
種目 種別 種目キー 記録３(県記録） 記録４（県大会・大会記録）

60m M24- 60mM24- 県 記 録   7.13  前道　瑞貴  (24)  2018 大会記録   7.13  前道　瑞貴  (24)  長　崎　2018

60m M25 60mM25 大会記録   7.09  川路　龍世  (29)  鹿児島　2018

60m M30 60mM30 県 記 録   7.38  江口　賢剛  (32)  2017 大会記録   7.09  當眞　裕樹  (31)  沖　縄　2018

60m M35 60mM35 県 記 録   7.34  宮田　　淳  (35)  2011 大会記録   7.15  佐々木邦人  (36)  熊　本　2018

60m M40 60mM40 県 記 録   7.35  浦山　一寛  (43)  2009 大会記録   7.20  内田　大介  (41)  鹿児島　2018　

60m M45 60mM45 県 記 録   7.33  浦山　一寛  (46)  2012 大会記録   7.45  浦山　一寛　(47)  長　崎  2013　　

60m M50 60mM50 県 記 録   7.55  浦山　一寛  (50)  2016 大会記録   7.58  浦山　一寛　(52)  長　崎  2018　　

60m M55 60mM55 県 記 録   8.07  三島　広之  (55)  2016 大会記録   7.96  沖田　隆雄  (59)  熊　本　2018　

60m M60 60mM60 県 記 録   8.30  貝原　幸三  (60)  2006 大会記録   7.74  古閑　政次  (62)  熊　本  2010

60m M65 60mM65 県 記 録   8.45  一ノ瀬恒博  (67)  2004 大会記録   8.41  倉岡　国夫  (65)  北　松  2004

60m M70 60mM70 県 記 録   8.71  新井　博雄  (74)  2005 大会記録   8.69  新井　博雄  (74)  五　島  2005

60m M75 60mM75 県 記 録   8.98  新井　博雄  (75)  2006 大会記録   8.81  中村　勝利  (76)  長　崎  2018

60m M80 60mM80 県 記 録   9.48  新井　博雄  (80)  2011 大会記録   9.48  新井　博雄  (80)  五　島  2011

60m M85 60mM85 県 記 録  12.91  浦川　政蔵  (85)  2007 大会記録  11.08  浦川　諭  　(85)  長　崎  2018

60m M90 60mM90 大会記録  13.86  斉藤　眞  　(94)  福　岡  2018

60m M95 60mM95

60m M100 60mM100

長崎マスターズ陸上競技連盟「県記録」「県大会・大会記録」一覧



種目 種別 種目キー 記録３(県記録） 記録４（県大会・大会記録）

長崎マスターズ陸上競技連盟「県記録」「県大会・大会記録」一覧

100m M24- 100mM24- 県 記 録  11.20  前道　瑞貴  (24)  2018 大会記録  11.20  前道　瑞貴  (24)  長　崎　2018

100m M25 100mM25 大会記録  11.03  川路　龍世  (29)  鹿児島　2018

100m M30 100mM30 県 記 録  11.35  江口　賢剛  (32)  2017 大会記録  10.96  當眞　裕樹  (31)  沖　縄  2018

100m M35 100mM35 県 記 録  11.15  田端　健児  (36)  2011 大会記録  11.15  田端　健児  (36)  佐世保　2011

100m M40 100mM40 県 記 録  11.06  貝原　幸三  (40)  1986 大会記録  11.21  稲富　次夫  (40)  佐　賀  1998

100m M45 100mM45 県 記 録  11.44  貝原　幸三  (45)  1991 大会記録  11.78  貝原　幸三  (49)  島　南  1995

100m M50 100mM50 県 記 録  11.69  貝原　幸三  (51)  1997 大会記録  12.01  貝原　幸三  (52)  島　南  1998

100m M55 100mM55 県 記 録  12.18  小森　　洋  (56)  2021 大会記録  12.01  庄村　弘幸  (55)  熊　本  1996

100m M60 100mM60 県 記 録  12.56  一ノ瀬恒博  (60)  1997 大会記録  12.58  古閑　政次  (62)  熊　本  2010

100m M65 100mM65 県 記 録  13.33  一ノ瀬恒博  (65)  2002 大会記録  13.40  古川　祐安  (65)  福　岡  1993

100m M70 100mM70 県 記 録  13.98  浦川　　諭  (71)  2004 大会記録  13.89  内田　　保  (71)  熊　本  2003

100m M75 100mM75 県 記 録  14.51  浦川　　諭  (75)  2008 大会記録  14.11  中村　勝利  (76)  大　分  2018

100m M80 100mM80 県 記 録  15.68  新井　博雄  (81)  2012 大会記録  15.68  新井　博雄  (81)  五　島　2012

100m M85 100mM85 県 記 録  17.49  浦川　諭  　(85)  2018 大会記録  17.49  浦川　諭  　(85)  長　崎  2018

100m M90 100mM90 大会記録  22.64  斉藤　眞  　(94)  福　岡  2018

100m M95 100mM95

100m M100 100mM100

100m M105 100mM105



種目 種別 種目キー 記録３(県記録） 記録４（県大会・大会記録）

長崎マスターズ陸上競技連盟「県記録」「県大会・大会記録」一覧

200m M24- 200mM24- 県 記 録  22.52  前道　瑞貴  (24)  2018 大会記録  22.52  前道　瑞貴  (24)  長　崎　2018

200m M25 200mM25 県 記 録  27.14  岩﨑　龍太郎(27)  2018 大会記録  27.14  岩﨑　龍太郎(27)  長　崎　2018

200m M30 200mM30 県 記 録  23.71  松村　晋弥  (33)  1998 大会記録  21.98  當眞　裕樹  (31)  沖　縄  2018

200m M35 200mM35 県 記 録  22.54  田端　健児  (35)  2011 大会記録  22.54  田端　健児  (36)  佐世保  2011

200m M40 200mM40 県 記 録  22.74  貝原　幸三  (41)  1987 大会記録  23.87  内田　大介  (41)  鹿児島  2018

200m M45 200mM45 県 記 録  23.57  貝原　幸三  (45)  1991 大会記録  23.86  古賀　功亮  (46)  神奈川  2018

200m M50 200mM50 県 記 録  23.91  貝原　幸三  (51)  1997 大会記録  24.12  貝原　幸三  (50)  島　南  1997

200m M55 200mM55 県 記 録  25.20  貝原　幸三  (55)  2001 大会記録  25.20  貝原　幸三  (55)  五　島  2001

200m M60 200mM60 県 記 録  26.76  貝原　幸三  (61)  2007 大会記録  26.90  相羽　吉男  (62)  東　京  2010

200m M65 200mM65 県 記 録  28.02  石丸　安信  (65)  1998 大会記録  26.85  内田　　保  (65)  熊　本  1997

200m M70 200mM70 県 記 録  29.74  中村　信孝  (70)  2009 大会記録  28.74  内田　　保  (71)  熊　本  2003

200m M75 200mM75 県 記 録  31.46  中村　信孝  (78)  2016 大会記録 31.67 内田 保(75)熊本2007 中村信孝(75)2014

200m M80 200mM80 県 記 録  36.73  杉本　幸蔵  (82)  1991 大会記録  35.9   杉本　幸蔵  (80)  諫　北  1990

200m M85 200mM85

200m M90 200mM90

200m M95 200mM95

200m M100 200mM100



種目 種別 種目キー 記録３(県記録） 記録４（県大会・大会記録）

長崎マスターズ陸上競技連盟「県記録」「県大会・大会記録」一覧

400m M24- 400mM24- 大会記録  51.37  田中　駿　  (21)  福　岡　2018

400m M25 400mM25 県 記 録  54.29  坂元　美仁  (27)  2014 大会記録  54.29  坂元　美仁  (27)  2014

400m M30 400mM30 県 記 録  52.19  石田　猛浩  (30)  1993 大会記録  52.19  石田　猛浩  (30)  五　島  1993

400m M35 400mM35 県 記 録  52.09  山本　孝弘  (35)  2014 大会記録  52.09  山本　孝弘  (35)  長　崎　2014

400m M40 400mM40 県 記 録  55.15  松村　晋弥  (40)  2005 大会記録  55.15  山口　修一郎(44)  宮　崎  2018

