（競技銃）  1:49'02"5 

湯本　隆幸 オリオン機械㈱ 32'37"1 

滝沢　憲仁 エムケー精工㈱ 38'01"0 

畔上　　直 野沢温泉スキー場 38'24"4 

８位 スキー 少年女子 クロスカントリー   クラシカル５㎞  杉山　　茜 飯山高校２年 18'47"1 

スキー 成年男子Ｂ コンバインド 小泉　　敦 ㈱トーエネック jump 156.5 

CC 16'29"2 

スキー 少年男子 コンバインド 内田　貴輝 飯山北高校２年 jump 150.0 

CC 28'54"1 

スキー 成年男子Ｂ スペシャルジャンプ 西森　享平 丸善食品スキー部 80.0 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 片桐　慧太 下高井農林高校３年 97.5 

第65回（平成22年）本大会　　開催地：千葉県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 ボート 少年女子 シングルスカル 藤森　理恵 東海大三高校３年 3分52秒16 

陸上競技 少年男子A 走幅跳 嶺村　鴻汰 大町高校３年 7m61 

陸上競技 少年男子共通 800m 川元　　奨 北佐久農業高校３年 1分51秒41 

レスリング 成年男子 フリースタイル55㎏級 富岡　直希 NEWS-DER1 

弓道 成年男子 遠的 志村　　　 山二発條㈱ 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 市川　　　 野村ユニソン㈱ 

平澤　　　 日本電産㈱ 

２位 陸上競技 男子共通 400mR 小西　　　 早大４年 40秒17 

原　　　　 高遠高３年 

樋口　　　 梓川中３年 

塚原　　　 富士通㈱ 

レスリング 少年男子 フリースタイル84㎏級 雫田　真最 小諸高校２年 

レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル55㎏級 松澤　力也 北佐久農業高校３年 

馬術 少年 リレー 増田　　　 上田高２年 1分 3秒60 

清水　　　 長野清泉高３年 

３位 陸上競技 成年男子 10000m競歩 藤澤　　勇 ＡＬＳＯＫ綜合警備保障㈱ 40分32秒29 

陸上競技 少年女子Ａ 走幅跳 宮坂　　楓 東海大三高校３年 6m05 

陸上競技 少年女子共通 円盤投 中島　未歩 丸子修学館高校３年 44m69 

バレーボール 少年男子 創造学園大附属高校 

レスリング 成年男子 フリースタイル74㎏級 高橋　龍太 朝霞自衛隊 

レスリング 成年男子 グレコローマンスタイル96㎏級 土田　崇英 拓殖大学３年 

相撲 少年男子 個人 大道　久司 木曽青峰高校３年 

馬術 成年男子 スピードアンドハンディネス 小林　義彦 飯綱ライディングクラブ 1分20秒53 

馬術 成年女子 標準障害飛越 中村　陽子 ロッジ山の音 減点0( 1分 5秒89) 

馬術 少年 団体障害飛越 清水　　　 長野清泉高３年 

土岐　　　 白馬高３年 

弓道 成年女子 遠的 高山　　　 なかひら農場 

栗林　　　 日本イーライリリー㈱ 

山田　　　 上伊那薬剤師会 

クレー射撃 成年 トラップ個人 大内　智喜 ログ･コテージ霧ヶ峰 89点 

ボウリング 成年女子 個人 浅田　梨奈 日本女子体育大学２年 1,861点 

４位 陸上競技 成年女子 棒高跳 前田　朋子 ホーメックス㈱ 3m95 

バレーボール 成年女子 9人制 セイコーエプソン㈱塩尻事業所 

クレー射撃 成年 トラップ 大内　　　 ログ・コテージ霧ケ峰 251点 

遠山　　　 県林業公社 

矢澤　　　 ㈱矢澤興産 

５位 水泳 少年女子B 自由形100ｍ 佐藤　　綾 長野東高校１年 57秒74 

ボート 成年男子 ダブルスカル 長崎　　　 明治安田生命 3分14秒90 

牛山　　　 ㈱細川商店 

陸上競技 成年女子 10000m競歩 大和　千秋 中部学院大学２年 46分35秒55 

陸上競技 少年女子B 100mハードル 瀧澤　　彩 長野高校１年 14秒31 

バスケットボール 少年男子 長野県選抜 

レスリング 成年男子 グレコローマンスタイル66㎏級 竹花　良二 韓国屋キムチ店 

レスリング 少年男子 フリースタイル66㎏級 長崎　宏樹 上田西高校３年 

レスリング 少年男子 フリースタイル96㎏級 竹内　　徹 上田西高校３年 

レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル60㎏級 尾台　寛史 北佐久農業高校３年 

卓球 成年男子 田中　　　 岡谷市役所 

桑原　　　 岡谷市役所 

高木　　　 長野県信連 

馬術 少年 スピードアンドハンディネス 増田真七海 上田高校２年 1分 5秒56 

空手道 少年男子 形 保科　悠樹 松商学園高校２年 

６位 水泳 成年女子 個人メドレー200ｍ 小松原彩香 中京大学２年 2分17秒43 

水泳 少年男子A 自由形50ｍ 伊澤　賢治 上伊那農業高校３年 24秒01 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

６位 水泳 少年女子 飛板飛込 畔上ゆみか 長野吉田高校１年 221.15点 

陸上競技 少年男子共通 5000m競歩 小林　純平 佐久長聖高校３年 21分17秒99 

体操 少年女子 新体操 長野県選抜 43.9437点 

山岳 少年男子 ボルダリング 中嶋　　　 松本深志高２年 

小林　　　 長野俊英高１年 

クレー射撃 成年 トラップ個人 矢澤　秀宗 ㈱矢澤興産 89点 

７位 陸上競技 成年男子 走幅跳 佐藤　賢一 明科高校教員 7m61 

陸上競技 少年女子共通 棒高跳 伊澤　　楓 高遠高校２年 3m30 

陸上競技 少年女子共通 走高跳 有賀　楓子 伊那北高校２年 1m66 

８位 陸上競技 少年女子Ａ ハンマー投 中島　未歩 丸子修学館高校３年 44m45 

テニス 少年男子 諱　　　　 松商学園高校１年 

西脇　　　 松商学園高校１年 

ライフル射撃 成年男子 50mライフル膝射20発 林　　　巧 ㈱山ノ内流通センター 185点 

クレー射撃 成年 スキート個人 塚田　政光 大和通商 87点 

ボウリング 成年女子 団体（2人チーム） 浅田　　　 日本女子体育大２年 3,495点 

武舎　　　 ミヨシ精機工業㈱ 

 第65回（平成22年）冬季大会　スケート・アイスホッケー　　開催地：北海道 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スケート 成年女子 スピード500m 清水　玲香 日本体育大学２年 40"52 

スケート 少年男子 スピード500m 中村　健斗 東海大第三高校３年 38"54 

スケート 成年男子 スピード500m 上條　有司 日本電産サンキョー㈱ 37"83 

スケート 成年男子 スピード1500m 金子健太郎 東洋大学４年 2'02"09 

スケート 成年女子 スピード1000m 仁科有加那 日本電産サンキョー㈱ 1'20"86 

スケート 少年女子 ショート500m 菊池　萌水 野沢北高校２年 47"500 

２位 スケート 成年女子 スピード500m 仁科有加那 日本電産サンキョー㈱ 40"59 

スケート 少年男子 スピード1500m 石原　大暉 佐久長聖高校３年 1'59"58 

スケート 成年男子 スピード1500m 山中　大地 長野工業高等専門学校４年 (2'02"08) 

スケート 成年女子 スピード1500m 太田未奈美 山梨学院大学３年 2'09"93 

スケート 成年男子 ショート1000m 古屋　憲吾 早稲田大学４年 1'38"256 

スケート 少年女子 ショート1000m 菊池　萌水 野沢北高校２年 1'41"018 

スケート 成年男子 スピード1000m   上條　有司 日本電産サンキョー㈱ 1'13"06 

スケート 少年女子 スピード2000m　リレー  宮澤　里沙 市立長野高校２年 2'49"95 

平岡　愛莉 東海大三高校３年 

伊藤さゆり 東海大三高校２年 

清水　仁美 岡谷南高校３年 

スケート 成年男子 スピード2000m  リレー  関　真太郎 日本大学４年 2'28"27 

斉川　史徳 信州大学大学院 

山中　大地 長野工業高等専門学校４年 

上條　有司 日本電産サンキョー㈱ 

スケート 少年女子 ショート500m 辻中　杏奈 岡谷南高校１年 48"170 

３位 スケート 少年男子 スピード10000ｍ 由井　大陽 佐久長聖高校２年 14'26"43 

スケート 少年女子 スピード500m 宮澤　里沙 市立長野高校２年 43"11 

スケート 少年女子 スピード1000m 宮澤　里沙 市立長野高校２年 (2'02"23) 

スケート 少年男子 スピード1000m 中村　健斗 東海大第三高校３年 1'19"11 

スケート 少年男子 スピード2000m  リレー  中村　健斗 東海大三高校３年 2'33"06 

青木　唯人 市立長野高校１年 

寺島　翔平 佐久長聖高校２年 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

３位 石原　大暉 佐久長聖高校３年 

スケート 成年女子 ショート3000m   リレー  小口　絵理 日本体育大学４年 4'41"406 

菊池　悠希 立教大学１年 

小沢　　幸 ソーデナガノ 

飯塚　容子 ㈱イズミテクノ 

４位 スケート 少年男子 スピード10000ｍ 篠原　聖貴 小海高校３年 (14'26"59) 

スケート 少年女子 スピード500m 清水　仁美 岡谷南高校３年 43"13 

スケート 少年女子 スピード1000m 清水　仁美 岡谷南高校３年 (2'02"34) 

スケート 少年男子 スピード5000m 花岡　宏大 東海大第三高校３年 7'06"98 

スケート 成年女子 スピード2000m   リレー  清水　玲香 日本体育大学２年 2'56"56 

太田未奈美 山梨学院大学３年 

小島　早織 山梨学院大学１年 

仁科有加那 日本電産サンキョー㈱ 

スケート 少年女子 ショート1000m 辻中　杏奈 岡谷南高校１年 1'43"014 

５位 スケート 少年女子 スピード3000m 小林　真実 岡谷南高校１年 4'25"68 

スケート 成年女子 スピード3000m 坂本亜由美 大東文化大学１年 4'39"50 

スケート 少年男子 スピード5000m 篠原　聖貴 小海高校３年 7'07"69 

スケート 少年男子 アイスホッケー 長野選抜 5　位 

６位 スケート 少年男子 スピード500m 寺島　翔平 佐久長聖高校２年 38"73 

スケート 成年女子 ショート1000m 菊池　悠希 立教大学１年 1'45"853 

スケート 少年男子 フィギュア 中村　　智 長野東高校２年 中村SP45.05, 

FS83.77　11位 

野口　博一 諏訪清陵高校３年 野口SP33.03, 

　FS79.21 14位 

個人順位計25 
アイスホッケー 成年男子 アイスホッケー 長野選抜 

７位 スケート 少年女子 スピード1500m 小林　真実 岡谷南高校１年 (2'24"78) 

スケート 少年女子 スピード3000m 小金澤美沙 佐久長聖高校２年 (4'37"68) 

スケート 成年女子 スピード3000m 小島　早織 山梨学院大学１年 (4'22"08) 

スケート 少年男子 スピード1000m 石原　大暉 佐久長聖高校３年 (1'14"85) 

スケート 成年男子 ショート5000m   リレー  小松　翔太 神奈川大学３年 7'47"120 

古屋　憲吾 早稲田大学４年 

伴野　清貴 帝産ロッヂ 

小林　拓斗 専修大学１年 

８位 スケート 少年女子 スピード1500m 小林　仁子 岡谷南高校３年 (2'26"83) 

 第65回（平成22年）冬季大会　スキー　　開催地：北海道 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 成年男子Ｂ ジャイアントスラローム 大瀧　徹也 野沢温泉スキークラブ 1'14"84 

スキー 成年男子Ｃ ジャイアントスラローム 田島あづみ 小賀坂スキークラブ 1'14"04 

スキー 少年男子 コンバインド 渡部　善斗 白馬高校３年 jump 129.5 

CC 26'11"5 

２位 スキー 成年男子Ａ ジャイアントスラローム 松本　勲人 スキースターズ長野 1'13"08 

スキー 成年男子Ａ スペシャルジャンプ 作山　憲斗 北野建設㈱ 124 

スキー 成年男子Ｃ ジャイアントスラローム 松田富士人 小谷村体育協会 1'16"19 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 川浦あすか 文大附属長野高校１年 1'15"01 

スキー 成年男子Ａ コンバインド 富井　皓大 近畿大学１年 jump 94.5 

CC 24'48"1 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

３位 スキー 成年女子Ｂ クロスカントリー   クラシカル５㎞  篠原　文香 ＭＡＸスポーツクラブ 16'59"7 

スキー 成年男子 クロスカントリー   4×10㎞  1:32'51"5 

栗山　雄大 専修大学１年 23'15"9 

レンティング陽 早稲田大学１年 22'35"5 

山室　　忠 スキースターズ長野 23'28"8 

柏原　暢仁 早稲田大学３年 23'31"2 

４位 スキー 成年男子Ａ ジャイアントスラローム 清水　　大 中央大学２年 1'13"84 

スキー 成年男子Ａ クロスカントリー   クラシカル10㎞  レンティング陽 早稲田大学１年 27'45"8 

５位 スキー 成年女子Ｂ クロスカントリー   クラシカル５㎞  野口　麿莉 飯山第三中学校教員 17'50"4 

スキー 少年女子 クロスカントリー   クラシカル５㎞  町田　美紀 中野立志館高校３年 16'31"6 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 渡部　善斗 白馬高校３年 93 

スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 清水　　将 飯山高校３年 1'09"75 

スキー 少年男子 クロスカントリー   4×10㎞  1:38'21"3 

山本　　航 飯山高校３年 23'57"0 

栗山　大貴 白馬高校１年 24'40"0 

立花　　遼 飯山高校３年 24'40"6 

岡田　瑞生 飯山高校１年 25'03"6 

６位 スキー 成年男子Ｂ クロスカントリー   クラシカル10㎞  山室　　忠 スキースターズ長野 27'35"6 

スキー 少年女子 クロスカントリー   クラシカル５㎞  杉山　　茜 飯山高校３年 16'33"0 

スキー 成年女子A ジャイアントスラローム 川端　佑沙 日本大学３年 1'17"01 

スキー 女子 クロスカントリー   4×フリー５㎞  57'18"3 

髙木　毬衣 飯山高校１年 14'13"6 

杉山　　茜 飯山高校３年 13'32"0 

町田　美紀 中野立志館高校３年 14'11"2 

半藤　成実 飯山高校１年 15'21"3 

７位 スキー 成年男子Ｂ ジャイアントスラローム 小林晋之介 菅平高原スキークラブ 1'16"65 

スキー 成年女子A ジャイアントスラローム 清水　香帆 専修大学２年 1'17"10 

スキー 成年女子Ｂ ジャイアントスラローム 武田　典子 志賀高原スキークラブ 1'20"53 

スキー 成年男子A コンバインド 小山　　祐 早稲田大学３年 jump 85.5 

CC 24'49"2 

スキー 成年男子Ｂ コンバインド 小泉　　敦 ㈱トーエネック jump 72.5 

CC 15'17"9 

８位 スキー 成年男子Ｂ コンバインド 森　　　敏 野沢温泉スキークラブ jump 76.5 

CC 16'12"1 

9位 スキー 少年男子 クロスカントリー   クラシカル10㎞  立花　　遼 飯山高校３年 27'31"2☆ 

11位 スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 平川　拓矢 白馬高校３年 80.5☆ 

 第66回（平成23年）本大会　　開催地：山口県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 陸上 成年男子 10000m競歩 藤澤　　勇 ALSOK綜合警備保障㈱ 40分13秒62 

馬術 少年 二段階障害飛越 増田真七海 上田高校３年 減点0(25秒64) 

カヌー 成年男子 カヌースラローム   カヤック   シングル（15ゲート）  矢澤　一輝 山田記念朝日病院 75.94点 

ボウリング 成年男子 個人戦 野崎　新市 KYB-YS㈱ 2043点 

２位 レスリング 成年男子 フリースタイル55㎏級 富岡　直希 NEWS-DER Ⅰ 

カヌー 成年男子 カヌースラローム　カヤック    シングル（25ゲート） 矢澤　一輝 山田記念朝日病院 80.62点 

ボウリング 成年男子 団体戦（４人） 中島　　　 ㈲太平商事 4806点 

関　　　　 昭和電機産業㈱ 

竹下　　　 ㈱長野汎用計器製作所 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

２位 野崎　　　 KYB-YS㈱ 

３位 陸上 少年男子Ａ 400mハードル 中野　直哉 長野吉田高校２年 51秒73 

陸上 少年女子Ａ 400m 山本　　瑞 小諸高校３年 55秒55 

レスリング 成年男子 グレコローマンスタイル120㎏級  森角　裕介 小諸高校教員 

レスリング 少年男子 フリースタイル84㎏級 雫田　真最 小諸高校３年 

４位 陸上 少年男子Ａ 5000m 両角　　駿 佐久長聖高校３年 14分７秒62 

陸上 少年女子共通 800m 山本　　瑞 小諸高校３年 2分9秒68 

自転車 成年男子 ケイリン 赤澤　　健 信州大学３年 

山岳 少年男子 リード 中嶋　　　 松本深志高校３年 

小林　　　 長野俊英高校２年 

５位 ボート 少年男子 ダブルスカル 中世古　　 岡谷南高校３年 3分20秒14 

小林　　　 岡谷南高校３年 

馬術 成年男子 自由演技馬場馬術 北原　　衛 北原装蹄所 得点率63.200 

弓道 成年男子 近的 志村　　　 山二発條㈱ 

市川　　　 諏訪市役所 

平澤　　　 日本電産㈱ 

ライフル射撃 成年男子 50ｍライフル膝射20発 林　　　巧 ㈱山ノ内流通センター 186点 

山岳 少年男子 ボルダリング 中嶋　　　 松本深志高校３年 

小林　　　 長野俊英高校２年 

水泳（競泳） 成年男子 バタフライ100m 原　　翔太 中京大学４年 53秒10 

レスリング 成年男子 フリースタイル84㎏級 小林　奎太 日本体育大学２年 

剣道 成年女子 澤田　　　 横沢税理士事務所 

須坂　　　 NTT東日本長野支店 

南島　　　 城西国際大学３年 

相撲 成年男子 個人 大道　久司 東洋大学１年 

６位 陸上 少年男子Ｂ 3000m 髙森　建吾 佐久長聖高校１年 8分25秒09 

水泳（競泳） 少年女子A 自由形100m 佐藤　　綾 長野東高校２年 56秒66 

テニス 少年女子 牧野　　　 松商学園高校２年 

中原　　　 地球環境高校３年 

馬術 成年女子 標準障害飛越 佐藤　　泰 明松寺馬事公苑 1分１秒95 

フェンシング 成年男子 エペ 大野　　　 長野クラブ 

河西　　　 長野クラブ 

白鳥　　　 朝日大学１年 

弓道 少年男子 遠的 金子　　　 上田高校３年 

林　　　　 木曽青峰高校３年 

前田　　　 豊科高校３年 

７位 水泳（競泳） 成年女子 個人メドレー200ｍ 小松原彩香 中京大学３年 2分16秒15 

水泳（飛込） 少年女子 飛板飛込 畔上ゆみか 長野吉田高校２年 238.90点 

ボート 成年男子 ダブルスカル 長崎　　　 明治安田生命保険相互会社 3分14秒38 

牛山　　　 ㈱細川商店 

陸上 成年男子 棒高跳 松澤ジアン成治 中京大学２年 5m20 

陸上 成年女子 1500m 峰村いずみ 中央大学３年 4分20秒38 

陸上 少年男子共通 5000m競歩 北原　　亮 長野高校３年 22分２秒56 

テニス 少年男子 諱　　　　 松商学園高校２年 

羽倉　　　 松商学園高校３年 

新体操 少年女子 団体 長野県選抜 43.6562点 

馬術 成年男子 スピードアンドハンディネス 小林　義彦 飯綱高原乗馬倶楽部 1分16秒99 

馬術 成年男子 馬場馬術 北原　　衛 北原装蹄所 得点率58.131 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

７位 馬術 成年女子 ダービー 中村みどり ロッジ山の音 減点4(1分34秒10) 

