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月 日 時 分 天候 気温℃ 湿度％ 風向
風速
m/sec

10 27 9 0 晴 20.5 56 南南東 0.7
10 27 10 0 晴 22 54 南東 0.5
10 27 11 0 晴 22.5 54 南 1.2
10 27 12 0 晴 22.5 58 南東 1.2
10 27 13 0 晴 22.5 54 南南東 1.4
10 27 14 0 晴 22 60 東南東 1.2
10 27 15 0 晴 22 54 南東 1.2
10 27 16 0 晴 21.5 53 南南東 0.8
10 27 17 0 曇 20 64 南南東 0.1
10 28 8 30 雨 17.5 90 東南東 0.5
10 28 9 0 雨 17.5 90 東北東 0.4
10 28 10 0 雨 18.5 90 南東 0.4
10 28 11 0 曇 19.5 86 南 0.6
10 28 12 0 雨 19.5 86 南南東 0
10 28 13 0 雨 19 90 南南東 1.5
10 28 14 0 雨 19 90 東北東 1.1
10 28 15 0 雨 19 95 東南東 0.1
10 28 16 0 雨 19 95 東北東 0.5
10 28 17 0 雨 18.5 95 東北東 0.5
10 28 18 0 雨 18.5 95 東北東 0.8

１０月２９日　台風２２号接近に伴い７時３０分 大雨警報発令のため競技会は中止

開催日 2017年10月27日(金) ～ 10月29日(日)
気象条件

備考

グラウンドコンディション記録表

競技会の名称 国際・第38回　全日本マスターズ陸上競技選手権
主催者 （公社）日本マスターズ陸上競技連合・朝日新聞社
競技場 紀三井寺公園陸上競技場



競技会名
主催
主管
会場

種目 ラウンド 新記録の区分 タイム No. 氏名 所属 期日
男子M25100m 決勝 GR  10.89 1770 窪田　望都 福井 2017/10/28
男子M25100m 決勝 GR  10.90 1786 谷口　雄紀 京都 2017/10/28
男子M45 100m 決勝 GR  11.39 1121 宮本　義久 神奈川 2017/10/28
男子M90 100m 決勝 GR  19.90 10 亀濱　敏夫 沖縄 2017/10/28
男子M50 200m 決勝 NR,GR  23.86 1086 井指　康裕 大阪 2017/10/27
男子M70 200m 決勝 GR  27.76 376 山崎　雅彦 千葉 2017/10/27
男子M25 200m 決勝 GR  22.06 1786 谷口　雄紀 京都 2017/10/27
男子M25 200m 決勝 GR  22.65 1782 阿部　誉史 愛知 2017/10/27
男子M30 200m 決勝 GR  21.79 1721 白木　謙吉 岐阜 2017/10/27
男子M24- 800m 決勝 NR,GR  1:59.38 1838 臼田　祐基 徳島 2017/10/27
男子M60 3000m 決勝 GR  10:14.96 720 中島　洋 滋賀 2017/10/27
男子M24- 110mH 決勝 NR,GR  14.72 1841 堀江　功輝 岐阜 2017/10/28
男子M50 100mH 決勝  14.52 932 小林　裕 神奈川 2017/10/28
男子M55 5000mW 決勝 NR,GR  24:41.17 899 大森　健一 石川 2017/10/28
男子M24-3000mSC 決勝 NR  9:49.09 1838 臼田　祐基 徳島 2017/10/28
男子M24-3000mSC 決勝 NR  10:15.39 1850 逵　雅基 三重 2017/10/28
男子M45 3000mSC 決勝 NR,GR  10:04.74 1244 桜井　史 静岡 2017/10/28
男子M24-4x100mR 決勝 GR  43.95 1849 中溝-北浦-松葉-戸舘 大阪 2017/10/28
男子M25 110mH 決勝 GR  15.57 1824 廣瀬　達也 兵庫 2017/10/28
男子M25 110mH 決勝 GR  16.11 1820 檀野　俊 京都 2017/10/28
男子M25 4x100mR 決勝 GR  42.42 1751 山口-田中-若林-深見 愛知 2017/10/28
男子M40 4x100mR 決勝 GR  45.08 1405 草川-堀井-笹目-水口 神奈川 2017/10/28
男子M45 4x100mR 決勝 GR  45.45 1183 真島-渡辺-蒔田-大橋 静岡 2017/10/28
男子M50 4x100mR 決勝 GR  46.79 1038 渡辺-三坂-常見-松岡 東京 2017/10/28
男子M50 4x100mR 決勝 GR  47.06 979 島名-井指-池野-塩崎 大阪 2017/10/28
男子M50 4x100mR 決勝 GR  47.11 966 奥山-渡辺-徳永-平手 愛知 2017/10/28
男子M55 4x100mR 決勝 GR  49.93 766 清水-藤原-杉崎-水島 神奈川 2017/10/28
男子M60 4x100mR 決勝 GR  53.56 688 渡部-坂井-新居田-白石 愛媛 2017/10/28
男子M80 4x100mR 決勝 GR  1:14.56 132 益田-畠中-高原-一瀬 神奈川 2017/10/28
男子M80 4x100mR 決勝 GR  1:16.10 117 森本-熊木-高岡-池野 大阪 2017/10/28
男子M25 棒高跳 決勝 =GR  3.80 1778 相原　樹 山梨 2017/10/27
男子M60 棒高跳 決勝 NR,GR  3.55 692 加藤　幸 鳥取 2017/10/27
男子M25 走高跳 決勝 =GR  1.80 1815 大竹　裕人 東京 2017/10/28
男子M25 走高跳 決勝 =GR  1.80 1821 吉田　兼太郎 東京 2017/10/28
男子M25 走幅跳 決勝 GR  6.38 1828 山口　元輝 三重 2017/10/28
男子M25 走幅跳 決勝 GR  6.72 1819 下村　諒 千葉 2017/10/28
男子M25 走幅跳 決勝 GR  6.73 1826 川崎　庄太郎 大阪 2017/10/28
男子M25 走幅跳 決勝 GR  6.95 1829 手平　裕士 和歌山 2017/10/28
男子M95 走幅跳 決勝 GR  1.72 4 仲松　榮一 沖縄 2017/10/28
男子M45 立五段跳 決勝 NR  15.31 1283 氷見　和人 富山 2017/10/27
男子M50 立五段跳 決勝 NR  14.68 1035 吉田　明弘 埼玉 2017/10/27
男子M55 立五段跳 決勝 NR  14.52 887 青木　英晴 神奈川 2017/10/27
男子M80 立五段跳 決勝 NR  10.06 135 鴻池　清司 和歌山 2017/10/27
男子M85 立五段跳 決勝 NR  7.63 32 半井　清夫 茨城 2017/10/27
男子M85 立五段跳 決勝 NR  8.64 27 寺尾　心一 静岡 2017/10/27
男子M85 砲丸投 決勝 GR  8.96 31 重藤　哲彌 福岡 2017/10/27
男子M85 砲丸投 決勝 GR  9.36 46 TAKUMI　MATSUSHIMA ブラジル 2017/10/27
男子M85 円盤投 決勝 GR  29.51 46 TAKUMI　MATSUSHIMA ブラジル 2017/10/28
男子M25 円盤投 決勝 GR  32.11 1781 山口　北斗 愛知 2017/10/28
男子M25 円盤投 決勝 GR  36.66 1817 福島　大喜 福岡 2017/10/28
男子M25 円盤投 決勝 GR  37.76 1820 檀野　俊 京都 2017/10/28
男子M30 円盤投 決勝 GR  35.40 1742 鈴木　孝尚 和歌山 2017/10/28
男子M25 ﾊﾝﾏｰ投 決勝 NR  56.16 1769 中平　圭祐 広島 2017/10/27

国際・第38回　全日本マスターズ陸上競技選手権大会
（公社）日本マスターズ陸上競技連合・朝日新聞社
（一財）和歌山陸上競技協会・ＮＰＯ和歌山マスターズ陸上競技連
紀三井寺公園陸上競技場



競技会名
主催
主管
会場

種目 ラウンド 新記録の区分 タイム No. 氏名 所属 期日

国際・第38回　全日本マスターズ陸上競技選手権大会
（公社）日本マスターズ陸上競技連合・朝日新聞社
（一財）和歌山陸上競技協会・ＮＰＯ和歌山マスターズ陸上競技連
紀三井寺公園陸上競技場

男子M35 ﾊﾝﾏｰ投 決勝 NR,GR  64.75 1557 土井　宏昭 茨城 2017/10/27
男子M75 ﾊﾝﾏｰ投 決勝 NR,GR  45.95 213 山田　博嗣 愛知 2017/10/27
女子W24- 100m 決勝 GR  12.78 409 松林　玲佳 高知 2017/10/28
女子W55 100m 決勝 GR  13.77 176 JOY　UPSHAW アメリカ 2017/10/28
女子W25 200m 決勝 GR  26.98 397 柴田　友香 大阪 2017/10/27
女子W50 200m 決勝 GR  27.70 256 宮本　百合 愛知 2017/10/27
女子W55 400m 決勝 GR  1:08.76 173 碓井　由紀子 愛知 2017/10/28
女子W80 400m 決勝 GR  1:49.07 21 鈴木　郁子 北海道 2017/10/28
女子W80 400m 決勝 GR  1:49.07 21 鈴木　郁子 北海道 2017/10/28
女子W80 3000m 決勝 WR,NR,GR  14:27.49 14 中野　陽子 東京 2017/10/27
女子W80 3000m 決勝 WR,NR,GR  14:27.49 14 中野　陽子 東京 2017/10/27
女子W50 80mH 決勝 GR  13.44 247 中尾　晴実 神奈川 2017/10/28
女子W60 80mH 決勝 GR  14.48 137 須田　郁子 山口 2017/10/28
女子W55 80mH 決勝 GR  13.22 176 JOY　UPSHAW アメリカ 2017/10/28
女子W55 80mH 決勝 NR,GR  13.95 166 山崎　真千子 神奈川 2017/10/28
女子W24- 100mH 決勝 NR  18.79 406 児玉　ありみ 愛知 2017/10/28
女子W30 100mH 決勝 NR,GR  14.81 383 田中　みのり 愛知 2017/10/28
女子W55 2000mSC 決勝 NR  8:17.04 184 末吉　真規子 石川 2017/10/28
女子W55 4x100mR 決勝 GR  58.31 157 杉崎-山崎-藤原-高橋 神奈川 2017/10/28
女子W40 4x100mR 決勝 GR  1:00.09 127 川又-村上-中井-山田 奈良 2017/10/28
女子W45 4x100mR 決勝 GR  57.31 159 Wong-LUNG-Hung- 香港 2017/10/28
女子W50 4x100mR 決勝 NR,GR  54.62 221 谷嵜-宮本-八代-金子 愛知 2017/10/28
女子W40 走高跳 決勝 GR  1.70 345 福本　幸 兵庫 2017/10/28
女子W45 走高跳 決勝 =GR  1.50 297 釜　純子 愛知 2017/10/28
女子W40 立五段跳 決勝 NR  11.90 333 祐谷　瑞穂 兵庫 2017/10/27
女子W55 立五段跳 決勝 NR  10.64 193 本間　明子 兵庫 2017/10/27
女子W60 立五段跳 決勝 NR  10.01 133 尾﨑　悦子 広島 2017/10/27
女子W65 立五段跳 決勝 NR  8.75 68 樋渡　久子 北海道 2017/10/27
女子W65 立五段跳 決勝 NR  11.64 84 大日向　暁子 長野 2017/10/27
女子W25 砲丸投 決勝 GR  10.27 399 蘓武　彩織 広島 2017/10/28
女子W25 砲丸投 決勝 NR,GR  11.86 391 助永　仁美 和歌山 2017/10/28
女子W75 円盤投 決勝 GR  25.89 40 嘉成　倶子 福島 2017/10/28
女子W80 走高跳 決勝 =GR  0.99 15 馬渕　弘子 大阪 2017/10/28
女子W80 円盤投 決勝 NR,GR  16.69 12 神谷　繁子 香川 2017/10/28
女子W25 円盤投 決勝 GR  39.06 391 助永　仁美 和歌山 2017/10/28
女子W40 ﾊﾝﾏｰ投 決勝 GR  32.70 346 徳嶺　亜矢乃 沖縄 2017/10/27
女子W80 ﾊﾝﾏｰ投 決勝 GR  21.07 13 児玉　澄子 北海道 2017/10/27



日付 種目

高木　陸太郎(22)  11.29 (+0.1) 後藤　慎平(24)  11.71 (+0.1) 中上　智瑛(22)  11.74 (+0.1) 戸舘　僚(21)  11.90 (+0.1) 松葉　優(23)  12.10 (+0.1) 西澤　一騎(21)  12.41 (+0.1)

宮城 静岡 大阪 大阪 大阪 三重
神田　幸大(24)  27.82 (-1.8)

愛知

臼田　祐基(24)  1:59.38 神田　幸大(24)  2:38.12
徳島 NR・GR 愛知

神田　幸大(24)  20:56.00
愛知

110mH 堀江　功輝(24)  14.72
-1.0 岐阜 NR・GR

臼田　祐基(24)  9:49.09 逵　雅基(21)  10:15.39 森　啓介(23)  12:35.68
徳島 NR 三重 NR 三重
吉永　宗一郎(23)  23:46.27
長崎
大阪  43.95
中溝　大介(27)
北浦　博行(32)
松葉　優(23)
戸舘　僚(21)

高橋　一成(24)  29.34
秋田

国際・第38回全日本マスターズ選手権大会　男子決勝記録一覧 大会ｺｰﾄﾞ：17505000
～ Ｗorld・The 38th All Japan Masters Athletics Championships in Wakayama ～

期間：2017年（平成29年）10月27日（金）－29日（日）

会場：紀三井寺公園陸上競技場（301010）
　　　紀三井寺公園補助競技場（303080）

10月29日 やり投

10月29日 砲丸投

10月28日 円盤投

10月28日 走幅跳

10月29日 三段跳

10月28日 4x100mR

10月29日 4x400mR

10月28日 3000mSC

10月28日 5000mW

10月28日 5000m

10月28日

10月29日 400mH

10月27日 800m

10月29日 1500m

10月27日 200m

10月29日 400m

M24-男子 10月29日 60m

10月28日 100m

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

GR

ＷＲ：世界新　NR：日本新　ＧＲ：大会新　＝ＧＲ：大会タイ



日付 種目

国際・第38回全日本マスターズ選手権大会　男子決勝記録一覧 大会ｺｰﾄﾞ：17505000
～ Ｗorld・The 38th All Japan Masters Athletics Championships in Wakayama ～

