
　　第27回　九州マスターズ陸上競技選手権大会 決勝記録一覧表 男子

平成22年 6月 13日(日) 競技場：長崎総合運動公園陸上競技場
1 2 3 4 5 6

種目 日 風速

SM30 60m 13 -0.5 江口　浩文  (31) 福　岡  7.60 宮﨑　有節  (30) 長　崎  9.13

M35 60m 13 -0.5 山田　英基  (36) 長　崎  7.52 岩野　弘一  (37) 佐　賀  7.87 浅川　史郎  (39) 福　岡  9.78

M40 60m 13 浦山　一寛  (44) 長　崎 (-1.3)  7.47 石本　直大  (42) 長　崎 (-1.8) 7.56 三枝　公史  (42) 福　岡 (-1.8) 7.57 田﨑　美孝  (44) 熊　本 (-1.8) 8.13 松崎　幹大  (43) 福　岡 (-1.8) 8.27 岡本　雅彦  (43) 長　崎 (-1.3) 8.28

M45 60m 13 小森　　洋  (45) 長　崎 ☆(-1.3) 7.51 青木　憲由  (46) 福　岡 ☆(-0.9 7.73 植田　倫正  (48) 大　分 (-1.3) 7.98 大川　久文  (49) 熊　本 (-0.9) 8.06 小出　勝廣  (48) 佐　賀 (-1.3) 8.25 一ノ瀬英治  (49) 長　崎 (-1.3) 8.34

M50 60m 13 -2.8 稲富　次夫  (52) 佐　賀 ☆  8.11 岩元　　博  (50) 鹿児島  8.55

M55 60m 13 -2.8 福島　和弘  (58) 長　崎 ☆  8.50

M60 60m 13 +1.2 古閑　政次  (62) 熊　本 ☆  7.74 須田　雅昭  (60) 山　口  8.18 中西　健二  (62) 熊　本  8.31 濵﨑　　工  (64) 長　崎  9.79

M65 60m 13 -0.6 大宅　康弘  (69) 福　岡  8.56 鴨川　　保  (66) 佐　賀  8.58 野口　継史  (66) 長　崎  9.00 寺坂　國雄  (65) 長　崎  9.83

M70 60m 13 下新原明人  (70) 鹿児島 (-1.9)  8.92 相良満洲男  (72) 佐　賀 (-1.3) 9.07 一ノ瀬恒博  (73) 長　崎 (-1.3) 9.09 毛利　義夫  (74) 福　岡 (-1.9) 9.22 亀丸　紘一  (71) 熊　本 (-1.9) 9.33 川上　明生  (73) 熊　本 (-1.3) 9.69

M75 60m 13 -1.3 浦川　　諭  (77) 長　崎  9.37 新井　博雄  (79) 長　崎  9.44 川上　幸雄  (75) 熊　本 12.28

M80 60m 13 +1.4 谷川　末宏  (81) 長　崎 11.19 片山　甚吉 長　崎 11.93 久世　綱雄  (81) 宮　崎 12.14

M85 60m 13 +1.4 福島　信春  (86) 佐　賀 11.15

SM30 100m 13 -2.3 江口　浩文  (33) 福　岡 12.48 宮﨑　有節  (30) 長　崎 15.01

M35 100m 13 -1.2 山田　英基  (36) 長　崎 12.03 岩野　弘一  (37) 佐　賀 12.69 浅川　史郎  (39) 福　岡 15.57

M40 100m 13 石本　直大  (42) 長　崎 ☆(+0.7)11.77 浦山　一寛  (44) 長　崎 ☆(+0.711.77 筌場　　寛  (42) 福　岡 (+0.7) 11.82 三枝　公史  (42) 福　岡 (-1.6) 12.08 北　　昌功  (40) 福　岡 (-1.6) 12.09 横田　耕詞  (40) 長　崎 (-1.6) 12.45

M45 100m 13 小森　　洋  (45) 長　崎 (+0.6) 11.86 青木　憲由  (46) 福　岡 (-1.4) 12.27 植田　倫正  (48) 大　分 (-1.4) 12.66 大川　久文  (49) 熊　本 (-1.4) 12.91 小出　勝廣  (48) 佐　賀 (+0.6) 13.27 小田　友昭  (48) 長　崎 (-1.4) 13.55

M50 100m 13  0.0 朝野　健治  (53) 長　崎 12.57 稲富　次夫  (52) 佐　賀 12.73 山田　義髙  (52) 大　分 12.96 岩元　　博  (50) 鹿児島 13.48 村山　弘之  (54) 鹿児島 13.79