馬術 成年女子 馬場馬術 藤森　祐子 あづみの乗馬苑 得点率59.131 

アーチェリー 少年女子 団体 吉田/神林 篠ノ井高校２年/長野南高校３年 

橘田 　　 篠ノ井高校２年 

ボウリング 少年女子 個人戦 河村　実穂 明科高校３年 1634点 

８位 ボート 少年女子 シングルスカル 片桐　綾香 岡谷南高校３年 4分13秒33 

陸上 少年男子Ａ 三段跳 中山　昂平 上田東高校２年 14ｍ57 

アーチェリー 成年女子 団体 宮尾/小池 マンパワージャパン㈱/中京大学４年 

久保　 　 日本福祉大学２年 

クレー射撃 トラップ 個人 大内　智喜 ログ･コテージ霧ヶ峰 87点 

 第66回（平成23年）冬季大会　スケート・アイスホッケー　　開催地：青森県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スケート 成年女子 スピード500m 神谷衣理那 日本電産サンキョー㈱ 41"25

スケート 成年女子 スピード1500m 小島　早織 山梨学院大学２年 2'06"27

スケート 少年女子 ショート500m 菊池　萌水 野沢北高校３年 48"344

スケート 少年女子 ショート1000m 菊池　萌水 野沢北高校３年 1'38"615

スケート 成年男子 スピード2000mR 中村　健斗 日本大学１年 2'26"82

小林　拓斗 専修大学２年 

斉川　哲利 信州大学大学院２年 

上條　有司 日本電産サンキョー㈱ 

スケート 成年女子 スピード2000mR 清水　玲香 日本体育大学３年 2'47"20

小林　仁子 信州大学１年 

太田未奈美 山梨学院大学４年 

神谷衣理那 日本電産サンキョー㈱ 

２位 スケート 少年男子 スピード5000m 由井　大陽 佐久長聖高校３年 6'49"26

スケート 少年男子 スピード10000m 由井　大陽 佐久長聖高校３年 15'20"79

スケート 成年男子 スピード500m 上條　有司 日本電産サンキョー㈱ 37"03

スケート 少年女子 スピード500m 宮澤　里沙 市立長野高校３年 41"49

スケート 少年女子 スピード2000mR 宮澤　里沙 市立長野高校３年 3'00"86

伊藤さゆり 東海大学付属第三高校３年 

新井　　縁 岡谷南高校２年 

辻中　杏奈 岡谷南高校２年 

スケート 成年女子 ショート3000mR 小澤　美夏 阪南大学職員 4'44"835

菊池　悠希 立教大学２年 

小口　絵理 会社員 

小澤　　幸 ㈱ソーデナガノ 

３位 スケート 少年女子 スピード1000m 宮澤　里沙 市立長野高校３年 1'25"77

スケート 少年女子 スピード3000m 小林　真実 岡谷南高校２年 4'31"59

４位 スケート 少年男子 スピード500m 青木　唯人 市立長野高校２年 39"85

スケート 成年男子 スピード1500m 由井　拓実 早稲田大学４年 1'55"42

スケート 成年男子 スピード5000m 小林　成光 法政大学３年 7'33"08

スケート 少年女子 スピード500m 辻中　杏奈 岡谷南高校２年 41"91

スケート 少年女子 スピード1000m 辻中　杏奈 岡谷南高校２年 (1'22"75)

スケート 成年女子 スピード3000m 小島　早織 山梨学院大学２年 4'26"62

スケート 少年男子 ショート1000m 山浦　大明 小海高校２年 1'34"137

スケート 少年男子 スピード2000mR 青木　唯人 市立長野高校２年 2'32"58

奥原　綱希 市立長野高校３年 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

４位 大槻　貴弘 岡谷南高校３年 

寺島　翔平 佐久長聖高校３年 

５位 スケート 少年男子 スピード5000m 大林　昌仁 佐久長聖高校１年 (6'49"06)

スケート 成年男子 スピード1000m 上條　有司 日本電産サンキョー㈱ (1'12"66)

スケート 成年女子 スピード1000m 清水　玲香 日本体育大学３年 (1'21"40)

スケート 少年男子 ショート500m 岩下　　聖 小海高校１年 46"370

スケート 少年女子 ショート500m 北澤　　彩 岡谷南高校１年 50"949

スケート 少年女子 ショート1000m 北澤　　彩 岡谷南高校１年 1'45"820

スケート 成年女子 ショート1000m 菊池　悠希 立教大学２年 1'43"453

６位 スケート 少年男子 スピード10000m 大林　昌仁 佐久長聖高校１年 15'53"30

スケート 少年男子 ショート500m 山浦　大明 小海高校２年 46"841

スケート 少年男子 ショート1000m 岩下　　聖 小海高校１年 1'34"708

スケート 成年女子 フィギュア 那須野　光 山梨学院大学１年 SP 43.80

FS 80.11

７位 スケート 少年男子 スピード1000m 青木　唯人 市立長野高校２年 (1'20"41)

スケート 少年女子 スピード1500m 小金澤美沙 佐久長聖高校３年 (2'46"94)

スケート 成年女子 スピード1500m 太田未奈美 山梨学院大学４年 2'09"54

スケート 成年男子 ショート1000m 小松　翔太 神奈川大学４年 1'39"185

スケート 成年女子 ショート500m 菊池　悠希 立教大学２年 48"169

８位 スケート 少年男子 スピード500m 寺島　翔平 佐久長聖高校３年 59"98

スケート 少年男子 スピード1500m 由井　　翔 市立長野高校３年 (2'14"03)

スケート 少年男子 フィギュア 中村　　智 長野東高校３年 個人　9位

SP47.81/FS83.83

小平　渓介 塩尻志学館高校１年 個人　21位

SP31.82/FS48.37

 第66回（平成23年）冬季大会　スキー　　開催地：秋田県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 成年男子Ｃ ジャイアントスラローム 田島あづみ 小賀坂スキークラブ 1'04"12

スキー 成年女子Ｂ ジャイアントスラローム 武田　典子 志賀高原スキークラブ 1'05"17

スキー 成年男子Ａ コンバインド 渡部　暁斗 早稲田大学４年 jump 123

CC 22:50.7

スキー 少年男子 コンバインド 堀米　翔大 飯山高等学校１年 jump 106

CC 24:00.2

スキー 成年男子 リレー 栗山　雄大 専修大学２年 1:34'32"1

駒村　俊介 ㈱黒姫和漢薬研究所快 

レンティング陽 早稲田大学２年 

柏原　暢仁 早稲田大学４年 

２位 スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 川浦あすか 文化女子大附属長野高等学校２年 59"42

スキー 成年男子Ｂ スペシャルジャンプ 山田　大禧 長野市スキークラブ 241.4

３位 スキー 少年男子 リレー 中村　寿真 飯山高等学校２年 1:38'23"2

岡田　瑞生 飯山高等学校２年 

栗山　大貴 白馬高等学校２年 

市村耕太郎 飯山高等学校２年 

４位 スキー 少年男子 クラシカル10㎞ 中村　寿真 飯山高等学校２年 26'25"3

スキー 少年女子 クラシカル５㎞ 髙木　毬衣 飯山高等学校２年 14'17"0

スキー 成年男子Ａ スペシャルジャンプ 作山　憲斗 北野建設スキークラブ 233.1

５位 スキー 成年男子Ｂ クロスカントリー 山室　　忠 スキースターズ長野 26'06"2
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５位 スキー 成年男子Ｃ ジャイアントスラローム 富井　正一 長野市スキークラブ 1'06"94

スキー 成年男子Ｂ ジャイアントスラローム 大瀧　徹也 スキーチームゼロ 59"22

スキー 少年男子 コンバインド 傳田　翁玖 飯山北高等学校２年 jump 97.5

CC 23:57.2

スキー 女子 リレー 滝沢こずえ 山ノ内中学校３年 55'46"2

髙木　毬衣 飯山高等学校２年 

杉山　　茜 日本大学１年 

下平　悠生 専修大学３年 

６位 スキー 成年男子Ｂ クラシカル10㎞ 駒村　俊介 ㈱黒姫和漢薬研究所快 26'13"6

スキー 少年男子 クラシカル10㎞ 栗山　大貴 白馬高等学校２年 26'41"0

スキー 少年女子 クラシカル５㎞ 滝沢こずえ 山ノ内中学校３年 14'39"4

スキー 成年女子Ｂ ジャイアントスラローム 大久保　優 菅平プリンスホテル 1'06"52

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 傳田　翁玖 飯山北高等学校２年 212.6

７位 スキー 成年女子Ｂ クラシカル５㎞ 篠原　文香 ＭＡＸスポーツクラブ 15'14"0

スキー 成年男子Ａ ジャイアントスラローム 三上　正人 中央大学２年 52"99

スキー 成年男子Ｃ ジャイアントスラローム 松田富士人 小谷村体育協会 1'07"79

スキー 成年男子Ａ コンバインド 小山　　祐 早稲田大学４年 jump 111

CC 23:48.4

８位 スキー 成年男子Ａ スペシャルジャンプ 渡部　善斗 早稲田大学１年 225

スキー 成年男子Ｂ コンバインド 田中　耕介 江口建設株式会社 jump 90

CC 12:38.4

第67回（平成24年）本大会　　開催地：岐阜県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 馬術 成年女子 二段階障害飛越 佐藤　　泰 明松寺馬事公苑 減点0(30秒47)  

馬術 成年男子 トップスコア 佐藤　賢希 明松寺馬事公苑 1280点 

ライフル射撃 成年女子 50ｍライフル伏射60発 砥石　真衣 東洋大学４年 592点 

山岳 成年男子 リード競技 笠原　大輔 Edge&sofa 

中嶋　　徹 信州大学１年 

２位 バスケットボール 少年男子 長野県選抜 

馬術 成年男子 スピードアンドハンディネス 佐藤　賢希 明松寺馬事公苑 1分７秒63 

馬術 少年 ダービー 山下　大貴 東海大学付属第三高校１年 減点0(1分37秒38) 

馬術 少年 二段階障害飛越 山下　大貴 東海大学付属第三高校１年 減点0(28秒51)  

馬術 少年 団体障害飛越 山下　大貴 東海大学付属第三高校１年 

衛藤みのり 明科中学校３年 

山岳 成年男子 ボルダリング競技 笠原　大輔 Edge&sofa 

中嶋　　徹 信州大学１年 

３位 馬術 男女総合 73.5点 

陸上競技 成年男子 100ｍ 塚原　直貴 富士通 10秒36 

陸上競技 少年男子Ａ 400ｍ 中野　直哉 長野吉田高校３年 47秒55 

体操（新体操） 少年女子 団体 長野県選抜 44.8125点 

レスリング 成年男子 グレコローマンスタイル60㎏級 松澤　力也 日本体育大学２年 

レスリング 少年男子 フリースタイル55㎏級 井出　光星 上田西高校１年 

馬術 成年女子 標準障害飛越 佐藤　　泰 明松寺馬事公苑 減点0(1分06秒62)  

馬術 成年女子 ダービー 増田真七海 上田乗馬倶楽部 減点0(1分15秒01)  

柔道 少年女子 武居　　　 松商学園高校１年 

津金　　　 松商学園高校２年 

出口　　　 松商学園高校２年 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

３位 弓道 成年男子 近的 志村　　　 山二発條㈱ 

安藤　　　 ㈲萬作 

平澤　　　 日本電産㈱ 

４位 馬術 女子総合 31点 

水泳（競泳） 少年女子A 自由形50m 佐藤　　綾 長野東高校３年 26秒21 

ライフル射撃 成年女子 50ｍライフル３姿勢60発 砥石　真衣 東洋大学４年 665.4点 

５位 水泳（競泳） 成年女子 個人メドレー200ｍ 小松原彩香 中京大学４年 2分15秒59 

水泳（競泳） 少年女子A 自由形100m 佐藤　　綾 長野東高校３年 56秒46 

水泳（飛込） 少年女子 飛板飛込 畔上ゆみか 長野吉田高校３年 232.75点 

卓球 少年男子 　　 田中　　　 松商学園高校３年 

滝澤　　　 長野商業高校３年 

加藤　　　 松商学園高校２年 

相撲 少年男子 個人 北村　直樹 更級農業高校３年 

６位 体操 女子総合 40点 

柔道 女子総合 28点 

陸上競技 成年男子 10000ｍ競歩 藤澤　　勇 ＡＬＳＯＫ綜合警備保障㈱ 41分57秒09 

陸上競技 成年女子 三段跳 三澤　涼子 ライフメッセージ 12m92 

陸上競技 少年男子共通 5000ｍ競歩 塩島　亮太 豊科高校３年 20分51秒10 

馬術 成年男子 標準障害飛越 小林　義彦 飯綱高原乗馬倶楽部 減点0(1分02秒92)  

ボウリング 成年男子 団体（4人チーム） 中島　　　 太平商事 4674点 

関　　　　 昭和電機産業 

竹下　　　 長野汎用計器製作所 

平林　　　 ユアサ電器 

７位 陸上競技 成年女子 100ｍ 宮澤　有紀 富山大学２年 11秒92 

陸上競技 少年男子Ａ 三段跳 中山　昻平 上田東高校３年 14m91 

テニス 少年男子 西脇　一樹 松商学園高校３年 

諱　　五貴 松商学園高校３年 

ウエイトリフティング 少年男子 スナッチ 百瀬　祥真 松商学園高校３年 105㎏ 

馬術 成年男子 自由演技馬場馬術 北原　　衛 北原装蹄所 得点率62.000 

馬術 少年 リレー 北沢　加奈 長野吉田高校１年 1分08秒89 

衛藤みのり 明科中学校３年 

弓道 少年女子 近的 菅　　　　 松本深志高校２年 　　 

金子　　　 飯田高校３年 

畑田　　　 長野東高校３年 

８位 山岳 　　 男女総合 　　 　　 55点 

陸上競技 成年男子 走幅跳 嶺村　鴻汰 筑波大学２年 7m62 

水泳（競泳） 成年男子 自由形100m 伊澤　賢司 中京大学２年 50秒88 

ボート 少年女子 舵手つきクォドルプル 長野選抜 3分39秒79 

自転車 成年男子 ケイリン 赤澤　　健 信州大学４年 (8位以下は計測せず) 

馬術 成年女子 自由演技馬場馬術 藤森　祐子 あづみの乗馬苑 得点率61.175 

 第67回（平成24年）冬季大会　スケート・アイスホッケー　　開催地：愛知県・岐阜県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スケート 成年男子 スピード500m 上條　有司 日本電産サンキョー㈱ 36"92 

スケート 成年男子 スピード2000mR 中村　健斗 日本大学２年 2'25"26 

小林　拓斗 専修大学３年 

山中　大地 信州大学職員 

上條　有司 日本電産サンキョー㈱ 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スケート 成年女子 スピード1500m 高木　菜那 日本電産サンキョー㈱ 2'01"79 

スケート 少年女子 スピード1000m 辻中　杏奈 岡谷南高校３年 1'22"05 

スケート 少年女子 スピード2000mR 曽我こなみ 佐久長聖高校１年 2'47"31 

松澤優花里 市立長野高校１年 

新井　　縁 岡谷南高校３年 

辻中　杏奈 岡谷南高校３年 

スケート 少年女子 ショート500ｍ 菊池　純礼 小海高校１年 47"457 

スケート 少年女子 ショート1000ｍ 菊池　純礼 小海高校１年 1'37"386 

２位 スケート 成年男子 スピード1000m 上條　有司 日本電産サンキョー㈱ 1'13"86 

スケート 成年女子 スピード3000m 高木　菜那 日本電産サンキョー㈱ 4'08"92 

スケート 少年男子 スピード5000m 大林　昌仁 佐久長聖高校２年 6'49"22 

スケート 少年男子 スピード10000m 大林　昌仁 佐久長聖高校２年 13'59"09 

スケート 少年女子 スピード500m 辻中　杏奈 岡谷南高校３年 41"66 

スケート 少年女子 スピード1000m 曽我こなみ 佐久長聖高校１年 1'27"48 

スケート 少年男子 スピード2000mR 上地　一馬 佐久長聖高校２年 2'31"80 

村上　　匠 小海高校３年 

菊原　魁人 野沢北高校１年 

大林　昌仁 佐久長聖高校２年 

３位 スケート 成年女子 スピード500m 神谷衣理那 日本電産サンキョー㈱ 40"34 

スケート 成年女子 スピード1000m 神谷衣理那 日本電産サンキョー㈱ 1'21"75 

スケート 少年女子 スピード500m 曽我こなみ 佐久長聖高校１年 41"67 

４位 スケート 成年女子 スピード3000m 石野枝里子 日本電産サンキョー㈱ 4'11"38 

スケート 少年男子 スピード500m 青木　唯人 市立長野高校３年 38"01 

スケート 少年男子 スピード1500m 矢島　友喜 岡谷南高校２年 (2'01"02) 

スケート 少年女子 スピード3000m 北澤　　彩 岡谷南高校２年 4'25"65 

スケート 成年女子 ショート1000m 菊池　萌水 早稲田大学１年 1'35"839 

スケート 少年女子 ショート1000m 松島ジョアンナ瑤子 小海高校１年 1'40"098 

５位 スケート 成年女子 スピード2000mR 清水　玲香 日本体育大学４年 2'56"58 

永田　希絵 日本電産サンキョー㈱ 

宮澤　里沙 高崎健康福祉大学１年 

神谷衣理那 日本電産サンキョー㈱ 

スケート 少年女子 スピード1500m 飯島　美幸 佐久長聖高校２年 2'10"16 

スケート 成年女子 ショート3000mR 菊池　萌水 早稲田大学１年 4'40"558 

小口　絵理 会社員 

小澤　　幸 ソーデナガノ㈱ 

飯塚　容子 ㈱イズミテクノ 

６位 スケート 成年男子 スピード500ｍ 中村　健斗 日本大学２年 37"80 

スケート 成年男子 スピード1000m 山中　大地 信州大学職員 (1'14"10) 

スケート 成年女子 スピード500m 清水　玲香 日本体育大学４年 41"55 

スケート 成年女子 スピード1000m 清水　玲香 日本体育大学４年 (1'20"99) 

スケート 少年男子 スピード1000m 上地　一馬 佐久長聖高校２年 (1'15"31) 

７位 スケート 少年男子 スピード1000m 菊原　魁人 野沢北高校１年 (1'15"65) 

スケート 少年女子 スピード1500m 北澤　　彩 岡谷南高校２年 (2'07"56) 

８位 スケート 少年男子 スピード10000m 久保　宣宗 市立長野高校３年 (14'04"90) 

スケート 少年女子 スピード3000m 渡邉　夏純 佐久長聖高校１年 (4'22"43) 
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 第67回（平成24年）冬季大会　スキー　　開催地：岐阜県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 成年男子Ｃ ジャイアントスラローム 小林　幸世 鹿島槍スキークラブ 1'10"01 

スキー 成年男子Ａ スペシャルジャンプ 作山　憲斗 北野建設スキークラブ 247.2

スキー 少年男子 コンバインド 堀米　翔大 飯山高校２年 jump 98.7 

CC 24'54"9 

スキー 少年男子 クロスカントリー 栗山　大貴 白馬高校３年 27'48"0 

２位 スキー 成年男子Ａ ジャイアントスラローム 三上　正人 中央大学３年 1'10"27 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 川浦あすか 文化学園長野高校３年 1'07"50 