期間：2017年（平成29年）10月27日（金）－29日（日）

会場：紀三井寺公園陸上競技場（301010）
　　　紀三井寺公園補助競技場（303080）

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

窪田　望都(29)  10.89 (+0.5) 谷口　雄紀(28)  10.90 (+0.5) 浦井　駿吾(25)  11.18 (+0.2) 坂部　弘樹(27)  11.37 (+0.6) 柴田　祐介(28)  11.38 (+0.6) 若林　尭之(29)  11.43 (+0.5) 渡久地　真吾(27)  11.47 (+0.6) 手平　裕士(25)  11.55 (+0.2)

福井 GR 京都 GR 三重 愛知 大阪 愛知 沖縄 和歌山
谷口　雄紀(28)  22.06 (-1.8) 阿部　誉史(29)  22.65 (-1.8) 柴田　祐介(28)  22.87 (-1.8) 津多　成輔(26)  24.01 (-1.8) 金井　啓(27)  24.34 (-1.8) 白澤　和広(29)  24.76 (-1.8)

京都 GR 愛知 GR 大阪 茨城 和歌山 千葉

福澤　優平(26)  2:04.92 佐藤　雅彦(26)  2:08.75 野上　善弘(28)  2:10.30
埼玉 群馬 栃木

外村　翼(28)  15:59.60 野上　善弘(28)  17:03.73
大阪 栃木
廣瀬　達也(26)  15.57 (-1.0) 檀野　俊(26)  16.11 (-1.0)

兵庫 GR 京都 GR

野上　善弘(28)  10:58.72 佐藤　雅彦(26)  11:24.22
栃木 群馬

愛知  42.42 福井  45.03 大阪  45.49 和歌山  46.12
山口　峰昌(30) 三浦　寛貴(27) 山田　真生(27) 柴田　直樹(31)
田中　星次(30) 山口　祐樹(26) 柴田　祐介(28) 金井　啓(27)
若林　尭之(29) 尾崎　雅芳(30) 新居　秀明(47) 堀部　俊一(31)
深見　篤貴(31) 窪田　望都(29) 湖山　俊亮(27) 中村　力(31)

吉田　兼太郎(26)  1.80 大竹　裕人(26)  1.80 下村　諒(26)  1.60
東京 =GR 東京 =GR 千葉
相原　樹(29)  3.80 津多　成輔(26)  3.30
山梨 =GR 茨城
手平　裕士(25)  6.95 (+1.1) 川崎　庄太郎(25)  6.73 (+0.7) 下村　諒(26)  6.72 (-0.5) 山口　元輝(25)  6.38 (+0.7) 中前　俊太(25)  5.82 (+0.8)
和歌山 GR 大阪 GR 千葉 GR 三重 GR 大阪

金田　純弥(29)  15.50 大竹　裕人(26)  13.73 中前　俊太(25)  13.42 中谷　健(27)  11.21
愛知 東京 大阪 兵庫

檀野　俊(26)  37.76 福島　大喜(26)  36.66 山口　北斗(29)  32.11 山元　辰一(29)  24.31
京都 GR 福岡 GR 愛知 GR 愛知
中平　圭祐(29)  56.16 山口　北斗(29)  33.79
広島 NR 愛知

10月29日 やり投

10月28日 円盤投

10月27日 ﾊﾝﾏｰ投

10月27日 立五段跳

10月29日 砲丸投

10月28日 走幅跳

10月29日 三段跳

10月28日 走高跳

10月27日 棒高跳

10月28日 4x100mR

10月29日 4x400mR

10月28日 3000mSC

10月28日 5000mW

10月28日 110mH

10月29日 400mH

10月29日 1500m

10月28日 5000m

10月29日 400m

10月27日 800m

10月28日 100m

10月27日 200m

M25男子 10月29日 60m

GR

ＷＲ：世界新　NR：日本新　ＧＲ：大会新　＝ＧＲ：大会タイ



日付 種目

国際・第38回全日本マスターズ選手権大会　男子決勝記録一覧 大会ｺｰﾄﾞ：17505000
～ Ｗorld・The 38th All Japan Masters Athletics Championships in Wakayama ～

期間：2017年（平成29年）10月27日（金）－29日（日）

会場：紀三井寺公園陸上競技場（301010）
　　　紀三井寺公園補助競技場（303080）

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

白木　謙吉(32)  10.80 (+0.6) 山本　慎吾(31)  10.93 (-0.4) 田中　星次(30)  11.03 (+0.3) 関口　孝(34)  11.17 (+0.2) 山口　峰昌(30)  11.23 (+0.3) 前畑　良一(33)  11.33 (+0.2) 新垣　隆仁(33)  11.39 (+0.6) 深見　篤貴(31)  11.40 (-0.4)

岐阜 大阪 愛知 愛知 愛知 鳥取 沖縄 愛知
白木　謙吉(32)  21.79 (-1.0) 前田　貴之(34)  23.34 (-1.0) 井山　信一郎(33)  23.46 (-1.0) 郷　哲朗(32)  23.55 (-1.7) 長谷川　健(30)  23.61 (-1.7) 矢野　秀樹(31)  23.86 (-1.7) 藤崎　隆(34)  24.79 (-1.0) 村﨑　心哉(30)  26.11 (-1.7)

岐阜 GR 神奈川 神奈川 新潟 三重 新潟 神奈川 山口

山田　泰裕(31)  2:02.80 竹内　隆太郎(34)  2:04.32 坂田　一仁(33)  2:18.62
岡山 愛知 奈良

西本　陽弘(32)  16:33.51 竹内　隆太郎(34)  16:38.49 吉田　逸平(34)  16:53.45 吉川　剛秀(34)  18:02.96
鳥取 愛知 大阪 神奈川
阿部　洋文(32)  14.43 (-0.1) 渡邊　和敏(31)  14.62 (-1.2) 櫻井　孝明(30)  14.85 (-1.2) 深見　篤貴(31)  14.87 (-1.2) 矢野　秀樹(31)  15.11 (-0.1) 川名　裕治(33)  15.37 (-0.1) 山村　侑平(33)  15.87 (-0.1) 吉田　雅人(30)  17.43 (-1.2)

神奈川 神奈川 愛知 愛知 新潟 神奈川 茨城 岐阜

吉川　剛秀(34)  11:50.98 渡邊　直(34)  13:08.51
神奈川 兵庫
大坪　鷹人(32)  23:03.43 村上　勇磨(31)  24:13.80
岐阜 長崎
岐阜  45.64 神奈川  52.34
星野　勇樹(37) 植村　正浩(35)
伊沢　直樹(43) 菊池　祐一(34)
桑木野　守(31) 小川　裕之(35)
髙木　真生(39) 福島　あつ(37)

三鍋　登宏(30)  1.90 上野　明倫(32)  1.80 岡部　泰宏(33)  1.80 池永　裕樹(30)  1.40
大阪 大阪 神奈川 和歌山

北浦　博行(32)  6.69 (+0.5) 池端　宏昭(31)  6.57 (+1.0) 間　洋介(32)  6.37 (-0.2) 岩倉　啓太(34)  6.06 (+0.2) 小林　薫(32)  5.97 (0.0) 櫻井　孝明(30)  5.96 (-0.1) 紅粉谷　高将(34)  5.86 (+0.3)

大阪 福井 福井 香川 京都 愛知 香川

山田　泰裕(31)  13.47 田村　誠(32)  12.07
岡山 愛媛

鈴木　孝尚(31)  35.40 前田　宗一郎(31)  32.93 田上　貴之(32)  26.84 間　洋介(32)  20.55
和歌山 GR 静岡 和歌山 福井
片岡　俊介(30)  48.48 田上　貴之(32)  35.53 鈴木　孝尚(31)  34.47
岡山 和歌山 和歌山

10月29日 やり投

10月28日 円盤投

10月27日 ﾊﾝﾏｰ投

10月27日 立五段跳

10月29日 砲丸投

10月28日 走幅跳

10月29日 三段跳

10月28日 走高跳

10月27日 棒高跳

10月28日 4x100mR

10月29日 4x400mR

10月28日 3000mSC

10月28日 5000mW

10月28日 110mH

10月29日 400mH

10月29日 1500m

10月28日 5000m

10月29日 400m

10月27日 800m

10月28日 100m

10月27日 200m

M30男子 10月29日 60m

ＷＲ：世界新　NR：日本新　ＧＲ：大会新　＝ＧＲ：大会タイ



日付 種目

国際・第38回全日本マスターズ選手権大会　男子決勝記録一覧 大会ｺｰﾄﾞ：17505000
～ Ｗorld・The 38th All Japan Masters Athletics Championships in Wakayama ～

期間：2017年（平成29年）10月27日（金）－29日（日）

会場：紀三井寺公園陸上競技場（301010）
　　　紀三井寺公園補助競技場（303080）

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

進藤　祐介(38)  11.12 (+0.2) 児玉　安昭(35)  11.13 (0.0) 阿部　亮太(37)  11.21 (+0.7) 小野　宏貴(35)  11.26 (0.0) 池田　千明(36)  11.27 (+0.5) 大前　祐介(35)  11.42 (0.0) 古井　理也(35)  11.46 (0.0) 小川　裕之(35)  11.48 (0.0)
兵庫 鹿児島 埼玉 岐阜 富山 東京 高知 神奈川
児玉　安昭(35)  22.31 (-1.4) 小野　宏貴(35)  22.61 (-1.4) 池田　千明(36)  22.72 (-0.7) 阿部　亮太(37)  22.76 (-0.7) 池下　裕貴(35)  22.78 (-1.4) 増田　憲保(36)  23.19 (-0.7) 浦野　洋平(37)  23.20 (-0.7) 堀井　卓(35)  23.54 (-1.4)

鹿児島 岐阜 富山 埼玉 大阪 愛知 群馬 和歌山

前畑　光一郎(37)  2:00.26 近藤　克典(35)  2:02.86 森川　将治(38)  2:03.73 古井　義文(39)  2:05.16 入江　和義(39)  2:07.18 青柳　亮(38)  2:08.35 遠藤　憲一(36)  2:08.99 阿比留　友輔(37)  2:10.08
宮崎 兵庫 福井 東京 神奈川 沖縄 岐阜 大阪

松岡　直希(36)  15:21.06 大村　一(38)  15:39.09 鎌田　正行(37)  16:05.36 入学　遼治(35)  16:08.89 遠藤　憲一(36)  16:34.05 小林　豊(37)  17:09.96 今中　庸介(36)  18:56.90

三重 長野 大阪 和歌山 岐阜 長野 奈良
岡戸　成樹(38)  16.54 (+0.5) 佐藤　友哉(39)  17.55 (+0.5) 判　敏夫(39)  17.57 (+0.5) 河合　信弘(37)  20.75 (+0.5)

愛知 三重 石川 京都

渡邉　邦弘(35)  11:18.98
三重
杉本　明洋(36)  21:40.52 樋熊　敬史(35)  22:03.58 尾崎　雄大(38)  27:19.19 辻本　始(39)  27:27.30
京都 新潟 愛知 奈良

10月28日 4x100mR 三重  44.68 和歌山  45.11 大阪  45.41 高知  46.18
豊田　昌史(41) 福山　佳宏(43) 北岡　尚樹(38) 片岡　孝夫(37)
笠木　辰也(41) 堀井　卓(35) 小田　紳介(35) 古井　理也(35)
村田　智広(39) 秀井　浩二(43) 塚口　洋之(39) 辰己　寛典(43)
水小田　健一(41) 富永　大樹(43) 松成　樹人(35) 六車　耕輔(37)

井口　寛之(37)  1.80 加藤　洋介(36)  1.80 池田　真一(39)  1.45
広島 大阪 千葉
武田　理(35)  3.50 池和田　克彦(35)  3.50 能美　智秀(38)  2.90
茨城 東京 山口
浦野　洋平(37)  6.71 (+0.1) 堀井　卓(35)  6.63 (+0.5) 須田　学(37)  6.53 (+0.1) 菅原　利真(35)  6.46 (+0.6) 森田　智比呂(38)  6.32 (-0.4) 木村　成一(35)  6.12 (-0.2) 遠藤　寿章(36)  5.89 (+0.7) 福永　和貴(37)  5.78 (+0.6)
群馬 和歌山 大阪 宮城 兵庫 東京 神奈川 福岡

植村　正浩(35)  14.94 柴田　耕佑(38)  10.64
神奈川 愛媛

中村　友昭(36)  33.58 長谷部　慎吾(39)  26.64 岡本　陽介(36)  26.20 中林　正憲(37)  25.56 柴田　俊(39)  25.55 小川　智之(39)  22.28
三重 滋賀 神奈川 大阪 愛知 群馬
土井　宏昭(38)  64.75 小泉　健太郎(38)  45.82 山口　大輔(39)  34.72 柴田　耕佑(38)  15.37 髙木　真生(39)  15.33
茨城 NR・GR 兵庫 大阪 愛媛 岐阜

10月27日 ﾊﾝﾏｰ投

10月29日 やり投

10月29日 砲丸投

10月28日 円盤投

10月29日 三段跳

10月27日 立五段跳

10月27日 棒高跳

10月28日 走幅跳

10月29日 4x400mR

10月28日 走高跳

10月28日 5000mW

10月29日 400mH

10月28日 3000mSC

10月28日 5000m

10月28日 110mH

10月27日 800m

10月29日 1500m

10月27日 200m

10月29日 400m

M35男子 10月29日 60m

10月28日 100m

ＷＲ：世界新　NR：日本新　ＧＲ：大会新　＝ＧＲ：大会タイ



日付 種目

国際・第38回全日本マスターズ選手権大会　男子決勝記録一覧 大会ｺｰﾄﾞ：17505000
～ Ｗorld・The 38th All Japan Masters Athletics Championships in Wakayama ～

期間：2017年（平成29年）10月27日（金）－29日（日）

会場：紀三井寺公園陸上競技場（301010）
　　　紀三井寺公園補助競技場（303080）

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

水口　政人(43)  11.33 (+0.8) 岡野　篤(42)  11.35 (+0.1) 池野　正満(43)  11.53 (+0.1) 内田　大介(40)  11.58 (-1.2) 木田　光亮(40)  11.73 (-1.2) 笹目　修央(42)  11.83 (+0.1) 富永　大樹(43)  11.90 (+0.8) 安田　典史(41)  11.91 (-0.5)

神奈川 兵庫 石川 京都 埼玉 神奈川 和歌山 富山
岡野　篤(42)  23.24 (-0.6) 野崎　礼史(40)  23.34 (-1.8) 水口　政人(43)  23.48 (-1.4) 木田　光亮(40)  23.56 (-1.8) 山本　浩次(41)  23.65 (-1.8) 中永　利也(42)  23.80 (-0.6) 藤田　勝寛(43)  24.06 (-1.4) 水小田　健一(41)  24.34 (-0.6)

兵庫 茨城 神奈川 埼玉 山口 岡山 東京 三重

有馬　優仁(40)  2:01.66 高杉　泰範(40)  2:05.94 田村　淳一(43)  2:08.12 伊沢　直樹(43)  2:08.69 山本　浩次(41)  2:09.61 鹿嶋　孝二(44)  2:10.07 本間　潮(44)  2:13.42 川添　清貴(40)  2:14.35
東京 岡山 東京 岐阜 山口 和歌山 東京 鹿児島