M55 100m 13 -1.5 川原　高弘  (58) 長　崎 13.82 福島　和弘  (58) 長　崎 14.07 佐藤　　恵  (59) 大　分 14.41

M60 100m 13 -1.0 古閑　政次  (62) 熊　本 12.58 相羽　吉男  (62) 東　京 13.14 須田　雅昭  (60) 山　口 13.31 貝原　幸三  (64) 長　崎 13.74 水井　基員  (62) 福　岡 13.77

M65 100m 13 -1.4 今給黎　忠  (67) 鹿児島 13.70 大宅　康弘  (69) 福　岡 14.06 鴨川　　保  (66) 佐　賀 14.13 村井　満良  (68) 長　崎 14.50 野口　継史  (66) 長　崎 14.59 喜多　保昌  (69) 長　崎 15.53

M70 100m 13 下新原明人  (70) 鹿児島 (-2.8) 14.56 一ノ瀬恒博  (73) 長　崎 (-1.6) 15.00 毛利　義夫  (74) 福　岡 (-2.8) 15.12 西澤　文治  (71) 宮　崎 (-1.6) 15.31 川上　明生  (73) 熊　本 (-1.6) 15.66

M75 100m 13 -0.9 浦川　　諭  (77) 長　崎 15.16 内田　　保  (78) 熊　本 15.95 弥頭　敏幸  (76) 熊　本 19.06

M80 100m 13 -2.6 久世　綱雄  (81) 宮　崎 20.70

M85 100m 13 -2.6 福島　信春  (86) 佐　賀 19.28

SM30 200m 13 -1.4 永吉　　真  (34) 長　崎 27.24 石田　健吾  (32) 長　崎 28.87 宮﨑　有節  (30) 長　崎 31.16

M35 200m 13 -1.4 岩野　弘一  (37) 佐　賀 26.44

M40 200m 13 +2.4 筌場　　寛  (42) 福　岡 24.11 北　　昌功  (40) 福　岡 24.28 石本　直大  (42) 長　崎 24.81 横田　耕詞  (40) 長　崎 25.31

M45 200m 13 -0.6 小森　　洋  (45) 長　崎 24.23 青木　憲由  (46) 福　岡 24.94 小田　友昭  (48) 長　崎 28.09

M50 200m 13 -1.8 朝野　健治  (53) 長　崎 26.66 岩元　　博  (50) 鹿児島 27.55

M55 200m 13 -1.4 井上　嘉宏  (58) 熊　本 40.26

M60 200m 13 -1.4 相羽　吉男  (62) 東　京 26.90 須田　雅昭  (60) 山　口 27.42 稲付　誠一  (62) 宮　崎 29.34

M65 200m 13 -4.1 鴨川　　保  (66) 佐　賀 29.70 村井　満良  (68) 長　崎 30.35 喜多　保昌  (69) 長　崎 32.00 井　　義信  (69) 長　崎 33.66

M70 200m 13 -1.1 中村　信孝  (71) 長　崎 31.69 毛利　義夫  (74) 福　岡 32.09

M75 200m 13 -1.1 内田　　保  (78) 熊　本 34.57

M85 200m 13 -1.1 福島　信春  (86) 佐　賀 45.82

M35 400m 13 西村光太郎  (36) 長　崎 56.84 前田　真一  (35) 大　分  1:05.09

M45 400m 13 池田　二郎  (48) 熊　本  1:06.36

M50 400m 13 森　美智也  (52) 福　岡  1:05.41

M55 400m 13 太田　一裕  (55) 長　崎  1:02.60 徳永　隆裕  (58) 熊　本  1:04.74 西野　弘純  (56) 佐　賀  1:10.54

M60 400m 13 稲付　誠一  (62) 宮　崎  1:05.43

M65 400m 13 井　　義信  (69) 長　崎  1:13.90 小島　忠光  (68) 長　崎  1:16.42 島内　徹郎  (66) 長　崎  1:17.23

M70 400m 13 式町　龍雄  (70) 佐　賀  1:17.93 小島　武雄  (73) 佐　賀  1:35.58

M75 400m 13 中嶋　敏之  (75) 熊　本  1:16.06 森　　昌弘  (77) 福　岡  1:25.64

SM30 800m 13 岡崎　洋介  (32) 福　岡  2:21.76 石田　健吾  (32) 長　崎  2:34.78

M35 800m 13 西村光太郎  (36) 長　崎  2:07.59 前田　真一  (35) 大　分  2:19.01 皿田　二充  (37) 福　岡  2:25.19 権丈　英樹  (39) 福　岡  2:38.45

