
第２４回全国スポーツ・レクリエーション祭マスターズ陸上競技大会 コード　１１５０５０００ 日付　平成２３年１１月６日(日)、７日(月),　８日(火) 総　　務 諏佐　　収
競技場　栃木県総合運動公園陸上競技場（競技場コード　091010） 審 判 長 志田　利宏

男子 記録为任 奥山　俊昭
日付 種目
11/6 M65 60m 坪井 亮一 8.46 -0.4 八巻 専文 8.68 -0.4 羽山 雅美 8.94 -0.4 森 幹治 8.99 -0.4 佐藤 瑞夫 9.17 -0.4 麻生 次夫 9.97 -0.3 宮本 英雄 10.22 -0.3 小林 栄二 10.66 -0.3

岐阜 山梨 三重 茨城 岩手 大分 東京 栃木
11/6 M70 60m 堤 貞夫 9.01 -0.6 舘岡 唯與志 9.33 -0.6 万波 通弘 9.34 -0.4 佐藤 英夫 9.35 -0.6 寺嶋 昭夫 9.37 -0.6 土橋 正義 9.52 -0.4 妹尾 康也 9.64 -0.9 山本 武 9.88 -0.4

静岡 青森 東京 埼玉 神奈川 愛知 岡山 京都
11/6 M75 60m 佐藤 勝男 9.50 -0.5 古川 昭雄 9.65 -0.5 高尾 和男 9.68 -0.5 長山 啓二 10.00 -0.6 阿部 辰明 10.05 -0.6 古川 良一 10.13 -0.6 金子 忠 10.17 -0.5 益田 斉 10.21 -0.5

宮崎 福島 愛知 茨城 大分 島根 山形 神奈川
11/6 M80+ 60m 留野 重治 10.00 佐々木 隆 10.44 金田 七郎 10.64 神田 繁吉 11.32 福島 信春 11.87 大崎 昭 12.55 長澤 誠以 14.27 強口 守男 25.41

風：0.0 宮崎 岩手 栃木 島根 佐賀 長崎 秋田 青森
11/7 M40 100m 浅野 益男 11.62 0.0 保坂 政志 11.93 0.0 石崎 仁一 11.94 0.0 岩野 司 12.07 0.0 梅本 英樹 12.16 0.0 加藤 裕一 12.17 0.0 石瀬 智樹 12.18 0.0 山口 和弘 12.88 0.0

神奈川 三重 栃木 愛知 群馬 宮城 埼玉 福井
11/7 M45 100m 渡辺 実 11.72 +0.6 小林 裕 11.81 +0.6 早川 行友 11.96 +0.6 藤田 幸久 12.25 +0.6 斉藤 克己 12.32 +0.6 森澤 宗治 12.71 +0.5 杉谷 崇 12.86 +0.5 大和田 政弘 13.17 +0.5

愛知 神奈川 埼玉 大阪 群馬 栃木 富山 岩手
11/7 M50 100m 小堀 拓也 11.80 +1.4 森下 孝一 11.88 +0.2 森田 亨 12.45 +1.4 入沢 正次郎 12.93 +1.4 倉嶋 隆雄 13.13 +1.4 OH YU MAN 13.15 +1.4 岡崎 俊彦 13.21 +1.4 竹之内 敦史 13.32 +1.4

栃木 福井 三重 群馬 長野 韓国 岡山 愛知
11/7 M55 100m 高木 弘一 12.38 +0.4 大沢 悟 13.06 +0.4 若尾 徳男 13.12 +0.4 小山田 勝昭 13.13 +1.6 大江 良一 13.34 +0.4 新村 保 13.38 +0.4 星 利光 13.50 +1.6 渡辺 利昭 13.82 +1.6

神奈川 群馬 山梨 福井 滋賀 栃木 静岡 埼玉
11/7 M60 100m 高橋 政幸 12.48 0.0 河田 慎司 12.64 0.0 井上 儀徳 13.04 0.0 熊谷 司伸 13.28 0.0 双木 広治 13.45 +0.7 矢延 治 13.69 +0.7 中出 良一 13.73 +0.7 西村 順三 13.82 0.0

長野 広島 岩手 新潟 埼玉 千葉 福井 滋賀
11/7 M65 100m 坪井 亮一 13.78 +0.6 八巻 専文 13.85 +0.6 長谷川 剛 13.89 +0.7 菅原 隆夫 14.17 +0.7 新山 勝 14.25 +0.6 綱島 修 14.28 +0.7 秋吉 久仁人 14.43 +0.7 森 幹治 14.61 +0.7

岐阜 山梨 山形 宮城 青森 東京 佐賀 茨城
11/7 M70 100m 高橋 進 14.12 0.0 堤 貞夫 14.67 0.0 山近 範久 14.78 +0.7 大橋 泰成 14.91 0.0 万波 通弘 15.05 +0.2 土橋 正義 15.42 0.0 毛利 義夫 15.74 0.0 山本 武 15.75 +0.2

新潟 静岡 山口 福島 東京 愛知 福岡 京都
11/7 M75 100m 泥谷 久光 14.60 +1.3 古川 昭雄 15.62 +0.2 高尾 和男 16.06 +1.3 金子 忠 16.51 +1.3 古川 良一 16.56 +0.2 山野 泰介 17.64 +1.3 三宅 茂雄 17.73 +0.2 池田 正 20.81 +0.2

宮崎 福島 愛知 山形 島根 長崎 滋賀 秋田
11/7 M80+ 100m 佐々木 隆 17.39 竹内 敬郎 19.12 福島 信春 19.15 大崎 昭 21.68 長澤 誠以 23.73

風：+0.7 岩手 宮崎 佐賀 長崎 秋田
11/6 M40 200m 浅野 益男 24.22 -0.8 保坂 政志 24.62 -0.8 PARK JU SIK 24.66 -0.8 加藤 裕一 24.93 -0.8 梅本 英樹 25.29 -0.7 岩野 司 25.41 -0.8 石瀬 智樹 25.99 -0.7 加藤 徹 26.23 -0.8

神奈川 三重 韓国 宮城 群馬 愛知 埼玉 栃木
11/6 M45 200m 渡辺 実 24.16 -0.6 小林 裕 24.53 -0.6 早川 行友 24.69 -0.6 藤田 幸久 25.99 -1.0 平岡 達哉 26.21 -0.6 中川 隆二 26.60 -1.0 木津 悌浩 26.70 -1.0 真部 誠 28.65 -1.0

愛知 神奈川 埼玉 大阪 栃木 愛媛 福井 福島
11/6 M50 200m 森下 孝一 24.78 -0.5 森田 亨 25.70 -0.3 内田 眞一 26.06 -0.3 岩沢 進 26.83 -0.5 入沢 正次郎 27.16 -0.3 安田 弥彦 27.22 -0.5 大木 信彦 28.78 -0.5 小松 富久 28.80 -0.3

福井 三重 神奈川 青森 群馬 京都 岩手 徳島徳島
11/6 M55 200m 高木 弘一 25.91 -0.5 小山田 勝昭 27.13 -0.8 森 久 28.46 -0.8 渡辺 利昭 28.96 -0.5 中村 良司 29.58 -0.8 関 茂 30.47 -0.5 小川 泰秀 30.50 -0.8 KO JONG RYOUNG　32.96 -0.8