太田　文生(42)  17:12.96 中村　賢太郎(43)  17:48.45 田中　丈博(42)  18:32.88 埴原　正樹(44)  18:48.70 山田　裕康(43)  19:02.11
岐阜 長野 和歌山 東京 愛知
山口　友和(40)  15.65 (+0.9) 水小田　健一(41)  15.80 (+0.9) 山岸　靖史(43)  16.02 (+1.1) 堀田　浩司(42)  16.23 (+0.9) 櫃田　仁史(40)  16.63 (+0.9) 松浦　隆彦(42)  17.50 (+0.9) 尾上　泰士(44)  18.11 (+1.1) 石川　雅也(42)  19.89 (+0.9)

石川 三重 岐阜 石川 広島 岐阜 愛媛 東京

合志　充弘(43)  12:12.11 原口　和也(44)  12:17.85
和歌山 静岡
牧野　晋一良(41)  25:26.19 伊藤　正人(44)  37:43.27
東京 大阪
神奈川  45.08 大阪  45.52 奈良  46.47 愛知  46.59 滋賀  47.34 長野  49.21 兵庫  50.09 和歌山  54.71
草川　元一(43) 竹田　了平(41) 平岩　雅司(44) 織田　明(43) 加藤　正幸(44) 矢澤　恵一(41) 丸山　智弘(44) 井沼　康祐(42)
堀井　秀樹(42) 乾　喜廣(44) 村上　貴基(51) 牧　良光(49) 種子田　諭(41) 宮澤　憲二(43) 小原　弘晃(43) 鈴木　佳人(44)
笹目　修央(42) 岸本　淳(43) 吉永　恒(46) 前田　邦彦(44) 芝辻　悟(44) 宮原　清司(48) 安藤　茂昭(43) 村田　亮彦(50)
水口　政人(43) 青山　正一(42) 山根　繁樹(41) 小川　裕之(49) 池田　忍(45) 上條　健(47) 中村　智宏(43) 玉置　慶輔(46)

福本　義永(44)  1.90 佐々木　綱(41)  1.70 小向　耕平(42)  1.70 清水　公則(43)  1.65 中村　修(44)  1.60 辰己　寛典(43)  1.60 小林　義功(42)  1.60 齋藤　晃也(41)  1.60
京都 広島 和歌山 新潟 兵庫 高知 岐阜 東京
山田　真一(42)  4.00 田場　兼昇(40)  3.60
大阪 沖縄
堀井　秀樹(42)  6.52 (+1.4) 笠木　辰也(41)  6.37 (+0.3) 平岩　雅司(44)  6.20 (-0.1) 高橋　武男(40)  6.20 (+0.7) 石井　満(42)  6.12 (0.0) 山田　真一(42)  6.11 (+0.8) 下元　唯人(44)  5.98 (-0.3) 荻原　健(43)  5.78 (-0.1)
神奈川 三重 奈良 兵庫 岡山 大阪 東京 神奈川

高橋　武男(40)  14.51 西脇　昭典(44)  13.99 小林　英之(41)  13.70 荻原　健(43)  13.60 鈴木　佳人(44)  13.28 宮田　裕介(44)  13.21 小原　弘晃(43)  13.15 河野　洋幸(44)  12.41
兵庫 愛知 和歌山 神奈川 和歌山 鹿児島 兵庫 愛知

藤原　潤(42)  41.15 西坂　官(43)  38.39 奥村　展久(41)  31.13 清水　彬(40)  30.16 山崎　正樹(43)  29.95 横田　征司(40)  25.99 今出　紀之(44)  23.74 辰己　寛典(43)  23.22
三重 広島 石川 和歌山 大阪 滋賀 鳥取 高知
長谷川　大輔(43)  43.80 辻内　良治(44)  35.34 今出　紀之(44)  26.95
兵庫 大阪 鳥取

10月27日 ﾊﾝﾏｰ投

10月29日 やり投

10月29日 砲丸投

10月28日 円盤投

10月29日 三段跳

10月27日 立五段跳

10月27日 棒高跳

10月28日 走幅跳

10月29日 4x400mR

10月28日 走高跳

10月28日 5000mW

10月28日 4x100mR

10月29日 400mH

10月28日 3000mSC

10月28日 5000m

10月28日 110mH

10月27日 800m

10月29日 1500m

10月27日 200m

10月29日 400m

M40男子 10月29日 60m

10月28日 100m

GR

ＷＲ：世界新　NR：日本新　ＧＲ：大会新　＝ＧＲ：大会タイ



日付 種目

国際・第38回全日本マスターズ選手権大会　男子決勝記録一覧 大会ｺｰﾄﾞ：17505000
～ Ｗorld・The 38th All Japan Masters Athletics Championships in Wakayama ～

期間：2017年（平成29年）10月27日（金）－29日（日）

会場：紀三井寺公園陸上競技場（301010）
　　　紀三井寺公園補助競技場（303080）

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

宮本　義久(49)  11.39 (+1.8) 譜久里　武(46)  11.43 (+0.8) 伊藤　進一郎(46)  11.65 (-0.7) 小髙　孝二(49)  11.66 (+1.8) 佐藤　政志(45)  11.69 (0.0) 大橋　基男(48)  11.73 (+1.7) 寺下　健治(47)  11.78 (+0.7)

神奈川 GR 沖縄 三重 愛知 新潟 静岡 京都
赤堀　弘晃(45)  11.43 (-0.6)

兵庫
伊藤　進一郎(46)  23.42 (+0.4) 古賀　功亮(45)  23.71 (+0.4) 青木　進(45)  23.76 (+0.4) 小髙　孝二(49)  23.89 (0.0) 広瀬　誠(45)  24.05 (+0.4) 佐藤　政志(45)  24.16 (+0.4) 柴田　伸孝(48)  24.21 (-1.5) 大宅　康喜(48)  24.44 (0.0)
三重 神奈川 鳥取 愛知 岐阜 新潟 岐阜 福岡

江口　慶博(45)  2:04.93 森田　夢人(45)  2:07.27 桜井　史(46)  2:07.44 長澤　勝利(46)  2:11.60 山田　日出見(49)  2:11.77 平田　和範(49)  2:12.99 古賀　功亮(45)  2:14.62 河野　光一(49)  2:14.93
兵庫 東京 静岡 岐阜 大阪 滋賀 神奈川 山梨

千代岡　克典(45)  15:48.13 坂田　康弘(48)  16:34.11 阿部　一彦(45)  16:39.23 金志　達也(47)  16:47.17 堀木　暢人(45)  16:47.79 吉丸　博隆(48)  17:10.12 佐々木　奈佳(48)  18:16.33 若林　哲也(46)  18:43.66
大阪 千葉 新潟 兵庫 和歌山 和歌山 東京 三重
佐々木　祐和(49)  16.29 (+1.6) 山田　健(45)  16.65 (-0.3) 野田　秀樹(45)  16.72 (-0.3) 藤本　重宏(45)  16.76 (-0.3) 高槻　義彦(45)  16.84 (-0.3) 佐藤　宏幸(45)  17.53 (-0.3) 鈴木　健吾(47)  17.68 (+1.6) 永洞　貴幸(47)  17.71 (+1.6)

静岡 兵庫 愛知 東京 兵庫 広島 愛知 三重

桜井　史(46)  10:04.74 阿部　一彦(45)  10:36.49 山田　日出見(49)  12:00.44 神取　宣之(46)  12:46.44 逵　一弘(48)  13:08.29 玉置　慶輔(46)  13:08.80 谷本　貴史(45)  13:29.67

静岡 NR・GR 新潟 大阪 愛知 三重 和歌山 京都
谷口　茂(48)  27:57.66 松本　浩一(47)  29:22.41 石川　敦司(48)  35:34.61
兵庫 大阪 大阪
静岡  45.45 岐阜  46.00 三重  47.18 東京  48.06 和歌山  48.48 大阪  50.36 奈良  51.52
真島　修(49) 横幕　豊(45) 永洞　貴幸(47) 藤本　重宏(45) 上野　昌之(49) 中尾　悟(46) 斧　和之(50)
渡辺　和宏(46) 柴田　伸孝(48) 服部　忠則(45) 根米　宏治(49) 川島　康裕(45) 西谷　匠(45) 木村　卓(48)
蒔田　義成(47) 島崎　利彦(50) 保坂　政志(47) 駒牧　盛年(49) 篠原　寿文(46) 東滝　勝義(46) 三原　功靖(48)
大橋　基男(48) 広瀬　誠(45) 伊藤　進一郎(46) 馬場　勝也(49) 吉岡　一郎(49) 白田　豊一朗(47) 渡邊　一喜(52)

中村　裕之(46)  1.70 矢野　成秀(49)  1.70 東　宏明(45)  1.65 天野　健(46)  1.65 世古　孝明(48)  1.60 宮崎　眞伴(49)  1.60 松永　成司(46)  1.55
奈良 神奈川 三重 東京 三重 岡山 熊本

大河原　進一(49)  1.55
群馬

磯貝　剛基(48)  3.60 深谷　英治(48)  3.50 丸箸　兆延(49)  3.10 戸崎　雅史(49)  3.00
愛知 和歌山 富山 徳島
松原　憲治(47)  6.36 (+1.3) 小川　裕之(49)  6.02 (+0.7) 安井　誠一郎(49)  5.87 (+1.1) 篠原　寿文(46)  5.75 (0.0) 志田　直樹(46)  5.70 (+0.6) 大野　和人(46)  5.53 (0.0) 佐藤　宏幸(45)  5.48 (+1.1)
愛知 愛知 兵庫 和歌山 埼玉 香川 広島

宇野　進二(45)  5.87 (0.0)
滋賀

氷見　和人(46)  15.31 松原　憲治(47)  14.47 西谷　匠(45)  13.95 志田　直樹(46)  13.66 篠原　寿文(46)  13.44 宮原　清司(48)  13.08 磯貝　剛基(48)  12.87 上條　健(47)  12.77
富山 NR 愛知 大阪 埼玉 和歌山 長野 愛知 長野

小松崎　信征(47)  38.40 島田　浩次(47)  32.63 田中　健司(47)  31.87 山本　高輝(48)  30.16 桑田　彰(48)  29.88 西宮　明文(45)  28.15 竹本　暁紀(45)  23.48
京都 京都 奈良 徳島 大阪 大阪 大阪
高橋　俊雄(47)  48.10 築山　泰洋(48)  34.34 西宮　明文(45)  29.63 上條　健(47)  27.39
京都 滋賀 大阪 長野

10月27日 ﾊﾝﾏｰ投

10月29日 やり投

10月29日 砲丸投

10月28日 円盤投

10月29日 三段跳

10月27日 立五段跳

10月27日 棒高跳

10月28日 走幅跳

10月29日 4x400mR

10月28日 走高跳

10月28日 5000mW

10月28日 4x100mR

10月29日 400mH

10月28日 3000mSC

10月28日 5000m

10月28日 110mH

10月27日 800m

10月29日 1500m

10月27日 200m

10月29日 400m

M45男子 10月29日 60m

10月28日 100m

GR

ＷＲ：世界新　NR：日本新　ＧＲ：大会新　＝ＧＲ：大会タイ



日付 種目

国際・第38回全日本マスターズ選手権大会　男子決勝記録一覧 大会ｺｰﾄﾞ：17505000
～ Ｗorld・The 38th All Japan Masters Athletics Championships in Wakayama ～

期間：2017年（平成29年）10月27日（金）－29日（日）

会場：紀三井寺公園陸上競技場（301010）
　　　紀三井寺公園補助競技場（303080）

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

井指　康裕(50)  11.86 (+1.0) 浦山　一寛(51)  11.97 (+0.7) 吉田　明弘(51)  12.08 (+0.4) 荒川　健(50)  12.14 (+0.3) 渡辺　実(52)  12.15 (+0.8) 小川　博正(51)  12.19 (+0.7) 小林　裕(54)  12.19 (-1.0) 村上　貴基(51)  12.24 (+0.4)

大阪 長崎 埼玉 滋賀 愛知 広島 神奈川 奈良
井指　康裕(50)  23.86 (-0.7) 吉田　明弘(51)  24.28 (-0.1) 小林　裕(54)  24.66 (-0.7) 三坂　昭博(50)  25.34 (-0.7) 島崎　利彦(50)  25.35 (-0.7) Tan　Keng･Lay･Kevin(52)  25.44 (-0.1) 吉田　均(54)  25.50 (-0.7) 清水　信幸(52)  25.68 (-0.1)

大阪 NR・GR 埼玉 神奈川 東京 岐阜 シンガポール 岩手 東京

金子　誠一(50)  2:11.20 辰巳　典正(52)  2:14.55 関守　陽治(50)  2:14.72 村岡　義啓(51)  2:16.70 田中　英和(50)  2:17.65 大崎　仁(50)  2:17.81 村岡　隆幸(54)  2:17.83 森山　賢一(53)  2:18.16
山口 大阪 三重 千葉 埼玉 滋賀 大阪 神奈川

湯口　武夫(50)  16:15.70 金子　誠一(50)  16:17.09 農添　光陽(52)  16:29.47 白井　正和(51)  17:19.36 山口　直人(53)  17:24.64 小牟田　竜一(52)  17:34.69 木村　将弘(54)  17:55.75 松本　英樹(53)  17:59.40
徳島 山口 滋賀 神奈川 三重 大阪 滋賀 静岡
小林　裕(54)  14.52 (+1.0) 前田　祥紀(52)  14.53 (+1.0) 佐藤　一石(51)  14.98 (+1.0) 常見　聡(50)  15.35 (+1.0) 佐藤　憲明(54)  15.42 (+1.0) 平手　幹裕(53)  15.72 (+1.0) 細嶋　毅(53)  15.73 (+1.0) 米田　泰幸(50)  17.62 (+1.0)

神奈川 =GR 長崎 香川 東京 山形 愛知 京都 石川

一ノ瀬　博文(51)  11:47.61 前野　修一(50)  11:53.72 森山　賢一(53)  12:05.87 小野　昭弘(50)  12:41.30 池田　雅一(53)  12:42.39 松枝　健児(50)  12:44.13
東京 大阪 神奈川 神奈川 三重 山口
前野　修一(50)  27:29.63 東　久景(54)  28:28.95 小野　昭弘(50)  32:43.99 吉田　盛一(50)  33:02.55
大阪 石川 神奈川 福島
東京  46.79 大阪  47.06 愛知  47.11 滋賀  47.67 神奈川  48.81 奈良  54.34
渡辺　俊一(51) 島名　孝次(50) 奥山　雄一(53) 奥村　秀雄(52) 星崎　昭二(51) 森口　泰樹(53)
三坂　昭博(50) 井指　康裕(50) 渡辺　実(52) 荒川　健(50) 大垣　徹晃(50) 大村　英一(50)
常見　聡(50) 池野　昌弘(53) 徳永　増美津(50) 東　浩一(54) 滋野　靖(52) 村岡　眞次(68)
松岡　建志(51) 塩崎　康晴(52) 平手　幹裕(53) 岡本　光男(50) 嵯峨　弘(52) 川口　滑也(50)