400m M45 400mM45 県 記 録  55.95  小森　　洋  (45)  2010 大会記録  54.05  古賀　功亮  (46)  神奈川  2018

400m M50 400mM50 県 記 録  56.82  小森　　洋  (54)  2019 大会記録  59.55  九野坂光男  (51)  壱　岐  2004

400m M55 400mM55 県 記 録  59.56  小森　　洋  (55)  2020 大会記録  1:01.08  松川　信義  (56)  熊　本  1996

400m M60 400mM60 県 記 録  1.02.49  山野　泰介  (60)  1994 大会記録    59.61  福永　義雄  (63)  熊　本  1996

400m M65 400mM65 県 記 録  1.07.29  山野　泰介  (66)  2000 大会記録  1:05.43  中嶋　敏之  (65)  熊　本  2000

400m M70 400mM70 県 記 録  1.09.35  中村　信孝  (70)  2009 大会記録  1.09.35  中村　信孝  (70)  諫　早　2009

400m M75 400mM75 県 記 録  1.12.68  中村　信孝  (75)  2014 大会記録  1:15.80  小川　　孝  (75)  長　崎  1995

400m M80 400mM80 県 記 録  1.40.17  貞方　市郎  (81)  1998 大会記録  3:42.87  野原　真栄  (84)  沖　縄  2018

400m M85 400mM85 県 記 録  2:20.73  諸藤　直彦  (85)  2018 大会記録  2:20.73  諸藤　直彦  (85)  長　崎  2018

400m M90 400mM90

400m M95 400mM95

400m M100 400mM100



種目 種別 種目キー 記録３(県記録） 記録４（県大会・大会記録）

長崎マスターズ陸上競技連盟「県記録」「県大会・大会記録」一覧

800m M24- 800mM24- 大会記録  2:08.23  古賀　聖崇  (23)  福　岡  2018

800m M25 800mM25

800m M30 800mM30 県 記 録  2:04.07  坂本　栄一  (30)  1998 大会記録  2:04.07  坂本　栄一  (30)  長　崎  1998

800m M35 800mM35 県 記 録  2:05.2   太田　一裕  (37)  1992 大会記録  2:06.8   太田　一裕  (35)  西　彼  1992

800m M40 800mM40 県 記 録  2:05.04  松尾　謙    (41)  2009 大会記録  2:05.04  松尾　謙    (41)  南島原　2009

800m M45 800mM45 県 記 録  2:07.92  辻　  勝　  (45)  2009 大会記録  2:07.92  辻　  勝　  (45)  諫　早　2009

800m M50 800mM50 県 記 録  2:12.91  辻　　勝　  (50)  2014 大会記録  2:12.91  辻　　勝　  (50)  2014

800m M55 800mM55 県 記 録  2:18.8   嘉松　政春  (55)  1990 大会記録  2:18.8   嘉松　政春  (55)  長　崎  1990

800m M60 800mM60 県 記 録  2:26.6   堤　　　透  (60)  1990 大会記録  2:22.85  割鞘　信夫  (61)  福　岡  2010

800m M65 800mM65 県 記 録  2:39.5   小川　　孝  (65)  1985 大会記録  2:36.50  中野　定利  (67)  大　分  2003

800m M70 800mM70 県 記 録  2:43.91  堀江　三郎  (70)  2012 大会記録  2:43.55  中嶋　敏之  (70)  熊　本  2005

800m M75 800mM75 県 記 録  2:54.1   古川　大吉  (75)  1990 大会記録  2:54.1   古川　大吉  (75)  長　崎  1990

800m M80 800mM80 県 記 録  3:26.7   川勝　熊吉  (82)  1990 大会記録  2:26.7   川勝　熊吉  (82)  長　崎  1990

800m M85 800mM85 県 記 録  4:58.3   川勝　熊吉  (86)  1994 大会記録  4:33.89  弦巻　一男  (86)  長　崎  2018

800m M90 800mM90

800m M100 800mM100



種目 種別 種目キー 記録３(県記録） 記録４（県大会・大会記録）

長崎マスターズ陸上競技連盟「県記録」「県大会・大会記録」一覧

1500m M24- 1500mM24- 県 記 録  4:40.10  鳥羽　虹貴  (21)  2017 大会記録  4:26.76  鳥羽　虹貴  (22)  長　崎　2018

1500m M25 1500mM25

1500m M30 1500mM30 県 記 録  4:06.4   岩竹　洋一  (30)  1994 大会記録  4:10.6   辻　　勝　  (31)  諫　北  1995

1500m M35 1500mM35 県 記 録  4:13.3   田川　秋雄  (39)  1990 大会記録  4:13.3   田川　秋雄  (39)  長　崎  1990

1500m M40 1500mM40 県 記 録  4:17.49  坂本　栄一  (40)  2008 大会記録  4:17.49  坂本　栄一  (40)  長　崎  2008

1500m M45 1500mM45 県 記 録  4:21.2   桑畑　育雄  (45)  1992 大会記録  4:21.2   桑畑　育雄  (45)  長　崎  1992

1500m M50 1500mM50 県 記 録  4:31.4   諸富　　淳  (51)  1994 大会記録  4:31.4   諸富　　淳  (51)  佐世保  1994

1500m M55 1500mM55 県 記 録  4:39.4   嘉松　政春  (55)  1990 大会記録  4:39.4   嘉松　政春  (55)  長　崎  1990

1500m M60 1500mM60 県 記 録  4:54.94  古賀　隆則  (60)  2013 大会記録  4:50.9   中野　定利  (60)  大　分  1996

1500m M65 1500mM65 県 記 録  5:13.26  堤　　　透  (65)  1995 大会記録  5:17.96  古賀　隆則  (65)  佐世保  2017

1500m M70 1500mM70 県 記 録  5:39.36  堀江　三郎  (70)  2012 大会記録  5:17.72  割鞘　信夫  (70)  福　岡  2018

1500m M75 1500mM75 県 記 録  6:10.8   貞方　市郎  (76)  1993 大会記録  6:05.54  福田得三郎  (75)  福　岡  2011

1500m M80 1500mM80 県 記 録  7:15.5   川勝　熊吉  (80)  1988 大会記録  6:50.68  金澤　弘行  (82)  熊　本  2018

1500m M85 1500mM85 県 記 録  9:54.5   川勝　熊吉  (86)  1994 大会記録  9:54.5   川勝　熊吉  (86)  長　崎  1994

1500m M90 1500mM90



種目 種別 種目キー 記録３(県記録） 記録４（県大会・大会記録）

長崎マスターズ陸上競技連盟「県記録」「県大会・大会記録」一覧

3000m M60 3000mM60 県 記 録 10:36.69  渡海　義美　(60)  2008 大会記録 10:36.69  渡海　義美　(60)  長　崎　2008

3000m M65 3000mM65 県 記 録 11:11.38  古賀　隆則　(65)  2017 大会記録 11:11.38  古賀　隆則　(65)  長　崎　2017

3000m M70 3000mM70 県 記 録 11:55.88  堀江　三郎  (70)  2012 大会記録 11:31.03  福田得三郎  (71)  福　岡  2007

3000m M75 3000mM75 県 記 録 14:12.88  高木　政幸  (75)  2002 大会記録 12:45.14  福田得三郎  (75)  福　岡  2011

3000m M80 3000mM80 県 記 録 15:57.35  平田　文夫  (80)  2016 大会記録 15:39.91  金澤　弘行  (82)  熊　本　2018

3000m M85 3000mM85

3000m M90 3000mM90

5000m M24- 5000mM24-

5000m M25 5000mM25

5000m M30 5000mM30 県 記 録 15:27.6   岩竹　洋一  (32)  1996 大会記録 15:58.0   吉野　　一  (33)  五　島  1993

5000m M35 5000mM35 県 記 録 15:41.3   江口　　修  (36)  1992 大会記録 15:41.3   江口　　修  (36)  西　彼  1992

5000m M40 5000mM40 県 記 録 16:02.2   諸富　　淳  (44)  1987 大会記録 16:02.2   諸富　　淳  (44)  佐世保  1987

5000m M45 5000mM45 県 記 録 16:10.34  山口　泰博  (47)  2005 大会記録 16:10.34  山口　泰博  (47)  長　崎  2005