神奈川 福井 山梨 埼玉 千葉 栃木 長野 韓国
11/8 M60 200m 高橋 政幸 27.19 -0.8 井上 儀徳 27.47 -0.6 熊谷 司伸 27.82 -0.6 兵藤 高夫 28.67 -0.6 須田 雅昭 29.17 -0.6 築崎 弘 29.24 -0.6 中出 良一 29.51 -0.6 伊藤 皓夫 30.49 -0.8

長野 岩手 新潟 茨城 山口 島根 福井 群馬
11/8 M65 200m 長谷川 剛 30.47 -0.2 新山 勝 30.53 +0.1 高雄 国男 30.94 -0.2 秋吉 久仁人 31.23 -0.2 小川 忠治 31.64 +0.1 竹中 弘明 31.70 -0.2 前野 耕造 31.88 -0.2 曽谷 和弘 32.03 -0.2

山形 青森 東京 佐賀 北海道 滋賀 栃木 山梨
11/8 M70 200m 高橋 進 30.03 -0.6 中村 信孝 31.29 -0.6 山近 範久 32.35 -0.9 大橋 泰成 32.45 -0.6 河村 典雄 33.21 -0.6 寺嶋 昭夫 33.65 -0.6 谷口 敬也 34.82 -0.9 江原 幸男 35.31 -0.9

新潟 長崎 山口 福島 愛知 神奈川 大分 岡山
11/8 M75 200m 佐藤 勝男 32.12 大畑 勝治 34.00 植田 豊 35.31 山野 泰介 38.63

風:-1.0 宮崎 埼玉 北海道 長崎
11/8 M80+ 200m 田中 博男 32.01 石田 保之 33.45 留野 重治 35.41 伊村 悟 50.89

風:0.0 青森 栃木 宮崎 千葉
11/6 M40 400m 鎌田 隆一 55.01 井戸 星一 55.95 井上 芳典 65.70

神奈川 兵庫 栃木
11/6 M45 400m 島田 嘉紀 57.82 木津 悌浩 59.35 大和田 政弘 1.02.65 青島 睦 1.03.80 真部 誠 1.06.52 小泉 正幸 1.08.53 山本 一成 1.08.62

栃木 福井 岩手 静岡 福島 新潟 秋田
11/8 M50 400m 内田 眞一 58.15 岩沢 進 60.15 OH YU MAN 61.55 上野 浩 64.69 近藤 努 65.72

神奈川 青森 韓国 栃木 新潟
11/8 M55 400m 越後　晃一 60.88 太田　一裕 61.13 原沢　勲 63.70 正親　孝夫 64.82 佐藤　英治 65.54 口田　隆重 67.28 上田　学 72.88 LEE EUN YU 73.44

岩手 長崎 埼玉 栃木 三重 岐阜 北海道 韓国
11/7 M60 400m 尾崎 敬 63.59 亀山 始 64.12 西村 順三 64.94 矢延 治 67.49 寺崎 健一 71.14 清水 直樹 71.59 林 幸夫 73.26 三浦 芳茂 83.51

島根 岐阜 滋賀 千葉 鳥取 山梨 石川 奈良
11/7 M65 400m 角 光男 68.44 正岡 建雄 70.20 長田 秀勝 72.01 高雄 国男 73.25 大藪 健三 73.78 喜多 昌幸 76.88 羽山 雅美 78.69 谷口 俊夫 79.60

茨城 愛媛 神奈川 東京 栃木 北海道 三重 滋賀
11/7 M70 400m 中村 信孝 69.32 近藤 忠雄 70.94 河村 典雄 72.85 岩波 健二 75.64 原賀 重男 76.12 原 勇公 76.17 相田 義郎 76.39 小池 良司 77.60

長崎 東京 愛知 京都 福岡 山梨 群馬 岐阜
11/7 M75 400m 泥谷 久光 72.26 大畑 勝治 76.51 野口 寛 77.91 吉田 武雄 81.46 中前 行雄 83.34 佐々木 勉 90.32

宮崎 埼玉 山形 島根 和歌山 広島
11/7 M80+ 400m 田中 博男 73.43 石田 保之 77.37 赤梅 昭三 97.56 佐野 實 100.33 大河原 政夫 117.36 高草木 重鎌 125.74

青森 栃木 岐阜 新潟 兵庫 群馬
11/7 M40 800m 上野 栄治 2.07.33 鈴木 竹男 2.07.98 鎌田 隆一 2.09.56 手塚 寿利 2.10.81 井戸 星一 2.14.46

埼玉 栃木 神奈川 長野 兵庫
11/7 M45 800m 茂内 孝 2.14.07 大森 剛 2.22.95 鵜野 幸男 2.35.36

秋田 栃木 富山
11/7 M50 800m 後藤 俊雄 2.25.50 大串 和久 2.30.38 越田 貞治 2.45.77

新潟 佐賀 栃木

８位４位 ７位１位 ２位 ３位 ５位 ６位



第２４回全国スポーツ・レクリエーション祭マスターズ陸上競技大会 コード　１１５０５０００ 日付　平成２３年１１月６日(日)、７日(月),　８日(火) 総　　務 諏佐　　収
競技場　栃木県総合運動公園陸上競技場（競技場コード　091010） 審 判 長 志田　利宏

男子 記録为任 奥山　俊昭
日付 種目 ８位４位 ７位１位 ２位 ３位 ５位 ６位
11/7 M55 800m 越後 晃一 2.22.09 田中 和人 2.23.36 原沢 勲 2.25.65 井尻 光 2.26.84 太田 一裕 2.30.66 佐藤 政広 2.36.70 品川 昇 2.37.86 高山 昇 2.40.68

岩手 鳥取 埼玉 岐阜 長崎 宮崎 栃木 新潟
11/6 M60 800m 亀山 始 2.28.38 山本 悟 2.38.40 田村 正 2.40.05 寺崎 健一 2.44.24 寺西 芳男 2.45.13 山岡 清孝 2.45.35 西田 英男 2.45.42 松尾 忠治 2.47.35

岐阜 島根 栃木 鳥取 石川 長野 三重 佐賀
11/6 M65 800m 高橋 幸雄 2.48.84 植田 稔 2.49.47 五江渕 裕 2.49.94 加藤 正 2.50.38 白川 一 2.55.68 喜多 昌幸 2.59.41 小林 完治 3.02.22 松本 熙 3.41.61

秋田 滋賀 栃木 岐阜 山梨 北海道 石川 鳥取
11/6 M70 800m 勝見 正男 2.48.33 伊東 宣和 2.55.21 四ツ谷 辰栄 2.56.80 熊谷 明 3.00.01 近藤 忠雄 3.00.22 青山 正雄 3.01.63 小林 優 3.01.88 原賀 重男 3.03.49

群馬 長野 栃木 大分 東京 福井 滋賀 福岡
11/6 M75 800m 阿蘇和 祐也 3.01.60 畠中 正司 3.09.42 中前 行雄 3.11.17 野口 寛 3.14.83 吉田 武雄 3.18.43 渡辺 徹 3.19.26 大西 吉男 4.01.33 松岡 英毅 4.35.93

広島 神奈川 和歌山 山形 島根 愛媛 滋賀 大阪
11/6 M80+ 800m 佐野 實 4.02.60 赤梅 昭三 4.10.64 高草木 重鎌 5.05.71

