
第 74回国民体育大会本大会の概要 

 

 

1  会期       令和元年9月28日（土）～10月8日（火） 11日間 

    （水泳・ビーチバレーボール・体操 

：9月7日（土）～ 9月16日（月）10日間） 

 

2  会場       茨城県下 32市10町2村 

 

3  実施競技     正式競技：37競技 特別競技：1競技 公開競技：5競技 

 

4  長野県出場競技  正式競技：37競技 特別競技：1競技 公開競技：5競技 

 

5  長野県選手団   総勢489名（うち本部役員40名、監督50名、選手314名、 

派遣トレーナー26名・支援コーチ等59名） 

 

6  旗手   中田
なかた

 瑛
あきら

 選手（ソフトテニス競技・成年男子） 

 

 

  ※長野市関係選手等（9/19現在） 

監督9名、監督兼選手2名、選手39名（予備登録含む）計50名 

長野県スポーツ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74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

監督 中津　敦喜 なかつ　あつよし 須坂創成高校教員

成年女子 選手 400mH 南澤　明音 みなみさわ　あかね 松本大学４年

少年男子共通 選手 三段跳 小池　哲平 こいけ　てっぺい 長野吉田高校３年

少年女子Ａ 選手 3000m 高松　いずみ たかまつ　いずみ 長野東高校３年

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

少年男子Ａ 選手 400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 石坂　青伊 いしざか　あおい 長野工業高校３年

少年男子Ｂ 選手 100m平泳ぎ 堀内　太亮 ほりうち　たいすけ 長野工業高校１年

女子 監督 内山　博幸 うちやま　ひろゆき 須坂高校教員

成年女子 選手
200ⅿ個人ﾒﾄﾞﾚｰ
100ⅿ平泳ぎ200ⅿﾘﾚｰ
400ⅿﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

石坂　夏鈴 いしざか　かりん 神奈川大学４年

e

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

少年女子 監督 畔上　恵美子 あぜがみ　えみこ 長野ＡＳＣ

少年女子 選手 小林　唄 こばやし　うた 長野南高校２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

女子 選手 松澤　悠花 まつざわ　ゆうか 長野日本大学中学校３年

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

男子 選手 飛板飛込　高飛込 長谷川　英治 はせがわ　えいじ 北部高校教員

5-2　バレーボール（ビーチバレーボール）競技
種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

少年女子 選手 小出　萌夏 こいで　もか 松商学園高校２年

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

少年男子 選手 西尾　颯馬 にしお　そうま 長野吉田高校２年

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　晋一 いけだ　しんいち ㈱エムケー精工

成年男子 選手 垂見　海舟 たるみ　かいしゅう ㈱リバー・メディック

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

成年女子 選手 レーザーラジアル級 大嶌　あずみ おおしま　あずみ 第一生命保険㈱長野支社

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 堀江　省吾 ほりえ　しょうご 信州大学大学院

11　自転車競技

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

2-4　水泳（飛込）競技

2-3　水泳（オープンウォーター）競技

6　体操競技

10　セーリング競技

7　バスケットボール競技

2-1 水泳（競泳）競技

(公財)長野市スポーツ協会　



＜第74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 跡部　翔大 あとべ　しょうた 長野市役所

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

少年男子 監督 塚田　博文 つかだ　ひろふみ 長野工業高校教員

少年男子 選手 西沢　祐太 にしざわ　ゆうた 長野工業高校１年

少年男子 選手 森山　拓人 もりやま　たくと 長野工業高校３年

少年男子 予備登録 春日山　達哉 かすがやま　たつや 長野工業高校２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

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

成年男子 監督兼選手 スピードアンドハンディネストップスコア 小林　義彦 こばやし　よしひこ 飯綱高原乗馬倶楽部

成年女子 選手 二段階障害飛越ダービー競技 佐々　ゆかり さっさ　ゆかり 南長野医療センター篠ノ井総合病院

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 長野工業高校１年

少年 選手 馬場馬術 自由演技馬場馬術 飯田　琉王 いいだ　るみ 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

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

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

成年女子 監督 小宮山　聖文 こみやま　きよふみ 大日本法令印刷㈱

成年女子 選手 山川　莉歩 やまかわ　りほ ㈱みすずコーポレーション

成年女子 選手 宗像　美月 むなかた　みづき ㈱信州青果流通

少年男子 監督 小山　智之 こやま　ともゆき 長野商業高校

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㈱

少年女子 選手 堀川　紗椰 ほりかわ　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

年少射撃監督 関川　孝雄 せきがわ　たかお エス技研

成年男子 選手
CO60M
CP30M 佐原　一輝 さはら　かずき 長野県南警察署

少年男子 選手 AR60MJ 柳沢　充 やなぎさわ　みつる 長野工業高校１年

15　相撲競技

16　馬術競技

14　軟式野球競技

19　バドミントン競技

21　ライフル射撃競技

13　卓球競技

20　弓道競技

12　ソフトテニス競技

18　柔道競技

(公財)長野市スポーツ協会　



＜第74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 矢野　博之 やの　ひろゆき 信濃小中学校教員

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

成年男子 選手 小林　大祐 こばやし　だいすけ ハイブリッドジャパン㈱

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

少年男子 選手 スプリント
カヤックシングル 唐木田　充己 からきだ　みつき 篠ノ井高校犀峡校３年

少年男子 選手 スプリント
カナディアンシングル 坂口　琉尋 さかぐち　りゅうじん 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

監督 中村　宜之 なかむら　のぶゆき 誠拳会空手道場

少年男子 選手 組手 中嶋　桜太 なかじま　おうた 松本第一高校３年

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

成年男子 監督兼選手 塚田　政光 つかだ　まさみつ ㈱ＯＤＳ

種別 監督･選手 種目 氏名 ふりがな 所属

成年女子 選手 竹内　美翔 たけうち　みう 信州大学３年

30　トライアスロン競技

24　カヌー（スプリント）競技

27　クレー射撃競技

26　空手道競技

22　剣道競技

23　スポーツクライミング競技

(公財)長野市スポーツ協会　


	0461b8ed830a3194df3a69b73c92f7c9
	8b6824bddd34857a3cd3421589dfef6b