5000m M50 5000mM50 県 記 録 16:52.7   諸富　　淳  (51)  1994 大会記録 17:00.74  山口　泰博  (47)  長　崎  2008

5000m M55 5000mM55 県 記 録 17:13.10  嘉松　政春  (56)  1991 大会記録 17:22.5   嘉松　政春  (55)  長　崎  1990



種目 種別 種目キー 記録３(県記録） 記録４（県大会・大会記録）

長崎マスターズ陸上競技連盟「県記録」「県大会・大会記録」一覧

100mH M50 100mHM50 県 記 録  14.53  前田　祥紀  (51)  2016 大会記録  14.71  前田　祥紀  (51)  五　島  2016

100mH M55 100mHM55 県 記 録  18.13  山野　泰介  (56)  1990 大会記録  16.58  島袋　幸輝  (55)  沖　縄  2018

100mH M60 100mHM60 県 記 録  18.98  山野　泰介  (61)  1995 大会記録  18.98  山野　泰介  (61)  諫　北  1995

100mH M65 100mHM65 県 記 録  21.29  山野　泰介  (69)  2003 大会記録  18.37  福山　尚雄  (66)  熊　本  1998

110mH M24- 110mHM24-

110mH M25 110mHM25

110mH M30 110mHM30 県 記 録  14.90  前田　祥紀  (34)  1999 大会記録  14.86  野元　秀樹  (34)  福　岡  2018

110mH M35 110mHM35 県 記 録  14.68  前田　祥紀  (35)  2000 大会記録  14.68  前田　祥紀  (35)  大　東  2000

110mH M40 110mHM40 県 記 録  14.85  前田　祥紀  (40)  2005 大会記録  14.92  前田　祥紀  (40)  大　東  2005

110mH M45 110mHM45 県 記 録  15.66  前田　祥紀  (45)  2010 大会記録  16.45  井上　明浩  (45)  石　川  2006



種目 種別 種目キー 記録３(県記録） 記録４（県大会・大会記録）

長崎マスターズ陸上競技連盟「県記録」「県大会・大会記録」一覧

200mH M80 200mHM80

200mH M85 200mHM85 大会記録  40.37  相良　満洲男(80)  佐　賀  2018

300mH M60 300mHM60 県 記 録  48.08  山野　泰介  (60)  1994

300mH M65 300mHM65 県 記 録  54.44  山野　泰介  (66)  2000 大会記録  53.14  山崎　雅彦  (68)  千　葉  2016

300mH M70 300mHM70 大会記録  55.85  相良満州男  (72)  佐　賀  2010

300mH M75 300mHM75 大会記録 1.00.18 倉岡　國夫  (77)  熊　本  2016

400mH M24- 400mHM24-

400mH M25 400mHM25

400mH M30 400mHM30 大会記録  57.79  高橋　修平  (34)  福　岡  2018

400mH M35 400mHM35 県 記 録  56.09  前田　祥紀  (36)  2001 大会記録  56.09  前田　祥紀  (36)  大　東  2001

400mH M40 400mHM40

400mH M45 400mHM45 県 記 録  59.74  前田　祥紀  (48)  2013 大会記録1:00.93  前田　祥紀  (49)  大　東  2014

400mH M50 400mHM50 県 記 録1:16.51  木高　亘志  (50)  2013 大会記録1:07.05  馬場　勝也  (50)  東　京  2018

400mH M55 400mHM55 大会記録1:40.31  荒川　信良  (57)  京　都  2018

80mH M70 80mHM70 県 記 録  16.98  山野　泰介  (73)  2007 大会記録　14.59  藤井　晃治  (71)  宮　崎  2018

80mH M75 80mHM75 大会記録　15.65  倉岡　國夫  (75)  熊　本  2014

80mH M80 80mHM80

80mH M85 80mHM85

80mH M90 80mHM90



種目 種別 種目キー 記録３(県記録） 記録４（県大会・大会記録）

長崎マスターズ陸上競技連盟「県記録」「県大会・大会記録」一覧

3000mW M24- 3000mWM24- 県 記 録 14:09.79  吉永宗一郎  (22)  2017 大会記録 14:09.79  吉永宗一郎  (22)  佐世保　2017

3000mW M25 3000mWM25

3000mW M30 3000mWM30

3000mW M35 3000mWM35 県 記 録 15:37.33  小川　光洋  (39)  2016 大会記録 15:37.33  小川　光洋  (39)  南島原　2016

3000mW M40 3000mWM40 県 記 録 15:50.9   吉野　正信  (43)  1995 大会記録 15:50.9   吉野　正信  (43)  諫　北  1995

3000mW M45 3000mWM45 県 記 録 15:25.9   久保田克己  (45)  1992 大会記録 15:25.9   久保田克巳  (45)  佐世保  1992

3000mW M50 3000mWM50 県 記 録 16:03.4   久保田克己  (50)  1996 大会記録 16:03.4   久保田克巳  (50)  佐世保  1996

3000mW M55 3000mWM55 県 記 録 17:04.15  久保田克己  (57)  2003 大会記録 17:04.15  久保田克巳  (50)  佐世保  2003

3000mW M60 3000mWM60 県 記 録 17:53.74  久保田克己  (61)  2007 大会記録 17:53.74  久保田克巳  (61)  佐世保  2007

3000mW M65 3000mWM65 県 記 録 18:38.42  池島　幹男  (67)  2017 大会記録 18:38.42  池島　幹男  (67)  諫　早　2017

3000mW M70 3000mWM70 県 記 録 22:16.49  野口　　司  (72)  2017 大会記録 21:47.09  中原　鉄矢  (70)  宮　崎　2018

3000mW M75 3000mWM75 大会記録 22:07.44  西條　伸一  (76)  北海道  2006 大会記録 20:41.85  米澤　清彦  (78)  千　葉　2018

3000mW M80 3000mWM80

3000mW M85 3000mWM85

3000mW M90 3000mWM90



種目 種別 種目キー 記録３(県記録） 記録４（県大会・大会記録）

長崎マスターズ陸上競技連盟「県記録」「県大会・大会記録」一覧

走高跳 M24- 走高跳M24-

走高跳 M25 走高跳M25 大会記録   1m85  藤　博文  　(28)  福　岡  2018

走高跳 M30 走高跳M30

走高跳 M35 走高跳M35 県 記 録   1m77  堀　　恒明  (36)  1991 大会記録   1m80  高倉主一郎  (38)  熊　本  2000

走高跳 M40 走高跳M40 県 記 録   1m75  植田　紀城  (42)  1997　 大会記録   1m76  佐々木　綱  (42)  広　島  2018

走高跳 M45 走高跳M45 県 記 録   1m71  清水　浩彦　(49)  2014 大会記録   1m71  清水　浩彦　(49)  2014

走高跳 M50 走高跳M50 県 記 録   1m65  清水　浩彦　(50)  2015 大会記録　 1m76　野村　正　　(53)　福　岡  2018

走高跳 M55 走高跳M55 県 記 録   1m55  綿谷　章　  (58)  2009 大会記録 1m55 綿谷 章(58)西彼2009、三浦真弘（57）大分2018

走高跳 M60 走高跳M60 県 記 録   1m45  綿谷　章　  (60)  2010 大会記録   1m40  緒方　悦夫  (60)  熊　本  1989

走高跳 M65 走高跳M65 県 記 録   1m35  本田　邦明  (65)  1988 大会記録   1m25  能美　俊彦  (65)  山　口  2018

走高跳 M70 走高跳M70 県 記 録1m20本田邦明(71)1993　松木文俊(70)2004 大会記録1m30緒方悦夫(70)熊本1999永渕都久（72）佐賀2017

走高跳 M75 走高跳M75 大会記録   1m15  倉岡　國夫  (79)  熊　本  2018

走高跳 M80 走高跳M80 大会記録   0m80  川上　幸雄  (83)  熊　本  2018

走高跳 M85 走高跳M85

走高跳 M90 走高跳M90

棒高跳 M24- 棒高跳M24-

棒高跳 M25 棒高跳M25

棒高跳 M30 棒高跳M30

棒高跳 M35 棒高跳M35 県 記 録   3m20  村里　英憲  (37)  1990 大会記録   3m50  小川　裕二  (36)  宮　崎  2018