野村　正(52)  1.70 渡部　光晴(53)  1.60 氏家　智伸(51)  1.55 遠藤　英之(52)  1.50 清水　浩彦(52)  1.50 米田　泰幸(50)  1.50 木村　俊則(54)  1.50 大野　直樹(50)  1.45
福岡 新潟 富山 宮城 長崎 石川 兵庫 奈良
東野　誠(50)  3.80 池野　昌弘(53)  3.70 小出　高義(53)  3.20 酒井　長史(50)  3.10
徳島 大阪 北海道 和歌山
中澤　学(53)  6.06 (-0.3) 吉田　均(54)  5.72 (+0.5) 小川　博正(51)  5.65 (+1.2) 斉藤　克己(52)  5.42 (-0.3) 亀岡　洋海(52)  5.38 (-0.1) 糸川　拓(50)  5.34 (+0.2) 横山　憲一(53)  5.32 (+1.1)
静岡 岩手 広島 群馬 広島 三重 福岡

野村　正(52)  5.38 (+0.9)
福岡

吉田　明弘(51)  14.68 糸川　拓(50)  13.32 松井　朋彦(50)  13.17 砂塚　守忠(50)  13.14 嵯峨　弘(52)  12.45 小林　和義(50)  11.34 平澤　学(53)  11.11
埼玉 三重 三重 神奈川 神奈川 埼玉 和歌山

掛谷　亨(50)  39.38 武部　修一(54)  38.76 阪上　貴史(50)  38.31 藤原　芳広(52)  36.09 猪原　友行(50)  35.66 奥村　栄一(51)  34.47 吉本　功(50)  34.38 河野　勝彦(51)  33.88
滋賀 石川 京都 千葉 広島 石川 奈良 徳島
丑澤　和彦(50)  48.35 角田　琢央(52)  32.48 山本　敏生(52)  25.69
宮城 青森 和歌山
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日付 種目

国際・第38回全日本マスターズ選手権大会　男子決勝記録一覧 大会ｺｰﾄﾞ：17505000
～ Ｗorld・The 38th All Japan Masters Athletics Championships in Wakayama ～

期間：2017年（平成29年）10月27日（金）－29日（日）

会場：紀三井寺公園陸上競技場（301010）
　　　紀三井寺公園補助競技場（303080）

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

杉浦　拓(55)  12.68 (+0.2) 安田　弥彦(56)  12.76 (+0.2) 長尾　守(55)  12.80 (+0.2) 藤原　新(56)  12.81 (0.0) 岩崎　久夫(56)  12.82 (-0.9) 杉崎　和彦(55)  12.86 (-0.9) 花木　陽一郎(56)  13.11 (+0.2) 水島　鉄雄(59)  13.13 (+0.1)

愛知 京都 東京 神奈川 富山 神奈川 鳥取 神奈川
秋山　俊二(55)  25.54 (-0.8) 杉浦　拓(55)  25.78 (-0.8) 岩崎　久夫(56)  26.11 (+0.5) 長尾　守(55)  26.26 (-0.8) 加減　隆之(56)  26.48 (+0.5) 安田　弥彦(56)  26.49 (+0.5) 水島　鉄雄(59)  26.79 (-1.1) 近藤　努(57)  26.80 (+0.5)

香川 愛知 富山 東京 大阪 京都 神奈川 新潟

明神　良房(56)  2:19.05 笹野　幸夫(55)  2:21.22 山田　実(56)  2:22.32 迫田　英明(58)  2:22.59 田中　博之(55)  2:24.86 山住　泰夫(59)  2:25.40 畠山　直樹(56)  2:25.60 山城　盛功(58)  2:30.84
高知 東京 大阪 山口 愛知 三重 東京 沖縄

下川　勝彦(57)  17:02.84 数野　哲也(55)  17:41.92 中平　久永(56)  17:59.30 中野　健二(55)  18:10.89 金子　茂(55)  18:30.49 吉川　浩幸(57)  18:49.85 松島　正展(56)  19:52.16 後藤　俊雄(58)  20:25.36
愛知 大阪 和歌山 北海道 山形 和歌山 愛知 新潟
向山　昌二(56)  15.82 (0.0) 山下　哲司(56)  15.95 (+0.2) 関　和夫(56)  16.51 (0.0) 隆宝　政見(55)  17.53 (0.0) 秋山　真一郎(55)  17.87 (0.0) Brian　Aubry･Conley(57)  18.01 (+0.2) 上田　泰司(55)  19.39 (0.0) 河原　義雄(59)  19.99 (+0.2)

京都 東京 静岡 三重 神奈川 アメリカ 愛媛 神奈川

金子　茂(55)  11:28.79 立木　信男(57)  11:56.82 畠山　直樹(56)  12:55.53 中村　智(56)  13:15.71 岩埜　雅仁(55)  13:41.01
山形 三重 東京 千葉 千葉
大森　健一(55)  24:41.17 並川　耕士(56)  30:04.86 内藤　竹司(58)  33:06.84 荒川　信良(57)  34:40.54
石川 NR・GR 大阪 京都 京都
神奈川  49.93 愛知  51.75 岐阜  53.02 福井  53.97 和歌山  59.42
清水　仁志(56) 山川　健(58) 若宮　修司(64) 加藤　重博(57) 山本　一也(60)
藤原　新(56) 加藤　欣也(58) 古田　茂(58) 宮本　和行(55) 田輪　幸一(64)
杉崎　和彦(55) 神田　満(57) 細野　孝之(64) 金井　康祐(58) 福岡　良正(60)
水島　鉄雄(59) 杉浦　拓(55) 小木曽　紀之(57) 辻本　哲男(56) 中平　久永(56)

黒川　隆夫(59)  1.55 百瀬　晶文(56)  1.50 岩元　義和(56)  1.50 小山　博史(55)  1.45 三浦　真弘(56)  1.45 谷　映親(55)  1.45 赤岡　克昭(56)  1.45 内田　修(55)  1.45
千葉 長野 長野 山口 大分 三重 茨城 静岡
小安　純照(55)  3.50 村井　浩司(57)  2.90 播口　秀二(59)  2.20 山川　健(58)  2.00
千葉 京都 大阪 愛知
青木　英晴(55)  5.77 (-0.1) 齋藤　隆(55)  5.57 (-0.1) 髙山　秀樹(57)  5.39 (0.0) 山下　哲司(56)  5.25 (-0.3) 笹子　昌幸(57)  5.20 (+0.1) 三浦　真弘(56)  5.18 (-0.9) 澤田　孝弘(59)  5.09 (+0.2) 岡部　公治(59)  5.01 (+0.5)
神奈川 神奈川 栃木 東京 神奈川 大分 広島 大阪

青木　英晴(55)  14.52 山下　哲司(56)  13.56 岩元　義和(56)  13.47 三浦　真弘(56)  13.43 岡部　公治(59)  12.76 沼田　雅志(59)  12.76 宮本　和行(55)  12.23 東一　忠司(57)  11.89
神奈川 NR 東京 長野 大分 大阪 北海道 福井 兵庫

村井　克行(55)  32.95 川向　誠(57)  32.42 鎌田　浩之(56)  32.24 湯浅　総一郎(55)  30.93 大世古　智(56)  28.59 神保　辰男(55)  28.30 船引　規正(59)  27.62 山元　裕行(56)  27.50
三重 富山 愛知 東京 滋賀 神奈川 兵庫 愛知
栗原　圭三(58)  39.06 武藤　勝美(59)  36.51 斉藤　和彦(56)  34.80 村井　克行(55)  32.64 布川　一斎(55)  24.74 松本　伸一(58)  13.29
埼玉 岐阜 長野 三重 群馬 神奈川
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10月28日 100mH

10月27日 800m

10月29日 1500m

10月27日 200m

10月29日 400m

M55男子 10月29日 60m

10月28日 100m

GR

ＷＲ：世界新　NR：日本新　ＧＲ：大会新　＝ＧＲ：大会タイ



日付 種目

国際・第38回全日本マスターズ選手権大会　男子決勝記録一覧 大会ｺｰﾄﾞ：17505000
～ Ｗorld・The 38th All Japan Masters Athletics Championships in Wakayama ～

期間：2017年（平成29年）10月27日（金）－29日（日）

会場：紀三井寺公園陸上競技場（301010）
　　　紀三井寺公園補助競技場（303080）

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

大江　良一(63)  12.80 (-0.7) 後藤　雄孝(64)  13.29 (-0.4) 渡部　四郎(62)  13.30 (-0.5) 小山田　勝昭(62)  13.52 (-0.5) 兵藤　隆昭(60)  13.54 (+0.3) 酒井　秀樹(64)  13.72 (-0.4) 板東　浩(60)  13.77 (+0.3) 최　철하(62)  13.82 (-0.5)

滋賀 岩手 愛媛 福井 愛知 徳島 徳島 韓国
大江　良一(63)  26.22 (-1.6) 西村　日出仁(60)  26.64 (-2.4) 小山田　勝昭(62)  27.63 (-1.6) 後藤　雄孝(64)  27.92 (+0.2) 高原　慶峰(64)  28.24 (+0.2) 최　철하(62)  28.32 (-1.6) 末吉　義良(62)  28.36 (-1.6) 細野　孝之(64)  28.39 (+0.2)

滋賀 兵庫 福井 岩手 大阪 韓国 沖縄 岐阜

福山　道延(60)  2:27.23 吉峰　拓一(60)  2:30.09 阪本　良雄(61)  2:31.36 藤原　嘉文(63)  2:36.88 吉本　保(62)  2:38.53 矢野　猛(61)  2:38.90 平良　政吉郎(63)  2:57.19 谷口　久起(60)  2:58.16
千葉 宮崎 福岡 兵庫 兵庫 兵庫 沖縄 和歌山

中島　洋(60)  10:14.96 長谷川　和正(60)  10:19.18 阪本　良雄(61)  10:30.11 柄川　昭彦(63)  10:33.38 吉峰　拓一(60)  10:46.09 曽野　政男(63)  10:54.23 大久保　信生(63)  11:11.74 福田　恵(63)  11:13.11
滋賀 GR 兵庫 福岡 埼玉 宮崎 滋賀 京都 鳥取
幡田　静彦(60)  16.21 (+0.6) Robert　McDaniels(60)  16.80 (+0.6) 高橋　裕(61)  17.39 (+0.6) 中嶋　尚(62)  18.17 (+0.7) 太田　忠(60)  18.51 (+0.6) 鍬田　英夫(60)  19.95 (+0.6) 田輪　幸一(64)  21.76 (+0.7)

山口 アメリカ 群馬 静岡 兵庫 京都 和歌山

曽野　政男(63)  7:41.21 柄川　昭彦(63)  7:56.72 吉本　保(62)  8:28.47 岡田　真晴(60)  9:27.66
滋賀 埼玉 兵庫 東京

愛媛  53.56
渡部　四郎(62)
坂井　喜代己(60)
新居田　哲司(65)

白石　泰志(61)

田代　雅彦(61)  1.45 黒木　昭生(63)  1.45 宮本　吉豊(62)  1.40 千葉　正士(60)  1.40 田輪　幸一(64)  1.40 青山　正之(61)  1.40 薮内　悟(62)  1.35
兵庫 大阪 長野 愛知 和歌山 愛知 滋賀

坂井　喜代己(60)  1.35
愛媛

加藤　幸(61)  3.55 長川　吉孝(63)  3.30 横山　邦宏(61)  3.20 宮腰　正己(62)  2.80 井上　明(64)  2.40 能美　俊彦(64)  2.20 杉村　成正(60)  2.10
鳥取 NR・GR 東京 静岡 千葉 島根 山口 福岡

高田　洋志(62)  2.80
大阪

宮里　和男(60)  4.90 (+0.4) 佐々木　敏之(61)  4.82 (-0.2) 鈴木　彰(61)  4.65 (-0.8) 薮内　悟(62)  4.61 (0.0) 岩田　一成(61)  4.59 (-0.3) 太田　忠(60)  4.56 (-0.5) 大嶽　郁夫(62)  4.18 (-0.4) 若宮　修司(64)  4.15 (+0.8)
沖縄 大阪 大阪 滋賀 東京 兵庫 兵庫 岐阜

東山　信敏(61)  13.13 高橋　裕(61)  12.72 黒木　昭生(63)  12.64 山本　一也(60)  12.44 井阪　行利(62)  12.32 太田　賢一(64)  11.17 鶴田　昌宏(64)  10.60 中尾　弘治(64)  9.79
三重 群馬 大阪 和歌山 三重 茨城 大阪 神奈川
川口　均(60)  11.99 福代　裕(63)  11.19 新免　康弘(60)  10.54 伊藤　透(60)  10.34 岡村　忠司(60)  10.01 岡安　晃(63)  9.28 呉　重国(60)  8.75 松澤　尚明(61)  8.58
神奈川 鳥取 岡山 三重 岐阜 栃木 東京 大阪
YU　CHIENMIN(60)  45.08 福代　裕(63)  40.97 川口　均(60)  38.73 木戸　宗春(62)  34.67 松澤　尚明(61)  31.18 伊藤　透(60)  30.56 横田　修明(63)  26.45 岡村　忠司(60)  26.21
台湾 鳥取 神奈川 埼玉 大阪 三重 高知 岐阜
川口　均(60)  44.25 本田　直明(61)  44.03 福田　逸男(61)  41.48 福代　裕(63)  37.75 郷力　礼三(64)  24.54 廣垣　正治(60)  17.15 守屋　常男(63)  13.12
神奈川 埼玉 大阪 鳥取 広島 三重 岡山

10月27日 ﾊﾝﾏｰ投

10月29日 やり投

10月28日 砲丸投

10月28日 円盤投

10月29日 三段跳

10月27日 立五段跳

10月27日 棒高跳

10月28日 走幅跳

10月29日 4x400mR

10月28日 走高跳

10月29日 3000mW

10月28日 4x100mR

10月29日 300mH

10月28日 2000mSC

10月27日 3000m

10月28日 100mH

10月27日 800m

10月29日 1500m

10月27日 200m

10月29日 400m

M60男子 10月29日 60m

10月28日 100m

GR

ＷＲ：世界新　NR：日本新　ＧＲ：大会新　＝ＧＲ：大会タイ



日付 種目

国際・第38回全日本マスターズ選手権大会　男子決勝記録一覧 大会ｺｰﾄﾞ：17505000
～ Ｗorld・The 38th All Japan Masters Athletics Championships in Wakayama ～