新潟 岐阜 群馬
11/6 M40 1500m 小西 亘 4.10.59 後口 洋史 4.24.66 井上 和男 4.28.88 佐藤 綾人 4.40.53 山田 征義 4.53.67 小林 博通 4.55.24

栃木 埼玉 愛知 東京 新潟 群馬
11/6 M45 1500m 加藤 聡 4.17.64 野上 周作 4.31.41 茂内 孝 4.33.97 堀尾 昌志 4.35.78 平岡 達哉 4.36.81 鵜野 幸男 5.17.33

青森 岡山 秋田 鳥取 栃木 富山
11/6 M50 1500m 阿久津 浩三 4.45.20 加藤 康之 4.51.93 後藤 俊雄 4.53.21 大串 和久 4.58.65

栃木 茨城 新潟 佐賀
11/6 M55 1500m 田中 和人 4.51.79 井尻 光 4.52.13 丹下 昭治 5.04.31 佐藤 政広 5.14.03 LEE EUN YU 5.20.18 川上 明男 5.34.08 玉置 操 5.53.79

鳥取 岐阜 新潟 宮崎 韓国 栃木 奈良
11/8 M60 1500m 中瀬 博夫 4.53.65 佐藤 伸一 5.09.01 奥山 功 5.23.85 江田 光好 5.25.81 浅尾 豊久 5.25.97 山本 悟 5.30.41 松尾 忠治 5.30.76 寺西 芳男 5.36.37

新潟 神奈川 愛媛 栃木 岐阜 島根 佐賀 石川
11/8 M65 1500m 平山 雄二 5.33.23 岩垣 成紀 5.34.47 窪田 博信 5.37.03 植田 稔 5.48.52 柴原 茂之 5.53.17 高橋 幸雄 5.54.74 江崎 末広 5.59.09 中野 甫 6.23.89

北海道 鳥取 鹿児島 滋賀 栃木 秋田 富山 徳島
11/8 M70 1500m 吉本 公男 5.43.70 及川 誠之 5.44.53 山内 辰雄 5.46.63 森田 長喜 5.59.83 吉野 知之 6.03.49 秦 伸一郎 6.07.77 仲尾次 嗣明 6.21.21 樫葉 正亮 6.27.38

京都 福島 青森 滋賀 長崎 山梨 沖縄 和歌山
11/8 M75 1500m 今野 久夫 5.51.34 阿蘇和 祐也 6.13.17 畠中 正司 6.20.73 佐藤 鼎 6.21.12 宮里 学 6.26.16 杉原 秀雄 6.38.27 平山 正雄 6.50.06 松本 利夫 7.23.00

秋田 広島 神奈川 青森 宮崎 島根 富山 愛媛
11/8 M80+ 1500m 村上 朝男 7.23.23 桜井 広 7.34.79 幅田 義規 8.32.03 塩田 富治 9.14.58

岩手 静岡 鳥取 北海道
11/7 M60 3000m 中瀬 博夫 10.09.23 佐藤 伸一 10.47.77 東 昇 11.14.49 浅尾 豊久 11.27.72 奥山 功 12.25.68 蛭坂 徳志 12.26.15 多久島 昇 12.36.23 石澤 一芳 12.40.88

新潟 神奈川 岩手 岐阜 愛媛 栃木 佐賀 長野
11/7 M65 3000m 平山 雄二 11.46.91 岩垣 成紀 11.49.32 江崎 末広 12.21.31 窪田 博信 12.21.78 小林 完治 13.24.34 宮武 省三 13.31.07 西村 満征 13.45.51 上條 貴久治 13.48.05

北海道 鳥取 富山 鹿児島 石川 香川 宮崎 山梨
11/7 M70 3000m 山内 辰雄 11.46.44 原 勇公 12.09.42 及川 誠之 12.11.14 吉本 公男 12.12.49 吉野 知之 12.43.20 森田 長喜 12.43.45 佐藤 善明 13.07.00 仲尾次 嗣明 13.14.07

青森 山梨 福島 京都 長崎 滋賀 栃木 沖縄
11/7 M75 3000m 今野 久夫 12.18.91 宮里 学 13.11.37 佐藤 鼎 13.25.79 杉原 秀雄 13.40.39 渡辺 徹 14.22.42 平山 正雄 14.32.28 金尾 豊 15.16.41 渡邉 勝利 15.20.09

秋田 宮崎 青森 島根 愛媛 富山 広島 山形
11/7 M80+ 3000m 桜井 広 15.21.42 村上 朝男 15.55.85 幅田 義規 17.39.99 石澤 強 17.56.41 塩田 富治 18.33.60

静岡 岩手 鳥取 宮城 北海道
11/7 M40 5000m 篠崎 和雄 16.21.42 井上 和男 16.52.48 佐藤 綾人 17.07.31 遠藤 潤一 18.10.07 山田 征義 18.45.18

栃木 愛知 東京 岡山 新潟
11/7 M45 5000m 加藤 聡 15.37.38 堀尾 昌志 17.00.90 野上 周作 17.12.94 伊藤 雅浩 18.27.51 山中 勝也 19.07.46 岡田 全弘 19.23.39

青森 鳥取 岡山 栃木 富山 埼玉
11/8 M50 5000m 岩永 義次 15.54.32 阿久津 浩三 16.54.17 加藤 康之 18.06.36 LEE HYOUN DO 22.27.93

佐賀 栃木 茨城 韓国
11/8 M55 5000m 船坂 勝美 18.05.05 福田 恵 18.15.22 大木 信市 18.56.23 丹下 昭治 19.20.28 秋本 曻 19.37.44 CHEON KYOO JUN  26.41.04

岐阜 鳥取 栃木 新潟 神奈川 韓国
11/8 M45 走高跳 井川 伸哉 1m70 藤田 英永 1m65 安野 満夫 1m60

栃木 福井 群馬
11/8 M50 走高跳 竹之内 敦史 1m45

愛知
11/8 M55 走高跳 岩本 照夫 1m35 佐野 裕昭 1m20

栃木 愛知
11/8 M60 走高跳 平岡 令孝 1m40

三重
11/6 M65 走高跳 鈴木 敏力 1m30 長田 秀勝 1m25 永田 敏也 1m20

茨城 神奈川 愛知
11/6 M70 走高跳 松本 博 1m30 見藤 宣晃 1m20 河野 仁 1m15 平林 正 1m15 飯塚 三章 1m10 佐藤 元美 1m10 鴻池 清司 1m10 山下 和清 1m05

福岡 広島 山梨 福井 栃木 同順 埼玉 同順 和歌山 同順 鹿児島
11/6 M75 走高跳 田中 義平 1m30 石川 信夫 1m20 中村 庸 1m10 髙杉 博文 1m05

北海道 神奈川 青森 愛媛
11/6 M80+ 走高跳 寺尾 心一 1m15 溝間 俊一 1m15

静岡 新潟
11/6 M40 走幅跳 松原 憲治 6m05 +0.6 上條 健 5m98 +0.5 PARK JU SIK 5m91 +0.5 小松崎 信征 5m60 +0.5

愛知 長野 韓国 京都
11/6 M45 走幅跳 藤田 英永 5m79 +0.9 斉藤 克己 5m67 +0.9 大貫 孝 5m22 +0.2

福井 群馬 栃木



第２４回全国スポーツ・レクリエーション祭マスターズ陸上競技大会 コード　１１５０５０００ 日付　平成２３年１１月６日(日)、７日(月),　８日(火) 総　　務 諏佐　　収
競技場　栃木県総合運動公園陸上競技場（競技場コード　091010） 審 判 長 志田　利宏