棒高跳 M40 棒高跳M40 県 記 録   3m20  中田　晋一  (40)  1994 大会記録   4m60  笹瀬　正樹  (40)  静　岡  2002

棒高跳 M45 棒高跳M45 県 記 録   2m80  中田　晋一  (45)  1999 大会記録   3m60  宮部　文典  (46)  熊　本  1994

棒高跳 M50 棒高跳M50 大会記録   2m10  佐田　正二郎(50)  福　岡  2018

棒高跳 M55 棒高跳M55 県 記 録   2m10  古賀　力　  (58)  1989

棒高跳 M60 棒高跳M60 県 記 録   2m20  古賀　力　  (63)  1994 大会記録   3m30  加藤　　幸  (60)  鳥　取  2017

棒高跳 M65 棒高跳M65 県 記 録   2m00  古賀　力　  (65)  1996 大会記録   2m20  能美　俊彦  (65)  山　口  2018

棒高跳 M70 棒高跳M70

棒高跳 M75 棒高跳M75

棒高跳 M80 棒高跳M80

棒高跳 M85 棒高跳M85

棒高跳 M90 棒高跳M90



種目 種別 種目キー 記録３(県記録） 記録４（県大会・大会記録）

長崎マスターズ陸上競技連盟「県記録」「県大会・大会記録」一覧

走幅跳 M24- 走幅跳M24-

走幅跳 M25 走幅跳M25 大会記録   5m43  川路　龍世  (29)  鹿児島  2018

走幅跳 M30 走幅跳M30 県 記 録   6m58  田舞　孝夫  (32)  1988 大会記録   7m20  中尾　隆博  (30)  熊　本  1990

走幅跳 M35 走幅跳M35 県 記 録   6m58  石丸　菊弘  (38)  1990 大会記録   6m58  石丸　菊弘  (38)  北　松  1990

走幅跳 M40 走幅跳M40 県 記 録   6m50  田中　　修  (40)  1987 大会記録   6m75  安田　久憲  (38)  鹿児島  2010

走幅跳 M45 走幅跳M45 県 記 録   6m23  前田　祥紀  (45)  2010 大会記録   6m22  江口　吉男  (45)  五　島  1994

走幅跳 M50 走幅跳M50 県 記 録   5m83  江口　吉男  (50)  1999 大会記録   5m88  野村　　正  (51)  福　岡  2016

走幅跳 M55 走幅跳M55 県 記 録   5m59  石丸　菊弘  (57)  2009 大会記録   5m59  石丸　菊弘  (57)  大　東　2009

走幅跳 M60 走幅跳M60 県 記 録   5m50  江口　吉男  (61)  2010 大会記録   5m50  江口　吉男  (61)  上五島　2010

走幅跳 M65 走幅跳M65 県 記 録   4m64  石丸　菊弘  (65)  2017 大会記録   4m96  倉岡　国夫  (68)  大　分  2007

走幅跳 M70 走幅跳M70 県 記 録   4m74  新井　博雄  (71)  2002 大会記録   4m67  新井　博雄  (73)  五　島  2004

走幅跳 M75 走幅跳M75 県 記 録   4m57  新井　博雄  (76)  2007 大会記録   4m57  新井　博雄  (76)  五　島  2007

走幅跳 M80 走幅跳M80 県 記 録   4m13  新井　博雄  (80)  2011 大会記録   4m13  新井　博雄  (80)  五　島  2011

走幅跳 M85 走幅跳M85 県 記 録   2m51  杉本　幸蔵  (85)  1995 大会記録   2m51  杉本　幸蔵  (85)  諫　北  1995

走幅跳 M90 走幅跳M90

走幅跳 M95 走幅跳M95

三段跳 M24- 三段跳M24-

三段跳 M25 三段跳M25

三段跳 M30 三段跳M30 県 記 録  12m96  町田　康隆  (32)  2003 大会記録  12m96  町田　康隆  (32)  島　南  2003

三段跳 M35 三段跳M35 県 記 録  14m13  永尾　政彦  (35)  2012 大会記録  13m72  植田　紀城  (37)  五　島  1992

三段跳 M40 三段跳M40 県 記 録  13m28  植田　紀城  (41)  1995 大会記録  12m56  植田　紀城  (42)  五　島  1996

三段跳 M45 三段跳M45 県 記 録  12m27  植田　紀城  (45)  1999 大会記録  12m06  倉岡　国夫  (48)  熊　本  1987

三段跳 M50 三段跳M50 県 記 録  11m64  寺坂　国雄  (50)  1995 大会記録  12m19  倉岡　国夫  (50)  熊　本  1989

三段跳 M55 三段跳M55 県 記 録  11m58  石丸　菊弘  (56)  2008 大会記録  11m64  倉岡　国夫  (56)  熊　本  1995

三段跳 M60 三段跳M60 県 記 録  10m58  寺坂　義孝  (61)  1998 大会記録  10m58  寺坂　義孝  (61)  五　島  1998

三段跳 M65 三段跳M65 県 記 録   9m31  縣　　恒則  (67)  2005 大会記録  10m08  石丸　菊弘  (65)  大　村  2017

三段跳 M70 三段跳M70 県 記 録   8m22  長谷川邦儀  (70)  1995 大会記録   8m43  福山　尚雄  (71)  熊　本  2003

三段跳 M75 三段跳M75 県 記 録   7m45  長谷川邦儀  (75)  2000 大会記録   8m13  倉岡　國夫  (79)  熊　本  2018

三段跳 M80 三段跳M80 県 記 録   6m37  杉本　幸蔵  (84)  1994 大会記録   6m70  浜崎　行雄  (84)  鹿児島  2018

三段跳 M85 三段跳M85

三段跳 M90 三段跳M90

三段跳 M95 三段跳M95



種目 種別 種目キー 記録３(県記録） 記録４（県大会・大会記録）

長崎マスターズ陸上競技連盟「県記録」「県大会・大会記録」一覧

男砲丸投 M24- 砲丸投M24- 大会記録  11m85  上池　翔馬  (23)  宮　崎  2018

男砲丸投 M25 砲丸投M25 大会記録  12m71  福島　大喜  (27)  福　岡  2018

男砲丸投 M30 砲丸投M30 県 記 録  12m20  宮上　浩二  (33)  1991 大会記録  12m20  宮上　浩二  (33)  五　島  1991

男砲丸投 M35 砲丸投M35 県 記 録  13m42  宮上　浩二  (39)  1996 大会記録  13m10  宮上　浩二  (36)  五　島  1994

男砲丸投 M40 砲丸投M40 県 記 録  13m35  宮上　浩二  (44)  2002 大会記録  13m16  宮上　浩二  (42)  五　島  2000

男砲丸投 M45 砲丸投M45 県 記 録  12m73  宮上　浩二  (45)  2003 大会記録  12m73  宮上　浩二  (45)  五　島  2003

男砲丸投 M50 砲丸投M50 県 記 録  13m00  宮上　浩二  (54)  2011 大会記録  12m74  宮上　浩二  (50)  五　島  2008

男砲丸投 M55 砲丸投M55 県 記 録  13m43  宮上　浩二  (55)  2012 大会記録  12m51  宮上　浩二  (56)  五　島  2014

男砲丸投 M60 砲丸投M60 県 記 録  12m74  宮上　浩二  (60)  2018 大会記録 12m02 津志田司 (60) 熊本 1994、宮上浩二（60）長崎2018

男砲丸投 M65 砲丸投M65 県 記 録   9m12  深川　幸男  (67)  1992 大会記録  11m17  津志田　司  (66)  熊　本  2000

男砲丸投 M70 砲丸投M70 県 記 録   9m79  平道　肇　  (71)  2010 大会記録  11m12  津志田　司  (71)  熊　本  2005

男砲丸投 M75 砲丸投M75 県 記 録   8m61  品川晃一郎  (75)  2011 大会記録   9m38  津志田　司  (76)  熊　本  2010

男砲丸投 M80 砲丸投M80 県 記 録   8m63  品川晃一郎  (80)  2016 大会記録   9m90  吉村　正廣  (80)  佐　賀  2007

