
第 71回国民体育大会本大会の概要 

 

 

1  会期       平成28年10月1日（土）～10月11日（火） 11日間 

     （水泳競技 9月4日（日）～ 9月11日（日）  8日間） 

      

 

2  会場       岩手県下 12市10町3村 

 

 

3  実施競技     正式競技：37競技 特別競技：1競技 公開競技：4競技 

 

 

4  長野県出場競技  正式競技：31競技 特別競技：1競技 

 

 

5  長野県選手団   総勢483名 

（うち本部役員43名、監督53名、選手308名、 

                           派遣トレーナー・支援コーチ等79名） 

 

 

6  長野市関係選手等（※）9/23現在 

監督8名、監督兼選手1名、選手51名（予備登録含む）計60名 

※長野県体育協会公表の長野県選手団名簿のうち長野市に住民登録のある選手・監督 

 

 

7  旗手       佐藤 泰（さとう たえ）選手 

          （馬術競技・成年女子・明松寺馬事公苑） 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人長野市スポーツ協会 

 

 



＜第 71回国民体育大会 長野市関係者名簿＞ 

1 陸上競技 

種別 監督・選手 種目 氏名 ふりがな 所属 

少年男子A 選手 ハンマー投 名澤 直樹 なざわ なおき 更級農業高校3年 

少年女子Ａ 選手 400ｍリレー 加藤 詩萌 かとう しほ 長野日大高校2年 

少女Ａ少女共通 選手 1500m3000m 和田 有菜 わだ ゆな 長野東高校2年 

少年女子B 選手 800m 高安 結衣 たかやす ゆい 長野東高校1年 

2-1 水泳（競泳）競技 
    

種別 監督・選手 種目 氏名 ふりがな 所属 

少年男子A 選手 200m背泳ぎ 石坂 岳斗 いしざか やまと 長野工業高校2年 

女子 監督   内山 博幸 うちやま ひろゆき 北部高校教員 

成年女子 選手 200mリレー 石坂 夏鈴 いしざか かりん 神奈川大学1年 

少年女子Ａ 選手 200m平泳ぎ 奥村 茉奈佳 おくむら まなか 篠ノ井高校2年 

2-2 水泳（シンクロナイズドスイミング）競技 
  

種別 監督・選手 種目 氏名 ふりがな 所属 

少年女子 監督   内田 まゆみ うちだ まゆみ 長野商工会議所 

少年女子 選手   須藤 美紅 すどう みく 長野市立長野高等学校3年 

少年女子 選手   藤原 茉那 ふじわら まな 文化学園長野高等学校1年 

少年女子 予備登録   成宮 世渚 なりみや せな 長野清泉女学院高等学校1年 

2-3 水泳（オープンウォーター） 
  

種別 監督・選手 種目 氏名 ふりがな 所属 

  監督   内山 博幸 うちやま ひろゆき 北部高校教員 

女子 選手   山崎 桃花 やまざき ももか 長野日大高校3年 

3 サッカー競技 
    

種別 監督・選手 種目 氏名 ふりがな 所属 

少年男子 選手   筒井 爽 つつい そう 市立長野高校2年 

少年男子 選手   清水 諒也 しみず りょうや ＡＣ長野パルセイロ 1年 

少年男子 選手   久保田 拓也 くぼた たくや ＡＣ長野パルセイロ 1年 

4 バレーボール競技 
   

種別 監督・選手 種目 氏名 ふりがな 所属 

成年男子 選手   小林 哲也 こばやし てつや オリオン精工㈱ 

5 体操競技 
    

種別 監督・選手 種目 氏名 ふりがな 所属 

少年男子 選手   成田 陽樹 なりた はるき 三陽中学3年 

少年男子 選手   宮沢 楓大 みやざわ ふうた 若穂中学3年 

6 バスケットボール競技    

種別 監督・選手 種目 氏名 ふりがな 所属 



成年男子 選手   池田 晋一 いけだ しんいち 長野県信用組合 

成年男子 選手   宇都宮 正 うつのみや ただし 光葉スチール㈱ 

成年男子 選手   垂見 海舟 たるみ かいしゅう そば信 

7 自転車競技 
    

種別 監督・選手 種目 氏名 ふりがな 所属 

成年男子 選手 ロード ＳＨ・ＴＰ 北澤 竜太郎 きたざわ りゅうたろう 長野市役所 

8 ソフトテニス競技 
    

種別 監督・選手 種目 氏名 ふりがな 所属 