M40 800m 13 松尾　　謙  (41) 長　崎  2:07.84 佐田正二郎  (42) 福　岡  2:50.09

M45 800m 13 辻　　勝    (46) 長　崎  2:10.71 池田　二郎  (48) 熊　本  2:32.75

M50 800m 13 齋藤　勝己  (51) 佐　賀  2:28.84 森　美智也  (52) 福　岡  2:33.27 高原　信彦  (53) 長　崎  2:33.28 安部　佳伸  (52) 長　崎  3:00.20

M55 800m 13 西野　弘純  (56) 佐　賀  2:38.48

M60 800m 13 割鞘　信夫  (61) 福　岡  2:22.85 森山　恵悟  (62) 長　崎  2:37.10 平井　俊寿  (60) 熊　本  2:48.29 徳永　義文  (64) 鹿児島  3:23.58

M65 800m 13 宮崎　敏信  (66) 大　分  2:41.95 木本　盛之  (66) 福　岡  2:46.61 西村　満征  (68) 宮　崎  2:49.17 小島　忠光  (68) 長　崎  2:50.47 高井　英範  (68) 福　岡  3:00.83 吉野　知之  (69) 長　崎  3:07.81

M70 800m 13 式町　龍雄  (70) 佐　賀  3:05.01 小島　武雄  (73) 佐　賀  3:41.42
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　　第27回　九州マスターズ陸上競技選手権大会 決勝記録一覧表 男子

平成22年 6月 13日(日) 競技場：長崎総合運動公園陸上競技場
1 2 3 4 5 6

M75 800m 13 中嶋　敏之  (75) 熊　本  3:00.30 大串　勝己  (76) 長　崎  3:18.85 諸藤　直彦  (77) 長　崎  3:32.41

M85 800m 13 宮内　義光  (85) 鹿児島 ▲3:18.85

M35 1500m 13 井　　貴詞  (35) 長　崎  4:47.11 皿田　二充  (37) 福　岡  4:50.27 前田　真一  (35) 大　分  5:00.91

M40 1500m 13 竹口　忠弘  (42) 長　崎  4:38.55 吉村　文長  (43) 熊　本  4:53.98

M45 1500m 13 山元　耕一  (46) 福　岡  6:01.30

M55 1500m 13 古賀　隆則  (57) 長　崎  5:02.03

M60 1500m 13 割鞘　信夫  (61) 福　岡 ☆  4:51.30 瀬戸山　彰  (61) 鹿児島  5:38.89 宮副　文雄  (63) 長　崎  5:40.21 徳永　義文  (64) 鹿児島  6:59.06

M65 1500m 13 宮崎　敏信  (66) 大　分  5:29.45 堀江　三郎  (67) 長　崎  5:35.91 西村　満征  (68) 宮　崎  5:47.42 吉野　知之  (69) 長　崎  6:08.05 高井　英範  (68) 福　岡  6:09.58 林　　暄    (66) 熊　本  6:11.34

M75 1500m 13 大串　勝己  (76) 長　崎  7:04.00 諸藤　直彦  (77) 長　崎  7:29.45

M85 1500m 13 宮内　義光  (85) 鹿児島  7:34.86

M60 3000m 13 森山　恵悟  (62) 長　崎 11:16.69 井上　秀明  (61) 長　崎 11:20.23 宮副　文雄  (63) 長　崎 11:59.74 瀬戸山　彰  (61) 鹿児島 12:10.00 多久島　昇  (63) 佐　賀 12:18.59 大谷　健次  (62) 福　岡 14:42.53

M65 3000m 13 宮崎　敏信  (66) 大　分 11:41.71 西村　満征  (68) 宮　崎 11:56.80 堀江　三郎  (67) 長　崎 12:02.84 鈴木　鑛満  (67) 熊　本 12:04.28 村上　慶喜  (69) 長　崎 12:39.93 高井　英範  (68) 福　岡 12:54.97

M75 3000m 13 大串　勝己  (76) 長　崎 14:40.53 嘉松　政春  (75) 長　崎 15:25.99

M85 3000m 13 宮内　義光  (85) 鹿児島 15:49.15

SM30 5000m 13 岡崎　洋介  (32) 福　岡 19:18.26

M35 5000m 13 林田　二浩  (38) 長　崎 17:19.09 皿田　二充  (37) 福　岡 17:59.65 権丈　英樹  (39) 福　岡 21:50.40

M40 5000m 13 長谷川康裕  (43) 佐　賀 17:26.69 佐田正二郎  (42) 福　岡 25:47.37

M45 5000m 13 吉村　文長  (43) 熊　本 17:46.09

M50 5000m 13 徳永　良一  (53) 長　崎 17:52.67

M55 5000m 13 古賀　隆則  (57) 長　崎 18:48.43 清水　正明  (55) 長　崎 20:55.18

M70 80mH 13 +0.1 倉岡　國夫  (71) 熊　本 14.73 (+0.1) 相良満洲男  (72) 佐　賀 17.41 (+0.1)