男砲丸投 M85 砲丸投M85 県 記 録   6m93  浦川　政蔵  (85)  2007 大会記録   8m34  重藤　哲彌  (87)  福　岡　2018

男砲丸投 M90 砲丸投M90

男砲丸投 M95 砲丸投M95 大会記録   2m94  肥田　一郎  (98)  宮　崎　2018

男砲丸投 M100 砲丸投M100

男砲丸投 M105 砲丸投M105

男円盤投 M24- 円盤投M24- 大会記録  35m96  上池　翔馬  (23)  宮　崎　2018

男円盤投 M25 円盤投M25 県 記 録  24m12  追木　翔太  (26)  2017 大会記録　35m58  福島　大喜  (27)  福　岡　2018

男円盤投 M30 円盤投M30 県 記 録  29m88  松尾　優一  (34)  1990 大会記録  29m88  松尾　優一  (34)  島　南  1990

男円盤投 M35 円盤投M35 県 記 録  31m22  小田　邦弘  (35)  1989 大会記録  31m22  小田　邦弘  (35)  五　島  1989

男円盤投 M40 円盤投M40 県 記 録  37m16  中山　大輔  (42)  2014 大会記録  30m00  高橋　篤史  (43)　福　岡  2017

男円盤投 M45 円盤投M45 県 記 録  35m13  中山　大輔  (46)  2018 大会記録  35m13  中山　大輔  (46)  長　崎　2018

男円盤投 M50 円盤投M50 県 記 録  37m96  大木　芳朗  (52)  1998 大会記録  42m30  長谷川　良  (50)  大　分  2018

男円盤投 M55 円盤投M55 県 記 録  29m86  城田　吉弥  (59)  1998 大会記録  36m58  中尾　昭吉  (57)  鹿児島  1991

男円盤投 M60 円盤投M60 県 記 録  32m86  平良　哲郎  (62)  2012 大会記録  42m14  中尾　昭吉  (60)  鹿児島  1994

男円盤投 M65 円盤投M65 県 記 録  31m78  豊嶋　辰男  (67)  1990 大会記録  33m30  古城大四郎  (66)  鹿児島  2010

男円盤投 M70 円盤投M70 県 記 録  27m87  松木　文俊  (70)  2004 大会記録  31m81  鈴木　照見  (72)  埼　玉  2018

男円盤投 M75 円盤投M75 県 記 録  24m13  平道　　肇  (75)  2014 大会記録  29m76  甲斐　忠行  (78)  大　分  2018

男円盤投 M80 円盤投M80 県 記 録  19m44  亀崎　介孝  (82)  2017 大会記録  19m44  亀崎　介孝  (82)  佐世保  2017

男円盤投 M85 円盤投M85 大会記録  15m42  上島　彬　  (85)  大　分  2010

男円盤投 M90 円盤投M90

男円盤投 M95 円盤投M95 大会記録   6m74  肥田　一郎  (98)  宮　崎  2018

男円盤投 M100 円盤投M100



種目 種別 種目キー 記録３(県記録） 記録４（県大会・大会記録）

長崎マスターズ陸上競技連盟「県記録」「県大会・大会記録」一覧

男ハンマー投 M24- ハン投マM24-

男ハンマー投 M25 ハンマ投M25

男ハンマー投 M30 ハンマ投M30

男ハンマー投 M35 ハンマ投M35

男ハンマー投 M40 ハンマ投M40

男ハンマー投 M45 ハンマ投M45

男ハンマー投 M50 ハンマ投M50

男ハンマー投 M55 ハンマ投M55

男ハンマー投 M60 ハンマ投M60

男ハンマー投 M65 ハンマ投M65

男ハンマー投 M70 ハンマ投M70

男ハンマー投 M75 ハンマ投M75

男ハンマー投 M80 ハンマ投M80

男ハンマー投 M85 ハンマ投M85

男ハンマー投 M90 ハンマ投M90

男ハンマー投 M95 ハンマ投M95

男やり投 M24- やり投M24- 大会記録  47m09  鶴田　宇宙  (19)  福　岡　2018

男やり投 M25 やり投M25 県 記 録  38m95  追木　翔太  (27)  2018 大会記録  52m16  松元　勇也  (28)  宮　崎　2018

男やり投 M30 やり投M30 県 記 録  54m72  山邊　修治  (30)  1990 大会記録  54m72  山邊　修治  (30)  北　松  1990

男やり投 M35 やり投M35 県 記 録  49m78  山邊　修治  (35)  1994 大会記録  50m34  中田　大稔  (36)  熊　本  1992

男やり投 M40 やり投M40 県 記 録  47m58  石丸　菊弘  (40)  1992 大会記録  56m93  山田　　毅  (44)  福　岡  2016

男やり投 M45 やり投M45 県 記 録  40m43  高原　　務  (45)  2009 大会記録  55m73  山田　　毅  (46)  福　岡  2018

男やり投 M50 やり投M50 県 記 録  47m14  高原　　務  (51)  2014 大会記録  39m14  中村　忠紀  (54)  福　岡  1994

男やり投 M55 やり投M55 県 記 録  42m61  高原　　務  (55)  2018 大会記録  42m61  高原　　務  (55)  長　崎  2018

男やり投 M60 やり投M60 県 記 録  39m37  石丸　菊弘  (60)  2012 大会記録  47m28  中西　健二  (60)  熊　本  2008

男やり投 M65 やり投M65 県 記 録  31m38  石丸　菊弘  (65)  2017 大会記録  38m03  津志田　司  (65)  熊　本  1999

男やり投 M70 やり投M70 県 記 録  26m92  林田　好道  (72)  2004 大会記録  38m86  中村　　仁  (74)  福　岡  2008

男やり投 M75 やり投M75 県 記 録  23m66  西原　正二  (76)  1989 大会記録  32m34  坂井　　司  (76)  福　岡  2014

男やり投 M80 やり投M80 県 記 録  17m86  西原　正二  (80)  1993 大会記録  19m71  山下　信夫  (81)  鹿児島  2018

男やり投 M85 やり投M85 大会記録  18m51  奥村　善次郎(87)  長　崎  2018

男やり投 M90 やり投M90

男やり投 M95 やり投M95

男やり投 M100 やり投M100



種目 種別 種目キー 記録３(県記録） 記録４（県大会・大会記録）

長崎マスターズ陸上競技連盟「県記録」「県大会・大会記録」一覧

60m W24- 60mW24- 大会記録   8.98  太田　梨絵  (20)  佐　賀　2018

60m W25 60mW25 大会記録   8.88  池田　　愛  (29)  長　崎　2018

60m W30 60mW30 大会記録   7.79  東郷　博乃  (33)  鹿児島　2018

60m W35 60mW35 県 記 録   8.23  小川　瑠美  (36)  2014 大会記録   8.23  小川　瑠美  (36)  2014

60m W40 60mW40 県 記 録   8.98  森　万利子  (40)  2011 大会記録   8.23  小川　瑠美  (36)  2015

60m W45 60mW45 県 記 録   9.10  三根　綾子  (47)  2012 大会記録   8.88  平野　満香  (46)  熊　本　2018

60m W50 60mW50 県 記 録   9.30  三根　綾子  (50)  2016 大会記録   8.85  岡崎　由起子(52)  福　岡　2018

60m W55 60mW55 県 記 録   9.30  宮﨑　明子  (56)  2013 大会記録   9.30  宮﨑　明子  (56)  2013

60m W60 60mW60 県 記 録   9.43  宮崎　明子  (61)  2018 大会記録   9.43  宮崎　明子  (61)  長　崎　2018

60m W65 60mW65 県 記 録   9.66  倉津　　緑  (69)  2008 大会記録  10.29  葛島　純子  (68)  長　崎  2018

60m W70 60mW70 県 記 録   9.94  倉津　　緑  (70)  2009 大会記録  10.14  倉津　　緑  (72)  五　島  2011