スキー 成年男子Ｂ クロスカントリー 駒村　俊介 ㈱黒姫和漢薬研究所快 27'11"6 

３位 スキー 成年女子Ｂ ジャイアントスラローム 武田　典子 志賀高原スキークラブ 1'08"99 

スキー 成年男子Ｂ スペシャルジャンプ 山田　大禧 長野市スキークラブ 222.2

スキー 少年男子 クロスカントリー 中村　寿真 飯山高校３年 28'25"1 

スキー 成年男子 リレー 1:48'48"2 

太田　光平 日本大学３年 28'18"1 

栗山　雄大 専修大学３年 27'26"9 

駒村　俊介 ㈱黒姫和漢薬研究所快 25'44"2 

立花　　遼 専修大学２年 27'18"8 

スキー 少年男子 リレー 1:51'51"6 

中村　寿真 飯山高校３年 28'20"1 

岡田　瑞生 飯山高校３年 28'22"8 

馬場　雄樹 中野立志館高校２年 27'20"7 

栗山　大貴 白馬高校３年 27'47"8 

スキー 女子 リレー 1:02'13"8 

栗田　　茜 飯山高校３年 15'46"6 

髙木　毬衣 飯山高校３年 15'53"9 

大塚　裕華 國學院大學３年 15'24"9 

杉山　　茜 日本大学２年 15'08"2 

４位 スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 傳田　佳代 飯山高校１年 1'08"07 

スキー 成年男子Ｂ コンバインド 荻原　健司 北野建設スキークラブ jump 84.0 

CC 12'25"3 

５位 スキー 成年男子Ａ ジャイアントスラローム 松本　勲人 スキースターズ長野 1'10"71 

スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 池田　匡誉 中野立志館高校３年 1'08"07 

スキー 少年男子 コンバインド 久保田真弘 飯山北高校２年 jump 93.9 

CC 25'28"4 

６位 スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 有江　竣平 飯山高校２年 1'08"21 

スキー 成年男子Ａ コンバインド 片桐　慧太 早稲田大学３年 jump 98.7 

CC 24'38"7 

スキー 少年男子 コンバインド 関沢　昌太 白馬高校２年 jump 93.6 

CC 25'33"6 

７位 スキー 成年女子Ｂ ジャイアントスラローム 大久保　優 菅平プリンスホテル 1'10"33 

スキー 成年男子Ｂ コンバインド 青木　純平 飯山市スキークラブ jump 77.9 

CC 12'59"4 

スキー 少年女子 クロスカントリー 髙木　毬衣 飯山高校３年 16'47"0 

スキー 少年男子 クロスカントリー 岡田　瑞生 飯山高校３年 28'42"6 

８位 スキー 成年女子Ａ ジャイアントスラローム 山本真矢香 法政大学４年 1'11"76 

スキー 成年男子Ａ コンバインド 上原　広大 近畿大学３年 jump 92.7 

CC 24'20"7 

スキー 成年男子Ａ ジャイアントスラローム 清水　　大 中央大学４年 1'11"21 
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 第68回（平成25年）本大会　　開催地：東京都 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 ボート 少年女子 シングルスカル 石上　璃奈 下諏訪向陽高校３年 荒天のため決勝中止 

カヌー 成年男子 スラロームカヤックシングル（15ゲート） 矢澤　一輝 長野県カヌー協会 96.47点 

陸上競技 成年女子 三段跳 宮坂　　楓 横浜国立大学３年 13m02 

馬術 成年男子 スピードアンドハンディネス 佐藤　賢希 明松寺馬事公苑 1分02秒25 

ライフル射撃 成年女子 50mライフル伏射60発 砥石　真衣 東洋大学４年 591点 

山岳 成年男子 リード競技 笠原　大輔 Edge and Sofa 

中嶋　　徹 信州大学２年 

クレー射撃 成年 トラップ団体 大内　智喜 ログコテージ霧ヶ峰 241点 

遠山　哲治 （一社）長野県林業コンサルト協会 

矢澤　秀宗 ㈱矢澤興産 

クレー射撃 成年 トラップ個人 矢澤　秀宗 ㈱矢澤興産 88点 

２位 カヌー 成年男子 スラロームカヤックシングル（25ゲート） 矢澤　一輝 長野県カヌー協会 91.84点 

レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル74㎏級 塩川　貫太 北佐久農業高校３年 

山岳 成年男子 ボルダリング競技 笠原　大輔 Edge and Sofa 

中嶋　　徹 信州大学２年 

クレー射撃 男女総合 34点 

３位 陸上競技 少年女子共通 棒高跳 原　奈津美 上伊那農業高校３年 3m55 

レスリング 少年男子 フリースタイル96㎏級 マルチネス・タダシ 上田西高校３年 

柔道 少年女子 津金　　恵 松商学園高校３年 

出口クリスタ 松商学園高校３年 

武居　沙知 松商学園高校２年 

弓道 少年女子 近的 菅　　渓子 松本深志高校３年 

澤村莉香子 伊那弥生ヶ丘高校３年 

保科　早紀 長野西高校３年 

４位 陸上競技 少年女子共通 800m 内山　成実 長野吉田高校３年 2分08秒96 

５位 水泳（競泳） 成年女子 自由形50m 佐藤　　綾 新潟医療福祉大学１年 25秒98 

陸上競技 成年男子 走幅跳 太田　　朗 ライフメッセージ 7m48 

陸上競技 成年男子 10000m競歩 藤澤　　勇 ＡＬＳＯＫ綜合警備保障㈱ 40分36秒01 

陸上競技 男子共通 400ｍリレー 岩田　　晃 ライフメッセージ 40秒35 

長谷川　寛 松本深志高校３年 

松下　優太 松川高校１年 

塚原　直貴 富士通 

レスリング 少年男子 フリースタイル55㎏級 井出　光星 上田西高校２年 

相撲 少年男子 団体 選抜 更級農業高校 

木曽青峰高校 

相撲 少年男子 個人 渡辺　　亮 更級農業高校３年 

馬術 成年男子 六段障害飛越 小林　義彦 飯綱高原乗馬倶楽部 飛越回数３減点4 

馬術 少年 リレー 山下　大貴 東海大学付属第三高校２年 1分06秒94 

北沢　加奈 長野吉田高校２年 

柔道 女子総合 28点 

弓道 成年男子 近的 市川　隆光 諏訪市役所 

安藤　直貴 ニトリ長野店 

平澤　敏弘 日本電産㈱ 

ライフル射撃 成年女子 50mライフル三姿勢60発 砥石　真衣 東洋大学４年 410.3点 

アーチェリー 成年男子 団体 宮原　　雅 安井インターテック㈱ 

長澤　宏平 愛知工業大学１年 

淵田　悠太 愛知学院大学１年 
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５位 空手道 成年男子 形 杉野　拓海 ㈱皆思 

空手道 成年女子 形 田中美佐稀 山梨学院大学１年 

空手道 少年女子 形 石原　　優 松本第一高校１年 

６位 水泳（競泳） 少年男子Ｂ 平泳ぎ100m 塩入　龍斗 松本市立明善中学校３年 1分05秒25 

陸上競技 成年男子 110mハードル 早川　恭平 早稲田大学４年 14秒03 

陸上競技 成年女子 10000ｍ競歩 大和　千秋 飯田病院 48分06秒83 

陸上競技 少年男子共通 5000ｍ競歩 髙橋　涼太 豊科高校３年 20分52秒40 

７位 水泳（飛込） 少年女子 高飛込 山口　夏鈴 文化学園長野高校３年 244.00点 

バレーボール 少年男子 選抜 創造学園高校 

長野日本大学高校 

岡谷工業高校 

馬術 成年女子 ダービー 増田真七海 上田乗馬倶楽部 減点0(1分33秒44) 

馬術 成年女子 自由演技馬場馬術 藤森　祐子 あづみの乗馬苑 得点率64.300 

馬術 少年 スピードアンドハンディネス 北沢　加奈 長野吉田高校２年 1分05秒57 

山岳 男女総合 55点 

８位 陸上競技 少年男子B 200m 松下　優太 松川高校１年 22秒22 

陸上競技 少年男子B 3000ｍ 關　　颯人 佐久長聖高校１年 8分29秒91 

馬術 成年男子 馬場馬術 北原　　衛 北原装蹄所 得点率61.762 

馬術 成年男子 自由演技馬場馬術 北原　　衛 北原装蹄所 得点率62.325 

馬術 成年男子 標準障害飛越 小林　義彦 飯綱高原乗馬倶楽部 1分00秒19 

馬術 成年女子 標準障害飛越 佐藤　　泰 明松寺馬事公苑 56秒82 

馬術 少年 ダービー 山下　大貴 東海大学付属第三高校２年 1分34秒16 

馬術 少年 二段階障害飛越 山下　大貴 東海大学付属第三高校２年 第２段階進出できず 

クレー射撃 成年 スキート個人 布野　康介 ㈱布野恵だるま店 87点 

空手道 女子総合 15点 

 第68回（平成25年）冬季大会　スケート・アイスホッケー　　開催地：東京都・福島県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スケート 成年男子 スピード500m 上條　有司 日本電産サンキョー㈱ 37"01 

スケート 成年男子 スピード1000m 上條　有司 日本電産サンキョー㈱ 1'13"12 

スケート 少年男子 スピード10000m 大林　昌仁 佐久長聖高校３年 13'53"80 

スケート 少年女子 ショート500ｍ 菊池　純礼 小海高校２年 46"535 

スケート 少年女子 ショート1000ｍ 菊池　純礼 小海高校２年 1'36"809 

２位 スケート 成年女子 スピード1500m 高木　菜那 日本電産サンキョー㈱ (2'02"64) 

スケート 少年女子 スピード1000m 曽我こなみ 佐久長聖高校２年 1'28"47 

スケート 成年女子 スピード2000mR 清水　玲香 竹村製作所 2'41"16 

宮澤　里沙 高崎健康福祉大学２年 

高木　菜那 日本電産サンキョー㈱ 

仁科有加那 日本電産サンキョー㈱ 

スケート 少年男子 スピード2000mR 上地　一馬 佐久長聖高校３年 2'29"83 

菊原　魁人 野沢北高校２年 

牛山　紘貴 東海大学付属第三高校２年 

大林　昌仁 佐久長聖高校３年 

スケート 少年女子 スピード2000mR 曽我こなみ 佐久長聖高校２年 2'44"96 

松澤優花里 長野市立長野高校２年 

中村　杏奈 東海大学付属第三高校３年 

藤森　美希 佐久長聖高校１年 

スケート 少年女子 ショート1000m 松島ジョアンナ瑤子 小海高校２年 1'37"593 
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２位 スケート 成年女子 ショート3000mR 辻中　杏奈 大東文化大学１年 4'45"595 

菊池　萌水 早稲田大学２年 

小口　絵理 自営業 

新井　　縁 自営業 

３位 スケート 成年男子 スピード1000m 山中　大地 電算 1'15"26 

スケート 少年男子 スピード1500m 由井　勇矢 長野市立長野高校１年 2'23"17 

スケート 少年男子 スピード5000m 大林　昌仁 佐久長聖高校３年 6'47"34 

４位 スケート 成年男子 スピード500m 中村　健斗 日本大学３年 37"30 

スケート 成年女子 スピード500m 仁科有加那 日本電産サンキョー㈱ 40"48 

スケート 成年女子 スピード3000m 石野枝里子 日本電産サンキョー㈱ 4'20"14 

スケート 少年男子 スピード500m 上地　一馬 佐久長聖高校３年 37"89 

スケート 少年女子 スピード500m 中村　杏奈 東海大学付属第三高校３年 42"68 

スケート 少年女子 スピード1000m 藤森　美希 佐久長聖高校１年 (1'21"78) 

スケート 成年男子 スピード2000mR 中村　健斗 日本大学３年 2'35"45 

小林　拓斗 専修大学４年 

山中　大地 電算 

上條　有司 日本電産サンキョー㈱ 

５位 スケート 少年男子 スピード500m 菊原　魁人 野沢北高校２年 37"90 

スケート 少年男子 スピード1500m 大澤　　航 小海高校２年 (2'10"15) 

スケート 少年女子 スピード3000m 原　　和穂 佐久長聖高校１年 (4'37"72) 

スケート 成年女子 ショート1000m 菊池　萌水 早稲田大学２年 1'36"053 

スケート 少年 アイスホッケー 長野県選抜 5位 

６位 スケート 成年女子 スピード500m 清水　玲香 竹村製作所 40"92 

スケート 少年男子 スピード1000m 大澤　　航 小海高校２年 (1'17"36) 

スケート 少年女子 スピード1500m 竹村　美咲 東海大学付属第三高校３年 (2'15"35) 

スケート 少年女子 スピード3000m 竹村　美咲 東海大学付属第三高校３年 (4'39"90) 

７位 スケート 成年女子 スピード1500m 石野枝里子 日本電産サンキョー㈱ (2'03"37) 

スケート 少年男子 スピード5000m 菊池　耕太 小海高校１年 (7'57"60) 

スケート 少年男子 スピード10000m 菊池　耕太 小海高校１年 (14'54"92) 

スケート 少年女子 スピード500m 曽我こなみ 佐久長聖高校２年 57"07 

スケート 成年女子 ショート1000m 辻中　杏奈 大東文化大学１年 1'49"332 

８位 スケート 少年男子 スピード1000m 上地　一馬 佐久長聖高校３年 (1'18"70) 

スケート 成年女子 ショート500m 辻中　杏奈 大東文化大学１年 49"632 

 第68回（平成25年）冬季大会　スキー　　開催地：秋田県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

２位 スキー 成年男子Ｃ ジャイアントスラローム 小林　幸世 鹿島槍スキークラブ 1'02"28 

スキー 成年女子Ａ ジャイアントスラローム 川浦あすか スキースターズ長野 58"89 

スキー 成年女子Ｂ ジャイアントスラローム 武田　典子 志賀高原スキークラブ 1'04"25 

スキー 成年男子Ａ スペシャルジャンプ 作山　憲斗 北野建設㈱スキークラブ 231.8 

スキー 成年男子Ｂ スペシャルジャンプ 山田　大禧 長野市スキークラブ 224.8 

スキー 成年男子Ｂ クロスカントリー   クラシカル10㎞  駒村　俊介 ㈱黒姫和漢薬研究所快 26'04"4 

スキー 少年男子 クロスカントリー   4×10㎞  1:50'21"6 

池田　圭介 中野立志館高校３年 28'17"0 

湯本　啓太 中野立志館高校２年 28'05"7 

馬場　直人 中野立志館高校１年 26'46"4 

馬場　雄樹 中野立志館高校３年 27'12"4 

３位 スキー 成年男子Ｂ コンバインド 荻原　健司 北野建設㈱スキークラブ jump 83.5 
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３位 CC 13'02"6 

スキー 少年女子 クロスカントリー   クラシカル５㎞  滝沢こずえ 飯山高校２年 14'48"2 

４位 スキー 成年男子Ｂ ジャイアントスラローム 小林晋之介 菅平高原スキークラブ 56"15 

スキー 成年男子Ｃ クロスカントリー   クラシカル５㎞  神津　正昭 菅平高原スキークラブ 13'40"3 

スキー 成年女子Ａ クロスカントリー   クラシカル５㎞  大塚　裕華 國學院大學４年 14'57"4 

スキー 成年女子Ｂ クロスカントリー   クラシカル５㎞  篠原　文香 ＭＡＸスポーツクラブ 16'20"2 

スキー 成年男子 クロスカントリー   4×10㎞  1:48'24"0 

岡田　瑞生 中央大学１年 27'44"3 

市村耕太郎 東京農業大学１年 27'16"3 

駒村　俊介 ㈱黒姫和漢薬研究所快 26'27"6 

栗山　大貴 専修大学１年 26'55"7 

スキー 女子 クロスカントリー   4×5㎞  57'55"4 

栗田　　渚 飯山高校２年 14'06"8 

滝沢こずえ 飯山高校２年 14'30"4 

大塚　裕華 國學院大學４年 14'28"4 

半藤　成実 早稲田大学１年 14'49"6 

５位 スキー 少年男子 クロスカントリー   クラシカル10㎞  馬場　雄樹 中野立志館高校３年 26'57"1 

６位 スキー 成年男子Ａ クロスカントリー   クラシカル10㎞  栗山　大貴 専修大学１年 26'17"7 

スキー 少年男子 クロスカントリー   クラシカル10㎞  池田　圭介 中野立志館高校３年 27'00"1 

７位 スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 里野　太吾 中野立志館高校３年 59"55 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 永峯　寿樹 木島平中学校３年 202.4 

スキー 少年男子 コンバインド 大山　陽平 飯山高校２年 jump 70.5 

CC 25'55"0 

８位 スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 横川　猶也 白馬高校２年 197.9 

スキー 成年男子Ａ コンバインド 片桐　慧太 早稲田大学４年 jump 90.5 

CC 26'14"3 

9位 スキー 成年男子Ｂ コンバインド 青木　純平 飯山市スキークラブ jump 62.5 

CC 13'58"6 

 第69回（平成26年）本大会　　開催地：長崎県 
順位 競　技 種　別 種目 氏　名 所　属 記　録 

１位 カヌー 成年女子 スラローム（25） 矢澤　亜季 長野県カヌー協会 108.41点 

カヌー 成年男子 スラローム（25） 矢澤　一輝 善光寺大勧進 98.33点 

カヌー 成年女子 スラローム（15） 矢澤　亜季 長野県カヌー協会 102.13点 

空手道 少年女子 形 石原　　優 松本第一高校２年 

馬術 成年女子 ダービー 増田真七海 上田乗馬倶楽部 1分49秒75 

山岳 成年男子 リード 笠原　大輔 Edge and Sofa 

中嶋　　徹 信州大学３年 

山岳 成年男子 ボルダリング 笠原　大輔 Edge and Sofa 

中嶋　　徹 信州大学３年 

２位 カヌー 成年男子 スラローム（15） 矢澤　一輝 善光寺大勧進 94.32点 

陸上競技 成年男子 走幅跳 嶺村　鴻汰 筑波大学４年 7ｍ80 

レスリング 成年男子 グレコ66㎏ 長崎　宏樹 山梨学院大学４年 

馬術 成年男子 トップスコア 佐藤　賢希 明松寺馬事公苑 1480点 

馬術 成年男子 六段障害飛越 小林　義彦 飯綱高原乗馬倶楽部 4回 

ライフル射撃 成年女子 50ｍＰ60Ｗ 砥石　真衣 東洋大学４年 615.0点 

ボウリング 成年男子 団体２人 竹下　将弘 ㈱長野汎用計器製作所 4007点 

中島　紀彦 ㈲太平商事 
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３位 水泳（競泳） 成年女子 自由形100ｍ 佐藤　　綾 新潟医療福祉大学２年 56秒08 

水泳（競泳） 成年男子 自由形100ｍ 伊澤　賢司 中京大学４年 49秒82 

水泳（競泳） 少年男子Ｂ 平泳ぎ100ｍ 塩入　龍斗 松商学園高校１年 1分03秒59 

レスリング 少年男子 グレコ96㎏ 白鳥　慶樹 小諸高校２年 

４位 水泳（競泳） 成年男子 自由形50ｍ 伊澤　賢司 中京大学４年 23秒07 

水泳（競泳） 少年男子Ａ 自由形50ｍ 古川慎一郎 佐久長聖高校３年 23秒52 

陸上競技 成年男子 10000ｍ競歩 藤澤　　勇 ＡＬＳＯＫ 39分41秒69 

馬術 成年男子 標準障害飛越 小林　義彦 飯綱高原乗馬倶楽部 1分４秒23 

５位 レスリング 成年男子 グレコ59㎏ 松澤　力也 日本体育大学４年 

馬術 成年男子 スピード＆ハンディネス 佐藤　賢希 明松寺馬事公苑 1分18秒13 

ライフル射撃 成年女子 50ｍ３×20Ｗ 砥石　真衣 東洋大学４年 408.8点 

空手道 少年男子 形 北澤　久遠 飯田高校２年 

バレーボール 少年男子 創造学園高校 

バスケットボール 少年男子 長野県選抜 

６位 アーチェリー 成年女子 団体 宮原明日香 今井書店 

林　　美月 山梨大学３年 

小池　麻実 ㈱総合キャリアオプション 

空手道 女子総合 18点 

陸上競技 成年女子 100ｍ 宮澤　有紀 富山大学４年 11秒93 

馬術 少年 二段階障害飛越 中村　瑠佳 上田高校１年 34秒91 

７位 水泳（競泳） 成年男子 200ｍリレー 伊澤　賢司 中京大学４年 1分32秒04 

小松原　祐 中京大学４年 

松澤　直哉 神奈川大学４年 

西澤　大樹 中京大学２年 

陸上競技 成年女子 10000ｍ競歩 大和　千秋 飯田病院 47分23秒88 

陸上競技 男子共通 リレー 松下　優太 松川高校２年 40秒12 

原　　翔太 上武大学４年 

樋口　一馬 松商学園高校１年 

塚原　直貴 富士通 

フェンシング 少年男子 団体 塩原　智輝 伊那北高校３年 

平松　海成 箕輪進修高校１年 

矢澤　　亮 箕輪進修高校３年 

馬術 少年 スピード＆ハンディネス 中村　瑠佳 上田高校１年 1分16秒04 

山岳 男女総合 58点 

クレー射撃 成年 スキート 塚田　政光 ㈱ＲＥＡＬ 253点 

奥野　隆志 奥野建材 

布野　康介 ㈱布野恵だるま店 

馬術 男女総合 47点 

８位 水泳（シンクロ） 少年女子 デュエット 新井はすみ 長野高校２年 149.1162点 

須藤　美紅 市立長野高校１年 

水泳（競泳） 少年男子Ａ 平泳ぎ200ｍ 礒田　涼太 野沢北高校３年 2分17秒40 

陸上競技 少年女子Ｂ 走幅跳 森本　知隼 塩尻中学校３年 5ｍ73 

陸上競技 成年女子 走幅跳 宮坂　　楓 横浜国立大学４年 5ｍ94 

陸上競技 成年男子 5000ｍ 關　　颯人 佐久長聖高校２年 14分11秒13 

陸上競技 成年男子 400ｍ 中野　直哉 早稲田大学２年 47秒84 

陸上競技 少年男子Ｂ 3000ｍ 名取　燎太 佐久長聖高校１年 8分27秒58 

ウエイトリフティング 少年男子 56㎏級ジャーク 河尻隆之介 松商学園高校２年 100㎏ 

ウエイトリフティング 少年男子 85㎏級ジャーク 小松　幸佑 松商学園高校２年 136㎏ 
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８位 馬術 少年 リレー 山下　大貴 東海大学付属第三高校３年 1分12秒47 