期間：2017年（平成29年）10月27日（金）－29日（日）

会場：紀三井寺公園陸上競技場（301010）
　　　紀三井寺公園補助競技場（303080）

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

高橋　政幸(67)  13.22 (+0.9) 新居田　哲司(65)  13.28 (+0.6) 田端　忠志(65)  13.34 (+0.6) 岩本　茂(67)  13.39 (+0.8) 河田　慎司(67)  13.48 (0.0) 大塚　純司(65)  13.61 (+0.6) 山中　茂生(67)  13.85 (+0.8) 中井　規一(66)  13.89 (+0.6)

長野 愛媛 千葉 三重 広島 静岡 三重 富山
新居田　哲司(65)  26.95 (-2.0) 田端　忠志(65)  27.16 (-2.0) 大塚　純司(65)  27.60 (-2.0) 井上　儀德(67)  27.84 (-1.2) 相羽　吉男(69)  27.91 (-0.8) 岩本　茂(67)  27.95 (-1.2) 山中　茂生(67)  28.70 (-1.2) 佐々木　文夫(65)  28.85 (-2.0)

愛媛 千葉 静岡 岩手 東京 三重 三重 岩手

上田　十太(65)  2:28.99 礒脇　始(69)  2:32.53 豊川　稔(65)  2:39.60 義常　定(67)  2:40.33 大前　邦夫(65)  2:41.44 乾　多留男(66)  2:44.11 川瀬　洋治(67)  2:45.08 足立　正登(65)  2:46.92
山口 福岡 愛知 大阪 奈良 大阪 兵庫 兵庫

下浜　岩男(65)  11:09.49 豊川　稔(65)  11:19.15 足立　正登(65)  11:22.05 舘　栄二(65)  11:38.33 川瀬　洋治(67)  11:46.79 村上　文男(69)  11:51.60 宮崎　優(68)  12:37.64 戸田　尊(67)  12:42.82
福井 愛知 兵庫 愛知 兵庫 山口 三重 鳥取
高橋　政幸(67)  15.78 (+0.2) 弓指　雄作(68)  18.79 (+0.2) 川島　清人(65)  19.14 (+0.1) 小島　登行(69)  19.61 (+0.2) 原沢　勲(65)  19.87 (+0.1) 戸澤　一起(68)  20.45 (+0.2) 鈴木　辰也(65)  20.46 (+0.1) 伊藤　晴夫(66)  20.75 (+0.1)

長野 三重 岐阜 愛知 埼玉 愛知 青森 東京

義常　定(67)  8:41.21 江藤　憲夫(67)  8:43.24 村上　文男(69)  8:49.30 平塚　光明(69)  9:14.12 猪島　裕永(67)  9:45.70
大阪 大分 山口 岐阜 富山

千葉  54.22 三重  56.20 愛知  58.55 大阪  58.63
鵜澤　道雄(69) 岩本　茂(67) 児玉　明(69) 髙石　重幸(66)
田端　忠志(65) 弓指　雄作(68) 松田　健治(65) 本田　豊(69)
鈴木　久一(69) 大崎　辰機(74) 小島　登行(69) 小山　勝夫(66)
山崎　雅彦(70) 山中　茂生(67) 松苗　陸郎(67) 葉井　義嗣(67)

川島　清人(65)  1.40 山口　利幸(67)  1.30 田中　信男(68)  1.25 児玉　明(69)  1.20 北林　光雄(67)  1.15
岐阜 福井 福井 愛知 茨城
田中　正延(68)  1.40 谷田部　光則(66)  1.25 根岸　政幸(67)  1.15
静岡 神奈川 神奈川

杉原　諭志(68)  1.25
兵庫

建部　猛(67)  2.90 原沢　勲(65)  2.80 児玉　明(69)  2.20 岡田　孝義(65)  2.00 本田　豊(69)  1.90
新潟 埼玉 愛知 広島 大阪
河田　慎司(67)  4.89 (-0.7) 藤井　芳雄(68)  4.82 (+0.6) 双木　広治(68)  4.75 (0.0) 德田　哲(67)  4.53 (-0.6) 片山　和義(66)  4.32 (+0.3) 水谷　司郎(67)  4.25 (+0.3) 澤田　久雄(65)  4.23 (-0.4) 稲見　博孝(67)  4.11 (-0.2)
広島 山口 埼玉 京都 徳島 東京 岐阜 愛媛

德田　哲(67)  12.32 澤田　久雄(65)  11.41 藤井　芳雄(68)  10.90 鈴木　辰也(65)  10.57 吉田　進(69)  10.28
京都 岐阜 山口 青森 茨城
中村　勉(67)  12.09 樋口　正和(67)  11.57 田口　純一(68)  10.88 岡田　節男(69)  10.59 田中　正延(68)  10.54 松本　昭平(68)  9.66 恩田　実(69)  9.28 丸山　和秀(66)  9.03
愛知 滋賀 秋田 群馬 静岡 島根 東京 東京
中村　勉(67)  36.20 種田　潔(66)  35.19 松本　昭平(68)  32.68 駒崎　秀雄(68)  32.32 岡田　節男(69)  31.35 樋口　正和(67)  31.30 大原　博文(65)  30.02 田口　純一(68)  29.31
愛知 広島 島根 埼玉 群馬 滋賀 広島 秋田
中村　勉(67)  43.28 平野　芳男(65)  37.97 殿城　幸雄(65)  32.06 尾崎　靜夫(67)  29.88 松本　正丈(69)  29.28 日下部　正美(69)  28.22 伊藤　博(66)  23.79 杉野　雅博(68)  21.27
愛知 大阪 滋賀 東京 香川 愛知 秋田 広島

10月27日 ﾊﾝﾏｰ投

10月29日 やり投

10月28日 砲丸投

10月28日 円盤投

10月29日 三段跳

10月27日 立五段跳

10月27日 棒高跳

10月28日 走幅跳

10月29日 4x400mR

10月28日 走高跳

10月29日 3000mW

10月28日 4x100mR

10月29日 300mH

10月28日 2000mSC

10月27日 3000m

10月28日 100mH

10月27日 800m

10月29日 1500m

10月27日 200m

10月29日 400m

M65男子 10月29日 60m

10月28日 100m
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日付 種目

国際・第38回全日本マスターズ選手権大会　男子決勝記録一覧 大会ｺｰﾄﾞ：17505000
～ Ｗorld・The 38th All Japan Masters Athletics Championships in Wakayama ～

期間：2017年（平成29年）10月27日（金）－29日（日）

会場：紀三井寺公園陸上競技場（301010）
　　　紀三井寺公園補助競技場（303080）

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

山崎　雅彦(70)  13.67 (+0.1) 村松　美尚(71)  13.95 (+1.0) 伊藤　皓夫(70)  14.11 (+0.1) 天沼　昭彦(73)  14.17 (+1.0) 水井　基員(70)  14.37 (+0.1) 井村　忠(70)  14.51 (-0.5) 似内　宥治(73)  14.53 (+1.0) 築﨑　弘(70)  14.61 (+0.1)

千葉 東京 群馬 長野 福岡 千葉 岩手 島根
山崎　雅彦(70)  27.76 (+0.6) 伊藤　皓夫(70)  29.21 (+0.6) 水井　基員(70)  29.43 (+0.6) 渡邉　和生(70)  29.86 (+0.6) 築﨑　弘(70)  29.99 (+0.6) 阿部　厚(71)  30.01 (+0.1) 小島　道久(74)  30.19 (-1.1) 光岡　明夫(71)  30.91 (+0.1)

千葉 GR 群馬 福岡 大阪 島根 新潟 神奈川 熊本

梶野　良夫(70)  2:50.42 中澤　重道(71)  2:53.82 薮下　正治(70)  2:59.42 小川　忠治(71)  3:01.28 神保　芳雄(70)  3:01.53 五江渕　裕(73)  3:12.43 佐藤　忠義(73)  3:21.36 忠　敬吉(72)  3:46.03
千葉 北海道 東京 北海道 埼玉 栃木 兵庫 静岡

松田　啓一(70)  12:05.55 中澤　重道(71)  12:07.01 辻本　浩(71)  12:07.05 岡本　宏(72)  12:36.98 神保　芳雄(70)  12:42.99 小早川　和民(70)  12:44.66 薮下　正治(70)  12:49.74 宮下　正(71)  15:01.16
北海道 北海道 奈良 千葉 埼玉 愛知 東京 和歌山
小谷　美秋(70)  15.58 (+0.4) 髙群　哲夫(70)  17.05 (+0.4) 小林　輝雄(74)  17.81 (+0.4) 小島　道久(74)  18.92 (+0.4) 佐藤　武夫(74)  19.43 (+0.4) 丸山　萬平(73)  20.02 (+0.4)

北海道 大阪 静岡 神奈川 愛知 福井

加藤　啓一(71)  9:01.86 松田　啓一(70)  9:38.25 日名子　義生(73)  10:24.21
山形 北海道 大分

岩手  59.51 北海道  1:00.07 大阪  1:00.95
藤原　耕作(79) 土居　実(80) 渡邉　和生(70)
佐藤　瑞夫(73) 佐藤　清一(72) 椎木　茂久(72)
佐藤　二郎(75) 宮本　秀一(74) 芳野　榮二(76)
似内　宥治(73) 小川　忠治(71) 髙群　哲夫(70)

長谷　利明(71)  1.35 井手　利忠(70)  1.30 宮本　秀一(74)  1.25 小椋　光恭(74)  1.15 幸田　秀一(71)  1.10
和歌山 岡山 北海道 岐阜 兵庫

小谷　美秋(70)  1.30 宇野　怜二(70)  1.15 大崎　辰機(74)  1.10
北海道 奈良 三重

西山　正文(70)  2.50 森尾　正照(74)  2.30 髙群　哲夫(70)  2.10 足立　和男(73)  1.70
京都 山梨 大阪 愛知
中西　健二(70)  4.37 (+0.5) 井村　忠(70)  4.20 (+1.2) 石原　正雄(71)  4.10 (+0.5) 有田　信次(70)  4.09 (+0.1) 亀山　哲馬(70)  3.74 (+0.7) 宇野　怜二(70)  3.72 (+1.0) 藤田　浩一(70)  3.69 (-0.9) 小椋　光恭(74)  3.67 (+0.7)
熊本 千葉 千葉 福井 熊本 奈良 千葉 岐阜

井村　忠(70)  11.95 宮本　秀一(74)  10.81 古川　孝雄(72)  9.92 薮下　正治(70)  9.72 日名子　義生(73)  9.01 佐藤　武夫(74)  8.82
千葉 北海道 和歌山 東京 大分 愛知
外山　修(72)  11.40 葛西　康二(72)  11.34 松本　一廣(71)  11.01 谷口　邦彦(70)  9.95 佐々木　幸夫(74)  8.44 古城　大四郎(73)  7.74 古川　孝雄(72)  7.57 永渕　都久(73)  7.37
愛知 岐阜 和歌山 静岡 福井 鹿児島 和歌山 佐賀
相馬　昭(71)  32.53 三上　照夫(71)  31.10 古城　大四郎(73)  30.33 松本　一廣(71)  28.70 和田　尚(70)  28.60 谷口　邦彦(70)  28.07 道上　利美(73)  23.99 伊藤　正彦(73)  20.95
岩手 神奈川 鹿児島 和歌山 大阪 静岡 福井 三重
相馬　昭(71)  40.79 外山　修(72)  37.95 目　利雄(74)  32.84 中村　雄策(71)  30.19 道上　利美(73)  27.27 古城　大四郎(73)  26.90 新藤　隆(70)  24.95
岩手 愛知 大阪 京都 福井 鹿児島 北海道

三上　照夫(71)  30.19
神奈川

10月27日 ﾊﾝﾏｰ投

10月29日 やり投

10月28日 砲丸投

10月28日 円盤投

10月29日 三段跳

10月27日 立五段跳

10月27日 棒高跳

10月28日 走幅跳

10月29日 4x400mR

10月28日 走高跳

10月29日 3000mW

10月28日 4x100mR

10月29日 300mH

10月28日 2000mSC

10月27日 3000m

10月28日 80mH

10月27日 800m

10月29日 1500m

10月27日 200m

10月29日 400m

M70男子 10月29日 60m

10月28日 100m

ＷＲ：世界新　NR：日本新　ＧＲ：大会新　＝ＧＲ：大会タイ



日付 種目

国際・第38回全日本マスターズ選手権大会　男子決勝記録一覧 大会ｺｰﾄﾞ：17505000
～ Ｗorld・The 38th All Japan Masters Athletics Championships in Wakayama ～

期間：2017年（平成29年）10月27日（金）－29日（日）

会場：紀三井寺公園陸上競技場（301010）
　　　紀三井寺公園補助競技場（303080）

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

鈴木　勲(76)  14.34 (+0.6) 尾崎　公則(75)  14.72 (+0.6) 川端　忠義(75)  14.89 (+0.6) 髙橋　進(77)  14.93 (+1.2) 髙﨑　駿一郎(79)  15.54 (+0.9) 河村　典雄(76)  15.65 (+1.2) 村上　忠昭(76)  16.22 (+0.6) 西澤　文治(79)  16.40 (+0.9)

東京 滋賀 千葉 新潟 埼玉 愛知 静岡 宮崎
川端　忠義(75)  30.32 (-2.1) 鈴木　勲(76)  30.33 (-2.1) 髙橋　進(77)  31.62 (-0.9) 河村　典雄(76)  32.25 (-0.9) 黒田　哲夫(75)  32.42 (-2.1) 村上　忠昭(76)  33.91 (-2.1) 万波　通弘(76)  34.38 (-0.9) 芳野　榮二(76)  34.49 (-2.1)

千葉 東京 新潟 愛知 山形 静岡 東京 大阪

小山　真一(75)  2:48.55 前田　征四郎(76)  2:51.63 山口　功(76)  2:52.26 吉田　昌司(76)  2:52.84 黒田　哲夫(75)  2:55.55 髙井　英範(75)  3:04.66 岩波　健二(79)  3:06.99 喜多　昌幸(76)  3:15.60
愛知 広島 茨城 群馬 山形 福岡 京都 北海道

山口　功(76)  12:13.23 横田　俊泰(75)  12:57.82 髙井　英範(75)  13:36.68 水野　鯛一(75)  13:40.41 折橋　洋二(76)  14:49.80 樫葉　正亮(77)  15:50.57 田代　道弘(77)  16:58.51

茨城 富山 福岡 愛知 奈良 和歌山 大阪
安井　毅央(76)  14.13 (+0.6) 瀬野　弘昭(75)  17.18 (+0.6) 知念　績春(77)  18.56 (+0.6) 佐藤　英夫(78)  20.89 (+0.6)