60m W75 60mW75 県 記 録  10.55  倉津　　緑  (75)  2014 大会記録  10.55  倉津　　緑  (75)  2014

60m W80 60mW80

60m W85 60mW85

60m W90 60mW90

60m W95 60mW95

100m W24- 100mW24- 大会記録  14.39  山口　るな  (21)  佐　賀  2018

100m W25 100mW25 県 記 録  13.4   鶴田有喜子  (27)  1992 大会記録※13.89  内藤　智江  (25)  2014

100m W30 100mW30 県 記 録  13.69  赤城　順子  (34)  2007 大会記録  12.58  東郷　博乃  (33)  鹿児島  2018

100m W35 100mW35 県 記 録  13.01  小川　瑠美  (36)  2014 大会記録  13.01  小川　瑠美  (36)  2014

100m W40 100mW40 県 記 録  13.90  宮崎　明子  (42)  1999 大会記録  13.34  田崎須磨子  (44)  福　岡  1997

100m W45 100mW45 県 記 録  13.83  宮崎　明子  (45)  2002 大会記録  13.23  田崎須磨子  (45)  福　岡  1998

100m W50 100mW50 県 記 録  14.63  倉津　　緑  (50)  1989 大会記録  14.22  田崎須磨子  (50)  福　岡  2003

100m W55 100mW55 県 記 録  14.81  倉津　　緑  (55)  1994 大会記録  14.87  倉津　　緑  (56)  五　島  1995

100m W60 100mW60 県 記 録  15.55  宮崎　明子  (60)  2017 大会記録  15.55  宮崎　明子  (60)  諫　早  2017

100m W65 100mW65 県 記 録  16.06  倉津　　緑  (65)  2004 大会記録  16.12  倉津　　緑  (69)  五　島  2008

100m W70 100mW70 県 記 録  16.40  倉津　　緑  (71)  2010 大会記録  16.40  倉津　　緑  (71)  五　島　2010

100m W75 100mW75 県 記 録  17.61  倉津　　緑  (77)  2016 大会記録  17.88  守田　　満  (77)  熊　本  2000

100m W80 100mW80 大会記録  19.05  守田　　満  (80)  熊　本  2003

100m W85 100mW85

100m W90 100mW90

100m W95 100mW95



種目 種別 種目キー 記録３(県記録） 記録４（県大会・大会記録）

長崎マスターズ陸上競技連盟「県記録」「県大会・大会記録」一覧

200m W24- 200mW24-

200m W25 200mW25 県 記 録  29.7   浦田　晶路  (28)  1989 大会記録※27.37  入江　和実  (26)  福　岡  2014

200m W30 200mW30 県 記 録  28.82  赤城　順子  (32)  2005 大会記録  27.09  森　万利子  (30)  北　松  1999

200m W35 200mW35 県 記 録  26.87  小川　瑠美  (36)  2014 大会記録  28.33  野口　順子  (35)  佐　賀  2005

200m W40 200mW40 県 記 録  28.12  宮崎　明子  (40)  1997 大会記録  27.61  田崎須磨子  (44)  福　岡  1997

200m W45 200mW45 県 記 録  28.74  宮崎　明子  (45)  2002 大会記録  29.21  宮﨑　明子  (48)  西　彼  2005

200m W50 200mW50 県 記 録  30.71  三根　綾子  (50)  2016 大会記録  29.53  田崎須磨子  (50)  福　岡  2003

200m W55 200mW55 県 記 録  30.83  宮崎　明子  (56)  2013 大会記録  30.83  宮崎　明子  (56)  諫　早  2013

200m W60 200mW60 県 記 録  32.54  宮崎　明子  (60)  2017 大会記録  32.54  宮崎　明子  (60)  諫　早  2017

200m W65 200mW65

200m W70 200mW70 県 記 録  37.75  倉津　　緑  (72)  2011 大会記録  36.50  守田　　満  (73)  熊　本  1996

200m W75 200mW75 大会記録  38.27  守田　　満  (77)  熊　本  2000

200m W80 200mW80 大会記録  42.54  守田　　満  (80)  熊　本  2003

200m W85 200mW85

200m W90 200mW90

200m W95 200mW95

400m W24- 400mW24-

400m W25 400mW25 大会記録※1:01.19  入江　和実  (26)  福　岡  2014

400m W30 400mW30 大会記録  1:04.01  森　万利子  (30)  佐　賀  1999

400m W35 400mW35 県 記 録  1:06.53  宮崎　明子  (38)  1995 大会記録  1.04.70  片山　浩子  (38)  熊　本  2018

400m W40 400mW40 県 記 録  1:05.66  宮崎　明子  (40)  1997 大会記録  1.07.37  宮崎　明子  (43)  西　彼  2000

400m W45 400mW45

400m W50 400mW50 県 記 録  1:18.81  青木三ツ子  (52)  1991 大会記録  1:14.48  稲津美恵子  (52)  熊　本  2000

400m W55 400mW55 県 記 録  1:20.49  林田　ヒサ  (59)  2001 大会記録  1:15.29  山崎美惠子  (56)  熊　本  2004

400m W60 400mW60 県 記 録  1:16.65  林田　ヒサ  (61)  2003 大会記録  1:16.65  林田　ヒサ  (61)  島　南  2003

400m W65 400mW65 県 記 録  1:37.24  林田　ヒサ  (65)  2007

400m W70 400mW70

400m W75 400mW75

400m W80 400mW80

400m W85 400mW85



種目 種別 種目キー 記録３(県記録） 記録４（県大会・大会記録）

長崎マスターズ陸上競技連盟「県記録」「県大会・大会記録」一覧

800m W24- 800mW24- 大会記録  2:33.1   後田　和子  (22)  諫　北  1990

800m W25 800mW25 県 記 録  2:33.1   後田　和子  (29)  1990

800m W30 800mW30 県 記 録  2:25.61  田中由紀子  (33)  1996 大会記録  2:26.5   田中由紀子  (32)  長　崎  1994

800m W35 800mW35 県 記 録  2:30.8   田中由紀子  (36)  1999 大会記録  2:32.76  田中由紀子  (39)  長　崎  2001

800m W40 800mW40 県 記 録  2:39.07  田中由紀子  (43)  2005 大会記録  2:32.2   藤川千加子  (41)  福　岡  1989

800m W45 800mW45 県 記 録  2:42.3   青木三ツ子  (48)  1988 大会記録  2:43.15  本村　鯉恵  (47)  鹿児島  2014

800m W50 800mW50 県 記 録  2:44.17  青木三ツ子  (50)  1989 大会記録  2:45.2   青木三ツ子  (50)  西　彼  1990

800m W55 800mW55 県 記 録  2:50.0   橋本タエ子  (55)  1993 大会記録  2:50.0   橋本タエ子  (55)  長　崎  1993

800m W60 800mW60 県 記 録  3:04.52  林田　ヒサ  (60)  2002 大会記録  3:05.55  林田　ヒサ  (61)  島　南  2003

800m W65 800mW65 大会記録  3:40.84  林田　ヒサ  (68)  南島原  2010

800m W70 800mW70 県 記 録  3:40.84  林田　ヒサ  (70)  2012

800m W75 800mW75 県 記 録  5:42.45  林田　ヒサ  (75)  2017 大会記録  4:40.97  中村　孝子  (75)  佐　賀  2018

800m W80 800mW80

800m W85 800mW85

1500m W24- 1500mW24-

1500m W25 1500mW25 県 記 録  5:09.1   後田　和子  (29)  1990 大会記録  5:14.1   後田　和子  (29)  諫　北  1990

1500m W30 1500mW30 県 記 録  5:00.26  田中由紀子  (34)  1996 大会記録  5:00.3   田中由紀子  (34)  長　崎  1996

1500m W35 1500mW35 県 記 録  5:11.05  田中由紀子  (39)  2001 大会記録  5:11.05  田中由紀子  (39)  長　崎  2001

1500m W40 1500mW40 県 記 録  5:13.3   西尾テル子  (43)  1992 大会記録  5:12.2   谷川ゆう子  (41)  熊　本  1995

1500m W45 1500mW45 県 記 録  5:30.8   友松　輝子  (48)  1999 大会記録  5:30.8   友松　輝子  (48)  佐世保  1999

1500m W50 1500mW50 県 記 録  5:32.59  青木三ツ子  (50)  1989 大会記録  5:34.6   青木三ツ子  (50)  西　彼  1990

1500m W55 1500mW55 県 記 録  5:32.37  橋本タエ子  (55)  1993 大会記録  6:02.4   橋本タエ子  (56)  長　崎  1994