M75 80mH 13 +0.1 福山　尚雄  (78) 熊　本 ☆16.21(+0.1)

M50 100mH 13 -0.2 村山　弘之  (54) 鹿児島 23.37 (-0.2)

M60 100mH 13 -0.2 黄　　梅雄  (62) 大　分 20.42 (-0.2)

M60 300mH 13 黄　　梅雄  (62) 大　分  1:01.74( 0.0) 馬場　憲治  (61) 佐　賀 1:08.2 ( 0.0)

M65 300mH 13 日名子義生  (66) 大　分  1:19.5 ( 0.0)

M70 300mH 13 相良満洲男  (72) 佐　賀 55.85 ( 0.0)

M75 300mH 13 内田　　保  (78) 熊　本  1:04.6 ( 0.0)

M40 3000mW 13 小澤　賢二  (43) 大　分 ☆ 14:54.52

M45 3000mW 13 山元　耕一  (46) 福　岡 19:29.91

M55 3000mW 13 池島　幹男  (59) 長　崎 20:45.11

M60 3000mW 13 久保田克己  (63) 長　崎 18:33.08 吉元　　隆  (64) 鹿児島 18:34.21

M65 3000mW 13 中村　　誠  (65) 長　崎 23:56.02

M70 3000mW 13 米澤　清彦  (70) 千　葉 ☆ 17:06.13 坂口六月男  (72) 鹿児島 20:20.55

M40 走高跳 13 藤田　　明  (41) 福　岡 1m60

M45 走高跳 13 澤山　寧宏  (47) 神奈川 1m60

M55 走高跳 13 綿谷　　章  (59) 長　崎 1m55 渡島　康隆  (56) 福　岡 1m40 植田　紀城  (55) 長　崎 1m35

M65 走高跳 13 永渕　都久  (65) 佐　賀 1m25 日名子義生  (66) 大　分 1m20

M70 走高跳 13 倉岡　國夫  (71) 熊　本 1m20

M75 走高跳 13 福山　尚雄  (78) 熊　本 1m15 阿部　辰明  (75) 大　分 1m10 川上　幸雄  (75) 熊　本 0m85

M80 走高跳 13 緒方　悦夫  (81) 熊　本 1m00

M35 棒高跳 13 星野　敏正  (36) 山　口 2m80

M60 棒高跳 13 宮部　文典  (62) 熊　本 3m00 馬場　憲治  (61) 佐　賀 2m90

M65 棒高跳 13 日名子義生  (66) 大　分 1m50

M35 走幅跳 13 町田　康隆  (39) 長　崎   5m77 (+1.4)

M40 走幅跳 13 安田　久憲  (44) 鹿児島 ☆6m75 (+2.0) 牟田　博一  (41) 長　崎   4m68 (+1.2)

M45 走幅跳 13 乙守　　信  (46) 宮　崎   5m66 (+1.3) 澤山　寧宏  (47) 神奈川   4m90 (+3.5) 一ノ瀬英治  (49) 長　崎   4m47 (+0.4)

M55 走幅跳 13 渡島　康隆  (56) 福　岡   4m39 (+2.6)

M60 走幅跳 13 江口　吉男  (61) 長　崎   5m50 (+1.9) 野見山正造  (60) 福　岡   4m95 ( 0.0) 中西　健二  (62) 熊　本   4m71 (+1.7) 松下香一郎  (63) 鹿児島   4m15 (+3.2) 濵﨑　　工  (64) 長　崎   3m40 (+2.6)

M65 走幅跳 13 松本　　博  (69) 福　岡   4m81 (+1.7) 野口　継史  (66) 長　崎   4m28 (+2.5) 寺坂　國雄  (65) 長　崎   3m79 (+2.8) 匹田　　忠  (69) 大　分   3m60 (+1.5)

M70 走幅跳 13 甲斐　　勝  (70) 宮　崎   4m28 (+1.5) 亀丸　紘一  (71) 熊　本   4m21 (+2.1) 木戸　　昭  (73) 長　崎   3m56 (+3.1)

M75 走幅跳 13 新井　博雄  (79) 長　崎   4m08 (+2.0) 浜崎　行雄  (76) 鹿児島   3m50 (+1.9)

M80 走幅跳 13 谷川　末宏  (81) 長　崎   2m76 (+2.2)