中村　瑠佳 上田高校１年 

馬術 少年 ダービー 山下　大貴 東海大学付属第三高校３年 1分37秒12 

馬術 女子総合 18点 

クレー射撃 成年 スキート 布野　康介 ㈱布野恵だるま店 89点 

 第69回（平成26年）冬季大会　スケート・アイスホッケー　　開催地：栃木県
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スケート 成年男子 スピード500m 羽賀　亮平 日本電産サンキョー㈱ 36"22 

スケート 成年女子 スピード2000mR 仁科有加那 日本電産サンキョー㈱ 2'40"96 

中村　杏奈 信州大学１年 

樋　　沙織 日本電産サンキョー㈱ 

清水　玲香 ㈱竹村製作所 

スケート 少年男子 ショート500m 菊池　純礼 小海高校３年 47"094 

スケート 少年女子 ショート1000m 菊池　純礼 小海高校３年 1'41"531 

２位 スケート 成年女子 スピード500m 仁科有加那 日本電産サンキョー㈱ 39"91 

スケート 成年女子 スピード1000m 仁科有加那 日本電産サンキョー㈱ 1'25"02 

スケート 少年男子 スピード500m 牛山　紘貴 東海大三高校３年 37"86 

スケート 少年女子 スピード500m 曽我こなみ 佐久長聖高校３年 40"74 

スケート 少年女子 ショート1000m 藤森　美希 佐久長聖高校２年 1'21"58 

スケート 成年男子 スピード2000mR 中村　健斗 日本大学４年 2'27"35 

大槻　貴弘 法政大学３年 

青木　唯人 専修大学２年 

羽賀　亮平 日本電産サンキョー㈱ 

スケート 少年男子 スピード2000mR 菊原　魁人 野沢北高校３年 2'29"88 

大澤　　航 小海高校３年 

由井　勇矢 市立長野高校２年 

牛山　紘貴 東海大三高校３年 

スケート 少年女子 スピード2000mR 曽我こなみ 佐久長聖高校３年 2'42"85 

松澤優花里 市立長野高校３年 

山田　梨央 伊那西高校１年 

藤森　美希 佐久長聖高校２年 

３位 スケート 少年男子 スピード500m 菊原　魁人 野沢北高校３年 37"95 

スケート 少年男子 スピード10000m 伊藤　貴裕 市立長野高校２年 13'52"75 

スケート 少年女子 スピード1000m 曽我こなみ 佐久長聖高校３年 1'31"09 

スケート 成年男子 スピード1000m 中村　健斗 日本大学４年 1'14"18 

スケート 成年女子 スピード1000m 清水　玲香 ㈱竹村製作所 (1'19"46) 

４位 スケート 成年女子 スピード3000m 樋　　沙織 日本電産サンキョー㈱ 4'14"16 

スケート 少年男子 スピード500m 菊池　耕太 小海高校２年 43"608 

スケート 少年女子 スピード1500m 山田　梨央 伊那西高校１年 2'16"91 

５位 スケート 少年女子 スピード3000m 渡邉　夏純 佐久長聖高校３年 4'24"32 

スケート 成年男子 スピード5000m 由井　　翔 山梨学院大学３年 6'39"42 

スケート 少年男子 スピード1000m 大澤　　航 小海高校３年 (1'15"91) 

スケート 成年女子 ショート3000mR 菊池　悠希 立教大学４年 4'48"774 

北澤　　彩 神奈川大学１年 

小口　絵理 自営業 

小林　真実 高崎健康福祉大学２年 

６位 スケート 成年男子 スピード500m 中村　健斗 日本大学４年 37"53 
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６位 スケート 成年男子 スピード1500m 大林　昌仁 山梨学院大学１年 (2'25"41) 

スケート 少年男子 スピード1000m 由井　勇矢 市立長野高校２年 (1'16"84) 

スケート 少年男子 スピード5000m 樋口　諒亮 市立長野高校２年 (6'56"64) 

スケート 少年女子 スピード1500m 藤森　美希 佐久長聖高校２年 (2'09"37) 

スケート 少年女子 スピード3000m 原　　和穂 佐久長聖高校２年 (4'24"34) 

７位 スケート 成年女子 スピード500m 清水　玲香 ㈱竹村製作所 57"93 

スケート 成年女子 スピード1000m 北澤　　彩 神奈川大学１年 1'52"552 

スケート 成年男子 ショート5000mR 山浦　大明 山梨学院大学２年 7'43"462 

岩下　　聖 山梨学院大学１年 

矢島　友喜 法政大学１年 

笠原　堅介 日本大学２年 

アイスホッケー 少年 長野県選抜 

スケート 成年男子 スピード1000m 由井　大陽 早稲田大学３年 (6'39"28) 

スケート 少年女子 スピード1000m 山田　梨央 伊那西高校１年 53"70 

スケート 成年女子 ショート500m 菊池　悠希 立教大学４年 47"372 

 第69回（平成26年）冬季大会　スキー　　開催地：山形県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 加藤　聖五 野沢温泉中学校３年 49"15 

スキー 成年男子Ａ スペシャルジャンプ 作山　憲斗 北野建設(株)スキークラブ 233.5 

スキー 成年男子Ｂ クロスカントリークラシカル10km 成瀬　野生 白馬村スキークラブ 26'15"8 

スキー 成年男子Ｃ クロスカントリークラシカル５km 大山　勝広 中野土建(株) 13'49"6 

スキー 少年男子 クロスカントリークラシカル10km 馬場　直人 中野立志館高校２年 26'09"8 

スキー 少年男子 クロスカントリー   4×10km  1:36'11"5 

湯本　啓太 中野立志館高校３年 24'32"3 

渡辺　瑛仁 中野立志館高校３年 23'56"2 

馬場　直人 中野立志館高校２年 23'18"6 

本間　有次 中野立志館高校２年 24'24"4 

２位 スキー 成年女子Ａ クロスカントリークラシカル５km 大塚　裕華 スキースターズ長野 14'04"2 

スキー 少年男子 クロスカントリークラシカル10km 内田亜汰瑠 中野立志館高校２年 26'49"4 

３位 スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 傳田　佳代 飯山高校３年 48"76 

スキー 少年男子 コンバインド 傳田　英郁 飯山高校１年 Jump 109.0 

CC 30'49"2 

スキー 成年男子Ｃ クロスカントリークラシカル５km 山田　琢也 ジェイエフデザイン 1'05"88 

スキー 少年女子 クロスカントリークラシカル５km 滝沢こずえ 飯山高校３年 15'08"5 

スキー 成年男子 クロスカントリー   4×10km  1:33'54"0 

市村耕太郎 東京農業大学２年 23'51"7 

栗山　大貴 専修大学２年 23'32"8 

立花　　遼 専修大学４年 23'43"5 

成瀬　野生 白馬村スキークラブ 22'46"0 

４位 スキー 成年男子Ｃ ジャイアントスラローム 宮崎日香里 中野立志館高校１年 47"16 

スキー 女子 クロスカントリー   4×5km  55'48"8 

渡邉　祐佳 飯山高校２年 13'42"5 

滝沢こずえ 飯山高校３年 13'29"7 

大塚　裕華 スキースターズ長野 13'45"7 

半藤　成実 早稲田大学２年 14'50"9 

５位 スキー 少年男子 クロスカントリークラシカル10km 渡辺　瑛仁 中野立志館高校３年 27'20"3 

スキー 少年女子 クロスカントリークラシカル５km 渡邉　祐佳 飯山高校２年 15'24"8 
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６位 スキー 少年男子 コンバインド 山本　涼太 飯山高校１年 Jump 87.5 

CC 29'59"3 

スキー 成年男子Ａ クロスカントリークラシカル10km 栗山　大貴 専修大学２年 26'33"8 

７位 スキー 成年女子Ｂ ジャイアントスラローム 武田　典子 志賀高原スキークラブ 54"27 

スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 小林　竜登 飯山高校３年 51"38 

スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 久保田　拓 飯綱中学校３年 51"38 

スキー 成年男子Ａ コンバインド 柴草　陽祐 明治大学３年 Jump 91.5 

CC 29'01"2 

スキー 少年男子 コンバインド 大山　陽平 飯山高校３年 Jump 66.0 

CC 28'58"3 

スキー 成年男子Ａ クロスカントリークラシカル10km 立花　　遼 専修大学４年 26'47"3 

８位 スキー 成年男子Ｂ ジャイアントスラローム 浅野　　仁 大町市スキークラブ 1'11"38 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 野々山颯絵 白馬高校２年 49"75 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 栗田　力樹 白馬中学校３年 191 

スキー 少年男子 コンバインド 永峯　寿樹 飯山北高校１年 Jump 105.5 

CC 31'52"3 

 第70回（平成27年）本大会　　開催地：和歌山県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 陸上競技 成年男子 走幅跳 嶺村　鴻汰 モンテローザ 8m00 

陸上競技 成年男子 800ｍ 川元　　奨 スズキ浜松ＡＣ 1分48秒58 

レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル96㎏級  白鳥　慶樹 小諸高校３年 

ウエイトリフティング 少年男子 85㎏級クリーン＆ジャーク 小松　幸佑 松商学園高校３年 143㎏ 

馬術 成年女子 標準障害飛越 佐藤　　泰 明松寺馬事公苑 56秒68 

馬術 成年女子 トップスコア 佐藤　　泰 明松寺馬事公苑 1540点 

馬術 成年男子 六段障害飛越 小林　義彦 飯綱高原乗馬倶楽部 飛越回数5 

弓道 成年男子 近的 清水　北登 ㈱竹内製作所 

小田切祐典 まちづくり小諸第一事業部 

平澤　敏弘 日本電産㈱長野技術開発Ｃ 

ライフル射撃 成年女子 50ｍライフル三姿勢60発  砥石　真衣 東洋大学４年 446.4点 

２位 ボート 少年男子 シングルスカル 中村　智哉 下諏訪向陽高校３年 3分47秒35 

陸上競技 少年女子Ｂ 1500ｍ 和田　有菜 長野東高校１年 4分19秒98 

ウエイトリフティング 少年男子 85㎏級トータル 小松　幸佑 松商学園高校３年 254㎏ 

馬術 成年女子 二段階障害飛越 増田真七海 上田乗馬倶楽部 24秒95 

ライフル射撃 成年女子 50ｍライフル伏射60発 砥石　真衣 東洋大学４年 608.6点 

３位 水泳（競泳） 成年女子 自由形50ｍ 佐藤　　綾 新潟医療福祉大学３年 25秒62 

カヌー 成年男子 スラローム・カヤックシングル（25ゲート）  矢澤　一輝 善光寺大勧進 80.29点 

カヌー 成年男子 スラローム・カヤックシングル（15ゲート） 矢澤　一輝 善光寺大勧進 78.68点 

陸上競技 少年女子Ｂ 走幅跳 森本　知隼 松本県ヶ丘高校１年 5m89 

体操 少年女子 新体操 猪又　涼子 伊那西高校３年 27.558点 

清澤　毬乃 松商学園高校２年 

北原　沙希 伊那西高校２年 

塩澤　有紀 伊那西高校２年 

児玉　　悠 伊那西高校２年 

ウエイトリフティング 少年男子 85㎏級スナッチ 小松　幸佑 松商学園高校３年 111㎏ 

馬術 少年 標準障害飛越 衛藤みのり 松商学園高校３年 1分７秒49 

馬術 成年男子 国体総合馬術 佐藤　賢希 明松寺馬事公苑 49.9点 

馬術 男女総合 
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３位 弓道 男女総合 

４位 水泳（競技） 少年男子A 平泳ぎ200ｍ 畔上進太郎 長野吉田高校３年 2分15秒97 

陸上競技 成年男子 400ｍＨ 中野　直哉 早稲田大学３年 50秒63 

サッカー 女子 長野県選抜 

バレーボール 成年男子 長野県選抜 

馬術 少年 ダービー 高野　実樹 中野西高校１年 1分40秒68 

フェンシング 少年男子 西藤　俊哉 帝京高校３年 

平松　海成 箕輪進修高校２年 

根橋　大空 箕輪進修高校１年 

５位 水泳（競泳） 成年女子 自由形100ｍ 佐藤　　綾 新潟医療福祉大学３年 55秒83 

水泳（競泳） 成年男子 200ｍリレー 伊澤　賢司 京浜物流株式会社 1分31秒25 

古川慎一郎 早稲田大学１年 

松田　優太 法政大学３年 

西澤　大樹 中京大学３年 

水泳（競泳） 少年男子Ｂ 自由形50ｍ 中村　　翼 上伊那農業高校１年 24秒19 

水泳 （シンクロ） 少年女子 デュエット 須藤　美紅 市立長野高校２年 152.2361点 

藤原　茉那 長野市立柳町中学校３年 

ボート 成年女子 シングルスカル 石上　璃奈 早稲田大学２年 4分31秒49 

陸上競技 成年女子 100ｍ 宮澤　有紀 富山大学５年 11秒82 

バレーボール 少年男子 創造学園高校 

バスケットボール 成年女子 長野県選抜 

レスリング 成年男子 グレコローマンスタイル75㎏級  小林　隆介 拓殖大学３年 

レスリング 成年男子 グレコローマンスタイル85㎏級  塩川　貫太 日本体育大学２年 

レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル60㎏級  小島　裕紀 上田西高校３年 

ウエイトリフティング 少年男子 94㎏級クリーン＆ジャーク 河西　勇介 松商学園高校３年 140㎏ 

卓球 成年男子 滝澤　拓真 明治大学３年 

伊積　健太 岡谷市役所 

岡田　　崚 岡谷市役所 

馬術 少年 トップスコア 衛藤みのり 松商学園高校３年 830点 

弓道 少年男子 遠的 青木俊太郎 長野日大高校３年 

伊藤　益瑠 伊那弥生ヶ丘高校３年 

金子　夏暉 岡谷工業高校３年 

空手道 成年女子 形 田中美佐稀 山梨学院大学３年 

６位 陸上競技 少年男子Ａ 400ｍ 樋口　一馬 松商学園高校２年 48秒26 

陸上競技 少年男子Ｂ 3000ｍ 中谷　雄飛 佐久長聖高校１年 8分28秒84 

ウエイトリフティング 少年男子 94㎏級トータル 河西　勇介 松商学園高校３年 245㎏ 

馬術 少年 二段階障害飛越 中村　瑠佳 上田高校２年 30秒20 

馬術 少年 少年リレー 衛藤みのり 松商学園高校３年 1分１秒58 

中村　瑠佳 上田高校２年 

弓道 成年男子 遠的 清水　北登 ㈱竹内製作所 

小田切祐典 まちづくり小諸第一事業部 

平澤　敏弘 日本電産㈱長野技術開発Ｃ 

７位 水泳（競泳） 成年男子 自由形50ｍ 伊澤　賢司 京浜物流株式会社 23秒12 

陸上競技 成年男子 10000ｍ競歩 藤澤　　勇 ＡＬＳＯＫ綜合警備保障㈱ 42分26秒80 

陸上競技 成年女子 10000ｍ競歩 溝口友己歩 長野東高校３年 47分３秒23 

陸上競技 男子共通 400ｍＲ 松橋　大夢 長野日大高校３年 40秒34 

川上　真弥 中央大学４年 

小出　郁弥 市立長野高校１年 
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７位 原　　翔太 スズキ浜松ＡＣ 

バレーボール 男女総合 52.5点 

ウエイトリフティング 少年男子 94㎏級スナッチ 河西　勇介 松商学園高校３年 105㎏ 

ゴルフ 成年男子 丸山　雄也 日本体育大学３年 142 

牧野ふみ江 行政書士森山事務所 

井原　寿恵 豊丘村中央保育園 

８位 カヌー 少年男子 スプリント・カヤックシングル 竹下　世界 篠ノ井高校犀峡校３年 2分３秒253 

陸上競技 少年女子Ａ 走幅跳 西村　千明 伊那北高校３年 5m73 

陸上競技 女子共通 400ｍＲ 金田　華実 野沢北高校３年 46秒21 

宮澤　有紀 富山大学５年 

森本　知隼 松本県ヶ丘高校１年 

今井沙緒里 飯田病院 

ウエイトリフティング 少年男子 クリーン＆ジャーク 河尻隆之介 松商学園高校３年 102㎏ 

馬術 成年男子 標準障害飛越 小林　義彦 飯綱高原乗馬倶楽部 1分0秒13 

弓道 成年女子 遠的 竹花　　葵 コープながの上田センター 

 第70回（平成27年）冬季大会　スケート・アイスホッケー　　開催地：群馬県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スケート 成年女子 ショート1000m 菊池　萌水 早稲田大学３年 1'37"310 

スケート 少年女子 ショート1000m 山浦美和子 小海高校１年 1'35"067 

スケート 成年男子 スピード5000m 大林　昌仁 山梨学院大学２年 6'59"81 

スケート 少年男子 ショート500m 菊池　耕太 小海高校３年 43"492 

２位 スケート 少年男子 スピード500m 高見澤　涼 小海高校３年 38"10 

スケート 少年男子 スピード10000m 土屋　　陸 長野東高校２年 14'27"87 

スケート 少年女子 ショート1000m 小池　佑奈 岡谷南高校３年 1'35"093 

スケート 少年男子 ショート1000m 菊池　耕太 小海高校３年 1'33"266 

スケート 少年男子 スピード5000m 伊藤　貴裕 市立長野高校３年 6'52"28 

スケート 成年男子 スピード1000m 中村　健斗 日本電産サンキョー㈱ 1'12"74 

スケート 少年女子 スピード1000m 松本　芽依 伊那西高校１年 1'26"28 

スケート 少年女子 ショート500m 山浦美和子 小海高校１年 47"163 

スケート 成年女子 ショート500m 菊池　萌水 早稲田大学３年 46"569 

スケート 成年男子 スピード2000mR 中村　健斗 日本電産サンキョー㈱ 2'28"33 

青木　唯人 専修大学３年 

上地　一馬 東洋大学２年 

山中　大地 日本電産サンキョー㈱ 

３位 スケート 成年男子 スピード500m 中村　健斗 日本電産サンキョー㈱ 37"74 

スケート 少年男子 スピード1000m 高見澤　涼 小海高校３年 タイムなし 

スケート 少年男子 スピード5000m 土屋　　陸 長野東高校２年 6'55"55 

スケート 少年女子 ショート500m 小池　佑奈 岡谷南高校３年 47"432 

スケート 少年女子 スピード2000mR 松本　芽依 伊那西高校１年 2'51"14 

平澤　春佳 伊那北高校１年 

堀　あかり 諏訪二葉高校１年 

原　　和穂 佐久長聖高校３年 

スケート 成年男子 ショート5000mR 菊池　哲平 山梨学院大学１年 7'21"962 

岩下　　聖 山梨学院大学２年 

矢島　友喜 法政大学２年 

山浦　大明 山梨学院大学３年 

４位 スケート 少年男子 スピード500m 小林　寛和 市立長野高校３年 38"24 
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４位 スケート 成年女子 スピード500m 辻中　杏奈 大東文化大学３年 42"57 