男子 記録为任 奥山　俊昭
日付 種目 ８位４位 ７位１位 ２位 ３位 ５位 ６位
11/6 M50 走幅跳 池田 光司 5m31 +0.5 巨泉 猛 5m31 +0.4 鈴木 義則 5m17 +1.0 福田 登 5m03 +0.8 小林 正人 4m99 +0.5 小松 富久 4m53 +1.0 荒川 信良 4m47 +1.2 小原 敏美 2m47 +0.5

愛知 宮城 青森 群馬 静岡 徳島徳島 京都 岩手
11/6 M55 走幅跳 樋口 康夫 4m60 +0.5 新村 保 4m53 +0.6

福岡 栃木
11/6 M60 走幅跳 河田 慎司 5m23 +0.9 双木 広治 5m17 +1.0 綿谷 章 5m09 +1.2 後藤 信義 4m76 +0.8 川島 良造 4m66 +1.0 桑原 裕 4m43 +0.6 諏方 三雄 4m35 +1.1 鈴政 吉春 4m21 +0.9

広島 埼玉 長崎 岐阜 栃木 青森 福島 島根
11/8 M65 走幅跳 菅原 隆夫 4m46 0.0 永田 敏也 4m21 +0.1 田村 信昭 4m01 +0.2 我満 正広 3m49 +1.9 麻生 次夫 3m25 +0.3 山内 志朗 2m86 +1.3

宮城 愛知 新潟 青森 大分 千葉
11/8 M70 走幅跳 松本 博 4m66 +0.8 澤田 昭治 4m09 +0.7 平林 正 3m92 +0.8 飯塚 三章 3m92 +0.7 因幡 英美 3m87 +0.9 鴻池 清司 3m81 +0.8 村上 廣 3m74 +1.4 佐藤 英夫 3m66 +0.6

福岡 東京 福井 栃木 秋田 和歌山 岩手 埼玉
11/8 M75 走幅跳 村岡 友治 3m77 -0.4 門井 光男 3m76 -0.7 益田 斉 3m56 -0.7 原 栄一 3m24 -0.6 植田 豊 3m13 -0.5 許斐 義重 3m12 -0.5 宮﨑 生 3m07 +0.5 中武 和之 2m76 +0.5

秋田 埼玉 神奈川 静岡 北海道 福岡 熊本 宮崎
11/8 M80+ 走幅跳 溝間 俊一 3m31 +0.4 金田 七郎 2m89 +0.6 秦 光男 2m73 -0.3 廣瀬 弘 2m38 +0.1 望月 英雄 2m35 -0.6 山本 弘 2m11 +0.5 伊村 悟 1m95 0.0

新潟 栃木 兵庫 富山 山梨 石川 千葉
11/7 M40 三段跳 松原 憲治 11m49 -0.3 石田 祐一 11m41 -0.6

愛知 栃木
11/7 M45 三段跳 浜野 隆一 12m07 -0.8 毛塚 敏夫 11m83 -0.8 安野 満夫 11m04 -0.3

広島 栃木 群馬
11/7 M50 三段跳 川崎 昭二 11m68 -0.2 池田 光司 11m46 -0.2 福田 登 11m39 -1.2 巨泉 猛 11m38 -0.5 鈴木 義則 10m81 -0.1

東京 愛知 群馬 宮城 青森
11/7 M55 三段跳 伊得 正紀 11m08 -0.2 樋口 康夫 10m12 -1.6 青木 紀雄 9m69 -0.8 大西 博文 9m33 -0.3 浅井 文隆 8m12 0.0 宮武 洋文 8m07 0.0

埼玉 福岡 長崎 栃木 山梨 香川
11/7 M60 三段跳 桑原 裕 8m79 -1.5 福田 巽 7m10 -0.4

青森 栃木
11/7 M65 三段跳 田村 信昭 8m68 +0.4

新潟
11/7 M70 三段跳 澤田 昭治 8m94 -0.8 因幡 英美 8m70 -0.1 佐藤 元美 7m23 -0.3 佐々木 英明 7m22 0.0 今西 義弘 6m89 +0.8 石原 宏 5m40 0.0

東京 秋田 埼玉 北海道 三重 栃木
11/7 M75 三段跳 田中 義平 8m05 -1.0 門井 光男 7m98 0.0 阿部 辰明 7m85 -0.2 石川 信夫 7m83 -0.4 村岡 友治 7m75 -0.4 原 栄一 7m58 -0.3 谷 耕作 7m01 -0.3 許斐 義重 6m18 -0.8

北海道 埼玉 大分 神奈川 秋田 静岡 宮崎 福岡
11/7 M80+ 三段跳 寺尾 心一 7m47 -0.3 磯 雄三 6m97 -0.8 望月 英雄 5m79 -0.6 廣瀬 弘 5m70 -1.2

静岡 青森 山梨 富山
11/7 M40 砲丸投 大森 豊 8m21 上條 健 8m16 KWAK CHEOL KEUN  6m00

栃木 長野 韓国
11/7 M45 砲丸投 橋澤 克之 11m10 角田 琢央 10m43 柴田 成夫 9m16 佐々木 泰之 8m34

長野 青森 愛知 栃木
11/7 M50 砲丸投 勝呂 強 11m90 田﨑 義見 9m20 浦田 邦彦 9m09 秋元 浩 9m09 小原 敏美 6m48

静岡 佐賀 栃木 富山 岩手
11/7 M55 砲丸投 橋田 幸雄 8m10

栃木
11/6 M60 砲丸投 山本 敬一 10m11 田口 純一 9m93 馬田 芳次 9m28 尾崎 静夫 9m03 棚橋 和己 8m46 三上 照夫 8m27 俊成 茂哲 8m20 後藤 修一 7m92

静岡 秋田 鳥取 東京 山梨 神奈川 広島 奈良
11/6 M65 砲丸投 下本 正光 7m75 袴田 勝治 7m12 石倉 富次 6m90 高橋 英明 6m60 松田 義明 5m87

広島 秋田秋田 群馬 和歌山 石川
11/6 M70 砲丸投 深川 博夫 11m25 三浦 竹徳 11m08 柿内 剣児 9m96 加藤 正信 8m89 村上 毅 8m75 嘉成 満 8m70 吉川 修 8m63 西井 實 8m37

兵庫 茨城 高知 福井 島根 福島 新潟 富山
11/6 M75 砲丸投 近藤 陽洲 10m34 中澤 正明 9m10 池田 誠 8m72 平田 数秋 7m90 片野 要作 7m76 伊藤 貞夫 7m71 柴野 三郎 7m60 大浦 敦 7m55

愛知 山梨 佐賀 愛媛 福島 山形 新潟 北海道
11/6 M80+ 砲丸投 強口 守男 9m07 萩野 敏夫 9m05 高野 孝雄 8m69 志村 力 8m45 澤田 幸作 8m05 麻生 勝弥 7m77 谷本 亮信 7m10 新羅 武 6m78