1500m W60 1500mW60 県 記 録  6:32.19  寺井美智子  (60)  2013 大会記録  6:29.8   西原八重子  (61)  熊　本  2000

1500m W65 1500mW65 県 記 録  7:07.08  林田　ヒサ  (66)  2008 大会記録　7:31.14  佐藤　久美子(69)  長　崎　2018

1500m W70 1500mW70 県 記 録  7:10.30  杉本美津子  (71)  2016 大会記録  7:10.30  杉本美津子  (71)  2016

1500m W75 1500mW75 大会記録 11:38.54  林田　ヒサ　(76)  長　崎　2018

1500m W80 1500mW80



種目 種別 種目キー 記録３(県記録） 記録４（県大会・大会記録）

長崎マスターズ陸上競技連盟「県記録」「県大会・大会記録」一覧

3000m W25 3000mW25

3000m W30 3000mW30 県 記 録  10:48.9   田中由紀子  (33)  1995

3000m W35 3000mW35 県 記 録  11:28.3   井藤　明美  (36)  1994

3000m W40 3000mW40 県 記 録  12:19.1   増山すみえ  (42)  1994

3000m W45 3000mW45 大会記録※12.00.03  本村　鯉恵  (47) 鹿児島  2014

3000m W50 3000mW50 県 記 録  11.33.61  宮川　由香  (50)  2014 大会記録  11.33.61  宮川　由香  (50)  2014

3000m W55 3000mW55 県 記 録  13:15.41  寺井美智子  (56)  2009 大会記録  13:15.41  寺井美智子  (56) 佐世保　2009

3000m W60 3000mW60 県 記 録  13:09.36  佐藤久美子  (60)  2009 大会記録  13:24.71  佐藤久美子  (60) 雲　仙　2009

3000m W65 3000mW65 県 記 録  14:25.43  杉本美津子  (67)  2012 大会記録  14:25.43  杉本美津子  (67) 長　崎　2012

3000m W70 3000mW70 県 記 録  14:56.83  杉本美津子  (71)  2016 大会記録  14:56.83  杉本美津子  (71) 長　崎  2016

3000m W75 3000mW75 県 記 録  24:16.35  林田　ヒサ  (75)  2017 大会記録  19:47.43  中村　孝子  (75) 佐　賀  2018

3000m W80 3000mW80

5000m W30 5000mW30 大会記録  20:57.24  須河内　和実(30) 福　岡  2018

5000m W35 5000mW35

5000m W40 5000mW40 大会記録  25:00.13  田尻　千里  (44) 福　岡  2018

80mH W50 80mHW50 大会記録     14.88  大江　由子  (51) 滋　賀  2018

100mH W25 100mHW25 大会記録  　 18.00  川路　怜奈  (26) 鹿児島  2018

200mH W70 200mHW70 大会記録  　 46.14  藤川　千加子(70) 福　岡  2018

300mH W50 300mHW50 大会記録   1.02.49  大江　由子　(51) 滋　賀  2018

3000mW M24- 3000mWM24-

3000mW W25 3000mWW25

3000mW W30 3000mWW30

3000mW W35 3000mWW35

3000mW W40 3000mWW40

3000mW W45 3000mWW45 県 記 録  17:56.6   郡島　孝子  (49)  1995 大会記録  17:56.6   郡島　孝子  (49)  諫　北  1995

3000mW W50 3000mWW50 県 記 録  19:24.09  郡島　孝子  (51)  1997 大会記録  19:31.06  郡島　孝子  (54)  諫　北  2000

3000mW W55 3000mWW55 県 記 録  21:44.5   小西　雪子  (55)  1996 大会記録  20:32.7   西原八重子  (56)  熊　本  1995

3000mW W60 3000mWW60

3000mW W65 3000mWW65

3000mW W70 3000mWW70

3000mW W75 3000mWW75

3000mW W80 3000mWW80

3000mW W85 3000mWW85



種目 種別 種目キー 記録３(県記録） 記録４（県大会・大会記録）

長崎マスターズ陸上競技連盟「県記録」「県大会・大会記録」一覧

走高跳 W24- 走高跳W24-

走高跳 W25 走高跳W25 県 記 録   1m45  浦田ひとみ  (27)  1989
大会記録   1m45  浦田ひとみ  (27)  1989

走高跳 W30 走高跳W30
県 記 録   1m45  田中　淑子  (31)  1996

大会記録   1m45  田中　淑子  (31)  諫　北  1996

走高跳 W35 走高跳W35 県 記 録   1m10  葛島　純子  (39)  1989 大会記録   1m10  葛島　純子  (39)  諫　北  1989

走高跳 W40 走高跳W40 県 記 録   1m30  渡邉　恭子  (42)  2003 大会記録   1m46  松浦　久美  (43)  福　岡  2018

走高跳 W45 走高跳W45 県 記 録   1m23  倉津　　緑  (46)  1985

走高跳 W50 走高跳W50 県 記 録   1m25  倉津　　緑  (50)  1989 大会記録   1m28  大江　由子  (51)  滋　賀  2018

走高跳 W55 走高跳W55 県 記 録   1m20  倉津　　緑  (58)  1997 大会記録1m15須山寿江(56)福岡1993　倉津　緑 (59)五島1998

走高跳 W60 走高跳W60 県 記 録   1m17  倉津　　緑  (60)  1999 大会記録   1m15  倉津　　緑  (61)  五　島  2000

走高跳 W65 走高跳W65 県 記 録   1m12  倉津　　緑  (68)  2007 大会記録   1m12  倉津　　緑  (68)  五　島  2007

走高跳 W70 走高跳W70

走高跳 W75 走高跳W75

走高跳 W80 走高跳W80

走高跳 W85 走高跳W85

棒高跳 W65 棒高跳W65 大会記録   1m70  玉田　ゆみ子(65)  宮　崎  2018



種目 種別 種目キー 記録３(県記録） 記録４（県大会・大会記録）

長崎マスターズ陸上競技連盟「県記録」「県大会・大会記録」一覧

走幅跳 W24- 走幅跳W24-

走幅跳 W25 走幅跳W25 県 記 録   5m20  鶴田有喜子  (28)  1993 大会記録   4m81  鶴田有喜子  (28)  島　南  1993

走幅跳 W30 走幅跳W30 県 記 録   4m81  木戸　祥子  (32)  1995 大会記録   5m36  中尾　能子  (31)  熊　本  1989

走幅跳 W35 走幅跳W35 県 記 録   4m86  木戸　祥子  (36)  1999 大会記録   4m89  片山　浩子  (38)  熊　本  2018

走幅跳 W40 走幅跳W40 県 記 録   4m70  葛島　純子  (44)  1994 大会記録   4m96  松浦　久美  (43)  福　岡  2018

走幅跳 W45 走幅跳W45 県 記 録   4m51  葛島　純子  (46)  1996 大会記録   4m41  葛島　純子  (46)  五　島  1996

走幅跳 W50 走幅跳W50 県 記 録   4m55  倉津　　緑  (52)  1991 大会記録   4m55  倉津　　緑  (52)  上五島  1991

走幅跳 W55 走幅跳W55 県 記 録   4m35  倉津　　緑  (55)  1994 大会記録   4m35  倉津　　緑  (55)  上五島  1994

走幅跳 W60 走幅跳W60 県 記 録   3m96  倉津　　緑  (63)  2002 大会記録   3m93  倉津　　緑  (61)  上五島  2000

走幅跳 W65 走幅跳W65 県 記 録   4m05  倉津　　緑  (68)  2007 大会記録   4m05  倉津　　緑  (68)  上五島  2007

走幅跳 W70 走幅跳W70 県 記 録   3m99  倉津　　緑  (70)  2009 大会記録   3m99  倉津　　緑  (70)  上五島　2009

走幅跳 W75 走幅跳W75 県 記 録   3m42  倉津　　緑  (75)  2014 大会記録   3m42  倉津　　緑  (75)  2014

走幅跳 W80 走幅跳W80

走幅跳 W85 走幅跳W85

走幅跳 W90 走幅跳W90

三段跳 W24- 三段跳W24- 大会記録  11m41  三浦　真子  (21)  大　分  2017

三段跳 W25 三段跳W25

三段跳 W30 三段跳W30

三段跳 W35 三段跳W35 県 記 録   9m38  森永　久美  (35)  1995 大会記録  10m92  村吉　綾乃  (39)  沖　縄  2016