スケート 成年男子 ショート1000m 岩下　　聖 山梨学院大学２年 1'32"628 

５位 スケート 成年女子 ショート1000m 菊池　悠希 立教大学４年 1'39"234 

スケート 少年女子 スピード1500m 松本　芽依 伊那西高校１年 2'12"39 

スケート 少年男子 ショート1000m 菊池　浩樹 小海高校３年 1'40"493 

スケート 成年女子 ショート500m 菊池　悠希 立教大学４年 47"155 

６位 スケート 成年女子 スピード2000mR 辻中　杏奈 大東文化大学３年 2'54"52 

新井　　縁 信州大学２年 

中村　杏奈 信州大学２年 

松澤優花里 大東文化大学１年 

スケート 少年女子 スピード3000m 田中　翔子 東海大三高校３年 タイムなし 

８位 スケート 少年男子 スピード10000m 伊藤　貴裕 市立長野高校３年 タイムなし 

スケート 成年男子 フィギュア 中村　　智 山梨学院大学４年 153.61(点) 

小平　渓介 日本大学２年 103.27(点) 

スケート 少年男子 スピード1500m 原田　佳祐 諏訪二葉高校１年 タイムなし 

スケート 成年女子 スピード1500m 池上　真以 大東文化大学３年 タイムなし 

スケート 成年男子 スピード5000m 由井　　翔 山梨学院大学４年 タイムなし 

スケート 成年女子 スピード1000m 辻中　杏奈 大東文化大学３年 タイムなし 

スケート 少年男子 ショート500m 菊池　浩樹 小海高校３年 54"403 

スケート 成年男子 ショート500m 山浦　大明 山梨学院大学３年 43"822 

アイスホッケー 成年 長野県選抜 

 第70回（平成27年）冬季大会　スキー　　開催地：群馬県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 少年男子 クロスカントリー   クラシカル10㎞  馬場　直人 中野立志舘高校３年 28'25"0 

スキー 少年女子 クロスカントリー   クラシカル５㎞  宮崎日香里 中野立志舘高校１年 16'18"5 

スキー 少年男子 クロスカントリー   4×10㎞  1：50'56"1 

笠原　　陸 中野立志舘高校１年 28'06"2 

内田亜汰瑠 中野立志舘高校３年 27'47"1 

本間　有次 中野立志舘高校３年 27'38"5 

馬場　直人 中野立志舘高校３年 27'24"3 

２位 スキー 少年男子 クロスカントリー   クラシカル10㎞  内田亜汰瑠 中野立志館高校３年 29'14"0 

スキー 成年男子Ｃ クロスカントリー   クラシカル５㎞  山田　琢也 ジェイエフデザイン 15'35"6 

スキー 成年女子Ａ ジャイアントスラローム 蓮見小奈津 東海大学４年 1'05"88 

スキー 少年男子 コンバインド 山本　涼太 飯山高校２年 jump　101.0 

CC　27'28"1 

スキー 女子 クロスカントリー   4×5㎞  59'49"0 

渡邉　祐佳 飯山高校３年 14'49"6 

唐木　永乃 飯山高校３年 14'52"0 

宮崎日香里 中野立志舘高校１年 15'00"6 

大塚　裕華 スキースターズ長野 15'06"8 

３位 スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 栗田　力樹 白馬高校１年 228.6

スキー 成年男子Ｃ クロスカントリー   クラシカル５㎞  大山　勝広 中野土建㈱ 15'47"9 

スキー 成年女子Ａ クロスカントリー   クラシカル５㎞  大塚　裕華 スキースターズ長野 16'45"7 

スキー 少年女子 クロスカントリー   クラシカル５㎞  唐木　永乃 飯山高校３年 16'39"9 

スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 久保田　拓 中野西高校１年 1'04"46 

４位 スキー 成年男子Ａ クロスカントリー   クラシカル10㎞  市村耕太郎 東京農業大学３年 29'06"4 

スキー 成年男子Ａ コンバインド 柴草　陽祐 明治大学４年 jump　103.5 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

４位 CC　27'04"5 

５位 スキー 少年女子 クロスカントリー   クラシカル５㎞  渡邉　祐佳 飯山高校３年 16'45"3 

スキー 成年女子Ａ クロスカントリー   クラシカル５㎞  半藤　成実 早稲田大学３年 17'13"4 

スキー 成年女子Ａ ジャイアントスラローム 川浦あすか スキースターズ長野 1'06"68 

スキー 成年男子Ａ コンバインド 傳田　翁玖 早稲田大学３年 jump　93.5 

CC　26'30"3 

スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 西　　颯太 地球環境高校３年 1'05"21 

スキー 成年男子 クロスカントリー   4×10㎞  2：01'58"8 

神宮司悠人 東洋大学１年 29'44"9 

栗山　大貴 専修大学３年 31'38"7 

市村耕太郎 東京農業大学３年 30'31"2 

大山　勝広 中野土建㈱ 30'04"0 

スキー 成年男子Ｃ ジャイアントスラローム 田島あづみ 小賀坂スキークラブ 1'01"92 

６位 スキー 少年男子 コンバインド 傳田　英郁 飯山高校２年 jump　116.5 

CC　28'53"9 

７位 スキー 成年男子Ｃ ジャイアントスラローム 大瀧　徹也 スキーチームゼロ 1'02"10 

スキー 少年男子 コンバインド 山田　和也 白馬高校３年 jump　98.0 

CC　27'41"7 

８位 スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 山本　涼太 飯山高校２年 207.8 

スキー 成年男子Ａ クロスカントリー   クラシカル10㎞  栗山　大貴 専修大学３年 29'21"6 

スキー 少年女子 クロスカントリー   クラシカル５㎞  吉越知恵美 中野立志舘高校３年 17'01"6 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 野々山颯絵 白馬高校３年 1'10"55 

スキー 成年男子Ａ コンバインド 堀米　翔太 日本大学２年 jump　85.0 

CC　26'23"4 

スキー 成年男子Ｂ コンバインド 荻原　健司 北野建設㈱スキークラブ jump　78.5 

CC　13'58"0 

9位 スキー 成年男子Ａ スペシャルジャンプ 横川　良太 白馬村スキークラブ 115.4 

スキー 成年男子Ｂ コンバインド 岡　　利哉 木島平スキークラブ jump　64.5 

CC　14'09"0 

 第71回（平成28年）本大会　　開催地：岩手県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 陸上競技 成年女子 三段跳 宮坂　　楓 ニッパツ 13m33 

馬術 成年女子 ダービー 増田真七海 上田乗馬倶楽部 1分48秒08 

弓道 成年男子 近的 清水　北登 ㈱竹内製作所 

小田切祐典 信州味噌㈱ 

平澤　敏弘 日本電産㈱ 

ライフル射撃 成年女子 50mライフル 三姿勢60発 砥石　真衣 東洋大学 4463.3点 

２位 水泳（競泳） 成年女子 自由形50m 佐藤　　綾 新潟医療福祉大学４年 25秒44 

カヌー 成年男子 スラロームカヤックシングル（25ゲート）  矢澤　一輝 善光寺大勧進 86.77 

陸上競技 少年女子A 1500m 和田　有菜 長野東高校２年 4分22秒71 

自転車 女子 ケイリン 中嶋　里美 日本競輪選手会　愛知支部 

馬術 成年女子 トップスコア 佐藤　　泰 明松寺馬事公苑 1420点 

ライフル射撃 成年女子 50mライフル  伏射60発  砥石　真衣 東洋大学 615.7点 

３位 水泳（シンクロ） 少年女子 デュエット 須藤　美紅 市立長野高校３年 154.8423点 

藤原　茉那 文化学園長野高校 

ボート 少年男子 舵手つきクォドルプル 大西　泰輔 岡谷南高校３年 3分12秒81 

鎌原　康陽 岡谷南高校３年 
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３位 小林　駿斗 岡谷南高校２年 

牛山　直哉 岡谷南高校３年 

丸山　寛喜 岡谷南高校３年 

相撲 少年男子 個人決勝トーナメント 渡辺　　拓 更科農業高校３年 

陸上競技 成年男子 800m 川元　　奨 スズキ浜松AC 1分51秒18 

陸上競技 少年男子A 棒高跳 内山　朋也 長野吉田高校３年 4m95 

テニス 成年男子 諱　　五貴 明治大学４年 

西脇　一樹 明治大学４年 

バレーボール 少年男子 創造学園 

馬術 成年男子 ダービー 佐藤　賢希 明松寺馬事公苑 1分43秒91 

馬術 成年男子 総合馬術 佐藤　賢希 明松寺馬事公苑 51.5点 

レスリング 成年男子 フリースタイル57㎏級 井出　光星 専修大学２年 

レスリング 成年男子 グレコローマンスタイル98㎏級  塩川　貫太 日本体育大学３年 

４位 水泳（競泳） 成年女子 自由形100m 佐藤　　綾 新潟医療福祉大学４年 55秒40 

陸上競技 少年男子A 走幅跳 内山　朋也 長野吉田高校３年 7m23 

陸上競技 成年女子 400m 佐藤　静香 新潟医療福祉大学４年 55秒78 

陸上競技 少年男子B 3000m 松崎　咲人 佐久長聖高校１年 8分20秒48 

相撲 少年男子 個人決勝トーナメント 山内　裕太 更科農業高校３年 

５位 水泳（競泳） 成年男子 200mフリーリレー 伊藤　賢司 京浜物流㈱ 1分31秒50 

古川慎一郎 早稲田大学２年 

松田　優太 法政大学４年 

西澤　大樹 中京大学４年 

陸上競技 成年女子 ハンマー投 中島　未歩 上田市陸上競技協会 56m74 

陸上競技 少年女子A 三段跳 森本　知隼 松本県ヶ丘高校２年 12m27 

陸上競技 成年女子 5000m競歩 溝口友己歩 早稲田大学１年 22分45秒57 

陸上競技 少年女子A 3000m 和田　有菜 長野東高校２年 9分16秒42 
体操（新体操） 少年女子 少年女子総合 清澤　毬乃 松商学園高校３年 28.508 

小宮山真衣 伊那西高校３年 

二木　　萌 伊那西高校２年 

塩澤　有紀 伊那西高校３年 

塚原　　青 伊那西高校２年 

レスリング 成年男子 フリースタイル65㎏級 山﨑幹太郎 法政大学２年 

レスリング 少年男子 フリースタイル50㎏級 大橋　寛介 上田西高校１年 

レスリング 少年男子 フリースタイル66㎏級 竹内　祐斗 上田西高校２年 

レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル60㎏級  春日　啓吾 小諸商業高校３年 

レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル96㎏級  永島　佑真 小諸高校３年 

卓球 成年男子 滝澤　拓真 明治大学３年 

伊積　健太 岡谷市役所 

岡田　　崚 岡谷市役所 

空手道 少年男子 形 大藏　貫太 松本工業高校３年 

空手道 成年男子 形 杉野　拓海 ㈱皆思 

空手道 少年男子 組手 中村　遥太 松商学園高校３年 

６位 陸上競技 少年女子A  走幅跳 森本　知隼 松本県ヶ丘高校２年 5m83 

陸上競技 女子総合 50.5 

馬術 成年女子 標準障害飛越 佐藤　　泰 明松寺馬事公苑 1分13秒44 

馬術 少年 団体障害飛越 五十嵐大斗 長野日本大学中学校３年 

中村　瑠佳 上田高校３年 

馬術 成年男子 六段障害飛越 小林　義彦 飯綱高原乗馬倶楽部 飛越回数3   減点4  
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７位 陸上競技 成年男子 走幅跳 嶺村　鴻汰 モンテローザ 7m63 

陸上競技 成年男子 100m 原　　翔太 スズキ浜松AC 10秒51 

陸上競技 少年女子A 400m 加藤　詩萌 長野日大高校２年 56秒76 

馬術 男女総合 

クレー射撃 成年男子 トラップ団体 大内　智喜 ログコテージ霧ヶ峰 232 

遠山　哲治 長野県林業コンサルタント協会 

川上　　要 ㈲BALLS 

８位 水泳（競泳） 成年女子 200mフリーリレー 佐藤　　綾 新潟医療福祉大学４年 1分46秒20 

櫻井　美希 至学館大学１年 

石坂　夏鈴 神奈川大学１年 

原田　彩音 神奈川大学１年 

ウエイトリフティング 少年男子 ＋105㎏級トータル 二木　真碧 227 

馬術 成年女子 二段階障害飛越 増田真七海 上田乗馬倶楽部 28秒80 

 第71回（平成28年）冬季大会　スケート・アイスホッケー　　開催地：岩手県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スケート 成年女子 ショート1000m 菊池　悠希 帝産クラブ 1'42"350 

スケート 成年女子 ショート500m 菊池　萌水 早稲田大学４年 45"933 

スケート 成年女子 ショート3000mR 菊池　悠希 帝産クラブ 4'34"144 

菊池　萌水 早稲田大学４年 

北澤　　彩 神奈川大学３年 

小池　佑奈 中京大学１年 

スケート 少年男子 スピード10000m 杉田　駿介 長野東高校１年 14'21"83 

スケート 少年女子 スピード1000m 山田　梨央 伊那西高校３年 1'22"52 

スケート 成年男子 スピード1000m 山中　大地 ㈱電算 1'13"35 

２位 スケート 成年男子 ショート1000m 岩下　　聖 山梨学院大学３年 1'35"562 

スケート 成年男子 ショート500m 岩下　　聖 山梨学院大学３年 42"304 

スケート 成年男子 ショート5000mR 山浦　大明 山梨学院大学４年 7'17"730 

岩下　　聖 山梨学院大学３年 

菊池　哲平 山梨学院大学２年 

菊池　浩樹 山梨学院大学１年 

スケート 少年女子 スピード500m 山田　梨央 伊那西高校３年 41"02 

スケート 成年女子 スピード500m 新井　　縁 信州大学３年 40"40 

スケート 少年女子 スピード1000m 上條　夏歩 松本蟻ヶ崎高校１年 1'26"15 

スケート 少年男子 スピード5000m 林　　莉輝 佐久長聖高校２年 7'24"79 

スケート 少年男子 スピード2000mR 原　　眞尋 佐久長聖高校１年 2'35"37 

橋爪　　凱 伊那北高校２年 

関口　顯一 長野工業高校３年 

小島　良太 屋代高校２年 

３位 スケート 少年女子 ショート1000m 水野　彩萌 小海高校３年 1'48"036 

スケート 成年男子 ショート500m 菊池　哲平 山梨学院大学２年 43"134 

スケート 少年男子 スピード10000m 土屋　　陸 長野東高校３年 タイムなし 

スケート 少年女子 スピード500m 上條　夏歩 松本蟻ヶ崎高校１年 41"27 

スケート 成年女子 スピード500m 辻中　杏奈 大東文化大学４年 40"57 

スケート 成年女子 スピード1000m 新井　　縁 信州大学３年 1'25"00 

スケート 少年男子 スピード1000m 小島　良太 屋代高校２年 1'16"71 

スケート 少年女子 スピード2000mR 上條　夏歩 松本蟻ヶ崎高校１年 2'49"77 

堀　久美子 伊那西高校３年 
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３位 松本　芽依 伊那西高校２年 

山田　梨央 伊那西高校３年 

スケート 成年女子 スピード2000mR 新井　　縁 信州大学３年 2'45"63 

按田　　心 信州大学３年 

中村　杏奈 信州大学３年 

辻中　杏奈 大東文化大学４年 

スケート 成年男子 スピード2000mR 牛山　紘貴 日本大学２年 2'27"78 

上地　一馬 東洋大学３年 

小林　寛和 東洋大学１年 

山中　大地 ㈱電算 

４位 スケート 成年女子 ショート500m 小池　佑奈 中京大学１年 47"672 

スケート 少年 アイスホッケー 長野県選抜 

５位 スケート 少年女子 スピード1500m 賀来　真穂 岡谷南高校１年 2'11"92 

スケート 成年女子 スピード1000m 松澤優花里 大東文化大学２年 タイムなし 

スケート 少年女子 スピード3000m 細田　京香 市立長野高校２年 4'32"51 

スケート 少年男子 スピード5000m 土屋　　陸 長野東高校３年 タイムなし 

６位 スケート 少年女子 スピード3000m 藤森　優衣 東海大三高校１年 4'40"50 

スケート 成年女子 スピード3000m 竹村　美咲 大東文化大学３年 タイムなし 

７位 スケート 成年女子 スピード1500m 松澤優花里 大東文化大学２年 タイムなし 

スケート 成年男子 スピード5000m 大林　昌仁 山梨学院大学３年 タイムなし 

８位 アイスホッケー 成年 長野県選抜 

 第71回（平成28年）冬季大会　スキー　　開催地：岩手県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 成年女子A クロスカントリー   クラシカル５㎞  滝沢こずえ 早稲田大学２年 15'17"0 

スキー 成年女子B クロスカントリー   クラシカル５㎞  大塚　裕華 スキースターズ長野 15'42"2 

２位 スキー 少年女子 クロスカントリー   クラシカル５㎞  小林　千佳 飯山高校２年 15'16"2 

３位 スキー 成年男子C クロスカントリー   クラシカル５㎞  大山　勝広 中野土建㈱ 13'39"8 

スキー 成年男子A コンバインド 堀米　翔大 日本大学３年 jump　103.5 

CC　22'39"5 

４位 スキー 成年男子A  クロスカントリー   クラシカル10㎞  内田亜汰瑠 東京農業大学１年 26'14"7 

スキー 成年男子Ｃ クロスカントリー   クラシカル５㎞  服部　正秋 国際自然環境アウトドア専門学校  13'44"9 

スキー 成年女子Ａ クロスカントリー   クラシカル５㎞  半藤　成実 早稲田大学４年 15'52"1 

スキー 女子 クロスカントリー   4×5㎞  渡辺　愛珠 飯山北高校３年 55'30"2 

内田　夢加 中野立志館高校２年 

小林　千佳 飯山高校２年 

大塚　裕華 スキースターズ長野 

スキー 少年男子 クロスカントリー   4×10㎞  郷津　知哉 白馬中学校３年 1:36'32"6 

外谷　涼太 飯山高校１年 

渡辺　基嗣 飯山高校３年 

大塚　栄青 白馬高校３年 

５位  スキー 成年男子C クロスカントリー   クラシカル５㎞  山田　琢也 ジェイエフデザイン 13'48"9 

スキー 少年女子 クロスカントリー  クラシカル５㎞  渡辺　愛珠 飯山北高校３年 15'35"0 

スキー 成年女子A クロスカントリー  クラシカル５㎞  唐木　永乃 日本体育大学１年 16'06"3 

６位 スキー 少年男子 ジャイアントスラローム  仲俣　一樹 北部高校３年 1'11"96 

スキー 成年男子 クロスカントリー   4×10㎞ 湯本　啓太 早稲田大学２年 1:38'52"5 

内田亜汰瑠 東京農業大学１年 

市村耕太郎 東京農業大学４年 
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６位 山田　　洋 須坂スキークラブ 

７位 スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 清水　　拓 中野立志館高校１年 95 

スキー 少年男子 クロスカントリー クラシカル10㎞ 郷津　知哉 白馬中学校３年 26'46"9 

スキー 成年男子A クロスカントリー クラシカル10㎞ 市村耕太郎 東京農業大学４年 26'28"9 

スキー 少年女子 クロスカントリー クラシカル５㎞ 内田　夢加 中野立志館高校２年 15'37"9 

スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 小山　　慧 菅平中学校３年 1'12"03 

9位 スキー 成年男子B クロスカントリー クラシカル10㎞ 山田　　洋 須坂スキークラブ 28'37"0 

スキー 成年男子B ジャイアントスラローム 中村　　克 志賀高原スキークラブ 1'16"78 

スキー 成年男子A コンバインド 傳田　翁玖 早稲田大学４年 jump　98.0 

CC　24'01"7 

 第72回（平成29年）本大会　　開催地：愛媛県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 陸上競技 成年女子 三段跳 宮坂　　楓 ニッパツ 13m58 

陸上競技 成年男子 800m 川元　　奨 スズキ浜松AC 1分48秒00 

馬術 成年男子 トップスコア 佐藤　賢希 明松寺馬事公苑 1460点 

馬術 成年女子 トップスコア 佐藤　　泰 明松寺馬事公苑 1610点 

ライフル射撃 成年女子 50mライフル三姿勢60発 砥石　真衣 ブレーメン 456.6点 

２位 水泳（競泳） 成年女子 100m自由形 佐藤　　綾 新潟医療福祉大学職員 55秒45 

水泳（競泳） 成年女子 50m自由形 佐藤　　綾 新潟医療福祉大学職員 25秒47 

陸上競技 少年女子共通 1500m 和田　有菜 長野東高校３年 4分20秒39 

陸上競技 少年男子A 5000m 中谷　雄飛 佐久長聖高校３年 14分0秒39 

卓球 成年男子 滝澤　拓真 岡谷市役所 

岡田　　崚 岡谷市役所 

伊積　健太 岡谷市役所 

ライフル射撃 成年女子 50mライフル伏射60発 砥石　真衣 ブレーメン 614.2点 

３位 水泳（競泳） 少年女子B 50m自由形 今牧まりあ 飯田高校１年 26秒63 

陸上競技 成年女子 5000m競歩 溝口友己歩 早稲田大学２年 22分25秒61 

馬術 少年 二段階障害飛越 小林　章人 長野市立西部中学校３年 減点0(26秒79) 