青森 東京 栃木 山梨 静岡 福岡 香川 広島
11/8 M40 円盤投 小松崎 信征 39m47 林 幸生 30m45 森田 雄一 28m61

京都 茨城 栃木
11/8 M45 円盤投 柴田 成夫 34m45 橋澤 克之 33m51 加勢 宏 26m34 佐々木 泰之 22m96 山中 勝也 15m18

愛知 長野 福島 栃木 富山
11/8 M50 円盤投 冨澤 秀章 34m33 田村 章 33m28 吉岡 繁樹 30m57 田﨑 義見 29m56 勝呂 強 27m88 中谷 契己 24m53 宮川 務 24m00

茨城 香川 石川 佐賀 静岡 兵庫 栃木
11/8 M55 円盤投 巻口 実 33m36 藤井 正幸 28m76 城所 潔 23m32

新潟 北海道 栃木
11/7 M60 円盤投 棚橋 和己 34m94 藤岡 保 27m87 尾崎 静夫 27m37 林 幸夫 26m87 俊成 茂哲 25m34 馬田 芳次 24m39 二宮 稔 21m37

山梨 三重 東京 石川 広島 鳥取 愛媛
11/7 M65 円盤投 山崎 茂 30m15 竹中 壽男 29m94 山科 忠彦 28m87 戸塚 征士郎 24m54 下本 正光 23m15 米村 敏男 22m29 森崎 順臣 21m04 我満 正広 19m74

栃木 香川 石川 静岡 広島 福井 和歌山 青森
11/7 M70 円盤投 山田 栄一郎 36m85 由川 昇 35m94 加藤 祐基 31m64 林 樹 30m98 三浦 竹徳 29m64 加藤 正信 27m66 木野 翼 25m10 堀 静男 22m84

長野 三重 福島 石川 茨城 福井 静岡 山梨
11/7 M75 円盤投 南 進 25m09 中澤 正明 24m30 伊藤 貞夫 23m81 柴野 三郎 23m71 山本 康雄 23m01 木下 真夫 22m51 片野 要作 21m86 前田 昭 21m42

石川 山梨 山形 新潟 京都 東京 福島 鳥取
11/7 M80+ 円盤投 竹内 徑 25m00 麻生 勝弥 23m52 谷本 亮信 21m90 高野 孝雄 21m81 志村 力 19m50 萩野 敏夫 18m51 髙橋 勘十 17m87 鈴木 弥三郎 14m47

兵庫 福岡 香川 栃木 山梨 東京 岩手 北海道



第２４回全国スポーツ・レクリエーション祭マスターズ陸上競技大会 コード　１１５０５０００ 日付　平成２３年１１月６日(日)、７日(月),　８日(火) 総　　務 諏佐　　収
競技場　栃木県総合運動公園陸上競技場（競技場コード　091010） 審 判 長 志田　利宏

男子 記録为任 奥山　俊昭
日付 種目 ８位４位 ７位１位 ２位 ３位 ５位 ６位
11/6 M70 やり投 吉川 修 37m32 由川 昇 35m64 関 謙二 28m55 木野 翼 28m22 深川 博夫 27m22 原 俊三郎 26m49 岩本 哲次 22m55 中村 忠紀 22m11

新潟 三重 神奈川 静岡 兵庫 広島 大分 福岡
11/6 M75 やり投 片山 克 24m41 南 進 22m21 木下 真夫 21m87 嘉多山 幸雄 21m56 毛塚 昌弘 20m57 始澤 重信 20m45 藤田 清 19m84 樋口 元太郎 18m04

愛媛 石川 東京 北海道 栃木 群馬 香川 滋賀
11/6 M80+ やり投 竹内 徑 27m97 松本 善一 25m22 清水 忠義 20m29 水之江 勝行 15m31 勝連 盛善 11m93 河村 正巳 11m91 石澤 強 11m86

兵庫 大阪 茨城 大分 沖縄 静岡 宮城
11/6 M40 やり投 林 幸生 45m40 須崎 一弘 44m22 大森 豊 43m85

茨城 長野 栃木
11/6 M45 やり投 平 正俊 42m79 加勢 宏 32m79

山形 福島
11/6 M50 やり投 川田 敏彰 37m64 田村 章 33m59 秋元 浩 32m35 荒川 信良 28m30 中谷 契己 27m62

栃木 香川 富山 京都 兵庫
11/6 M55 やり投 藤井 正幸 41m73 川島 修 39m43 佐野 裕昭 31m98 大谷 毅 31m70 浅井 文隆 23m36

北海道 群馬 愛知 栃木 山梨
11/7 M60 やり投 山本 敬一 37m72 兵藤 高夫 35m90 三上 照夫 29m86 荻原 仁 24m78 矢島 恵治 23m89 佐藤 範 22m09 中川路 博 20m88 平松 新 17m30

静岡 茨城 神奈川 福井 埼玉 山形 東京 三重
11/7 M65 やり投 竹中 壽男 37m34 米村 敏男 32m32 戸塚 征士郎 28m12 石倉 富次 23m26 山崎 茂 22m32 大野 忠男 15m22

香川 福井 静岡 群馬 栃木 宮城



第２４回全国スポーツ・レクリエーション祭マスターズ陸上競技大会 コード　１１５０５０００ 日付　平成２３年１１月６日(日)、７日(月),　８日(火) 総　　務 諏佐　　収
競技場　栃木県総合運動公園陸上競技場（競技場コード　091010） 審 判 長 志田　利宏

女子 記録为任 奥山　俊昭
日付 種目
11/6 W60 60m 赤峰 フミコ 9.46 -0.9 土井 照子 9.73 -0.3 渡辺 由紀子 9.84 -0.3 貝守 久美子 9.88 -0.3 片山 悦子 10.69 -0.9 細羽 純子 10.74 -0.3 野村 つゆ子 11.28 -0.9 齋藤 充子 11.34 -0.9

大阪 千葉 栃木 北海道 奈良 広島 福井 東京
11/6 W65 60m 椿 優子 10.42 -0.1 小林 たみ子 10.49 -0.1 渡辺 富子 10.65 -1.0 宮本 洋子 10.85 -1.0 堀 宣子 10.89 -0.1 桜田 秀子 11.57 -0.1 那須 フミヨ 11.74 -1.0 井上 規矩子 12.25 -0.1

北海道 群馬 岡山 東京 千葉 青森 宮崎 愛媛
11/6 W70+ 60m 倉津 緑 10.20 -0.5 宮前 美代子 10.81 -0.8 角井 テル 10.85 -0.8 因幡 正子 10.95 -0.8 井上 良江 11.33 -0.8 金子 恵子 11.37 -0.8 岩間 悦子 11.95 -0.5 辻 ミツヱ 11.99 -0.5

長崎 滋賀 栃木 秋田 埼玉 茨城 鳥取 奈良
11/6 W35 100m 浅井 紀子 13.88 佐久間 文恵 14.75 合田 理恵 15.05 村中 里佳 15.68 SON HYUN JIN 17.03 青木 由紀子 17.51

風：-1.0 愛知 神奈川 滋賀 福井 韓国 栃木
11/6 W40 100m 西澤 香 14.29 KIM OG HUI 14.48 羽根 由紀子 14.63 樋口 涼子 14.64 黒崎 亜希子 14.66 姉帯 明子 15.20 村田 理英子 16.25 PARK JIN SUK 17.34