成年男子 選手   跡部 翔大 あとべ しょうた 長野市役所 

9 卓球競技 
    

種別 監督・選手 種目 氏名 ふりがな 所属 

成年女子 予備登録   弓取 夏貴 ゆみとり なつき 長野松代総合病院 

少年女子 監督   佐藤 拓哉 さとう たくや 須坂創成高校教員 

少年女子 選手   大平 美樹 おおひら みき 須坂創成高校3年 

少年女子 選手   北澤 梓 きたざわ あずさ 須坂創成高校2年 

少年女子 予備登録   山﨑 菜都 やまざき なつ 須坂創成高校2年 

10 相撲競技 
    

種別 監督・選手 種目 氏名 ふりがな 所属 

成年男子 監督   尾羽林 英樹 おばばやし ひでき 更級農業高校教員 

成年男子 予備登録   山﨑 佑季 やまざき ゆうき 更級農業高校教員 

少年男子 選手   渡辺 拓 わたなべ たく 更級農業高校3年 

少年男子 選手   山内 裕太 やまうち ゆうた 更級農業高校3年 

少年男子 予備登録   石坂 亘平 いしざか こうへい 更級農業高校1年 

11 馬術競技 
    

種別 監督・選手 種目 氏名 ふりがな 所属 

  監督兼選手 
標準障害飛越 

六段障害飛越 
小林 義彦 こばやし よしひこ 飯綱高原乗馬倶楽部 

少年 選手 団体障害飛越 五十嵐 大斗 いがらし だいと 長野日本大学中学校3年 

12 柔道競技 
    

種別 監督・選手 種目 氏名 ふりがな 所属 

成年男子 監督   中山 三雄 なかやま みつお 長野県警察 

成年男子 選手   橋爪 謙 はしづめ けん 長野県警察 

成年男子 選手   堀川 政之 ほりかわ まさゆき 長野県警察 

成年女子 選手   山口 美咲 やまぐち みさき 長野県警察 

 

13 バドミントン競技    

種別 監督・選手 種目 氏名 ふりがな 所属 

少年女子 監督   藤澤 直方 ふじさわ なおかた 長野市立長野高校教員 



14 弓道競技 
    

種別 監督・選手 種目 氏名 ふりがな 所属 

少年男子 選手   塩釜 圭礎 しおがま よしき 長野日大高校3年 

少年男子 選手   依田 尚大 よだ なおひろ 長野吉田高校3年 

15 ライフル射撃競技 
   

種別 監督・選手 種目 氏名 ふりがな 所属 

成年男子 選手 CP60M CP30M 佐原 一輝 さはら かずき 長野県警察 

成年女子 選手 10mS40W･10mP60W 前橋 典子 まえはし のりこ ㈱みすずコーポレーション 

少年男子 選手 10mS60JM 滝澤 光紀 たきざわ こうき 長野工業高校3年 

16 剣道競技 
    

種別 監督・選手 種目 氏名 ふりがな 所属 

成年男子 選手   佐藤 浩晃 さとう ひろあき 長野県警 

成年男子 選手   森角 智慈 もりかく ともじ 長野県警 

17 カヌー競技 
    

種別 監督・選手 種目 氏名 ふりがな 所属 

  監督 スラローム 北澤 啓二 きたざわ けいじ 坂城高校教員 

成年男子 選手 スラローム 矢澤 一輝 やざわ かずき 善光寺大勧進 

18 アーチェリー競技 
   

種別 監督・選手 種目 氏名 ふりがな 所属 

成年男子 選手   太田 昇吾 おおた しょうご 信州大学3年 

19 空手道競技 
    

種別 監督・選手 種目 氏名 ふりがな 所属 

  監督   中村 宣之 なかむら のぶゆき 誠拳会空手道場 

20 クレー射撃競技 
   

種別 監督・選手 種目 氏名 ふりがな 所属 

成年男子 選手 スキート 塚田 政光 つかだ まさみつ ㈱REAL 

21 高等学校野球競技（特別競技） 
  

種別 監督・選手 種目 氏名 ふりがな 所属 

少年男子 選手 軟式 坂口 徹 さかぐち とおる 上田西高等学校3年 

少年男子 選手 軟式 戸澤 洋平 とざわ ようへい 上田西高等学校3年 

少年男子 選手 軟式 原 昌舜 はら まさあき 上田西高等学校3年 

少年男子 選手 軟式 小林 拓夢 こばやし たくむ 上田西高等学校3年 

少年男子 選手 軟式 小田切 輝之 こたぎり てるゆき 上田西高等学校2年 

少年男子 選手 軟式 村松 界人 むらまつ かいと 上田西高等学校3年 

少年男子 選手 軟式 小宮山 陸 こみやま りく 上田西高等学校2年 

 