M40 三段跳 13 安田　久憲  (44) 鹿児島  12m77 (-0.3)
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　　第27回　九州マスターズ陸上競技選手権大会 決勝記録一覧表 男子

平成22年 6月 13日(日) 競技場：長崎総合運動公園陸上競技場
1 2 3 4 5 6

M55 三段跳 13 青木　紀雄  (55) 長　崎  10m19 (+2.4) 古賀　英俊  (59) 長　崎   9m90 (+1.0)

M60 三段跳 13 松下香一郎  (63) 鹿児島   8m40 (+1.0)

M65 三段跳 13 寺坂　國雄  (65) 長　崎   8m29 (+0.8)

M70 三段跳 13 倉岡　國夫  (71) 熊　本 ☆9m50 (-0.9) 甲斐　　勝  (70) 宮　崎 ☆9m39 (+1.2)

M75 三段跳 13 浜崎　行雄  (76) 鹿児島   7m78 (+1.0) 阿部　辰明  (75) 大　分   7m65 (+1.3)

M35 砲丸投 13 盛本　利信  (39) 宮　崎   7m56

M40 砲丸投 13 長谷川　良  (42) 大　分  11m20 田栗　久三  (40) 長　崎   8m41 番　　敏弘  (44) 長　崎   6m87 荒木　真一  (41) 長　崎   6m81 林田　義春  (42) 長　崎   6m61 福田　亮司  (43) 長　崎   6m49

M45 砲丸投 13 田中　浩治  (46) 熊　本   9m42 濱川　富彦  (46) 宮　崎   9m30

M50 砲丸投 13 井上　仁志  (51) 福　岡  11m51 川口　　敦  (50) 熊　本   9m84

M55 砲丸投 13 元山　雄二  (58) 鹿児島   9m45 川原　高弘  (58) 長　崎   9m03

M60 砲丸投 13 今野　利洋  (60) 大　分   9m50 古賀　勝則  (64) 福　岡   7m61

M65 砲丸投 13 甲斐　忠行  (69) 大　分   9m17 島内　徹郎  (66) 長　崎   8m50 平井　光輝  (67) 熊　本   8m08 小野尾和彦  (66) 佐　賀   7m70 松藤　長久  (69) 長　崎   7m52

M70 砲丸投 13 中村　　仁  (74) 福　岡  10m68 平道　　肇  (71) 長　崎   9m79 坂井　　司  (72) 福　岡   9m50 一宮　明博  (72) 長　崎   9m18 池見　清文  (70) 福　岡   8m78 木庭　　誠  (73) 福　岡   8m76

M75 砲丸投 13 津志田　司  (76) 熊　本   9m38 重籐　哲彌  (79) 福　岡   8m76 中川　照義  (75) 長　崎   7m62 中村　保徳  (78) 長　崎   5m06

M80 砲丸投 13 吉村　正廣  (83) 佐　賀   8m75

M90 砲丸投 13 肥田　一郎  (90) 宮　崎   5m82

M35 円盤投 13 盛本　利信  (39) 宮　崎  19m27

M45 円盤投 13 濱川　富彦  (46) 宮　崎  27m20 田中　浩治  (46) 熊　本  23m56

M50 円盤投 13 井上　仁志  (51) 福　岡 ☆  41m04

M55 円盤投 13 元山　雄二  (58) 鹿児島  31m88 小島　孝夫  (57) 福　岡  17m44

M60 円盤投 13 今野　利洋  (60) 大　分  32m64 宮部　文典  (62) 熊　本  28m44

M65 円盤投 13 古城大四郎  (66) 鹿児島  38m12 甲斐　忠行  (69) 大　分  35m21 平井　光輝  (67) 熊　本  29m42 松藤　長久  (69) 長　崎  25m46 緑　　紘一  (66) 大　分  25m42 島内　徹郎  (66) 長　崎  23m63

M70 円盤投 13 立川　省司  (70) 長　崎  28m94 平道　　肇  (71) 長　崎  21m03 福田　政義  (73) 長　崎  19m54

M75 円盤投 13 岡田　直人  (79) 福　岡  25m47 津志田　司  (76) 熊　本  22m51 中川　照義  (75) 長　崎  18m83 川上　幸雄  (75) 熊　本  15m28

M80 円盤投 13 麻生　勝彌  (84) 福　岡  25m38

M85 円盤投 13 上島　　彬  (85) 大　分  15m42

M90 円盤投 13 肥田　一郎  (90) 宮　崎  14m35

M50 ﾊﾝﾏｰ投 13 井上　仁志  (51) 福　岡  30m93 川口　　敦  (50) 熊　本  25m22

M55 ﾊﾝﾏｰ投 13 元山　雄二  (58) 鹿児島  33m19 小島　孝夫  (57) 福　岡  13m83

M65 ﾊﾝﾏｰ投 13 甲斐　忠行  (69) 大　分  35m76 古城大四郎  (66) 鹿児島  30m74 緑　　紘一  (66) 大　分  24m04