風：-0.7 長野 韓国 三重 静岡 秋田 岩手 千葉 韓国
11/6 W45 100m 宮田 直美 13.43 -0.6 金子 葉子 13.73 -0.6 安東 由香利 14.92 -0.6 吾郷 明美 15.04 -0.9 増田 まゆみ 15.28 -0.9 間宮 智子 15.34 -0.6 渡辺 美根 15.50 -0.6 阿見 勝江 15.52 -0.6

茨城 愛知 岡山 島根 福井 神奈川 岐阜 栃木
11/6 W50 100m 碓井 由紀子 14.16 -0.7 山崎 真千子 14.71 -0.7 神田 美代子 15.24 -0.7 金川 穂奈美 15.71 -0.7 三上 朊子 15.72 -0.7 須田 郁子 16.05 -0.7 百相 明美 16.22 -0.7 木林 秀子 16.55 -0.7

愛知 神奈川 島根 宮崎 青森 山口 香川 福井
11/6 W55 100m 小林 市子 15.70 -1.2 夏原 かず子 16.06 -1.2 藤本 かづ江 16.23 -1.2 坂元 佐代美 16.44 -1.2 佐藤 勝子 16.64 -1.2 井村 令子 16.84 -1.2 山田 嘉子 17.01 -1.2 組 孝子 17.16 -1.2

栃木 滋賀 山梨 宮崎 山形 石川 奈良 福井
11/6 W60 100m 赤峰 フミコ 15.26 -0.7 井尻 けさ代 15.43 -0.5 石野 令子 15.54 -0.5 土井 照子 16.14 -0.5 小澤 洋子 16.39 -0.5 菊地 真理 16.54 -0.5 林 恵子 16.88 -0.7 深松 敏子 17.09 -0.7

大阪 長野 島根 千葉 栃木 北海道 岐阜 山梨
11/6 W65 100m 松浦 ノブ子 17.05 長田 順子 17.40 渡辺 富子 17.92 清野 数子 18.33 澄田 茂子 18.41 井上 規矩子 21.01

風：-1.5 鹿児島 宮崎 岡山 千葉 北海道 愛媛
11/6 W70+ 100m 中村 紀子 16.88 角井 テル 17.96 因幡 正子 18.67 馬淵 弘子 19.25 鶴見 文子 20.76 福田 外枝 21.33 石黒 文子 27.29

風：-1.0 神奈川 栃木 秋田 大阪 長野 石川 福井
11/7 W35 200m 合田 理恵 30.98

風：0.0 滋賀
11/7 W40 200m KIM OG HUI 29.52 羽根 由紀子 31.22 姉帯 明子 31.34 樋口 涼子 31.58 山田 美恵子 32.44 村田 理英子 33.63

風：+0.5 韓国 三重 岩手 静岡 栃木 千葉
11/7 W45 200m 金子 葉子 27.84 -0.2 宮田 直美 28.08 -0.2 吾郷 明美 30.49 +0.5 橋本 貴子 31.09 -0.2 安東 由香利 31.34 -0.2 渡辺 美根 32.12 +0.5 三郷 千代子 32.70 +0.5 力武 奈美 33.84 +0.5

愛知 茨城 島根 福井 岡山 岐阜 静岡 佐賀
11/7 W50 200m 碓井 由紀子 29.40 神田 美代子 31.12 今 和香子 32.29 金川 穂奈美 33.01

風：-0.4 愛知 島根 青森 宮崎
11/7 W55 200m 小林 市子 32.13 小長谷 恵子 33.20 藤本 かづ江 33.79 坂元 佐代美 35.04 佐藤 勝子 35.07 解良 めい子 38.79

風：-0.6 栃木 京都 山梨 宮崎 山形 新潟
11/7 W60 200m 井尻 けさ代 32.83 石野 令子 33.78 樋渡 久子 34.91 佐伯 信子 35.61 鷺嶋 通子 37.17 柳田 喜代子 40.36

風：-0.7 長野 島根 北海道 富山 栃木 静岡
11/7 W65 200m 松浦 ノブ子 36.59 澄田 茂子 40.34 田中 悦子 49.72

風：-1.2 鹿児島 北海道 鳥取
11/7 W70+ 200m 中村 紀子 35.47 宮前 美代子 40.46 金子 恵子 41.44 戸部 啓子 43.23

風：-0.5 神奈川 滋賀 茨城 北海道
11/8 W40 800m 山田 美恵子 2.39.95 OH HYE WON 2.41.77 大石 佐織 2.44.47

栃木 韓国 静岡
11/8 W45 800m 三郷 千代子 2.40.80 谷嵜 好美 3.00.32 鈴木 眞紀 3.11.48

静岡 愛知 岩手
11/8 W50 800m 林 啓海 2.53.11 村上 久寿美 2.54.20 東島 邦子 3.34.40 藤井 清美 5.00.61

愛知 岡山 佐賀 大分
11/8 W55 800m 太田 君子 2.59.56 山津 豊子 3.35.43

滋賀 香川
11/8 W60 800m 京谷 こまえ 2.46.83 名取 和子 2.56.47 横山 美代江 3.19.06 鷺嶋 通子 3.25.52 小堀 美佐枝 3.33.18 佐々木 美恵子

奈良 山梨 岐阜 栃木 群馬 福島
11/8 W65 800m 山崎 滋子 3.05.47 佐々木 美代子 3.11.22 四ツ谷 孝子 3.26.46

三重 愛媛 栃木
11/8 W70+ 800m 松岡 和子 3.38.49 大庭 梅香 3.48.76 大場 芙美子 3.49.68 阪下 美雪 3.53.55 山根 倫子 4.04.54 鈴木 郁子 4.11.96 内田 幸子 4.21.55 温井 淑子 4.29.01

大阪 島根 山形 滋賀 鳥取 北海道 福井 富山
11/6 W35 1500m 富岡 三千代 6.50.62 清藤 留美子 7.10.36

栃木 青森
11/6 W40 1500m 深津 久美子 5.40.13

栃木
11/6 W45 1500m 岩本 秀子 5.31.06 風間 和子 5.53.73 鈴木 眞紀 6.29.48 WOO GAI NAM 9.39.11

栃木 新潟 岩手 韓国
11/6 W50 1500m 石崎 千恵子 5.44.38 高橋 紀子 5.53.90 村上 久寿美 5.55.53 林 啓海 6.05.28 津村 早苗 6.20.07 KIM EUN OK 8.37.85 藤井 清美 10.57.63

北海道 岩手 岡山 愛知 栃木 韓国 大分
11/6 W55 1500m 中森 佳子 6.22.09 水嶋 千恵子 7.03.86 椋木 千恵 7.30.41 田中 のぶ子 7.47.43

東京 大分 島根 滋賀
11/6 W60 1500m 京谷 こまえ 5.39.29 名取 和子 5.55.74 佐々木 美恵子 5.56.36 池田 芙美子 6.42.39 齋藤 方子 6.47.93 酒井 ミユキ 7.17.48 清水 あけ美 7.26.73

奈良 山梨 福島 青森 栃木 岐阜 石川
11/6 W65 1500m 山崎 滋子 6.13.97 佐々木 美代子 6.26.95 葛西 強子 6.43.85 四ツ谷 孝子 7.00.06 岡本 敏子 7.08.08

三重 愛媛 青森 栃木 千葉
11/6 W70+ 1500m 田島 和枝子 6.59.61 渡辺 恵彌子 7.03.32 松岡 和子 7.21.57 戸部 啓子 7.28.46 大庭 梅香 7.44.01 西村 延代 7.53.47 阪下 美雪 8.26.66 梅津 惠子 8.29.49