群馬 京都 沖縄 埼玉

八田　努(78)  11:02.41 佐野　高臣(75)  13:01.54
京都 富山

知念　績春(77)  1.20 見藤　宣晃(76)  1.15
沖縄 広島

宇津木　昇(76)  1.15
千葉
野口　義雄(78)  1.15
東京

鎌田　真澄(76)  2.60 野口　義雄(78)  2.30 佐藤　守(76)  1.85
岡山 東京 群馬
松本　博(77)  4.02 (-0.1) 清水　久七郎(77)  4.01 (0.0) 笠松　晃(75)  3.60 (+0.2) 八木　実(78)  3.55 (-0.2) 佐藤　英夫(78)  3.25 (0.0) 山田　展也(78)  2.75 (0.0)
福岡 新潟 三重 福井 埼玉 岐阜

安井　毅央(76)  11.35 笠松　晃(75)  10.84 角谷　信(76)  9.77 佐藤　英夫(78)  8.96 是枝　稔累(78)  8.94
群馬 三重 北海道 埼玉 大阪
山田　博嗣(76)  11.11 三浦　竹徳(79)  9.14 石田　槇男(75)  9.13 小松　宏(75)  8.98 加藤　崧(79)  8.10 岡田　良平(77)  7.72 山田　浩平(77)  7.41 式町　龍雄(77)  7.32
愛知 茨城 秋田 大阪 静岡 愛知 大阪 佐賀
野田　捷仁(75)  30.97 山田　栄一郎(77)  29.47 山田　博嗣(76)  27.15 甲斐　忠行(77)  26.70 三浦　竹徳(79)  26.17 野田　實(78)  26.11 小松　宏(75)  25.45 伊是名　武弘(75)  24.91
兵庫 長野 愛知 大分 茨城 兵庫 大阪 沖縄
山田　博嗣(76)  45.95 甲斐　忠行(77)  36.79 山田　栄一郎(77)  36.63 伊是名　武弘(75)  21.98 中村　忠紀(77)  21.76 森井　正和(76)  17.30 佐藤　幸輝(76)  17.09
愛知 NR・GR 大分 長野 沖縄 福岡 大阪 茨城

10月27日 ﾊﾝﾏｰ投

10月29日 やり投

10月28日 砲丸投

10月28日 円盤投

10月29日 三段跳

10月27日 立五段跳

10月27日 棒高跳

10月28日 走幅跳

10月29日 3000mW

10月28日 走高跳

10月29日 300mH

10月28日 2000mSC

10月27日 3000m

10月28日 80mH

10月27日 800m

10月29日 1500m

10月27日 200m

10月29日 400m

M75男子 10月29日 60m

10月28日 100m

ＷＲ：世界新　NR：日本新　ＧＲ：大会新　＝ＧＲ：大会タイ



日付 種目

国際・第38回全日本マスターズ選手権大会　男子決勝記録一覧 大会ｺｰﾄﾞ：17505000
～ Ｗorld・The 38th All Japan Masters Athletics Championships in Wakayama ～

期間：2017年（平成29年）10月27日（金）－29日（日）

会場：紀三井寺公園陸上競技場（301010）
　　　紀三井寺公園補助競技場（303080）

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

伊東　計正(80)  15.29 (+0.5) 髙嶋　賢二(82)  15.40 (+0.6) 大嶽　才治(80)  15.48 (+0.5) 土居　実(80)  15.74 (+0.5) 斎藤　茂(81)  16.07 (+0.6) 近藤　忠雄(81)  16.12 (+0.6) 田中　昭雄(84)  16.98 (-0.1) 山本　武(81)  17.02 (+0.5)

岐阜 石川 静岡 北海道 茨城 東京 鳥取 京都
伊東　計正(80)  32.43 (-1.5) 髙嶋　賢二(82)  32.74 (-1.7) 大嶽　才治(80)  33.09 (-1.5) 土居　実(80)  33.33 (-1.5) 近藤　忠雄(81)  34.06 (-1.7) 斎藤　茂(81)  34.93 (-1.7) 田中　昭雄(84)  36.80 (-1.7) 佐藤　勝男(83)  37.06 (-1.7)

岐阜 石川 静岡 北海道 東京 茨城 鳥取 宮崎

岡田　真一郎(80)  3:20.37 高原　良祐(82)  3:26.71 畠中　正司(83)  3:35.70 生馬　武弘(83)  3:37.74 森田　春男(82)  3:39.39 中前　行雄(83)  3:44.26 平林　栄治(81)  4:27.06

大分 神奈川 神奈川 島根 茨城 和歌山 愛知

岡田　真一郎(80)  13:46.92 和久利　誓一(80)  14:05.47 佐藤　文治(83)  15:25.34 高原　良祐(82)  15:42.32 世羅　繁治(80)  17:36.73
大分 島根 愛知 神奈川 広島
鹿野　光正(80)  17.22 (-0.7) 鴻池　清司(80)  17.83 (-0.7) 植田　豊(82)  25.51 (-0.7)

山形 和歌山 北海道

神奈川  1:14.56 大阪  1:16.10 岐阜  1:18.09 和歌山  1:23.68
益田　斉(85) 森本　博行(80) 野村　孝義(85) 坂地　國廣(83)
畠中　正司(83) 熊木　利隆(80) 橋本　武(81) 鴻池　清司(80)
高原　良祐(82) 高岡　宣雄(81) 赤梅　昭三(88) 中前　行雄(83)
一瀬　正治(80) 池野　義輝(80) 小池　良司(80) 浅野　文男(86)

鹿野　光正(80)  1.20 田中　義平(83)  1.15 堀野　正(82)  1.00
山形 北海道 大阪

小田　俊夫(80)  1.15
香川

堀野　正(82)  1.90 玉置　隆也(84)  1.60
大阪 岡山
小田　俊夫(80)  3.40 (+0.3) 一瀬　正治(80)  3.39 (+0.5) 浜崎　行雄(83)  2.98 (-1.5) 澤井　正幸(81)  2.93 (0.0) 高尾　和男(81)  2.85 (0.0) 原　栄一(81)  2.77 (-0.1) 池野　義輝(80)  2.19 (-0.4)

香川 神奈川 鹿児島 兵庫 愛知 静岡 大阪

鴻池　清司(80)  10.06 一瀬　正治(80)  9.50 松本　光郎(80)  8.09 許斐　義重(81)  7.72
和歌山 NR 神奈川 三重 福岡
藤本　昇(81)  10.99 梨澤　節三(80)  10.35 作田　國夫(80)  9.60 三木　由一(80)  9.10 高岡　宣雄(81)  8.79 大石　勇(82)  8.46 水野　敬一(80)  8.39 山本　康雄(82)  7.52
徳島 北海道 大阪 東京 大阪 兵庫 京都 京都
藤本　昇(81)  27.62 由川　昇(80)  26.92 三木　由一(80)  23.33 梨澤　節三(80)  22.81 高岡　宣雄(81)  20.65 大石　勇(82)  20.27 山本　康雄(82)  20.26 柴野　三郎(84)  18.20
徳島 三重 東京 北海道 大阪 兵庫 京都 新潟
吉川　修(81)  34.11 由川　昇(80)  31.96 山本　康雄(82)  25.90 柴野　三郎(84)  25.59 日野　嘉輝(82)  24.18 水野　敬一(80)  20.47 志村　信男(80)  14.64
新潟 三重 京都 新潟 北海道 京都 福井

10月29日 やり投

10月28日 円盤投

10月27日 ﾊﾝﾏｰ投

10月27日 立五段跳

10月27日 砲丸投

10月28日 走幅跳

10月29日 三段跳

10月28日 走高跳

10月27日 棒高跳

10月28日 4x100mR

10月29日 4x400mR

10月29日 200mH

10月29日 3000mW

10月27日 3000m

10月28日 80mH

10月27日 800m

10月29日 1500m

10月27日 200m

10月29日 400m

M80男子 10月29日 60m

10月28日 100m
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日付 種目

国際・第38回全日本マスターズ選手権大会　男子決勝記録一覧 大会ｺｰﾄﾞ：17505000
～ Ｗorld・The 38th All Japan Masters Athletics Championships in Wakayama ～

期間：2017年（平成29年）10月27日（金）－29日（日）

会場：紀三井寺公園陸上競技場（301010）
　　　紀三井寺公園補助競技場（303080）

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

石田　保之(87)  17.70 (-1.4) 浦川　諭(85)  18.40 (-2.1) 益田　斉(85)  19.04 (-2.1) 内田　保(86)  19.09 (-1.4) 野村　孝義(85)  20.26 (-2.1) 刈谷　幹夫(85)  20.58 (-2.1) 中川　尚司(87)  21.21 (-1.4) 井上　哲男(86)  22.52 (-1.4)

栃木 長崎 神奈川 熊本 岐阜 静岡 和歌山 香川
石田　保之(87)  37.54 (-0.8) 内田　保(86)  41.67 (-0.8) 中川　尚司(87)  44.95 (-0.8)

栃木 熊本 和歌山

熊本　道夫(86)  3:46.88
埼玉

寺尾　心一(86)  1.05 田口　英雄(85)  0.85
静岡 石川
田口　英雄(85)  1.50 鳥谷　宗弘(88)  1.50
石川 東京
益田　斉(85)  2.32 (-1.0) 半井　清夫(86)  2.08 (+0.2)
神奈川 茨城

寺尾　心一(86)  8.64 半井　清夫(86)  7.63
静岡 NR 茨城 NR
TAKUMI　MATSUSHIMA(85)  9.36 重藤　哲彌(86)  8.96 中川　幸吉(86)  7.67 平田　数秋(85)  7.48 髙野　孝雄(87)  7.35 萩野　敏夫(87)  7.00 大浦　敦(85)  6.73 野村　孝義(85)  6.04
ブラジル GR 福岡 GR 石川 愛媛 栃木 東京 北海道 岐阜
TAKUMI　MATSUSHIMA(85)  29.51 谷本　亮信(87)  18.08 髙野　孝雄(87)  16.84 萩野　敏夫(87)  16.34 前田　昭(85)  15.37 浅野　文男(86)  15.18 大浦　敦(85)  13.98 樋口　元太郎(85)  13.50
ブラジル GR 香川 栃木 東京 鳥取 和歌山 北海道 滋賀
中川　幸吉(86)  25.39 髙野　孝雄(87)  23.60 平田　数秋(85)  23.56 谷本　亮信(87)  17.08 浅野　文男(86)  15.76 大浦　敦(85)  15.46 駒﨑　実(89)  14.10 新羅　武(87)  12.99
石川 栃木 愛媛 香川 和歌山 北海道 埼玉 広島

亀濱　敏夫(92)  19.90 (-2.0) 田崎　元一(90)  20.44 (-2.0) 福島　信春(93)  31.12 (-2.0)

沖縄 GR 山形 佐賀
200m 亀濱　敏夫(92)  42.72
-0.8 沖縄

宮内　義光(93)  4:33.72
鹿児島

廣瀬　弘(94)  1.38 (+0.3)
富山

福島　信春(93)  5.58 遠藤　隆(94)  5.29 大石　正(91)  5.19
佐賀 静岡 徳島
大石　正(91)  10.93
徳島
遠藤　隆(94)  13.83
静岡

10月29日 やり投

10月28日 円盤投

10月27日 ﾊﾝﾏｰ投

10月29日 三段跳

10月27日 砲丸投

10月27日 3000m

10月28日 走幅跳

10月27日 800m

10月29日 1500m

10月28日 100m

10月27日

10月29日 400m

10月29日 やり投

M90男子 10月29日 60m

10月28日 円盤投

10月27日 ﾊﾝﾏｰ投

10月27日 立五段跳

10月27日 砲丸投

10月28日 走幅跳

10月29日 三段跳

10月28日 走高跳

10月27日 棒高跳

10月28日 80mH

10月29日 200mH

10月29日 1500m

10月27日 3000m

10月29日 400m

10月27日 800m

10月28日 100m

10月27日 200m

M85男子 10月29日 60m
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日付 種目

国際・第38回全日本マスターズ選手権大会　男子決勝記録一覧 大会ｺｰﾄﾞ：17505000
～ Ｗorld・The 38th All Japan Masters Athletics Championships in Wakayama ～

期間：2017年（平成29年）10月27日（金）－29日（日）

会場：紀三井寺公園陸上競技場（301010）
　　　紀三井寺公園補助競技場（303080）

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

仲松　榮一(95)  1.72 (+0.2)
沖縄 GR
肥田　一郎(97)  3.10
宮崎
肥田　一郎(97)  6.22
宮崎
肥田　一郎(97)  5.72
宮崎

100m 冨久　正二(100)  32.62
-2.0 広島

渡邉　源太郎(100)  2.73
大阪
渡邉　源太郎(100)  5.58
大阪

総務： 山本　宜史

ﾄﾗｯｸ審判長： 中村　勝久　

ﾄﾗｯｸ審判長： 吉田　克久

ｽﾀｰﾄ審判長： 西口　政雄

跳躍審判長： 川村　栄司

投擲審判長： 井上　英典

招集所審判長： 片山　隆博

記録主任： 神谷　良久

時間 天候 気温℃ 湿度％ 風向 風速m/sec

12:00 晴 22.5 58 南東 1.2

12:00 雨 19.5 86 南南東 0.0

10月27日(金)

10月28日(土)

10月29日(日)

　　　　　 (公社）和歌山県体育協会・和歌山市・和歌山市教育委員会・和歌山市体育協会・テレビ朝日・朝日放送

　　　　　 和歌山放送・和歌山新報・ニュース和歌山

　　　　　 日刊スポーツ社・毎日新聞和歌山支局・読売新聞和歌山支局・NHK和歌山放送局・テレビ和歌山

　　       近畿マスターズ陸上競技連盟 他　　　

台風２２号接近に伴い大雨警報発令が発令のため中止（7：30）

主　　催：（公社）日本マスターズ陸上競技連合・朝日新聞社

後　　援：　厚生労働省・外務省・スポーツ庁・観光庁・（公財）日本陸上競技連盟・和歌山県・和歌山県教育員会

主　　管：（一財）和歌山陸上競技協会・NPO和歌山マスターズ陸上競技連盟

特別協賛： 富士火災海上保険（株）

気象状況

期日

協　　賛： アシクッスジャパン（株）・（株）島精機・（株）大黒

協　　力：（株）オークワ・紀陽銀行・赤穂化成（株）・（株）JTB西日本海外旅行西日本支店・アクロナイネン（株）

10月28日 円盤投

10月27日 ﾊﾝﾏｰ投

10月28日 走幅跳

10月27日 砲丸投

M95男子 10月28日 走高跳

10月28日

10月27日 砲丸投

10月28日 円盤投

M100男子 10月29日 60m

ＷＲ：世界新　NR：日本新　ＧＲ：大会新　＝ＧＲ：大会タイ



日付 種目

松林　玲佳(19)  12.78 (-0.9) 児玉　ありみ(20)  15.35 (-0.9)

高知 GR 愛知
小原　彩音(21)  1:08.13 齊藤　麻希(20)  1:13.83
愛知 愛知

100mH 児玉　ありみ(20)  18.79
-0.4 愛知 NR

愛知  55.38
松井　美樹(26)
小原　彩音(21)
児玉　ありみ(20)

齊藤　麻希(20)

