
第 73回国民体育大会本大会の概要 

 

 

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

    （水泳・クレー射撃：9月10日（月）～ 9月17日（月）8日間） 

     （自転車：9月25日（火）～9月29日（土）5日間） 

 

2  会場       福井県下 10市8町 

          （石川県金沢市、静岡県御殿場市） 

 

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：32競技 特別競技：1競技 

 

5  長野県選手団   総勢568名（うち本部役員39名、監督62名、選手383名、 

派遣トレーナー31名・支援コーチ等53名） 

 

6  旗手   森角 智慈選手（剣道競技） 

 

 

  ※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58名（予備登録含む）計69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73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 選手 三段跳 石川　和義 いしかわ　かずよし 長野吉田AC

少年男子共通 選手 800ｍ 髙橋　一輝 たかはし　かずき 長野工業高等専門学校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3年

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

少年男子B 選手 100ｍ自由形 伊藤　星斗 いとう　ほしと 長野工業高等専門学校1年

女子 監督 内山　博幸 うちやま　ひろゆき 須坂高校教員

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

少年女子 監督 内山　まゆみ うちやま　まゆみ 長野ASC

少年女子 選手 藤原　茉那 ふじわら　まな つくば開成学園高校3年

少年女子 選手 小林　唄 こばやし　うた 長野南高校１年

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 須坂高校教員

男子 選手 若林　雅也 わかばやし　まさや 長野日大高校3年

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

監督 寺島　美千代 てらしま　みちよ 寺島事務所

男子 選手 長谷川　英治 はせがわ　えいじ 長野西高等学校教員

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

成年女子 監督 中田　浩史 なかた　ひろふみ (株)長野パルセイロ・アスレチッククラブ

成年女子 選手 鈴木　里奈 すずき　りな 渡邉商事(株）

成年女子 選手 三谷　沙也加 みたに　さやか トライアンテクノメタル(株）

成年女子 選手 神田　若帆 かんだ　わかほ (株）本久

成年女子 選手 池崎　愛 いけざき　まな ホクト(株)

成年女子 選手 内田　好美 うちだ　このみ (株）ながのアド・ビューロ

成年女子 選手 小髙　愛理 こだか　えり (株）みすずコーポレーション

成年女子 選手 西川　明花 にしかわ　あすか (株）テレビ信州

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

少年男子 監督 徳永　佳典 とくなが　けいすけ 犀陵中学校教員

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(株）

2-1 水泳（競泳）競技

5　バレーボール競技

3　サッカー競技

1 陸上競技

2-2 水泳（アーティスティックスイミング）競技

4　ボクシング競技

2-4水泳（飛込）競技

2-3　水泳（オープンウォーター）競技

(公財)長野市スポーツ協会　



＜第73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 選手 三澤　賢 みさわ　けん 長野市立長野高校教員

成年男子 選手 池田　哲也 いけだ　てつや 池田建設(株)

成年男子 選手 垂見　海舟 たるみ　かいしゅう ホシザキ北信越(株)

成年男子 選手 五十嵐　鷹 いがらし　たか オリオン機械(株)

成年男子 選手 宇都宮　正 うつのみや　ただし そば信

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

成年男子 選手 1kmタイムトライアル 北澤　竜太郎 きたざわ　りゅうたろう 長野市役所

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

少年女子 選手 大平　恵里 おおひら　えり 長野商業高校1年

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

成年男子 選手 池田　秀弥 いけだ　ひでや JA長野厚生連合長野松代総合病院

成年男子 選手 倉石　政哉 くらいし　まさや しなの鉄道株式会社

成年男子 選手 塚田　匡史 つかだ　まさし JA長野厚生連合長野松代総合病院

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 選手 渡辺　亮 わたなべ　りょう 株式会社ホクト

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 丸山　航汰 まるやま　こうた 更級農業高校2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

ホースマネージャー 五十嵐　大斗 いがらし　だいと 長野日本大学高等学校2年

少年 選手 標準障害飛越一段階
障害飛越リレー 小林　章人 こばやし　あきと 長野県長野工業高等学校1年

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

少年女子 監督 新井　藍 あらい　あい 長野商業高等学校教員

少年女子 選手 田中　美亜 たなか　みあ 長野商業高校3年

少年女子 選手 清水　星 しみず　ひかり 長野商業高校3年

少年女子 選手 飯島　江莉香 いいじま　えりか 長野商業高校3年

少年女子 選手 山田　未玲彩 やまだ　みれあ 長野商業高校3年

少年女子 選手 持田　友里那 もちだ　ゆりな 市立長野高校3年

少年女子 選手 新海　雪奈 しんかい　ゆきな 長野商業高校3年

少年女子 選手 矢島　沙彩 やじま　さあや 長野商業高校3年

少年女子 選手 阿部　鈴寧 あべ　すずね 長野商業高校3年

10　相撲競技

6　バスケットボール競技

9　軟式野球競技

12　ソフトボール競技

8　卓球競技

7　自転車競技

11　馬術競技

(公財)長野市スポーツ協会　



＜第73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 山崎　広一 やまざき　こういち 高山村役場

成年男子 選手 藤巻　嵩寛 ふじまき　たかひろ 文化学園長野中学高等学校教員

成年男子 選手 南茂　蓮太 なんも　れんた テヅカ設備有限会社

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

成年女子 選手 藤澤　敏恵 ふじさわ　としえ 新光電気工業(株)

少年男子 選手 松木　航也 まつき　こうや 長野南高校3年

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

成年男子 選手 CP60MCP30M 佐原　一輝 さはら　かずき 長野県南警察署

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

成年男子 選手 矢野　博之 やの　ひろゆき 信濃町立信濃小中学校教員

成年男子 選手 森角　智慈 もりかく　ともじ 長野県警

成年男子 選手 志村　圭一 しむら　けいいち 長野県警

成年男子 選手 小口　俊美 おぐち　としみ 長野県警

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

成年男子 選手 小林　大祐 こばやし　だいすけ 長野県山岳協会

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

成年男子 選手 中村　礼生 なかむら　らいき けんしんバンク

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 (株）REAL

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

少年男子 監督 吉川　博 よしかわ　ひろし 長野県ゴルフ協会

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

成年女子 選手 山崎　裕子 やまざき　ゆうこ マンパワーグループ株式会社

成年女子 選手 飯田　芽衣 いいだ　めい 八十二銀行

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

少年男子 選手 矢嶋　太一 やじま　たいち 上田西高校3年

少年男子 選手 木場田　暁 こばた　さとる 上田西高校2年

少年男子 選手 竹内　佑樹 たけうち　ゆうき 上田西高校2年

少年男子 選手 外谷　亮太 とや　りょうた 上田西高校2年

16　剣道競技

14　弓道競技

15　ライフル射撃競技

13　バドミントン競技

17　山岳競技

18　空手道競技

19　クレー射撃競技

20　ゴルフ競技

21　トライアスロン

22　高等学校野球競技(軟式）

(公財)長野市スポーツ協会　