M70 ﾊﾝﾏｰ投 13 池見　清文  (70) 福　岡  29m78 木庭　　誠  (73) 福　岡  23m51

M75 ﾊﾝﾏｰ投 13 岡田　直人  (79) 福　岡  25m41 津志田　司  (76) 熊　本  24m57

M80 ﾊﾝﾏｰ投 13 麻生　勝彌  (84) 福　岡  30m23

M85 ﾊﾝﾏｰ投 13 上島　　彬  (85) 大　分 ☆  17m75

M90 ﾊﾝﾏｰ投 13 肥田　一郎  (90) 宮　崎  11m98

SM30 やり投 13 岡崎　洋介  (32) 福　岡  32m70

M35 やり投 13 盛本　利信  (39) 宮　崎  32m63 権丈　英樹  (39) 福　岡  22m04

M40 やり投 13 佐田正二郎  (42) 福　岡  22m59

M45 やり投 13 田中　浩治  (46) 熊　本  32m93 池田　二郎  (48) 熊　本  25m26

M50 やり投 13 姫野　憲二  (51) 大　分  35m89

M55 やり投 13 小島　孝夫  (57) 福　岡  20m13

M60 やり投 13 中西　健二  (62) 熊　本  44m52 谷牛　正幸  (60) 鹿児島  41m60 松下香一郎  (63) 鹿児島  32m20 古賀　勝則  (64) 福　岡  26m96

M65 やり投 13 緑　　紘一  (66) 大　分  26m45 松藤　長久  (69) 長　崎  21m13

M70 やり投 13 中村　　仁  (74) 福　岡  38m86 坂井　　司  (72) 福　岡  35m31 池見　清文  (70) 福　岡  26m82 中村　忠紀  (70) 福　岡  24m69 木庭　　誠  (73) 福　岡  20m51

M80 やり投 13 麻生　勝彌  (84) 福　岡  23m47

M85 やり投 13 上島　　彬  (85) 大　分  12m69

4×100mR 13 貝原　幸三 長崎 47.97 大宅　康弘 福岡 49.17

朝野　健治 水井　基員

小森　　洋 北　　昌功

山田　英基 筌場　　寛

☆大会新記録 ◎日本新記録 ▲ 世界新記録

年
齢
別
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　　平第27回　九州マスターズ陸上競技選手権大会 決勝記録一覧表 女子 女子

平成22年 6月 13日(日) 主催：九州マスターズ陸上競技連盟　　主管：長崎マスターズ陸上競技場：長崎総合運動公園陸上競技場 競技場：長崎総合運動公園陸上競技場
1 2 3 4 5 6

種目 日 風速

W40 60m 13 -2.2 森　万利子  (41) 長　崎  9.18

W45 60m 13 -2.2 貫　　久子  (49) 宮　崎  9.70

W50 60m 13 -2.2 小南佐知子  (51) 福　岡  9.18 宮﨑　明子  (53) 長　崎  9.41 伊東　英美  (50) 大　分  9.62

W60 60m 13 -0.4 藤川千加子  (62) 福　岡  9.81

W65 60m 13 -0.4 松浦ノブ子  (65) 鹿児島 10.31 江頭　聰子  (66) 長　崎 10.84 小原　淳子  (68) 長　崎 10.96

W70 60m 13 -0.4 篠田　信子  (71) 鹿児島 ☆ 10.94

W40 100m 13 -0.5 北　　知子  (40) 福　岡 14.73 森　万利子  (41) 長　崎 14.79 三根　綾子  (44) 長　崎 15.15

W45 100m 13 -0.5 松本美智代  (49) 長　崎 18.97

W50 100m 13 -1.7 須田　郁子  (53) 山　口 14.39 宮﨑　明子  (53) 長　崎 15.31 伊東　英美  (50) 大　分 15.68

W55 100m 13 -1.7 安高佳代子  (58) 福　岡 15.97

W60 100m 13 -0.8 藤川千加子  (62) 福　岡 16.11

W65 100m 13 -0.8 長田　順子  (68) 宮　崎 16.67 松浦ノブ子  (65) 鹿児島 16.72 江頭　聰子  (66) 長　崎 18.20 小原　淳子  (68) 長　崎 18.31