三浦　真子(21)  4.96 (+0.4)
大分

国兼　慶(24)  11.67
北海道
伊藤　優希(22)  7.89
岐阜
武田　優美香(19)  31.04 木村　吾耶(20)  25.43
和歌山 群馬

柴田　友香(26)  13.18 (-0.9) 松井　美樹(26)  13.43 (-0.9) 木本　美佐子(28)  13.50 (-0.9) 堤　扶子(28)  14.16 (-0.9) 八尾野　未帆(27)  14.35 (-0.9)

大阪 愛知 神奈川 三重 大阪
200m 柴田　友香(26)  26.98
-2.7 大阪 GR

那須野　友美(28)  1:02.48 柴田　友香(26)  1:02.52
神奈川 大阪

小松　杏衣(26)  20:48.52
青森
小松　杏衣(26)  8:14.75
青森

大阪  52.85
藤田　千晶(43)
三宅　要(43)
八尾野　未帆(27)

柴田　友香(26)

前田　めぐみ(26)  1.47
大阪
堤　扶子(28)  3.51 (-1.0)
三重
助永　仁美(29)  11.86 蘓武　彩織(26)  10.27
和歌山 NR・GR 広島 GR
助永　仁美(29)  39.06 蘓武　彩織(26)  34.55
和歌山 GR 広島

6位 7位 8位

期間：2017年（平成29年）10月27日（金）－29日（日）

会場：紀三井寺公園陸上競技場（301010）
　　　紀三井寺公園補助競技場（303080）

国際・第38回全日本マスターズ選手権大会　女子決勝記録一覧 大会ｺｰﾄﾞ：17505000
～ Ｗorld・The 38th All Japan Masters Athletics Championships in Wakayama ～

1位 2位 3位 4位 5位

10月29日 やり投

10月28日 砲丸投

10月28日 円盤投

10月28日 走高跳

10月28日 走幅跳

10月29日 4x400mR

10月29日 3000mW

10月28日 4x100mR

10月28日 5000m

10月28日 2000mSC

10月27日

10月28日 400m

10月29日 1500m

W25女子 10月29日 60m

10月28日 100m

10月28日 円盤投

10月29日 やり投

10月27日 立五段跳

10月28日 砲丸投

10月28日 走幅跳

10月29日 三段跳

10月29日 4x400mR

10月29日 1500m

10月28日

10月28日 4x100mR

10月28日 100m

10月28日 400m

W24-女子 10月29日 60m



日付 種目 6位 7位 8位

期間：2017年（平成29年）10月27日（金）－29日（日）

会場：紀三井寺公園陸上競技場（301010）
　　　紀三井寺公園補助競技場（303080）

国際・第38回全日本マスターズ選手権大会　女子決勝記録一覧 大会ｺｰﾄﾞ：17505000
～ Ｗorld・The 38th All Japan Masters Athletics Championships in Wakayama ～

1位 2位 3位 4位 5位

田中　みのり(33)  12.89 (-1.8) 伴　佳恵(33)  13.04 (-1.8) 池田　美貴(31)  13.75 (-1.8) 髙谷　美代(31)  18.12 (-1.8)

愛知 神奈川 富山 鹿児島
近藤　理絵(34)  1:05.12
愛知

田中　みのり(33)  14.81 (-0.4) 武川　由加里(34)  16.90 (-0.4)

愛知 NR・GR 神奈川

神奈川  52.85
中尾　晴実(51)
伴　佳恵(33)
武川　由加里(34)
八本　理恵子(40)

柳井　さわ子(33)  4.73 (-0.2) 田中　みのり(33)  4.73 (-0.2) 武川　由加里(34)  4.50 (+0.3)
大分 愛知 神奈川

柳井　さわ子(33)  12.45
大分
日下部　美樹(34)  10.91
兵庫
古井　美由紀(33)  30.42 日下部　美樹(34)  30.19
高知 兵庫

熊谷　香織(37)  13.06 (-1.1) 杉本　真美(37)  13.54 (-1.1) 上野　由香利(36)  13.67 (-1.1) 山内　やよい(37)  13.91 (-1.1) 種子田　いずみ(39)  13.92 (-1.1) 水田　麻衣(37)  17.05 (-1.1) 逢坂　友美(37)  17.29 (-1.1)

長野 福井 新潟 神奈川 滋賀 兵庫 三重
上野　由香利(36)  27.94 (-2.7) 杉本　真美(37)  28.34 (-2.7) 児玉　樹理(39)  30.59 (-2.7)

新潟 福井 秋田
上野　由香利(36)  1:07.66
新潟
稲垣　水美(38)  2:31.92
奈良

堀木　真由(39)  17:51.71 鎌田　沙樹(37)  18:58.80 中嶋　環(37)  21:16.19
和歌山 大阪 京都
兵庫  57.56 滋賀  58.48
本間　明子(55) 夏原　かず子(62)

竹田　美香(41) 丸山　佳代(45)
八雲　初美(45) 大江　由子(50)
水田　麻衣(37) 種子田　いずみ(39)

品川　文(38)  1.29 佐藤　望(39)  1.20
静岡 京都
小塚　美弥(39)  5.01 (-0.2) 山内　やよい(37)  4.71 (+1.3) 川野　真里(35)  4.55 (-0.5) 上條　和歌子(38)  4.51 (-0.2) 堀井　愛(36)  4.40 (-0.1) 下元　知美(39)  4.31 (-0.2)
京都 神奈川 大分 茨城 和歌山 東京

馬場　貴子(35)  12.85 堀井　愛(36)  10.75 山内　やよい(37)  10.53
兵庫 和歌山 神奈川
中道　悦子(36)  8.63
東京
岡本　秀美(38)  31.07
静岡

10月29日 やり投

10月28日 砲丸投

10月28日 円盤投

10月29日 三段跳

10月27日 立五段跳

10月28日 走高跳

10月28日 走幅跳

10月28日 5000m

10月28日 4x100mR

10月27日 800m

10月29日 1500m

10月27日 200m

10月28日 400m

W35女子 10月29日 60m

10月28日 100m

10月28日 円盤投

10月29日 やり投

10月27日 立五段跳

10月28日 砲丸投

10月28日 走幅跳

10月29日 三段跳

10月28日 4x100mR

10月28日 2000mSC

10月29日 3000mW

10月28日 100mH

10月29日 400mH

10月28日 400m

10月27日 800m

W30女子 10月29日 60m

10月28日 100m



日付 種目 6位 7位 8位

期間：2017年（平成29年）10月27日（金）－29日（日）

会場：紀三井寺公園陸上競技場（301010）
　　　紀三井寺公園補助競技場（303080）

国際・第38回全日本マスターズ選手権大会　女子決勝記録一覧 大会ｺｰﾄﾞ：17505000
～ Ｗorld・The 38th All Japan Masters Athletics Championships in Wakayama ～

1位 2位 3位 4位 5位

三宅　要(43)  13.50 (-0.9) 進藤　温美(44)  13.51 (-0.9) 森本　博美(43)  13.58 (-0.9) 浅井　紀子(43)  13.72 (-0.9) 竹田　美香(41)  14.15 (-0.3) 水谷　敦子(42)  14.22 (-0.3) 石川　千里(42)  14.38 (-0.3) 藤田　千晶(43)  14.62 (-0.3)

大阪 兵庫 徳島 愛知 兵庫 岐阜 北海道 大阪
森本　博美(43)  27.47 (-0.6) 遠山　幸子(42)  31.67 (-0.6) 新谷　裕見(43)  32.74 (-0.6)

徳島 大阪 福井
八本　理恵子(40)  1:07.86 遠山　幸子(42)  1:12.78 宮下　智美(41)  1:19.28
神奈川 大阪 東京
遠山　幸子(42)  2:48.28 原田　紀世(42)  2:54.57
大阪 静岡

山﨑　知香(43)  18:30.94 松本　寿美(42)  19:50.27
和歌山 大阪
小川　香織(42)  12.88 (-2.5) 田村　泉美(44)  13.82 (-2.5) 大倉　悠子(40)  14.64 (-2.5) 山本　百合香(43)  15.57 (-2.5) 糸山　貴美子(41)  15.89 (-2.5)

愛知 神奈川 岐阜 千葉 福岡

奈良  1:00.09
川又　裕美子(43)

村上　由香(49)
中井　香奈子(49)

山田　嘉子(61)

福本　幸(40)  1.70 豊廣　里子(44)  1.44 Wong　Wing･Yan･Villian(44)  1.29
兵庫 GR 愛知 香港

高橋　祐子(43)  1.44
京都

祐谷　瑞穂(42)  5.10 (+0.6) 矢吹　絵里子(41)  4.89 (+1.2) 浅井　紀子(43)  4.76 (+0.2) 藤井　美智子(43)  4.12 (-0.1) 川又　裕美子(43)  3.75 (0.0)
兵庫 岡山 愛知 岐阜 奈良

祐谷　瑞穂(42)  11.90
兵庫 NR
中村　理恵(44)  10.23 杉浦　真由美(42)  8.89 徳嶺　亜矢乃(40)  8.83
福岡 愛知 沖縄
中村　理恵(44)  32.36 阪上　紀子(44)  29.37 徳嶺　亜矢乃(40)  22.92 杉浦　真由美(42)  22.54
福岡 京都 沖縄 愛知
徳嶺　亜矢乃(40)  32.70
沖縄 GR

10月27日 ﾊﾝﾏｰ投

10月29日 やり投

10月28日 砲丸投

10月28日 円盤投

10月29日 三段跳

10月27日 立五段跳

10月28日 走高跳

10月28日 走幅跳

10月29日 4x400mR

10月28日 4x100mR
GR

10月28日 80mH

10月29日 400mH

10月29日 1500m

10月28日 5000m

10月28日 400m

10月27日 800m

10月28日 100m

10月27日 200m

W40女子 10月29日 60m



日付 種目 6位 7位 8位

期間：2017年（平成29年）10月27日（金）－29日（日）

会場：紀三井寺公園陸上競技場（301010）
　　　紀三井寺公園補助競技場（303080）

国際・第38回全日本マスターズ選手権大会　女子決勝記録一覧 大会ｺｰﾄﾞ：17505000
～ Ｗorld・The 38th All Japan Masters Athletics Championships in Wakayama ～

1位 2位 3位 4位 5位

坂本　美智世(45)  13.31 (+0.8) 儀間　由紀美(45)  13.37 (+0.8) 八雲　初美(45)  13.78 (+0.8) 松本　由佳(46)  13.98 (+0.8) 田中　麻理(46)  14.21 (-0.9) 中島　慶子(47)  15.07 (-0.9) 村上　由香(49)  15.29 (-1.1) 則清　園恵(48)  15.38 (-0.9)

福井 沖縄 兵庫 奈良 東京 京都 奈良 広島
儀間　由紀美(45)  28.06 (-0.6) 田中　麻理(46)  28.90 (-0.6) 芦原　広美(48)  29.26 (-0.6) 박　찬옥(48)  31.33 (-0.6) 北　知子(48)  31.85 (-0.6) 武田　瑞子(45)  37.30 (-0.6)

沖縄 東京 広島 韓国 福岡 宮崎
久下　直子(47)  1:09.63 田中　美香(47)  1:14.82 洌崎　有紀代(48)  1:16.50 柴田　佳代(49)  1:52.85
千葉 兵庫 京都 三重
伊神　佐登美(48)  2:33.84 久下　直子(47)  2:43.51 佐藤　奈緒美(47)  2:51.78 堀田　美穂(49)  2:54.02
滋賀 千葉 和歌山 三重

佐藤　奈緒美(47)  19:58.04 松本　陽子(49)  21:10.25
和歌山 三重
芦原　広美(48)  15.50 (-0.7) 丸山　佳代(45)  15.87 (-0.7) Wong　Sau･Ching･Candy(48)  15.95 (-0.7)

広島 滋賀 香港

香港  57.31 三重  1:03.49 埼玉  1:04.10
Wong　Sau･Ching･Candy(48) 福井　純子(46) 奥村　元子(58)
LUNG　WAI･LAN(52) 廣島　琢美(52) 堀　聡子(54)
Hung　Ka･Yee･Margaret(54) 山口　育子(53) 石野　令子(67)
Tse･Cecilia　Wah･Sau(58) 川合　頼子(59) 内藤　知華(49)

釜　純子(46)  1.50 中村　千絵(45)  1.47 南　恵奈(45)  1.32
愛知 =GR 栃木 兵庫
中村　千絵(45)  4.76 (+1.0) 内藤　知華(49)  4.35 (-0.2) 堀　琴乃(49)  4.35 (+0.6) 丸山　佳代(45)  4.21 (-0.4) 山下　美木(48)  4.02 (-0.3) 大道　志保(48)  3.84 (-0.2) 박　찬옥(48)  3.72 (0.0)
栃木 埼玉 奈良 滋賀 鳥取 岩手 韓国

中村　千絵(45)  11.53 内藤　知華(49)  11.40 釜　純子(46)  10.99 山下　美木(48)  9.84
栃木 埼玉 愛知 鳥取
喜多嶋　良子(48)  10.03 佐藤　昭子(49)  7.59 石井　順子(45)  6.26 신　명선(49)  6.21 柴田　佳代(49)  5.05
三重 愛知 東京 韓国 三重
喜多嶋　良子(48)  31.70 佐藤　昭子(49)  23.74 永田　みわ(47)  19.31 石井　順子(45)  16.94
三重 愛知 福岡 東京
石井　順子(45)  24.06
東京

10月27日 ﾊﾝﾏｰ投

10月29日 やり投

10月28日 砲丸投

10月28日 円盤投

10月29日 三段跳

10月27日 立五段跳

10月28日 走高跳

10月28日 走幅跳

10月29日 4x400mR

10月28日 4x100mR
GR

10月29日 400mH

10月29日 3000mW

10月28日 5000m

10月28日 80mH

10月27日 800m

10月29日 1500m

10月27日 200m

10月28日 400m

W45女子 10月29日 60m

10月28日 100m



日付 種目 6位 7位 8位

期間：2017年（平成29年）10月27日（金）－29日（日）

会場：紀三井寺公園陸上競技場（301010）
　　　紀三井寺公園補助競技場（303080）

国際・第38回全日本マスターズ選手権大会　女子決勝記録一覧 大会ｺｰﾄﾞ：17505000
～ Ｗorld・The 38th All Japan Masters Athletics Championships in Wakayama ～

1位 2位 3位 4位 5位

宮田　直美(53)  13.65 (-0.9) 宮本　百合(50)  13.86 (-0.8) 金子　葉子(53)  14.18 (-0.9) 福丸　裕子(52)  14.63 (-0.9) 八代　香津子(54)  14.77 (-1.4) 姉帯　明子(50)  14.80 (-0.8) LUNG　WAI･LAN(52)  14.88 (-0.9) 八幡　晶子(50)  14.92 (-0.8)