三段跳 W40 三段跳W40 県 記 録   9m19  植田　京子  (42)  1999 大会記録   9m19  植田　京子  (42)  島　南  1999

三段跳 W45 三段跳W45 県 記 録   6m24  松尾　寮子  (48)  1993

三段跳 W50 三段跳W50 県 記 録   9m35  倉津　　緑  (52)  1991 大会記録   8m75  倉津　　緑  (54)  五　島  1993

三段跳 W55 三段跳W55 県 記 録   9m37  倉津　　緑  (56)  1995 大会記録   9m37  倉津　　緑  (56)  五　島  1995

三段跳 W60 三段跳W60 県 記 録   8m60  倉津　　緑  (62)  2001 大会記録   8m60  倉津　　緑  (62)  五　島  2001

三段跳 W65 三段跳W65 県 記 録   8m63  倉津　　緑  (65)  2004 大会記録   8m26  倉津　緑(65) 五　島  2004 2008

三段跳 W70 三段跳W70 県 記 録   8m64  倉津　　緑  (71)  2010

三段跳 W75 三段跳W75 県 記 録   7m39  倉津　　緑  (75)  2014 大会記録   7m39  倉津　　緑  (75)  2014

三段跳 W80 三段跳W80

三段跳 W85 三段跳W85

三段跳 W90 三段跳W90



種目 種別 種目キー 記録３(県記録） 記録４（県大会・大会記録）

長崎マスターズ陸上競技連盟「県記録」「県大会・大会記録」一覧

女砲丸投 W24- 砲丸投W24-

女砲丸投 W25 砲丸投W25

女砲丸投 W30 砲丸投W30 県 記 録   7m27  勝本　優子  (34)  1986

女砲丸投 W35 砲丸投W35 県 記 録   8m41  大坪　京子  (37)  1993 大会記録   8m34  藤尾　陽子  (37)  壱　岐  1987

女砲丸投 W40 砲丸投W40 県 記 録   9m07  内田智恵子  (43)  2002 大会記録  10m75  中村　理恵  (44)  福　岡  2017

女砲丸投 W45 砲丸投W45 県 記 録   8m91  内田智恵子  (46)  2004 大会記録   9m85  中村　理恵  (45)  福　岡  2018

女砲丸投 W50 砲丸投W50 県 記 録   9m82  内田智恵子  (52)  2011 大会記録   9m82  内田智恵子  (52)  南島原　2011

女砲丸投 W55 砲丸投W55 県 記 録  10m27  内田智恵子  (57)  2016　2018 大会記録  10m27  内田智恵子  (59)  長　崎　2018

女砲丸投 W60 砲丸投W60 県 記 録   8m17  栗原セチ子  (61)  1995 大会記録   8m63  速水千代子  (64)  福　岡  1994

女砲丸投 W65 砲丸投W65 県 記 録   7m50  栗原セチ子  (65)  1999

女砲丸投 W70 砲丸投W70 県 記 録   6m29  財間　昌子  (70)  2010 大会記録   6m82  藤川　千加子(70)  福　岡  2018

女砲丸投 W75 砲丸投W75

女砲丸投 W80 砲丸投W80

女砲丸投 W85 砲丸投W85

女砲丸投 W90 砲丸投W90

女円盤投 W24- 円盤投W24- 大会記録  18m65  三浦　真子  (21)  大　分  2017

女円盤投 W25 円盤投W25

女円盤投 W30 円盤投W30 県 記 録  18m38  植田　京子  (33)  1991

女円盤投 W35 円盤投W35 県 記 録  20m88  勝本　優子  (36)  1988 大会記録  18m34  勝本　優子  (35)  諫　北  1987

女円盤投 W40 円盤投W40 県 記 録  30m99  内田智恵子  (43)  2002 大会記録  34m10  中村　理恵  (44)  福　岡  2017

女円盤投 W45 円盤投W45 県 記 録  26m45  内田智恵子  (46)  2005 大会記録  30m81  中村　理恵  (45)  福　岡  2018

女円盤投 W50 円盤投W50 県 記 録  24m12  内田智恵子  (51)  2010 大会記録  24m12  内田智恵子  (51)  南島原　2010

女円盤投 W55 円盤投W55 県 記 録  26m16  内田智恵子  (57)  2016 大会記録  24m32  内田智恵子  (57)  南島原　2016

女円盤投 W60 円盤投W60 県 記 録  23m59  内田智恵子  (60)  2019 大会記録  23m30  内田智恵子  (62)  南島原  2021

女円盤投 W65 円盤投W65 県 記 録  18m93  栗原セチ子  (65)  1999 大会記録  15m71  財間　昌子  (65)  長　崎  2004

女円盤投 W70 円盤投W70 県 記 録  15m27  財間　昌子  (70)  2010 大会記録  15m27  財間　昌子  (70)  長　崎　2010

女円盤投 W75 円盤投W75 県 記 録  14m72  財間　昌子  (78)  2017 大会記録  14m26  財間　昌子  (77)  長　崎　2016

女円盤投 W80 円盤投W80

女円盤投 W85 円盤投W85

女円盤投 W90 円盤投W90

女円盤投 W95 円盤投W95



種目 種別 種目キー 記録３(県記録） 記録４（県大会・大会記録）

長崎マスターズ陸上競技連盟「県記録」「県大会・大会記録」一覧

女ハンマー投 W24- ハンマ投W24-

女ハンマー投 W25 ハンマ投W25

女ハンマー投 W30 ハンマ投W30

女ハンマー投 W35 ハンマ投W35

女ハンマー投 W40 ハンマ投W40

女ハンマー投 W45 ハンマ投W45

女ハンマー投 W50 ハンマ投W50

女ハンマー投 W55 ハンマ投W55

女ハンマー投 W60 ハンマ投W60

女ハンマー投 W65 ハンマ投W65

女ハンマー投 W70 ハンマ投W70

女ハンマー投 W75 ハンマ投W75

女ハンマー投 W80 ハンマ投W80

女ハンマー投 W85 ハンマ投W85

女やり投 W24- やり投W24-

女やり投 W25 やり投W25 県 記 録  30m22  瀬川　弘美  (25)  1995 大会記録  34m24  松下　水菜美(25)  佐　賀  2018

女やり投 W30 やり投W30 県 記 録  33m06  松山　絢子  (33)  2010 大会記録  45m97  谷風　夏美  (33)  福　岡　2018

女やり投 W35 やり投W35 県 記 録  31m76  松山　絢子  (36)  2013 大会記録  31m27  松山　絢子  (37)  2014

女やり投 W40 やり投W40 県 記 録  30m58  内田智恵子  (44)  2003 大会記録  30m58  内田智恵子  (44)  島　南  2003

女やり投 W45 やり投W45 県 記 録  30m44  内田智恵子  (45)  2003 大会記録  30m41  内田智恵子  (45)  島　南  2004

女やり投 W50 やり投W50 県 記 録  26m48  内田智恵子  (53)  2012 大会記録  26m48  内田智恵子  (53)  南島原　2012

女やり投 W55 やり投W55 県 記 録  28m78  内田智恵子  (55)  2013 大会記録  28m26  内田智恵子  (59)  長　崎　2018

女やり投 W60 やり投W60 県 記 録  29.25  内田智恵子  (60)  2018 大会記録  22m34  財間　昌子  (60)  長　崎  1999

女やり投 W65 やり投W65 県 記 録  18m55  財間　昌子  (67)  2006 大会記録  17m14  財間　昌子  (67)  長　崎  2006

女やり投 W70 やり投W70 県 記 録  17m18  財間　昌子  (72)  2011 大会記録  17m18  財間　昌子  (72)  長　崎　2011

女やり投 W75 やり投W75 県 記 録  15m21  財間　昌子  (78)  2017 大会記録  14m77  財間　昌子  (77)  長　崎　2016

女やり投 W80 やり投W80

女やり投 W85 やり投W85

女やり投 W95 やり投W95


