
第 72回国民体育大会本大会の概要 

 

 

1  会期       平成29年9月30日（土）～10月10日（火） 11日間 

    （水泳・弓道・カヌー：9月9日（土）～ 9月17日（日）9日間） 

      

2  会場       愛媛県下 12市8町 

          （兵庫県三木市、高知県高知市・本山町・芸西村） 

 

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：30競技  

 

5  長野県選手団   総勢434名（うち本部役員44名、監督48名、選手268名、 

派遣トレーナー22名・支援コーチ等51名） 

 

6  旗手   永井 鷹也選手（サッカー競技） 

 

 

  ※長野市関係選手等（9/19現在） 

監督10名、監督兼選手1名、選手37名（予備登録含む）計48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 

 

 

 

                            

公益財団法人長野市スポーツ協会 



＜第72回国民体育大会　長野市関係者名簿＞

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

少年男子B 選手 100ｍリレー 齊藤　舜太郎 さいとう　しゅんたろう 長野北部中学校3年

少年男子共通 選手 5000mW 鈴木　英司 すずき　えいじ 長野工業高校2年

少年女子A 選手 400m 加藤　詩萌 かとう　しほ 長野日大高校3年
少年女子共通

少年女子A 選手
1500m
3000m 和田　有菜 わだ　ゆな 長野東高校3年

少年女子B 選手 100m 唐澤　花実 からさわ　はなみ 市立長野高校1年

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3年

女子 監督 内山　博幸 うちやま　ひろゆき 須坂高校教員

成年女子 選手 200m個人メドレー 石坂　夏鈴 いしざか　かりん 神奈川大学2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3年

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

少年女子 監督 野村　佳菜 のむら　かな 東京海上日動

少年女子 選手 小林　唄 こばやし　うた 長野市立櫻ｹ岡中学校3年

少年女子 選手 早川　結子 はやかわ　ゆいこ 信州大学教育学部附属長野中学校3年

少年女子 予備登録 成宮　世渚 なりみや　せな 長野清泉女学院高校2年

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

少年男子 選手 峯村　隼斗 みねむら　はやと 長野吉田高校3年

少年男子 選手 佐治木　拓人 さじき　たくと 長野東高校2年

少年男子 選手 成田　陽樹 なりた　はるき 長野東高校1年

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

成年女子 監督 中村　聖美 なかむら　さとみ ホクト産業㈱

成年女子 予備登録 畠山　沙織 はたけやま　さおり 長野市役所

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

成年男子 選手
ウィンド

サーフィン級 金城　隆太郎 きんじょう　りゅうたろう 味の素(株)東京支店長野営業所

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

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

成年男子 予備登録 佐宗　伊吹 さそう　いぶき 信州大学2年

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

少年男子 監督 石田　忠之 いしだ　ただゆき 長野俊英高校教員

少年男子 選手 木村　一喜 きむら　いっき 長野高校2年

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

成年女子 選手 弓取　夏貴 ゆみとり　なつき 長野松代総合病院

8 卓球競技

2-1 水泳（競泳）競技

7 ソフトテニス競技

5 セーリング競技

3 体操競技

1 陸上競技

2-2 水泳（シンクロナイズドスイミング）競技

6 自転車競技

4 バスケットボール競技

(公財)長野市スポーツ協会　



＜第72回国民体育大会　長野市関係者名簿＞

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

少年男子 選手 石坂　亘平 いしざか　こうへい 更級農業高校2年

少年男子 選手 寺島　魁 てらしま　かい 更級農業高校3年

少年男子 予備登録 丸山　航汰 まるやま　こうた 更級農業高校1年

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

監督兼選手
国体大障害飛越
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
標準障害飛越競技

二段階障害飛越競技
リレー競技

小林　章人 こばやし　あきと 長野市立西部中学校3年

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

少年女子 選手 井堀　希唯 いぼり　けい 長野日大高校3年

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

成年男子 選手
10mS60M
10mP60M 小豆畑　逸郎 あずはた　いつお 長野県職員

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

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

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

成年女子 監督 北澤　啓二 きたざわ　けいじ 坂城高校教員

成年女子 選手
スラローム

カヤックシングル 神田　志保 かんだ　しほ 長野カヌー協会

少年男子 選手 カヤックシングル 宮尾　亮輔 みやお　りょうすけ 篠ノ井高校犀峡校3年

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

成年女子 選手 宮尾　名津美 みやお　なつみ ハイブリッド・ジャパン㈱

成年女子 選手 神林　かなえ かんばやし　かなえ 日鋳商事㈱

少年女子 監督 菅原　正幸 すがわら　まさゆき アネックスインフォメーション㈱

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

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

成年男子 監督 小林　克 こばやし　すぐる (有)KING工務店

成年男子 選手 個人戦 関　陽一 せき　よういち 昭和電機産業㈱

成年男子 選手 個人戦 矢花　秀征 やばな　ひでゆき ㈱上條器械店

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

成年男子 選手 井田　勇太 いだ　ゆうた アルファライフ

女子 選手 近藤　優衣 こんどう　ゆい 中野立志館高校2年

少年男子 監督 吉川　博 よしかわ　ひろし 長野県ゴルフ協会

12 ライフル射撃競技

18 ゴルフ競技

16 空手道競技

17 ボウリング競技

11 弓道競技

14 カヌー競技

10 馬術競技

9 相撲競技

15 アーチェリー競技

13 剣道競技

(公財)長野市スポーツ協会　