空手道 成年女子 形 宇海　水稀 帝京大学１年 

空手道 女子総合 21点 

４位 陸上競技 少年男子B 3000m 服部　凱杏 佐久長聖高校１年 8分36秒34 

陸上競技 少年女子共通 やり投 湯本　珠実 松商学園高校３年 50m93 

馬術 成年男子 スピードアンドハンディネス 佐藤　賢希 明松寺馬事公苑 1分６秒97 

馬術 成年男子 国体大障害飛越 小林　義彦 飯綱高原乗馬倶楽部 減点0(１分４秒53) 

空手道 成年女子 組手 林　　風花 帝京大学１年 

５位 水泳（競泳） 少年男子B 100m平泳ぎ 近江ハリー 地球環境高校１年 1分３秒80 

水泳（競泳） 少年男子A 200m背泳ぎ 石坂　岳斗 長野工業高校３年 2分５秒67 

ボート 少年男子 舵手つきクォドルプル 小林　怜矢 岡谷南高校３年 3分10秒43 

手塚　知丹 岡谷南高校３年 

小林　駿斗 岡谷南高校３年 

牛山　　啓 岡谷南高校３年 

進藤　大知 東海大付属諏訪高校２年 

体操（新体操） 少年女子 少年女子総合 池上　優菜 伊那西高校２年 27.4500点 

伊澤　夢伽 伊那西高校２年 

二木　　萌 伊那西高校３年 

小畠　愛梨 伊那西高校２年 

塚原　　青 伊那西高校３年 
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５位 レスリング 少年男子 フリースタイル50㎏級 佐々木風雅 上田西高校１年 

レスリング 少年男子 フリースタイル74㎏級 竹内　祐斗 上田西高校３年 

弓道 成年男子 近的 清水　北登 ㈱竹内製作所 6中 

小田切祐典 信州味噌㈱ 

平澤　敏弘 日本電産㈱長野技術開発センター 

空手道 成年男子 形 杉野　拓海 ㈱皆思 

６位 水泳（競泳） 成年男子 4×50mフリーリレー 古川慎一郎 早稲田大学３年 1分31秒17 

伊澤　賢司 京浜物流株式会社 

近江ウイリアム 日本大学１年 

西澤　大樹 千曲坂城消防本部 

ボート 少年女子 舵手つきクォドルプル 村山香菜恵 岡谷南高校２年 3分34秒73 

松本　　萌 岡谷南高校２年 

中山　優衣 岡谷南高校２年 

海野　優奈 岡谷南高校３年 

千葉万里菜 岡谷南高校３年 

陸上競技 成年男子 10000m競歩 藤澤　　勇 ALSOK 41分44秒13 

陸上競技 少年女子A 3000m 和田　有菜 長野東高校３年 9分１秒36 

ウエイトリフティング 少年男子 85㎏級スナッチ 原　圭史郎 松商学園高校３年 110 

ウエイトリフティング 少年男子 85㎏級クリーン＆ジャーク 原　圭史郎 松商学園高校３年 137 

７位 水泳（競泳） 成年女子 200m個人メドレー 石坂　夏鈴 神奈川大学２年 2分16秒47 

ボート 少年女子 シングルスカル 小松瑠維子 下諏訪向陽高校２年 4分9秒93 

陸上競技 少年女子A 走幅跳 森本　知隼 松本県ヶ丘高校３年 5m83 

ウエイトリフティング 少年男子 85㎏級トータル 原　圭史郎 松商学園高校３年 247 

ウエイトリフティング 少年男子 +105㎏級スナッチ 太田　　至 松商学園高校３年 117 

８位 水泳（競泳） 少年女子B 100m背泳ぎ 佐藤　　柊 飯田高校１年 1分５秒55 

ボート 少年男子 シングルスカル 内田　智也 岡谷南高校３年 3分49秒20 

陸上競技 少年男子A 100m デーデー・ブルーノ 創造学園高校３年 10秒70 

卓球 男女総合 31点 

馬術 少年 リレー 小林　章人 長野市立西部中学校３年 1分７秒88 

羽毛田ひなの 上田市立第一中学校３年 加算秒数／４ 

馬術 男女総合 43点 

フェンシング 成年男子 フルーレ 河西　遼太 長野クラブ 

赤羽　郁海 慶応義塾大学３年 

西藤　俊哉 法政大学２年 

ゴルフ 女子 個人 平木亜莉奈 御代田町立御代田中学校３年 137 

 第72回（平成29年）冬季大会　スケート・アイスホッケー　　開催地：長野県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スケート 成年男子 スピード500m 山中　大地 ㈱電算 35"71 

スケート 成年男子 スピード1000m 山中　大地 ㈱電算 1'10"43 

スケート 成年男子 スピード2000mR 中村　健斗 日本電産サンキョー㈱ 2'24"31 

牛山　紘貴 日本大学３年 

新井洸太郎 東洋大学３年 

山中　大地 ㈱電算 

スケート 成年女子 スピード3000m 樋　　沙織 日本電産サンキョー㈱ 4'05"37 

スケート 成年女子 スピード2000mR 新井　　縁 信州大学４年 2'39"045 

堀　久美子 松本大学１年 

按田　　心 信州大学４年 
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１位 樋　　沙織 日本電産サンキョー㈱ 

スケート 少年男子 スピード5000m 林　　莉輝 佐久長聖高校３年 6'44"07 

スケート 少年女子 スピード1000m 松本　芽依 伊那西高校３年 1'20"41 

スケート 少年女子 スピード2000mR 上條　夏歩 松本蟻ヶ崎高校２年 2'39"55 

小林　瑠果 岡谷南高校２年 

藤森　優衣 東海大諏訪高校２年 

松本　芽依 伊那西高校３年 

スケート 成年男子 ショート500m 菊池　耕太 社会医療法人　恵仁会 42"853 

スケート 成年女子 ショート3000mR 小池　佑奈 中京大学２年 4'27"384 

菊池　萌水 稲門スケートクラブ 

北澤　　彩 神奈川大学４年 

水野　彩萌 萌木の村㈱ 

スケート 少年男子 ショート500m 新井　雄貴 小海高校１年 43"233 

２位 スケート 成年男子 スピード500m 中村　健斗 日本電産サンキョー㈱ 35"84 

スケート 成年男子 スピード1000m 中村　健斗 日本電産サンキョー㈱ 1'13"38 

スケート 成年女子 スピード1500m 樋　　沙織 日本電産サンキョー㈱ 2'06"05 

スケート 少年男子 スピード1000m 小島　良太 屋代高校３年 1'12"82 

スケート 少年男子 スピード2000mR 小島　良太 屋代高校３年 2'27"74 

菊池　岳仁 岡谷南高校１年 

高見澤光希 小海高校２年 

林　　莉輝 佐久長聖高校３年 

スケート 少年女子 スピード1500m 小山　香月 長野東高校１年 2'01"05 

スケート 少年女子 スピード3000m 堀　あかり 諏訪二葉高校３年 4'09"11 

スケート 成年男子 ショート500m 岩下　　聖 山梨学院大学４年 42"877 

スケート 成年男子 ショート5000mR 菊池　耕太 社会医療法人　恵仁会 7'09"757 

岩下　　聖 山梨学院大学４年 

菊池　哲平 山梨学院大学３年 

菊池　浩樹 山梨学院大学２年 

スケート 成年女子 ショート1000m 菊池　萌水 稲門スケートクラブ 1'37"735 

スケート 成年女子 ショート500m 菊池　萌水 稲門スケートクラブ 45"484 

３位 スケート 成年男子 スピード1500m 土屋　　陸 日本電産サンキョー㈱ 1'48"16 

スケート 成年男子 スピード5000m 土屋　　陸 日本電産サンキョー㈱ 6'22"76 

スケート 少年男子 スピード10000m 原田　佳祐 諏訪二葉高校３年 13'45"07 

スケート 少年男子 スピード1500m 林　　莉輝 佐久長聖高校３年 タイムなし 

スケート 成年男子 ショート1000m 菊池　耕太 社会医療法人　恵仁会 1'27"762 

スケート 成年女子 ショート500m 小池　佑奈 中京大学２年 48"237 

スケート 少年男子 ショート1000m 新井　雄貴 小海高校１年 1'31"068 

４位 スケート 成年女子 スピード500m 按田　　心 信州大学４年 39"87 

スケート 成年女子 スピード1000m 新井　　縁 信州大学４年 タイムなし 

スケート 少年男子 スピード1500m 高見澤光希 小海高校２年 タイムなし 

スケート 少年女子 スピード1500m 藤森　優衣 東海大諏訪高校２年 2'06"00 

５位 スケート 成年女子 スピード500m 新井　　縁 信州大学４年 40"98 

スケート 少年男子 スピード5000m 高見澤光希 小海高校２年 タイムなし 

スケート 少年女子 スピード500m 松本　芽依 伊那西高校３年 40"71 

スケート 少年女子 スピード1000m 上條　夏歩 松本蟻ヶ崎高校２年 タイムなし 

スケート 成年男子 ショート1000m 岩下　　聖 山梨学院大学４年 1'28"995 

６位 スケート 成年男子 スピード1500m 島田　隆平 東洋大学３年 1'52"14 

スケート 成年男子 スピード5000m 島田　隆平 東洋大学３年 6'50"20 
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６位 スケート 少年女子 スピード500m 上條　夏歩 松本蟻ヶ崎高校２年 40"84 

アイスホッケー 少年 長野県選抜 

７位 スケート 少年男子 スピード10000m 原　　　泰 小海高校１年 タイムなし 

スケート 少年男子 スピード500m 原　　眞尋 佐久長聖高校２年 37"87 

スケート 少年男子 スピード1000m 菊池　岳仁 岡谷南高校１年 タイムなし 

スケート 少年女子 スピード3000m 土屋　　実 佐久長聖高校２年 タイムなし 

８位 スケート 成年女子 スピード3000m 田中　翔子 大東文化大学２年 タイムなし 

 第72回（平成29年）冬季大会　スキー　　開催地：長野県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 成年男子Ａ スペシャルジャンプ 永峯　寿樹 明治大学１年 114.2 

スキー 少年女子 クロスカントリー   クラシカル５㎞ 小林　千佳 飯山高校３年 15'38"3 

２位 スキー 成年男子Ａ ジャイアントスラローム 塩入　　資 法政大学１年 1'21"41 

スキー 成年男子Ｂ ジャイアントスラローム 清水　　大 スキースターズ長野 1'17"11 

スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 久保田　拓 中野西高校３年 1'30"13 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 横内　真晴 飯山高校１年 1'25"41 

３位 スキー 少年男子 クロスカントリー   クラシカル10㎞ 外谷　涼太 飯山高校２年 28'35"2 

スキー 女子 クロスカントリーリレー４×５㎞ 56'18"2 

内田　夢加 中野立志館高校３年 15'11"3

祖父江　凜 飯山高校１年 13'32"3 

渡辺　愛珠 同志社大学１年 14'22"0 

小林　千佳 飯山高校３年 13'12"5 

４位 スキー 成年男子Ｃ ジャイアントスラローム 田島あづみ 小賀坂スキークラブ 1'15"46 

スキー 成年男子Ｃ クロスカントリー   クラシカル５㎞ 浦野　裕之 飯山市立戸狩小学校教員 14'49"3 

スキー 少年女子 クロスカントリー   クラシカル５㎞ 祖父江　凜 飯山高校１年 16'17"2 

スキー 少年男子 クロスカントリー   リレー４×10㎞ 1：44'16"6 

湯本　幸耶 山ノ内中学校３年 25'41"3

外谷　涼太 飯山高校２年 25'46"9 

渡邉　万葉 中野立志館高校３年 26'05"3 

笠原　　陸 中野立志館高校３年 26'43"0 

５位 スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 富井　雪奈 長野俊英高校２年 1'26"84 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 栗田　力樹 白馬高校３年 90.4 

スキー 成年男子Ｃ クロスカントリー   クラシカル５㎞ 大山　勝広 中野土建㈱ 14'54"6 

スキー 成年男子 クロスカントリー   リレー４×10㎞ 1：44'45"0 

小林　比呂 日本大学３年 25'41"7

本間　有次 立命館大学２年 25'14"9 

湯本　啓太 早稲田大学３年 27'54"6 

関　　真二 関英ドライブイン 25'53"7 

スキー 成年男子Ａ コンバインド 中村　優斗 明治大学１年 Jump　102.2 

CC　30'30"0 

６位 スキー 成年男子Ａ コンバインド 山本　涼太 早稲田大学１年 Jump　　83.4 

CC　29'16"8 

７位 スキー 成年男子Ｃ ジャイアントスラローム 小林晋之介 菅平高原スキークラブ　 1'16"68 

スキー 成年女子A ジャイアントスラローム 野々山颯絵 日本体育大学２年 1'19"73 

スキー 成年女子Ｂ ジャイアントスラローム 武田　典子 志賀高原スキークラブ 1'24"68 

スキー 成年男子Ａ スペシャルジャンプ 中村　優斗 明治大学１年 90.1 

スキー 少年女子 クロスカントリー   クラシカル５㎞ 内田　夢加 中野立志館高校３年 16'27"9 

スキー 少年男子 コンバインド 松沢　大翔 白馬高校１年 Jump　　67.9 
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７位 CC　30'37"7 

８位 スキー 成年女子A ジャイアントスラローム 中澤　真緒 早稲田大学３年 1'19"86 

スキー 成年女子Ｂ ジャイアントスラローム 太田　芽依 信州ハム㈱ 1'25"17 

スキー 成年女子A クロスカントリー   クラシカル５㎞ 渡辺　愛珠 同志社大学１年 16'37"1 

スキー 少年男子 クロスカントリー   クラシカル10㎞ 湯本　幸耶 山ノ内中学校３年 29'09"0 

スキー 成年男子Ａ コンバインド 上村　亮介 白馬村スキークラブ Jump　　71.7 

CC　28'40"1 

スキー 成年男子Ｂ コンバインド 荻原　健司 北野建設㈱スキークラブ Jump　　47.9 

CC　15'39"0 

9位 スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 小山　　慧 地球環境高校１年 1'31"95 

10位 スキー 少年男子 コンバインド 北村健士郎 白馬高校３年 Jump　　63.2 

CC　30'49"1 

 第73回（平成30年）本大会　　開催地：福井県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 水泳（アーティス） 少年女子 デュエット 藤原　茉那 つくば開成学園高校３年 169.4033点 

和田　彩未 戸倉上山田中学校３年 

水泳（競泳） 成年女子 50m自由形 佐藤　　綾 新潟医療福祉大学職員 25秒26 

レスリング 成年男子 グレコローマンスタイル97㎏級 塩川　貫太 クリナップ 

レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル51㎏級 佐々木風雅 上田西高校２年 

馬術 成年女子 標準障害飛越 佐藤　　泰 明松寺馬事公苑 減点0(1分７秒89) 

馬術 成年女子 トップスコア 佐藤　　泰 明松寺馬事公苑 1680点 

弓道 成年男子 遠的 清水　北登 ㈱竹内製作所 78点 

小田切祐典 信州味噌㈱ 

蟹澤　史弥 ルビコンエンジニアリング㈱ 

弓道 成年女子 遠的 竹花　　葵 ㈱タジマ箱畳工場 77点 

馬場　絢音 ㈱北澤電機製作所 

藤澤　敏恵 新光電気工業㈱ 

弓道 少年男子 遠的 蟹澤　契太 駒ヶ根工業高校３年 73点 

籠田　真輝 塩尻志学館高校３年 

松木　航也 長野南高校３年 

ライフル射撃 成年女子 50mライフル三姿勢60発 砥石　真衣 日立システムズ 452.1点 

２位 陸上競技 少年男子B 3000m 伊藤　大志 佐久長聖高校１年 8分27秒32 

水泳（競泳） 成年女子 100m自由形 佐藤　　綾 新潟医療福祉大学職員 55秒30 

弓道 男女総合 58.5点 

３位 バレーボール 少年男子 6人制 松本国際高校 

体操 少年女子 少年女子団体 松村　朱里 大町岳陽高校３年 215.500点 

坂口　彩夏 大町岳陽高校１年 

原田野乃花 大町岳陽高校１年 

桐原　楓乃 会田中学校３年 

國府方杏月 大町第一中学校３年 

バスケットボール 成年男子 

レスリング 少年男子 フリースタイル92㎏級 伊藤　慧亮 小諸商業高校３年 

レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル71㎏級 稲葉　洋人 上田西高校３年 

弓道 成年女子 近的 竹花　　葵 ㈱タジマ箱畳工場 5中 

馬場　絢音 ㈱北澤電機製作所 

藤澤　敏恵 新光電気工業㈱ 

４位 陸上競技 成年男子 三段跳 石川　和義 長野吉田ＡＣ 16m07 
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４位 陸上競技 少年女子共通 三段跳 宮澤　　歩 諏訪二葉高校３年 12m23 

ボート 少年男子 舵手つきクォドルプル 小林　怜矢 岡谷南高校３年 3分29秒98 

藤森　　翼 下諏訪向陽高校３年 

進藤　大知 東海大諏訪高校３年 

丸山　裕生 下諏訪向陽高校３年 

武居　俊樹 岡谷東高校３年 

自転車 少年男子 1㎞タイムトライアル 菊池　岳仁 岡谷南高校３年 1分６秒676 

馬術 女子総合 26点 

弓道 女子総合 31.5点 

アーチェリ 少年女子 団体 滝澤　由麻 上田東高校２年 

戸谷恵理奈 上田東高校２年 

金井　美来 上田東高校３年 

５位 陸上競技 少年女子B 100mH 土屋ほのか 軽井沢中学校３年 13秒83 

水泳（競泳） 成年女子 200m個人メドレー 石坂　夏鈴 神奈川大学３年 2分14秒29 

水泳（飛込） 成年男子 飛板飛込 長谷川英治 長野西高校教員 353.90点 

サッカー 女子 

サッカー 女子総合 30点 

ボクシング 少年男子 ミドル級 佐藤　文哉 さくら国際高校３年 

バレーボール 成年男子 6人制 

レスリング 成年男子 グレコローマンスタイル77㎏級 小林　隆介 佐久広域連合消防本部 

レスリング 成年男子 グレコローマンスタイル130㎏級 白鳥　慶樹 日本体育大学３年 

レスリング 少年男子 フリースタイル60㎏級 大橋　寛介 上田西高校３年 

レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル80㎏級 高橋　信晃 小諸高校３年 

自転車 成年男子 ケイリン 堀江　省吾 信州大学４年 

自転車 成年男子 個人ロード・レース 小出　　樹 京都産業大学１年 2時間29分41秒７ 

馬術 少年 二段階障害飛越 小泉　徳馬 軽井沢町立軽井沢中学校３年 減点0(26秒36) 

ソフトボール 成年女子 大和電機工業㈱ 

空手道 成年女子 形 宇海　水稀 帝京大学２年 

空手道 少年女子 形 相川　夏凜 松本第一高校２年 

６位 陸上競技 成年女子 走高跳 小野　美紗 日本女子体育大学４年 1m72 

陸上競技 少年女子共通 800m 藤岡　緩奈 東海大学付属諏訪高校３年 2分14秒41 

７位 陸上競技 成年女子 1500m 和田　有菜 名城大学１年 4分21秒34 

陸上競技 少年女子A 3000m 萩谷　　楓 長野東高校３年 9分17秒96 

水泳（競泳） 成年女子 4×100mメドレーリレー 北原麻里愛 上田第一中学校３年 4分9秒80 

石坂　夏鈴 神奈川大学３年 

望月　　恵 新潟医療福祉大学４年 

佐藤　　綾 新潟医療福祉大学職員 

バレーボール 男女総合 57.5点 

馬術 少年 馬場馬術 飯田　琉王 長野清泉女学院高校２年 60.117点 

８位 陸上競技 成年女子 やり投 井口　華穂 新潟医療福祉大学大学院１年 51m15 

陸上競技 成年女子 5000m競歩 溝口友己歩 早稲田大学３年 22分59秒58 

陸上競技 少年男子共通 5000m競歩 鈴木　英司 長野工業高校３年 20分49秒58 

水泳（競泳） 成年女子 4×50mフリーリレー 佐藤　　綾 新潟医療福祉大学職員 1分45秒77 

佐藤　優香 パティスリー・ヒラノ 

石坂　夏鈴 神奈川大学３年 

望月　　恵 新潟医療福祉大学４年 

水泳（競泳） 少年女子B 100mバタフライ 山岸　琴美 広陵中学校３年 1分２秒26 

水泳 女子総合 56.5点 
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８位 ボート 少年女子 ダブルスカル 武井　愛奈 諏訪清陵高校２年 3分51秒15 