埼玉 愛知 大阪 北海道 島根 宮崎 滋賀 山形

５位 ６位 ７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位



第２４回全国スポーツ・レクリエーション祭マスターズ陸上競技大会 コード　１１５０５０００ 日付　平成２３年１１月６日(日)、７日(月),　８日(火) 総　　務 諏佐　　収
競技場　栃木県総合運動公園陸上競技場（競技場コード　091010） 審 判 長 志田　利宏

女子 記録为任 奥山　俊昭
日付 種目 ５位 ６位 ７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位
11/7 W50 3000m 高橋 紀子 12.18.72 石崎 千恵子 12.21.58 中村 玉枝 13.31.83

岩手 北海道 栃木
11/7 W55 3000m 蕨野 聖子 13.13.05 中森 佳子 13.16.80 解良 めい子 14.00.45 水嶋 千恵子 14.47.44 田中 のぶ子 15.53.37

岩手 東京 新潟 大分 滋賀
11/7 W60 3000m 天野 はるみ 12.38.01 齋藤 方子 14.10.31 池田 芙美子 14.17.91 酒井 ミユキ 14.52.95 齋藤 充子 14.54.31 清水 あけ美 15.35.97

三重 栃木 青森 岐阜 東京東京 石川
11/7 W65 3000m 新村 勝子 14.29.36 葛西 強子 14.29.42 HWAN YON NAM 14.55.94 岡本 敏子 15.18.07

栃木 青森 韓国 千葉
11/7 W70+ 3000m 田島 和枝子 14.13.54 渡辺 恵彌子 14.13.68 鈴木 郁子 16.03.23 西村 延代 16.12.55 梅津 惠子 17.33.54

埼玉 愛知 北海道 宮崎 山形
11/7 W40 5000m 深津 久美子 21.10.52 PARK JIN SUK 22.23.23

栃木 韓国
11/7 W45 5000m 風間 和子 21.26.34

新潟
11/6 W35 走高跳 中村 千絵 1m55 高木 智香 1m40

栃木 三重
11/6 W40 走高跳 樋口 博美 1m25

栃木
11/6 W45 走高跳 橋本 貴子 1m25

福井
11/6 W50 走高跳 森田 敬子 1m30 野嶋 雅子 1m15 長沢 真弓 1m15

奈良 栃木 秋田
11/6 W55 走高跳 玉田 ゆみ子 1m05 浜西 富士子 1m00

宮崎 香川
11/6 W60 走高跳 佐伯 信子 1m15 貝守 久美子 1m10 泉 寿美 1m10 関 めり子 1m00

富山 北海道 香川 ２位 和歌山
11/6 W65 走高跳 長田 順子 1m05

宮崎
11/6 W70+ 走高跳 馬淵 弘子 1m10 藤岡 裕子 1m05 奈良 タカ子 1m05

大阪 東京 秋田
11/7 W35 走幅跳 浅井 紀子 5m04 +1.2 中村 千絵 4m63 +0.9 村中 里佳 4m44 +1.1 川又 裕美子 4m17 +0.4

愛知 栃木 福井 奈良
11/7 W40 走幅跳 西澤 香 4m85 +1.2 大石 佐織 4m73 +1.1 KO HYEONJU 4m18 +1.1 黒崎 亜希子 3m46 +0.9

長野 静岡 韓国 秋田
11/7 W45 走幅跳 谷嵜 好美 4m61 +0.6 間宮 智子 4m23 +1.1 阿見 勝江 3m86 +0.8 力武 奈美 3m57 +1.8 丹治 えつこ 3m20 +0.9

愛知 神奈川 栃木 佐賀 新潟
11/7 W50 走幅跳 山崎 真千子 4m31 +0.9 野嶋 雅子 4m08 +1.0 森田 敬子 3m86 +1.0 木林 秀子 3m43 +0.4 江口 満喜子 3m17 +1.1

神奈川 栃木 奈良 福井 新潟
11/7 W55 走幅跳 小長谷 恵子 3m60 +0.5 玉田 ゆみ子 3m52 +0.5 組 孝子 3m34 +0.4 岩沢 かよ子 3m32 +1.4 増山 寿子 3m18 +1.0

京都 宮崎 福井 山梨 栃木
11/7 W60 走幅跳 樋渡 久子 3m71 +0.9 渡辺 由紀子 3m68 +1.4 泉 寿美 3m39 +0.8 横山 美代江 3m28 +0.9 深松 敏子 3m25 +1.3 野村 つゆ子 2m95 +0.9 竹村 芳子 2m63 +2.1

北海道 栃木 香川 岐阜 山梨 福井 石川
11/7 W65 走幅跳 小林 たみ子 3m27 +0.8 椿 優子 3m24 +0.7 桜田 秀子 3m10 +0.5

群馬 北海道 青森
11/7 W70+ 走幅跳 倉津 緑 3m52 +0.5 奈良 タカ子 3m40 +1.1 藤岡 裕子 3m12 +1.5 井上 良江 3m11 +1.5 苅部 裕子 3m07 +0.7 鶴見 文子 2m72 +1.3 松原 千代 2m38 +0.9 辻 ミツヱ 2m30 +0.4

長崎 秋田 東京 埼玉 兵庫 長野 滋賀 奈良
11/8 W40 砲丸投 小澤 恭子 9m23 高橋 留美子 8m98 小澤 朝子 8m62 KO HYEONJU 7m97

三重 秋田 栃木 韓国
11/8 W45 砲丸投 下田 まゆみ 8m79 竹内 ミワコ 8m00

群馬 島根
11/8 W55 砲丸投 大島 千恵子 9m08 浜西 富士子 7m90 井村 令子 6m85

栃木 香川 石川
11/8 W60 砲丸投 小瀧 由見子 8m76 太田 時子 8m21 佐藤 廣子 8m00 林 恵子 7m91 田上 絹代 7m23 中沼 晴子 6m54 松田 正枝 6m00 栗林 寿美子 5m80

栃木 鳥取 北海道 岐阜 愛媛 青森 石川 大分
11/8 W65 砲丸投 大坪 春美 9m60 鈴木 昌子 8m10 阿部 安 7m21 野村 初枝 6m14 大谷 早美 5m92 有田 冨久恵 5m66 石川 貴美子 5m28

佐賀 静岡 秋田 滋賀 愛媛 鳥取 栃木
11/8 W70+ 砲丸投 玄蕃 昌子 8m13 児玉 澄子 7m59 木嶋 ミツ子 7m14 坂井 さよ子 7m04 中世古 房子 6m86 片野 税子 6m42 岩間 悦子 6m13 鹿子島 マサ江 5m90