W70 100m 13 -2.0 倉津　　緑  (71) 長　崎 ☆ 16.40 篠田　信子  (71) 鹿児島 ☆ 18.25 渡辺　孝子  (72) 福　岡 18.57

W85 100m 13 -2.0 守田　　満  (88) 熊　本 21.55

W40 200m 13 +0.8 森　万利子  (41) 長　崎 31.20 北　　知子  (40) 福　岡 32.06

W50 200m 13 +0.8 須田　郁子  (53) 山　口 ☆ 30.14

W60 200m 13 +0.4 山﨑美惠子  (62) 熊　本 36.81

W65 200m 13 +0.4 松浦ノブ子  (65) 鹿児島 35.72

W50 400m 13 安富　広子  (50) 沖　縄  1:17.07

W60 400m 13 山﨑美惠子  (62) 熊　本  1:18.97

W60 800m 13 山﨑美惠子  (62) 熊　本  3:05.51

W65 800m 13 林田　ヒサ  (68) 長　崎  3:25.09

W70 800m 13 西原八重子  (71) 熊　本  3:42.02

W40 1500m 13 本多富美子  (41) 長　崎  6:15.37

W55 1500m 13 寺井美智子  (57) 長　崎  6:21.30

W65 1500m 13 林田　ヒサ  (68) 長　崎  7:07.27 中村　孝子  (68) 佐　賀  8:18.72

W70 1500m 13 西原八重子  (71) 熊　本  7:43.00

W55 3000m 13 寺井美智子  (57) 長　崎 13:26.64

W60 3000m 13 佐藤久美子  (61) 長　崎 13:40.30

W65 3000m 13 中村　孝子  (68) 佐　賀 16:39.63

W50 80mH 13 +0.1 須田　郁子  (53) 山　口 ☆ 13.84 小南佐知子  (51) 福　岡 ☆ 13.86 安富　広子  (50) 沖　縄 17.34

W60 80mH 13 +0.1 藤川千加子  (62) 福　岡 ☆ 15.33

W70 3000mW 13 西村　延代  (70) 宮　崎 ◎ 19:46.55

W55 走高跳 13 玉田ゆみ子  (57) 宮　崎 1m10

W55 棒高跳 13 玉田ゆみ子  (57) 宮　崎 2m00

W55 走幅跳 13 安高佳代子  (58) 福　岡   3m74 (+1.0)

W70 走幅跳 13 倉津　　緑  (71) 長　崎 ☆3m97 (+2.0)

W55 三段跳 13 玉田ゆみ子  (57) 宮　崎   7m87 (+1.4)

W70 三段跳 13 倉津　　緑  (71) 長　崎 ◎8m64 (+1.4)

W40 砲丸投 13 木下　直美  (42) 長　崎   7m40

W50 砲丸投 13 内田智恵子  (51) 長　崎   9m37 甲木美由紀  (54) 福　岡   7m28

W55 砲丸投 13 籾田　恵子  (55) 宮　崎   7m13 田崎須磨子  (57) 福　岡   6m49

W60 砲丸投 13 中尾　順子  (63) 佐　賀   5m50

W65 砲丸投 13 大坪　春美  (65) 佐　賀   9m59 長田　順子  (68) 宮　崎   7m37 羽村美智子  (69) 熊　本   6m00

W70 砲丸投 13 財間　昌子  (70) 長　崎   6m29

W85 砲丸投 13 清島　信子  (85) 福　岡 ◎   3m93

W50 円盤投 13 内田智恵子  (51) 長　崎 ☆  24m12 甲木美由紀  (54) 福　岡  16m58

W55 円盤投 13 籾田　恵子  (55) 宮　崎  16m12

W60 円盤投 13 緑　アケ美  (60) 大　分  15m93

W65 円盤投 13 大坪　春美  (65) 佐　賀  21m47 羽村美智子  (69) 熊　本  10m75

W70 円盤投 13 財間　昌子  (70) 長　崎  15m27

W85 円盤投 13 清島　信子  (85) 福　岡 ◎   8m86

順位 １位 ２位

氏　名　(年齢) 記録 氏　名　(年齢) 所属所属

５位 ６位

氏　名　(年齢)

３位 ４位

所属 記録所属 氏　名　(年齢) 記録所属所属 記録氏　名　(年齢)記録 氏　名　(年齢) 記録
区分



　　平第27回　九州マスターズ陸上競技選手権大会 決勝記録一覧表 女子 女子

平成22年 6月 13日(日) 主催：九州マスターズ陸上競技連盟　　主管：長崎マスターズ陸上競技場：長崎総合運動公園陸上競技場 競技場：長崎総合運動公園陸上競技場
1 2 3 4 5 6