朝倉　歌星 下諏訪向陽高校３年 

体操 女子総合 40点 

ウエイトリフティング 成年男子 56㎏級クリーン＆ジャーク 河尻隆之介 法政大学３年 119 

ウエイトリフティング 成年男子 56㎏級トータル 河尻隆之介 法政大学３年 207 

ウエイトリフティング 少年男子 53㎏級クリーン＆ジャーク 安保　充樹 松商学園高校３年 101 

ウエイトリフティング 少年男子 53㎏級トータル 安保　充樹 松商学園高校３年 181 

ウエイトリフティング 少年男子 56級スナッチ 稗田　琉玖 松商学園高校２年 84 

馬術 少年 自由演技馬場馬術 飯田　琉王 長野清泉女学院高校２年 61.450点 

フェンシング 成年男子 フルーレ 河西　遼太 箕輪町役場 

赤羽　郁海 慶応義塾大学４年 

平松　竜成 箕輪町役場 

ソフトボール 女子総合 30点 

ライフル射撃 成年女子 50mライフル伏射60発 砥石　真衣 日立システムズ 612.2点 

 第73回（平成30年）冬季大会　スケート・アイスホッケー　　開催地：山梨県・神奈川県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スケート 成年女子 スピード1500m 辻本　有沙 ㈱電算 2'01"59 

スケート 成年女子 スピード1000m 辻本　有沙 ㈱電算 1'19"33 

スケート 成年女子 スピード2000mR 松澤優花里 大東文化大学４年 2'45"73 

松本　芽依 信州大学１年 

樋　　沙織 日本電産サンキョー㈱ 

辻本　有沙 ㈱電算 

スケート 少年男子 スピード5000m 原　　　泰 小海高校２年 6'38"27 

スケート 少年女子 スピード1500m 小山　香月 長野東高校２年 2'05"46 

スケート 成年女子 ショート3000mR 小池　佑奈 中京大学３年 4'22"789 

山浦美和子 佐久大学１年 

水野　彩萌 萌木の村㈱ 

菊池　萌水 稲門スケートクラブ 

スケート 少年男子 ショート1000m 小池　克典 岡谷南高校２年 1'34"530 

スケート 少年男子 ショート500m 小池　克典 岡谷南高校２年 42"103 

２位 スケート 成年男子 スピード5000m 伊藤　貴裕 日本大学３年 6'40"04 

スケート 成年男子 スピード2000mR 牛山　紘貴 日本大学４年 2'22"59 

小島　良太 信州大学１年 

小林　寛和 東洋大学３年 

中村　健斗 原村体育協会 

スケート 成年女子 スピード500m 松澤優花里 大東文化大学４年 39"65 

スケート 成年女子 スピード3000m 樋　　沙織 日本電産サンキョー㈱ 4'13"19 

スケート 少年男子 スピード500m 原　　眞尋 佐久長聖高校３年 37"56 

スケート 少年男子 スピード1000m 倉坪　克拓 岡谷南高校１年 1'16"90 

スケート 少年男子 スピード5000m 高見澤光希 小海高校３年 6'43"94 

スケート 少年男子 スピード2000mR 倉坪　克拓 岡谷南高校１年 2'29"57 

菊池　岳仁 岡谷南高校２年 

柳沢健太郎 佐久長聖高校２年 

原　　眞尋 佐久長聖高校３年 

スケート 成年女子 ショート1000m 山浦美和子 佐久大学１年 1'36"301 

スケート 少年男子 ショート1000m 林　　伊吹 地球環境高校１年 1'34"647 

３位 スケート 少年男子 スピード10000m 原　　　泰 小海高校２年 14'07"61 
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３位 スケート 少年女子 スピード1500m 藤森　優衣 東海大諏訪高校３年 2'10"54 

スケート 少年女子 スピード1000m 両角ほのか 東海大諏訪高校２年 1'21"55 

スケート 少年女子 スピード3000m 小山　香月 長野東高校２年 4'13"09 

スケート 成年男子 ショート500m 菊池　耕太 社会医療法人　恵仁会 42"562 

スケート 成年男子 ショート5000mR 菊池　耕太 社会医療法人　恵仁会 7'27"762 

菊池　浩樹 山梨学院大学３年 

篠原　克哉 明治大学１年 

菊池　哲平 山梨学院大学４年 

スケート 成年女子 ショート500m 山浦美和子 佐久大学１年 44"976 

４位 スケート 少年女子 スピード500m 両角　有乃 東海大諏訪高校１年 41"85 

スケート 成年女子 ショート1000m 小池　佑奈 中京大学３年 1'36"425 

スケート 少年男子 ショート500m 林　　伊吹 地球環境高校１年 43"412 

５位 スケート 少年女子 スピード500m 小林　瑠果 岡谷南高校３年 42"56 

スケート 少年女子 スピード3000m 土屋　　実 佐久長聖高校３年 4'16"73 

アイスホッケー 成年 長野県選抜 

６位 スケート 成年男子 スピード1500m 土屋　　陸 日本電産サンキョー㈱ (1'56"37) 

スケート 少年男子 スピード500m 倉坪　克拓 岡谷南高校１年 37"59 

７位 スケート 成年男子 スピード5000m 土屋　　陸 日本電産サンキョー㈱ (7'06"91) 

スケート 成年女子 ショート500m 小池　佑奈 中京大学３年 47"225 

スケート 少年女子 ショート1000m 篠原　理沙 小海高校１年 1'40"613 

８位 スケート 成年男子 スピード1500m 小島　良太 信州大学１年 (1'57"16) 

スケート 少年男子 スピード10000m 杉田　駿介 長野東高校３年 (15'05"13) 

スケート 少年男子 スピード1500m 伊藤　誠悟 屋代高校２年 (2'15"44) 

 第73回（平成30年）冬季大会　スキー　　開催地：新潟県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 成年男子B ジャイアントスラローム 清水　　大 小賀坂SC＋SSN 1'04"28 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 富井　雪奈 長野俊英高校３年 1'06"23 

スキー 成年男子B クロスカントリー   クラシカル10㎞ レンティング陽 TEAM   AKIRA 26'58"9 

スキー 成年女子A クロスカントリー   クラシカル５㎞ 滝沢こずえ 早稲田大学４年 16'14"5 

スキー 女子 クロスカントリー   リレー４×５㎞ 57'35"6 

小林　志織 飯山高校３年 14'25"2

祖父江　凜 飯山高校２年 13'51"1 

宮崎日香里 日本体育大学１年 14'41"7 

滝沢こずえ 早稲田大学４年 14'37"5 

２位 スキー 成年男子A ジャイアントスラローム 河野　恭介 野沢温泉SC＋SSN 1'04"97 

スキー 成年男子A スペシャルジャンプ 作山　憲斗 北野建設㈱スキークラブ 234.5 

スキー 成年女子A クロスカントリー   クラシカル５㎞ 宮崎日香里 日本体育大学１年 16'24"3 

スキー 少年男子 クロスカントリー   クラシカル10㎞ 郷津　知哉 白馬高校２年 28'36"2 

スキー 少年女子 クロスカントリー   クラシカル５㎞ 祖父江　凜 飯山高校２年 16'14"3 

スキー 成年男子A コンバインド 傳田　英郁 早稲田大学３年 Jump　107.5 

CC　24'45"1 

スキー 少年男子 コンバインド 畔上　祥吾 飯山高校１年 Jump　  87.5 

CC　26'14"5 

３位 スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 小山　　慧 地球環境高校２年 42"97 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 水谷　美穂 開田中学校３年 1'07"51 

スキー 成年男子A スペシャルジャンプ 永峯　寿樹 明治大学３年 226 

スキー 成年男子B クロスカントリー   クラシカル10㎞ 柏原　暢仁 自衛隊体育学校 28'07"0 
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３位 スキー 成年女子A クロスカントリー   クラシカル５㎞ 渡邉　祐佳 早稲田大学３年 16'32"8 

スキー 成年女子B クロスカントリー   クラシカル５㎞ 大塚　裕華 白馬村SC＋SSN 17'10"3 

スキー 少年男子 クロスカントリー   クラシカル10㎞ 湯本　幸耶 中野立志館高校１年 28'42"7 

４位 スキー 成年男子A ジャイアントスラローム 小林　竜登 日本大学４年 1'05"13 

スキー 少年女子 クロスカントリー   クラシカル５㎞ 小林　志織 飯山高校３年 16'40"7 

５位 スキー 成年男子 クロスカントリー   リレー４×10㎞ 1：56'32"5 

内田亜汰瑠 東京農業大学３年 28'30"8

馬場　直人 専修大学３年 28'20"0 

レンティング陽 TEAM  AKIRA 28'59"1 

柏原　暢仁 自衛隊体育学校 30'42"5 

スキー 少年男子 クロスカントリー   クラシカル10㎞ 松村　恵吾 飯山高校３年 28'45"4 

スキー 少年男子 コンバインド 松沢　大翔 白馬高校２年 Jump　　86.0 

CC　26'31"7 

６位 スキー 成年男子C ジャイアントスラローム 田島あづみ 小賀坂スキークラブ 1'01"94 

スキー 成年女子B ジャイアントスラローム 後村　　茜 志賀高原スキークラブ 1'07"28 

スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 猪股　　優 飯山高校３年 43"12 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 松沢　大翔 白馬高校２年 220.5 

スキー 成年男子C クロスカントリー   クラシカル５㎞ 山田　琢也 スポーツハイム　アルプ 15'16"1 

スキー 少年女子 クロスカントリー   クラシカル５㎞ 笠原　ひな 中野立志館高校２年 16'53"3 

スキー 成年男子A コンバインド 永峯　寿樹 明治大学３年 Jump 　120.0 

CC　26'27"3 

スキー 成年男子B コンバインド 荻原　健司 北野建設㈱スキークラブ Jump　　71.0 

CC　14'22"4 

８位 スキー 成年男子B ジャイアントスラローム 三上　正人 小賀坂スキークラブ 1'05"82 

スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 小栁　一葉 長野俊英高校２年 43"39 

スキー 成年男子C クロスカントリー   クラシカル５㎞ 服部　正秋 国際自然環境アウトドア専門学校 15'17"4 

スキー 少年女子 クロスカントリー   クラシカル５㎞ 芳川　千恵 飯山高校１年 16'55"8 

スキー 成年男子A コンバインド 中村　優斗 明治大学３年 Jump  　114.0 

CC　26'29"5 

 第74回（令和元年）本大会　　開催地：茨城県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 陸上競技 成年女子 1500ｍ 萩谷　　楓 エディオン 4分17秒71 

水泳（競泳） 少年女子B 100mバタフライ 山岸　琴美 飯田女子高校１年 59秒62 

水泳（アーティス） 少年女子 デュエット 和田　彩未 上田西高校１年 162.9462点 

小林　　唄 長野南高校２年 

ボート 少年男子 シングルスカル 近藤　海斗 下諏訪向陽高校２年 3分44秒79 

ボート 少年女子 シングルスカル 武井　愛奈 諏訪清陵高校３年 4分35秒70 

ライフル射撃 成年女子 50mライフル三姿勢120発 砥石　真衣 ㈱日立システムズ 452.7点 

クレー射撃 成年 トラップ 遠山　哲治 （一社）長野県林業コンサルタント協会 268点 

山本　清文 大国屋 

大内　智善 ログコテージ霧ヶ峰 

クレー射撃 総合 43点 

２位 陸上競技 成年男子 10000ｍ競歩 藤澤　　勇 ＡＬＳＯＫ 39分58秒15 

水泳（競泳） 成年女子 100m自由形 佐藤　　綾 新潟医療福祉大学職員 54秒41 

水泳（競泳） 成年女子 50m自由形 佐藤　　綾 新潟医療福祉大学職員 25秒01 

体操 少年女子 少年女子団体 坂口　彩夏  大町岳陽高校２年 214.050点 

國府方杏月 大町岳陽高校１年 
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２位 原田野乃花 大町岳陽高校２年 

勝野　沙夏 大町第一中学校３年 

川口　   海 大町第一中学校３年 

レスリング 成年男子 グレコローマンスタイル97㎏級 塩川　貫太 クリナップ 

レスリング 少年男子 フリースタイル55㎏級 佐々木風雅 上田西高校３年 

自転車 成年男子 ポイント・レース 小出　　樹 京都産業大学２年 46 

ライフル射撃 成年女子 50mライフル伏射60発 砥石　真衣 ㈱日立システムズ 618.3点 

３位 陸上競技 少年男子Ａ 5000ｍ 伊藤　大志 佐久長聖高校２年 14分１秒18 

陸上競技 成年女子 5000m 和田　有菜 名城大学２年 15分40秒21 

陸上競技 成年少年男子共通 4×100mリレー 中野　涼介 筑波大学大学院１年 40秒06 

デーデー　ブルーノ 東海大学２年 

落合華七斗 安曇野市立堀金中学校３年 

越山　遥斗 松本工業高校３年 

バレーボール 少年男子 6人制 
レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル60㎏級 曽根敬次郎 上田西高校３年 
レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル125㎏級 西川　大智 上田西高校２年 

４位 陸上競技 少年男子共通 800ｍ 二見　優輝 諏訪清陵高校２年 1分50秒79 
ウエイトリフティング 少年男子 61㎏級スナッチ 横山幸次郎 松商学園高校３年 89 
ウエイトリフティング 少年男子 61㎏級トータル 横山幸次郎 松商学園高校３年 197 
馬術 成年女子 トップスコア 佐藤　　泰 明松寺馬事公苑 1140点 
弓道 成年女子 遠的 飯野　　葵 ㈱ライト光機製作所 

木下　佑紀 前澤病院 
藤澤　敏恵 新光電気工業㈱ 

クレー射撃 成年 トラップ個人 大内　智善 ログコテージ霧ヶ峰 92点 
５位 体操 女子総合 55点 

バスケットボール 成年男子 
レスリング 成年男子 フリースタイル61㎏級 大橋　寛介 日本大学１年 
レスリング 少年男子 フリースタイル51㎏級 井出　大晟 上田西高校２年 
ウエイトリフティング 少年男子 55㎏級スナッチ 稗田　琉玖 松商学園高校３年 86 
馬術 成年女子 標準障害飛越 佐藤　　泰 明松寺馬事公苑 減点0(1分18秒53) 
空手道 成年男子 形 杉野　拓海 ㈱ライジングトラスト 
空手道 成年女子 形 宇海　水稀 帝京大学３年 
クレー射撃 成年 スキート個人 清水　裕樹 長野県警察本部 91点 

６位 陸上競技 成年男子 三段跳 中山　昂平 渡辺パイプ 16ｍ02 
軟式野球 成年男子 
クレー射撃 成年 スキート団体 清水　裕樹 長野県警察本部 253点 

布野　康介 ㈱布野恵だるま店 
塚田　政光 ㈱ODS 

７位 陸上競技 成年女子 5000m競歩 溝口友己歩 早稲田大学４年 22分50秒17 
体操（新体操） 少年女子 少年女子総合 伊東　葉月 

谷口莉々夏 
高野　里香 
中浦　玲楠 
小平はるか  

伊那西高校３年 
伊那西高校３年 
松商学園高校３年 
伊那西高校３年 
伊那西高校３年 

31.7875点 

ウエイトリフティング 少年男子 55㎏級トータル 稗田　琉玖 松商学園高校３年 187 
ウエイトリフティング 少年男子 61㎏級クリーン＆ジャーク 横山幸次郎 松商学園高校３年 108 
ウエイトリフティング 少年男子 ＋102㎏級スナッチ 良波　快陸 松商学園高校３年 111 
馬術 成年女子 ダービー 佐々ゆかり 南長野医療センター篠ノ井総合病院 減点4(1分37秒72) 
ゴルフ 女子 個人 市村　　杏 佐久長聖高校１年 142 

８位 陸上競技 少年男子B 3000m 山川　拓馬 上伊那農業高校１年 8分25秒25 
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８位 水泳（競泳） 成年女子 200m個人メドレー 石坂　夏鈴 神奈川大学４年 2分14秒89 
ウエイトリフティング 少年男子 55㎏級クリーン＆ジャーク 稗田　琉玖 松商学園高校３年 101 
弓道 成年男子 近的 清水　北登 ㈱竹内製作所 5中 

小田切祐典 フジタホームサービス 
蟹澤　史弥 公益財団法人シルバー人材センター 

スポーツクライミング 少年女子 ボルダリング 中嶋　　諒 松商学園高校１年 
川嶋すず菜 大町岳陽高校１年 

アーチェリー 少年女子 個人 戸谷恵理奈 上田東高校３年 576 

 第74回（令和元年）冬季大会　スケート・アイスホッケー　　開催地：北海道 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スケート 成年男子 スピード1000m 小島　良太 信州大学 1'11"00 
スケート 少年男子 スピード10000m 三井　晃太 都市大塩尻高校 14'12"83 
スケート 少年男子 スピード1000m 大門　飛路 岡谷東高校 1'12"75 
スケート 少年男子 スピード5000m 松本　一成 諏訪実業高校 6'42"13 
スケート 少年女子 スピード1000m 両角ほのか 東海大諏訪高校 1'22"92 
スケート 少年女子 スピード3000m 福岡　歩里 東海大諏訪高校 4'18"29 
スケート 成年女子 ショート3000mR 山浦美和子 佐久大学 4'37"450 

小池　佑奈 中京大学 
水野　彩萌 萌木の村 
岩下　　楓 山梨学院大学 

２位 スケート 少年男子 スピード10000m 松本　一成 諏訪実業高校 14'12"92 
スケート 少年女子 スピード1500m 福岡　歩里 東海大諏訪高校 2'08"44 
スケート 少年女子 スピード3000m 百瀬　愛美 岡谷東高校 4'19"16 
スケート 少年女子 スピード2000mR 高橋　莉子 小海高校 2'45"61 

矢澤　明里 長野日大高校 
福岡　歩里 東海大諏訪高校 
両角ほのか 東海大諏訪高校 

スケート 成年女子 ショート1000m 山浦美和子 佐久大学 1'39"813 
スケート 成年女子 ショート500m 山浦美和子 佐久大学 46"396 
スケート 少年男子 ショート1000m 小池　克典 岡谷南高校 1'34"641 
スケート 少年男子 ショート500m 小池　克典 岡谷南高校 42"771 
スケート 少年女子 ショート500m 篠原　理沙 小海高校 47"865 

３位 スケート 少年男子 スピード2000mR 菊池　岳仁 岡谷南高校 2'29"48 
油井威一郎 市立長野高校 
伊藤　誠悟 屋代高校 
大門　飛路 岡谷東高校 

スケート 少年女子 スピード500m 両角ほのか 東海大諏訪高校 42"10 
スケート 成年女子 ショート1000m 小池　佑奈 中京大学 1'39"907 

４位 スケート 少年男子 スピード500m 菊池　岳仁 岡谷南高校 37"46 
スケート 少年男子 スピード5000m 伊藤　誠悟 屋代高校 7'04"34 
スケート 成年女子 ショート500m 小池　佑奈 中京大学 46"734 
スケート 少年男子 ショート1000m 林　　伊吹 地球環境高校 1'35"493 

５位 スケート 成年男子 スピード2000mR 小林　寛和 東洋大学 2'26"54 
向山　恭平 明治大学 
原　　眞尋 山梨学院大学 
小島　良太 信州大学 

スケート 成年女子 スピード3000m 賀来　真穂 大東文化大学 4'20"67 
スケート 少年男子 スピード1500m 伊藤　誠悟 屋代高校 (1'54"11) 
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６位 スケート 少年男子 スピード1000m 菊池　岳仁 岡谷南高校 (1'16"20) 