神奈川 北海道 秋田 石川 三重 福島 鳥取 群馬
11/7 W40 円盤投 小澤 恭子 28m33 齋藤 真弓 25m62

三重 栃木
11/7 W45 円盤投 長 房江 27m68 下田 まゆみ 24m86 竹内 ミワコ 18m62 宮崎 明代 17m81 早瀬 英子 15m83

栃木 群馬 島根 富山 佐賀
11/7 W50 円盤投 川浦 日出美 30m31 阿部 知江子 15m67

三重 栃木
11/7 W55 円盤投 川島 恵子 20m00

栃木
11/7 W60 円盤投 山田 悦子 19m15 竹村 芳子 15m76 佐藤 陽子 14m71 藤沼 トヨ 13m88 本橋 紀子 11m92

広島 石川 新潟 栃木 茨城



第２４回全国スポーツ・レクリエーション祭マスターズ陸上競技大会 コード　１１５０５０００ 日付　平成２３年１１月６日(日)、７日(月),　８日(火) 総　　務 諏佐　　収
競技場　栃木県総合運動公園陸上競技場（競技場コード　091010） 審 判 長 志田　利宏

女子 記録为任 奥山　俊昭
日付 種目 ５位 ６位 ７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位
11/7 W65 円盤投 大坪 春美 20m66 渡部 登美子 17m47 白神 容子 14m90 高山 のり子 14m37 柴田 裕子 13m48 江田 允子 13m22 高山 福代 10m74 真藤 嘉子 9m37

佐賀 愛媛 岡山 福島 広島 栃木 大分 奈良
11/7 W70+ 円盤投 嘉成 倶子 26m06 玄蕃 昌子 21m81 馬場 重子 18m25 坂井 さよ子 16m75 渡部 美代子 16m66 中世古 房子 15m18 児玉 澄子 14m42 鹿子島 マサ江 13m96

福島 神奈川 長野 石川 秋田 三重 北海道 群馬
11/6 W40 やり投 高橋 留美子 30m61 小澤 朝子 27m94

秋田 栃木
11/6 W45 やり投 野中 隆子 32m15 横出 東輝子 18m98

静岡 和歌山
11/6 W50 やり投 長沢 真弓 22m85 阿部 知江子 22m54

秋田 栃木
11/6 W55 やり投 大島 千恵子 21m65 夏原 かず子 21m38 岩沢 かよ子 18m18

栃木 滋賀 山梨
11/6 W60 やり投 太田 時子 27m22 佐藤 廣子 24m10 山田 悦子 22m65 三澤 美津子 21m26 佐藤 陽子 20m46 小瀧 由見子 19m10 楢原 千恵子 16m20 田上 絹代 15m83

鳥取 北海道 広島 石川 新潟 栃木 岡山 愛媛
11/6 W65 やり投 鈴木 昌子 31m15 阿部 安 18m53 高山 のり子 18m03 白神 容子 16m09 広瀬 祥子 15m90 江田 允子 14m80 高山 福代 14m32 柴田 裕子 14m07

静岡 秋田 福島 岡山 山梨 栃木 大分 広島
11/6 W70+ やり投 苅部 裕子 21m44 木嶋 ミツ子 19m05 盛田 ひな子 15m76 南 英子 11m77 矢通 幸子 11m66 石田 悦子 9m50 伊藤 恵子 3m63

兵庫 秋田 富山 石川 宮崎 栃木 福島



第２４回全国スポーツ・レクリエーション祭マスターズ陸上競技大会 コード　１１５０５０００ 日付　平成２３年１１月６日(日)、７日(月),　８日(火) 総　　務 諏佐　　収
競技場　栃木県総合運動公園陸上競技場（競技場コード　091010） 審 判 長 志田　利宏

交流 記録为任 奥山　俊昭
日付 種目
11/8 男子 神奈川 49.59 岩手 51.38 愛知 54.20 栃木 55.91 千葉 56.18 韓国 57.90 滋賀 59.94 福井 61.31

4X100mR   寺嶋 昭夫   井上 儀徳   小島 登行   川島 良造   伊藤 元博   LEE EUN YU   竹中 弘明   中出 良一
  高木 弘一   越後 晃一   佐野 裕昭   金林 敏幸   矢延 治   OH YU MAN   西村 順三   小山田 勝昭
  内田 眞一   大木 信彦   池田 光司   小堀 拓也   丸山 光則   NO YOUNG SOO   農田 稔   森下 孝一
  小林 裕   大和田 政弘   松原 憲治   加藤 徹   小林 孝幸   PARK JU SIK   大江 良一   藤田 英永

11/8 女子 愛知 54.12 栃木 58.35 静岡 60.04 福井 62.98 岩手 63.90 北海道 64.32 岡山 64.46 滋賀 65.16
4X100mR   碓井 由紀子   小林 市子   鈴木 昌子   組 孝子   高橋 紀子   椿 優子   渡辺 富子   宮前 美代子

  金子 葉子   阿見 勝江   三郷 千代子   木林 秀子   鈴木 眞紀   樋渡 久子   光藤 サエ子   太田 君子
  谷嵜 好美   樋口 博美   大石 佐織   増田 まゆみ   志田 光恵   貝守 久美子   村上 久寿美   夏原 かず子
  浅井 紀子   中村 千絵   樋口 涼子   橋本 貴子   姉帯 明子   菊地 真理   安東 由香利   合田 理恵

11/6 混合 愛知 1.49.39 神奈川 1.50.40 栃木 1.51.98 福井 1.53.72 静岡 1.59.55 滋賀 1.59.89 島根 2.02.64 新潟 2.02.77
8X100mR   河村 典雄   益田 斉   安彦 光雄   青山 正雄   堤 貞夫   三宅 茂雄   古川 良一   高橋 進

  碓井 由紀子   山崎 真千子   小林 市子   木林 秀子   柳田 喜代子   太田 君子   神田 美代子   江口 満喜子
  小島 登行   寺嶋 昭夫   津久井 武   中出 良一   清澤 正志   竹中 弘明   村上 勝史   熊谷 司伸
  池田 光司   高木 弘一   小堀 拓也   小山田 勝昭   原 栄一   西村 順三   築崎 弘   今井 守雄

11/7 混合 長野 2.28.78 神奈川 2.29.79 愛知 2.33.64 栃木 2.35.13 青森 2.38.71 島根 2.38.72 静岡 2.41.76 岡山 2.43.01
スウェーデン   井尻 けさ代   中村 紀子   碓井 由紀子   小林 市子   三上 朊子   石野 令子   鈴木 昌子   渡辺 富子

リレー   高橋 政幸   長田 秀勝   小島 登行   津久井 武   新山 勝   築崎 弘   堤 貞夫   江原 幸男
  西澤 香   山崎 真千子   金子 葉子   山田 美恵子   今 和香子   神田 美代子   樋口 涼子   安東 由香利
  手塚 寿利   鎌田 隆一   井上 和男   山川 治人   岩沢 進   尾崎 敬   青島 睦   野上 周作

11/7 混合 静岡 127m16 秋田 120m98 福井 110m64 島根 104m60 奈良 103m64 富山 101m81 北海道 101m46 山梨 101m11
ボール投 山本 敬一 50m21 後藤 憲朗 50m91 荻原 仁 52m17 鈴政 吉春 53m06 玉置 操 45m11 秋元 浩 58m23 藤井 正幸 54m49 曽谷 和弘 48m36

鈴木 昌子 36m29 高橋 留美子 42m57 木林 秀子 39m51 竹内 ミワコ 35m48 片山 悦子 28m57 佐伯 信子 21m64 樋渡 久子 22m23 岩沢 かよ子 24m78
野中 隆子 40m66 長沢 真弓 27m50 増田 まゆみ 18m96 椋木 千恵 16m06 森田 敬子 29m96 宮崎 明代 21m94 貝守 久美子 24m74 藤本 かづ江 27m97
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