種目 日 風速

順位 １位 ２位

氏　名　(年齢) 記録 氏　名　(年齢) 所属所属

５位 ６位

氏　名　(年齢)

３位 ４位

所属 記録所属 氏　名　(年齢) 記録所属所属 記録氏　名　(年齢)記録 氏　名　(年齢) 記録
区分

W30 やり投 13 松山　絢子  (33) 長　崎  31m66

W50 やり投 13 内田智恵子  (51) 長　崎 ☆  23m20

W55 やり投 13 籾田　恵子  (55) 宮　崎  20m14

W60 やり投 13 緑　アケ美  (60) 大　分  18m26 中尾　順子  (63) 佐　賀  13m93

W65 やり投 13 羽村美智子  (69) 熊　本  10m28

W70 やり投 13 財間　昌子  (70) 長　崎  14m96

4×100mR 13 倉津　　緑 長崎 58.26 藤川千加子 福岡 58.85

三根　綾子 小南佐知子

宮﨑　明子 安高佳代子

森　万利子 北　　知子

☆大会新記録 ◎日本新記録

年
齢
別



 男子(6)　　第27回　九州マスターズ陸上競技選手権大会 予選記録一覧表 男子
平成22年 6月 13日(日) 主催：九州マスターズ陸上競技連盟　　主管：長崎マスターズ陸上競技連盟 競技場：長崎総合運動公園陸上競技場

1 2 3 4 5 6

種目 日 風速 予･組

M40 60m 13 -1.8 予1組 石本　直大  (42) 長　崎  7.56 三枝　公史  (42) 福　岡  7.57 田﨑　美孝  (44) 熊　本  8.13 松崎　幹大  (43) 福　岡  8.27

M40 60m 13 -1.3 予2組 浦山　一寛  (44) 長　崎  7.47 岡本　雅彦  (43) 長　崎  8.28 林田　康一  (42) 長　崎  8.36

M45 60m 13 -0.9 予1組 青木　憲由  (46) 福　岡  7.73 大川　久文  (49) 熊　本  8.06

M45 60m 13 -1.3 予2組 小森　　洋  (45) 長　崎  7.51 植田　倫正  (48) 大　分  7.98 小出　勝廣  (48) 佐　賀  8.25 一ノ瀬英治  (49) 長　崎  8.34

M70 60m 13 -1.9 予1組 下新原明人  (70) 鹿児島 毛利　義夫  (74) 福　岡 亀丸　紘一  (71) 熊　本 木戸　　昭  (73) 長　崎

M70 60m 13 -1.3 予2組 相良満洲男  (72) 佐　賀 一ノ瀬恒博  (73) 長　崎 川上　明生  (73) 熊　本 多田隈亮典  (70) 熊　本 磯部　栄治  (70) 大　分  8.11

M40 100m 13 -1.6 予1組 三枝　公史  (42) 福　岡 北　　昌功  (40) 福　岡 横田　耕詞  (40) 長　崎 寺田　信久  (40) 長　崎 岡本　雅彦  (43) 長　崎 林田　　蔵  (40) 長　崎

M40 100m 13 +0.7 予2組 石本　直大  (42) 長　崎 浦山　一寛  (44) 長　崎 筌場　　寛  (42) 福　岡 田﨑　美孝  (44) 熊　本 松崎　幹大  (43) 熊　本 林田　康一  (42) 長　崎

M45 100m 13 -1.4 予1組 青木　憲由  (46) 福　岡 植田　倫正  (48) 大　分 大川　久文  (49) 熊　本 小田　友昭  (48) 長　崎

M45 100m 13 +0.6 予2組 小森　　洋  (45) 長　崎 小出　勝廣  (48) 佐　賀

M70 100m 13 -2.8 予1組 下新原明人  (70) 鹿児島 毛利　義夫  (74) 福　岡

M70 100m 13 +1.6 予2組 一ノ瀬恒博  (73) 長　崎 西澤　文治  (71) 宮　崎 川上　明生  (73) 熊　本

３位 ４位

氏　名　(学年) 所属 記録 氏　名　(学年) 所属 記録 氏　名　(学年) 所属
区分

順位 １位 ２位

氏　名　(学年) 所属 記録

５位 ６位

記録 氏　名　(学年) 所属 記録 氏　名　(学年) 所属 記録

8.92 9.22 9.33 10.27

12.45 12.62

9.07 9.09 9.69  10.06

13.24 13.39

11.77 11.77 11.82 12.65 13.18 13.48

12.08 12.09

12.27 12.66 12.91 13.55

15.00 15.31 15.66

11.86 13.27

14.56 15.12