スケート 少年男子 スピード500m 油井威一郎 市立長野高校 38"35 

スケート 少年男子 ショート500m 林　　伊吹 地球環境高校 45"214 

スケート 少年女子 ショート1000m 篠原　理沙 小海高校 1'53"437 

７位 スケート 少年女子 スピード500m 高橋　莉子 小海高校 57"81 

スケート 成年男子 ショート5000mR 伊藤　雅敏 ㈱帝産ロッジ 7'50"163 

古屋　憲吾 帝産クラブ 

篠原　克哉 明治大学 

岩下　　稜 専修大学 

８位 アイスホッケー 少年 長野県選抜 

 第74回（令和元年）冬季大会　スキー　　開催地：北海道 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 女子 クロスカントリー   ４×５㎞ 57'36"5 

今溝陽名子 飯山高校 14'59"0

祖父江　凜 飯山高校 14'09"6 

渡邉　祐佳 早稲田大学 14'19"5 

小林　千佳 早稲田大学 14'08"4 

スキー 少年男子 クロスカントリー   クラシカル10㎞ 沓掛　隼士 飯山高校 28'09"8 

スキー 少年女子 クロスカントリー   クラシカル５㎞ 祖父江　凜 飯山高校 15'43"3 

２位 スキー 成年男子A スペシャルジャンプ 傳田　英郁 早稲田大学 232 

スキー 成年男子 クロスカントリー   ４×10㎞ 1:41'19"9 

栗林　和希 中央大学 25'54"8

岡村　慧胤 早稲田大学 25'09"4 

柏原　暢仁 自衛隊体育学校 24'31"8 

上村　亮介 さくら不動産＋SSN 25'43"9 

スキー 成年女子B クロスカントリー   クラシカル５㎞ 大塚　裕華 白馬村SC＋SSN 15'59"1 

スキー 少年男子 クロスカントリー   クラシカル10㎞ 髙橋　汰門 飯山高校 28'17"3 

スキー 成年男子A コンバインド 傳田　英郁 早稲田大学 Jump 　117.5 

CC　27'04"5 

３位 スキー 成年女子B ジャイアントスラローム 川浦あすか 長野市スキークラブ 1'13"88 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 横内　真晴 飯山高校 1'17"27 

スキー 成年男子A コンバインド 山本　涼太 早稲田大学 Jump　113.0 

CC　26'58"3 

スキー 少年男子 コンバインド 山本　侑弥 飯山高校 Jump  　96.0 

CC　27'23"7 

４位 スキー 成年女子A ジャイアントスラローム 野々山颯絵 日本体育大学 1'12"17 

スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 小山　　慧 地球環境高校 1'11"22 

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 松沢　大翔 白馬高校 218.5 

スキー 成年男子B クロスカントリー   クラシカル10㎞ 柏原　暢仁 自衛隊体育学校 27'58"9 

スキー 成年女子A クロスカントリー   クラシカル５㎞ 小林　千佳 早稲田大学 15'39"6 

スキー 少年男子 クロスカントリー   クラシカル10㎞ 郷津　知哉 白馬高校 28'30"9 

５位 スキー 少年男子 クロスカントリー   ４×10㎞ 1：53'15"4 

沓掛　隼士 飯山高校 28'59"9

小林　皓生 飯山高校 27'33"5 

笠原　　将 中野立志館高校 28'33"4 

髙橋　汰門 飯山高校 28'08"6 

６位 スキー 成年男子A ジャイアントスラローム 嶋田　健人 日本大学 1'07"59 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

６位 スキー 成年男子C ジャイアントスラローム 小林晋之介 菅平高原スキークラブ　 1'09"77 

スキー 成年男子C クロスカントリー   クラシカル５㎞ 浦野　裕之 飯山市立戸狩小学校（教） 15'07"3 

スキー 成年女子A クロスカントリー   クラシカル５㎞ 渡邉　祐佳 早稲田大学 15'58"3 

スキー 少年女子 クロスカントリー   クラシカル５㎞ 笠原　ひな 中野立志館高校 16'47"9 

スキー 成年男子B コンバインド 上村　亮介 さくら不動産＋SSN Jump　　64.0 

CC　13'03"0 

スキー 少年男子 コンバインド 畔上　祥吾 飯山高校 Jump　　81.0 

CC　27'18"4 

７位 スキー 成年男子B ジャイアントスラローム 塩田　大喬 ㈱高見澤 1'11"09 

スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 千國　楓花 白馬高校 1'18"13 

スキー 成年男子A スペシャルジャンプ 永峯　寿樹 明治大学 207.5 

スキー 成年男子B コンバインド 荻原　健司 北野建設㈱スキークラブ Jump　　63.0 

CC　14'57"9 

８位 スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 薄井　理央 飯山高校 1'12"55 

スキー 成年男子C クロスカントリー   クラシカル５㎞ 服部　正秋 国際自然環境アウトドア専門学校 15'16"9 

スキー 少年女子 クロスカントリー   クラシカル５㎞ 今溝陽名子 飯山高校 16'59"1 

 
第75回（令和２年）本大会　　開催地：鹿児島県 
※新型コロナウイルス感染症の影響により、令和５年に延期 

 第75回（令和２年）冬季大会　スケート・アイスホッケー　　開催地：青森県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スケート 成年女子 スピード1500m 辻本　有沙 株式会社電算 1'57"91 

スケート 成年女子 スピード3000m 辻本　有沙 株式会社電算 4'00"10 

スケート 少年男子 スピード500m 倉坪　克拓 岡谷南高校 35"98 

スケート 少年女子 スピード1500m 福岡　歩里 東海大諏訪高校 2'06"43 

スケート 少年女子 スピード1000m 宮川　鈴佳 長野東高校 1'19"36 

スケート 少年女子 スピード3000m 花岡　瑚徒 岡谷南高校 4'08"84 

スケート 成年男子 ショート1000m 菊池　哲平 帝産クラブ 1'34"313 

スケート 成年男子 ショート500m 菊池　哲平 帝産クラブ 43"419 

スケート 成年男子 ショート5000mR 新井　雄貴 日本大学 8'06"603 

菊池　哲平 帝産クラブ 

原　　　泰 大東文化大学 

大門　飛路 日本大学 

篠原　克哉 明治大学 

スケート 成年女子 ショート500m 山浦美和子 佐久大学 45"706 

スケート 成年女子 ショート3000mR 細田  京香 山梨学院大学 4'40"706 

辻中  杏奈 塩尻市体育協会 

小池　佑奈 中京大学 

岩下　　楓 山梨学院大学 

山浦美和子 佐久大学 

２位 スケート 成年男子 スピード500m 羽賀　亮平 日本電産サンキョー株式会社 35"78 

スケート 少年男子 スピード2000mR 倉坪　克拓 岡谷南高校 2'21"63 

原　　純夢 佐久長聖高校 

高見澤匠冴 小海高校 

三井　晃太 都市大塩尻高校 

スケート 少年女子 スピード1500m 宮川　鈴佳 長野東高校 2'06"59 

スケート 少年女子 2000mR 上條　真綺 松本国際高校 2'40"34 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

２位 清水　叶華 伊那西高校 
両角　有乃 東海大諏訪高校 
福岡　歩里 東海大諏訪高校 

３位 スケート 成年女子 スピード500m 上鹿渡双葉 信州大学 50"55 
スケート 少年男子 スピード10000m 吉澤　柊威 小海高校 (13'00"91) 
スケート 少年男子 スピード1000m 倉坪　克拓 岡谷南高校 1'41"82 
スケート 少年男子 スピード5000m 三井　晃太 都市大塩尻高校 (6'30"34) 
スケート 成年女子 ショート1000m 小池　佑奈 中京大学 1'41"804 
スケート 少年男子 ショート500m 林　　航輝 下諏訪向陽高校 43"816 

４位 スケート 少年男子 スピード500m 高見澤匠冴 小海高校 50"38 
５位 スケート 成年男子 ショート1000m 新井　雄貴 日本大学 1'58"828 

スケート 少年男子 ショート1000m 林　　航輝 下諏訪向陽高校 1'39"723 
６位 スケート 成年男子 スピード5000m 伊藤　貴裕 日本電産サンキョー株式会社 (6'23"41) 

スケート 少年女子 スピード500m 清水　叶華 伊那西高校 40"69 
スケート 少年女子 スピード1000m 福岡　歩里 東海大諏訪高校 1'20"62 
スケート 成年女子 ショート500m 小池　佑奈 中京大学 47"508 
アイスホッケー 成年 長野県選抜 

７位 スケート 成年女子 スピード3000m 小山　香月 日本電産サンキョー株式会社 4'01"25 
スケート 少年男子 スピード10000m 今井　寛人 佐久長聖高校 (13'01"01) 
スケート 少年男子 スピード1500m 笛木　陽空 岡谷南高校 1'58"53 
スケート 少年男子 スピード1000m 原　　純夢 佐久長聖高校 (1'13"28) 
スケート 少年女子 スピード500m 上條　真綺 松本国際高校 40"81 
スケート 少年男子 ショート1000m 北原　伊吹 岡谷東高校 1'41"701 

８位 スケート 成年男子 スピード1500m 伊藤　誠悟 早稲田大学 1'49"30 
スケート 成年男子 スピード5000m 杉田　駿介 高崎健康福祉大学 (6'24"52) 
スケート 少年男子 スピード1500m 三井　晃太 都市大塩尻高校 2'01"21 
スケート 少年男子 スピード5000m 笛木　陽空 岡谷南高校 6'46"49 

 第75回（令和２年）冬季大会　スキー　　開催地：富山県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スキー 成年男子A ジャイアントスラローム 久保田　拓 慶応義塾大学 58"58 
スキー 少年男子 コンバインド 西方　優人 飯山高校 Jump 　　98.0 

CC　31'33"8 
スキー 少年男子 クロスカントリー   クラシカル10㎞ 湯本　幸耶 中野立志館高校 28'37"8 
スキー 女子 クロスカントリー  ４×５㎞ 56'07"8 

祢津　利宝 飯山高校 14'30"6
中島　果歩 飯山高校 14'08"2 
宮崎日香里 日本体育大学 14'02"7 
小林　千佳 早稲田大学 13'26"3 

スキー 少年男子 クロスカントリー  ４×10㎞ 1:43'21"5 
沓掛　隼士 飯山高校 26'11"7
小島　宙輝 飯山高校 25'44"5 
湯本　幸耶 中野立志館高校 25'25"5 
小林　皓生 飯山高校 25'59"8 

２位 スキー 成年男子Ａ ジャイアントスラローム 嶋田　健人 日本大学 58"73 
スキー 少年男子 コンバインド 中澤　拓哉 飯山高校 Jump　　96.5 

CC　31'29"0 
スキー 成年男子C クロスカントリー   クラシカル５㎞ 成瀬　野生 白馬村スキークラブ 15'58"8 
スキー 少年女子 クロスカントリー   クラシカル５㎞ 祢津　利宝 飯山高校 17'19"6 



- 352 -

第４章　国民体育大会の記録

順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

３位 スキー 成年男子A スペシャルジャンプ 永峯　寿樹 明治大学 237.5 

スキー 成年男子B コンバインド 上村　亮介 さくら不動産 Jump　　90.5 

CC　14'55"7 

スキー 少年男子 クロスカントリー   クラシカル10㎞ 沓掛　隼士 飯山高校 28'50"2 

４位 スキー 成年女子A クロスカントリー   クラシカル５㎞ 小林　千佳 早稲田大学 16'32"5 

スキー 少年男子 クロスカントリー   クラシカル10㎞ 小島　宙輝 飯山高校 29'00"1 

５位 スキー 成年男子Ｂ ジャイアントスラローム 清水　　大 小賀坂スキークラブ 1'02"53 

スキー 成年男子C ジャイアントスラローム 小林晋之介 菅平高原スキークラブ　 1'07"30 

スキー 成年男子A コンバインド 傳田　英郁 早稲田大学 Jump　103.0 

CC　30'40"1 

６位 スキー 成年女子A ジャイアントスラローム 髙橋和花菜 日本大学 1'02"52 

スキー 成年男子B コンバインド 荻原　健司 TWINS Jump　　91.0 

CC　16'41"4 

スキー 少年男子 コンバインド 小野沢泰雅 飯山高校 Jump　　87.0 

CC　32'28"7 

７位 スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 平田　悠理 白馬高校 178.4 

スキー 成年男子B クロスカントリー   クラシカル10㎞ 関　　真二 関英ドライブイン 31'31"8 

スキー 少年女子 クロスカントリー   クラシカル５㎞ 中島　果歩 飯山高校 17'55"1 

スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 桑原　太陽 上田西高校 59"93 

スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 薄井　理央 飯山高校 59"93 

８位 スキー 成年女子B ジャイアントスラローム 芳川　愛実 中野市スキークラブ 1'07"41 

スキー 成年女子A クロスカントリー   クラシカル５㎞ 宮崎日香里 日本体育大学 16'55"6 

スキー 成年男子 クロスカントリー    ４×10㎞ 1：45'51"6 

栗林　和希 中央大学 25'33"1

松倉　源帥 中央大学 26'50"9 

髙橋　汰門 中央大学 27'48"7 

上村　亮介 さくら不動産 25'38"9 

 
第76回（令和３年）本大会　　開催地：三重県 
※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止 

 第76回（令和３年）冬季大会　スケート・アイスホッケー　　開催地：愛知県・岐阜県 
順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

１位 スケート 成年男子 スピード500m 倉坪　克拓 日本大学 37"30 

スケート 少年男子 スピード1500m 井出　雄斗 小海高校 1'50"91 

スケート 少年男子 スピード5000m 松本　一成 諏訪実業高校 6'53"53 

スケート 成年女子 ショート1000m 神長　汐音 全日空商事 1'32"214 

スケート 成年女子 ショート3000mR 神長　汐音 全日空商事 

菊池　悠希 ＡＮＡ 4'15"655 

小池　佑奈 中京大学 大会新 

水野　彩萌 萌木の村　ROCK 

南里　塔子 帝産クラブ 

２位 スケート 少年男子 スピード1500m 三井　晃太 都市大塩尻高校 1'53"66 

スケート 少年男子 スピード5000m 井出　雄斗 小海高校 7'06"92 

スケート 少年女子 スピード1500m 畠山　雪菜 小海高校 2'05"88 

スケート 少年女子 スピード3000m 福岡　歩里 東海大諏訪高校 4'23"89 

スケート 少年男子 スピード2000mR 五味　春喜 岡谷南高校 2'30"57 

篠原　健人 市立長野高校 
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順位 競　技 種　別 種　目 氏　名 所　属 記　録 

２位 井出　雄斗 小海高校 

三井　晃太 都市大塩尻高校 

スケート 少年女子 スピード2000mR 清水　叶華 伊那西高校 2'48"54 

野明　花菜 岡谷南高校 

北原　伊織 岡谷東高校 

宮川　鈴佳 長野東高校 

３位 スケート 成年男子 スピード1500m 伊藤　誠悟 早稲田大学 1'52"99 

スケート 少年男子 スピード10000m 松本　一成 諏訪実業高校 14'19"78 

スケート 少年女子 スピード3000m 畠山　雪菜 小海高校 4'24"77 

スケート 成年女子 ショート1000m 菊池　悠希 ＡＮＡ 1'32"368 

スケート 成年女子 スピード2000mR 両角ほのか 信州大学 2'48"84 

百瀬　愛美 信州上諏訪温泉浜の湯 

藤原　美来 大東文化大学 

賀来　真穂 大東文化大学 

４位 スケート 少年男子 スピード500m 五味　春喜 岡谷南高校 37"96 

スケート 少年女子 スピード500m 北原　伊織 岡谷東高校 41"14 

スケート 少年女子 スピード1000m 北原　伊織 岡谷東高校 1'21"97 

スケート 成年男子 ショート500m 菊池　耕太 社会医療法人　恵仁会 41"202 

スケート 成年女子 ショート500m 菊池　悠希 ＡＮＡ 45"657 

スケート 少年男子 ショート500m 林　　康正 地球環境高校 43"501 

５位 スケート 成年男子 スピード1000m 久保　向希 日本電産サンキョー株式会社 (1'12"16) 

スケート 成年女子 スピード1000m 両角ほのか 信州大学 (1'21"01) 

スケート 成年女子 スピード1500m 賀来　真穂 大東文化大学 2'08"57 

スケート 成年女子 スピード3000m 小山　香月 日本電産サンキョー株式会社 4'26"01 

スケート 少年男子 スピード500m 篠原　健人 市立長野高校 38"84 

スケート 少年男子 スピード1000m 三井　晃太 都市大塩尻高校 (1'14"89) 

スケート 少年女子 スピード1000m 宮川　鈴佳 長野東高校 (1'20"94) 

スケート 少年男子 ショート1000m 林　　康正 地球環境高校 1'36"075 

６位 スケート 少年男子 スピード10000m 今井　寛人 佐久長聖高校 (14'45"91) 

スケート 少年女子 スピード1500m 宮川　鈴佳 長野東高校 (2'05"78) 

７位 スケート 成年女子 スピード500m 両角ほのか 信州大学 41"72 

スケート 成年女子 スピード3000m 百瀬　愛美 信州上諏訪温泉浜の湯 (4'15"91) 

８位 スケート 成年女子 スピード1500m 百瀬　愛美 信州上諏訪温泉浜の湯 (2'28"99) 

 第76回（令和３年）冬季大会　スキー　　開催地：秋田県 
※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止 
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第４章　国民体育大会の記録

３　北信越国民体育大会の成績

回 開催年 開催県 長野 新潟 富山 石川 福井 北信越からの
出場権数合計

本県 
構成比（％）

１ 昭和55年 富山県 23 25 20 13 21 102 22.5

２ 昭和56年 長野県 30 18 21 13 20 102 29.4

３ 昭和57年 福井県 28 16 18 23 18 103 27.2

４ 昭和58年 新潟県 32 14 16 24 18 104 30.8

５ 昭和59年 石川県 23 19 18 28 17 105 21.9

６ 昭和60年 富山県 25 16 17 21 24 103 24.3

７ 昭和61年 長野県 30 19 19 23 15 106 28.3

８ 昭和62年 福井県 19 21 16 24 22 102 18.6

9 昭和63年 新潟県 36 30 37 49 35 187 19.3

10 平成元年 石川県 41 35 31 63 38 208 19.7

11 平成２年 富山県 40 37 38 61 34 210 19.0

12 平成３年 長野県 65 45 50 － 48 208 31.3

13 平成４年 福井県 40 30 41 70 40 221 18.1

14 平成５年 新潟県 34 39 44 65 42 224 15.2

15 平成６年 石川県 41 29 50 72 34 226 18.1

16 平成７年 富山県 38 26 60 57 43 224 17.0

17 平成８年 長野県 49 29 42 56 46 222 22.1

18 平成9年 福井県 51 25 49 55 44 224 22.8

19 平成10年 新潟県 41 26 58 52 40 217 18.9

20 平成11年 石川県 40 25 82 52 30 229 17.5

21 平成12年 富山県 52 38 － 60 51 201 25.9

22 平成13年 長野県 43 25 79 40 40 227 18.9

23 平成14年 福井県 44 34 64 44 41 227 19.4

24 平成15年 新潟県 44 36 70 47 34 231 19.0

25 平成16年 石川県 42 34 69 48 39 232 18.1

26 平成17年 富山県 36 37 58 56 47 234 15.4

27 平成18年 長野県 38 41 56 59 43 237 16.0

28 平成19年 福井県 36 51 59 53 45 244 14.8

29 平成20年 新潟県 37 67 50 55 50 259 14.3

30 平成21年 石川県 45 － 58 68 49 224 20.1

31 平成22年 富山県 36 54 66 54 38 249 14.5

32 平成23年 長野県 43 53 51 55 44 246 17.5

33 平成24年 福井県 41 51 57 48 51 248 16.5

34 平成25年 新潟県 42 51 47 54 43 237 17.7

35 平成26年 石川県 44 46 55 55 53 253 17.4

36 平成27年 富山県 47 40 50 53 55 245 19.2

37 平成28年 長野県 39 43 52 48 67 249 15.7

38 平成29年 福井県 40 40 46 49 78 253 15.8

39 平成30年 新潟県 49 50 58 70 － 227 21.6

40 令和元年 石川県 39 42 50 53 74 258 15.1

41 令和２年 富山県 新型コロナウイルス感染拡大により開催中止

42 令和３年 長野県 42 36 44 47 68 237 17.7