茨城 愛知 愛知 東京 愛知 岩手 香港 新潟
宮本　百合(50)  27.70 (-1.2) 金子　葉子(53)  28.59 (-1.2) 鈴木　美貴(54)  30.75 (-1.2) 児玉　真里子(54)  31.05 (-1.2) 三根　綾子(52)  32.20 (-1.2)

愛知 GR 愛知 静岡 広島 長崎
児玉　真里子(54)  1:10.95 今泉　愛子(52)  1:12.77 姉帯　明子(50)  1:13.99 渡辺　幸江(52)  1:14.05 三尾　朋子(52)  1:14.15 八幡　晶子(50)  1:16.68 佐藤　くみ子(54)  1:17.55 高橋　典子(52)  1:23.74
広島 兵庫 岩手 愛知 三重 新潟 三重 東京
今泉　愛子(52)  2:45.73 渡辺　幸江(52)  2:50.76 三尾　朋子(52)  2:57.09 畠山　由恵(54)  3:01.35 高橋　典子(52)  3:07.97
兵庫 愛知 三重 東京 東京

小出　裕子(54)  11:35.97 藤本　妙(52)  12:12.24 石田　紀子(54)  12:30.74 田端　明子(52)  15:04.87
和歌山 山口 大阪 千葉
中尾　晴実(51)  13.44 (+0.1) 谷嵜　好美(52)  14.63 (+0.1) 大江　由子(50)  15.26 (+0.1)

神奈川 GR 愛知 滋賀

愛知  54.62 和歌山  1:05.89
谷嵜　好美(52) 加藤　恵子(65)
宮本　百合(50) 小倉　真由美(51)
八代　香津子(54) 小出　裕子(54)
金子　葉子(53) 城　聖子(52)

大江　由子(50)  1.23 横山　恭子(54)  1.20 山口　育子(53)  1.14 宿田　恵子(50)  1.08
滋賀 福井 三重 北海道
松村　玲子(52)  4.48 (-0.2) 西澤　香(50)  4.31 (+1.6) 谷嵜　好美(52)  4.12 (+0.4) 醍醐　敦子(53)  3.96 (+0.1) 堀　聡子(54)  3.79 (+0.2) 宿田　恵子(50)  2.94 (+1.1)
神奈川 長野 愛知 神奈川 埼玉 北海道

宮田　直美(53)  11.11 横山　恭子(54)  10.52 三尾　朋子(52)  10.32 醍醐　敦子(53)  10.31
茨城 福井 三重 神奈川
下田　まゆみ(54)  10.17 平塚　恵美(51)  8.48 築山　弘実(50)  8.41 荒川　仁佳子(53)  7.89 横坂　千恵子(52)  7.26 片山　裕美子(54)  7.01 鈴木　裕子(52)  6.93 宿田　恵子(50)  6.82
群馬 福岡 茨城 京都 群馬 京都 静岡 北海道
影山　富子(52)  31.17 平塚　恵美(51)  19.43 森脇　りさ子(52)  17.60 武田　眞由美(53)  17.09 常木　久美子(54)  15.25 杉田　とき美(53)  14.87 中野　久美(53)  13.20
静岡 福岡 三重 和歌山 群馬 愛知 北海道
大畑　由加子(50)  28.91 築山　弘実(50)  28.82 荒川　仁佳子(53)  27.16 森脇　りさ子(52)  15.18
石川 茨城 京都 三重

10月29日 やり投

10月28日 円盤投

10月27日 ﾊﾝﾏｰ投

10月27日 立五段跳

10月27日 砲丸投

10月28日 走幅跳

10月29日 三段跳

10月28日 走高跳

10月29日 4x400mR

NR・GR

10月29日 3000mW

10月28日 4x100mR

10月29日 300mH

10月28日 2000mSC

10月27日 3000m

10月28日 80mH

10月27日 800m

10月29日 1500m

10月27日 200m

10月28日 400m

W50女子 10月29日 60m

10月28日 100m



日付 種目 6位 7位 8位

期間：2017年（平成29年）10月27日（金）－29日（日）

会場：紀三井寺公園陸上競技場（301010）
　　　紀三井寺公園補助競技場（303080）

国際・第38回全日本マスターズ選手権大会　女子決勝記録一覧 大会ｺｰﾄﾞ：17505000
～ Ｗorld・The 38th All Japan Masters Athletics Championships in Wakayama ～

1位 2位 3位 4位 5位

JOY　UPSHAW(56)  13.77 (-0.5) 高橋　葉子(58)  14.98 (-0.2) Tse･Cecilia　Wah･Sau(58)  15.16 (-0.2) 石川　順子(56)  15.66 (-0.2) 佐藤　妙子(57)  15.68 (-0.2) 藤原　恵美子(55)  15.74 (-0.5) 杉崎　百合子(56)  15.97 (-0.5) 河原　喜代美(56)  16.05 (-0.5)

アメリカ GR 神奈川 香港 愛知 秋田 神奈川 神奈川 石川
山崎　真千子(57)  29.75 (-1.5) 碓井　由紀子(56)  30.26 (-1.5) 安東　由香利(55)  30.84 (-1.5) 高橋　葉子(58)  31.12 (-1.5) 石川　順子(56)  33.61 (-1.5) 百相　明美(56)  35.28 (-1.5)

神奈川 愛知 岡山 神奈川 愛知 香川
碓井　由紀子(56)  1:08.76 高橋　紀子(57)  1:20.43 益田　はるみ(55)  1:29.59 山田　美由紀(59)  1:32.61
愛知 GR 岩手 神奈川 兵庫
中山　淳子(59)  2:44.06 深尾　真美(56)  2:48.21 益田　はるみ(55)  2:54.59 奥村　留美子(57)  3:50.33
愛知 大阪 神奈川 滋賀

姉川　和子(56)  11:22.53 中山　淳子(59)  11:34.39 林　明子(55)  15:20.60
兵庫 愛知 滋賀
JOY　UPSHAW(56)  13.22 (+0.1) 山崎　真千子(57)  13.95 (+0.1) 安東　由香利(55)  14.11 (+0.1) 川合　頼子(59)  17.34 (+0.1)

アメリカ GR 神奈川 NR-GR 岡山 三重

末吉　真規子(55)  8:17.04 高橋　紀子(57)  9:46.40
石川 NR 岩手

神奈川  58.31
杉崎　百合子(56)
山崎　真千子(57)
藤原　恵美子(55)

高橋　葉子(58)

本間　明子(55)  1.23 伊藤　邦子(58)  1.11 山田　美由紀(59)  0.99
兵庫 秋田 兵庫

庄子　孝枝(57)  1.11
宮城

JOY　UPSHAW(56)  4.31 (+0.2) 本間　明子(55)  4.10 (0.0) 清見　久美子(56)  3.81 (+0.5) 정　복희(59)  3.61 (+0.5) 内藤　京子(56)  3.36 (+0.4) 庄子　孝枝(57)  3.27 (+0.6) 山田　美由紀(59)  2.42 (+0.6)
アメリカ 兵庫 広島 韓国 神奈川 宮城 兵庫

本間　明子(55)  10.64 奥村　元子(58)  8.53
兵庫 NR 埼玉
内田　智恵子(59)  9.94 髙橋　節子(57)  8.43 前原　秀子(59)  8.12 山田　美智(55)  8.07 宮崎　貴子(55)  7.45 松野　美由貴(58)  6.24 吉岡　美子(58)  5.16
長崎 千葉 岡山 愛知 香川 兵庫 兵庫
川浦　日出美(57)  26.77 田附　智栄(55)  25.75 内田　智恵子(59)  22.62 髙橋　節子(57)  22.35 前原　秀子(59)  21.10 奥村　元子(58)  17.58 松野　美由貴(58)  13.36 吉岡　美子(58)  10.89
三重 福井 長崎 千葉 岡山 埼玉 兵庫 兵庫
髙橋　節子(57)  28.69 山田　美智(55)  27.81 田附　智栄(55)  24.89 宮崎　貴子(55)  23.71 松野　美由貴(58)  23.59 奥村　元子(58)  23.15 吉岡　美子(58)  18.90
千葉 愛知 福井 香川 兵庫 埼玉 兵庫

10月27日 ﾊﾝﾏｰ投

10月29日 やり投

10月27日 砲丸投

10月28日 円盤投

10月29日 三段跳

10月27日 立五段跳

10月28日 走高跳

10月28日 走幅跳

10月29日 4x400mR

10月28日 4x100mR
GR
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10月29日 3000mW

10月28日 80mH

10月29日 300mH

10月29日 1500m

10月27日 3000m

10月28日 400m

10月27日 800m

10月28日 100m

10月27日 200m

W55女子 10月29日 60m



日付 種目 6位 7位 8位

期間：2017年（平成29年）10月27日（金）－29日（日）

会場：紀三井寺公園陸上競技場（301010）
　　　紀三井寺公園補助競技場（303080）

国際・第38回全日本マスターズ選手権大会　女子決勝記録一覧 大会ｺｰﾄﾞ：17505000
～ Ｗorld・The 38th All Japan Masters Athletics Championships in Wakayama ～

1位 2位 3位 4位 5位

有川　朝子(63)  15.13 (+1.0) 宮﨑　明子(60)  15.66 (+1.0) 夏原　かず子(62)  16.08 (+1.0) 山田　嘉子(61)  16.14 (+1.0) 臼田　香津子(61)  17.33 (+1.0) 余田　眞佐江(62)  17.74 (+1.0)

京都 長崎 滋賀 奈良 群馬 大阪
有川　朝子(63)  31.84 (-2.2) 宮﨑　明子(60)  32.81 (-2.2) 夏原　かず子(62)  33.71 (-2.2) 長尾　典子(61)  33.96 (-2.2) 伊東　京子(61)  34.61 (-2.2) 渡邉　登美子(62)  39.32 (-2.2)

京都 長崎 滋賀 愛知 静岡 東京
有川　朝子(63)  1:12.21 長尾　典子(61)  1:16.59 谷口　圭子(62)  1:26.76
京都 愛知 滋賀
石崎　千恵子(60)  3:16.91
北海道

太田　君子(62)  13:01.42 石崎　千恵子(60)  14:21.06
滋賀 北海道
須田　郁子(60)  14.48 (-0.2) 尾﨑　悦子(61)  15.97 (-0.2) 夏原　かず子(62)  18.35 (-0.2) 遠藤　明美(60)  19.67 (-0.2) 渡邉　登美子(62)  20.74 (-0.2)

山口 GR 広島 滋賀 大阪 東京

中山　貴代子(64)  1.23 臼田　香津子(61)  1.11 玉田　ゆみ子(64)  0.99
岩手 群馬 宮崎
玉田　ゆみ子(64)  1.50
宮崎
中山　貴代子(64)  3.49 (-0.1) 尾﨑　悦子(61)  3.47 (-0.1) 向井　京子(61)  3.17 (-0.1) 遠藤　明美(60)  3.07 (+0.5) 田中　やす子(64)  2.91 (+0.4)
岩手 広島 愛媛 大阪 愛媛

尾﨑　悦子(61)  10.01 江口　満喜子(61)  8.99 田中　やす子(64)  8.92
広島 NR 新潟 愛媛
松岡　奏子(64)  9.34 大倉　美邦(60)  8.59 貴志　栄子(60)  8.22 青木　早苗(61)  7.98 宮崎　幸子(62)  6.90 甲木　美由紀(61)  6.28
兵庫 和歌山 和歌山 群馬 愛知 福岡
中山　貴代子(64)  22.81 村上　美乃(62)  22.30 貴志　栄子(60)  21.57 松岡　奏子(64)  21.33 青木　早苗(61)  19.99 前田　賀屋子(61)  19.64 甲木　美由紀(61)  13.77 田渕　愛子(62)  13.59
岩手 静岡 和歌山 兵庫 群馬 滋賀 福岡 鳥取
松岡　奏子(64)  26.64 貴志　栄子(60)  26.55 前田　賀屋子(61)  23.93 青木　早苗(61)  20.21
兵庫 和歌山 滋賀 群馬

10月29日 やり投

10月28日 円盤投
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10月27日 立五段跳

10月27日 砲丸投
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日付 種目 6位 7位 8位

期間：2017年（平成29年）10月27日（金）－29日（日）

会場：紀三井寺公園陸上競技場（301010）
　　　紀三井寺公園補助競技場（303080）

国際・第38回全日本マスターズ選手権大会　女子決勝記録一覧 大会ｺｰﾄﾞ：17505000
～ Ｗorld・The 38th All Japan Masters Athletics Championships in Wakayama ～

1位 2位 3位 4位 5位

中村　和代(65)  15.36 (+1.4) 加藤　恵子(65)  15.53 (+1.4) 松尾　真弓(65)  15.76 (+1.4) 赤峰　フミコ(67)  16.14 (+1.0) 長﨑　ひな子(65)  16.23 (+1.4) 中村　ひろ子(69)  16.66 (+1.0) 飯澤　陽子(65)  16.70 (+1.4) 貝守　久美子(69)  16.77 (+1.0)

岩手 和歌山 神奈川 大阪 広島 神奈川 三重 北海道
中村　和代(65)  32.96 (-0.7) 長﨑　ひな子(65)  34.63 (-0.7) 森　弥生(65)  35.51 (-0.7) 貝守　久美子(69)  35.72 (-0.7) 土井　照子(67)  36.30 (-0.7) 亀岡　妃美子(65)  36.32 (-0.7) 山﨑　美恵子(69)  38.06 (-0.7)

岩手 広島 徳島 北海道 千葉 愛媛 熊本
森　弥生(65)  1:23.26 飯澤　陽子(65)  1:26.08 山﨑　美恵子(69)  1:28.15 樋渡　久子(69)  1:31.98
徳島 三重 熊本 北海道
天野　はるみ(68)  3:20.92 今　貴枝(69)  3:21.97 横山　美代江(67)  3:29.42
三重 東京 岐阜

堀　敏子(68)  13:26.42 天野　はるみ(68)  13:45.99 今　貴枝(69)  13:59.93
福井 三重 東京
髙橋　理恵子(66)  16.93 (-0.8) 藤川　千加子(69)  18.97 (-0.8)

北海道 福岡

今　貴枝(69)  10:45.35
東京

広田　富美子(67)  1.11 貝守　久美子(69)  1.05
千葉 北海道
山本　益美(68)  2.00 関　めり子(69)  1.60
奈良 和歌山
加藤　恵子(65)  3.76 (+0.5) 大日向　暁子(67)  3.75 (+0.2) 広田　富美子(67)  3.03 (-0.2)
和歌山 長野 千葉

大日向　暁子(67)  11.64 樋渡　久子(69)  8.75
長野 NR 北海道 NR
植野　英子(66)  8.57 小保　富美子(65)  7.50 小瀧　由見子(67)  7.25 林　恵子(68)  7.20 河田　たま代(65)  6.95 KOBORI　SHIMIZU･NOBUMI(68)  6.13 平井　恵子(66)  5.70
広島 福井 栃木 岐阜 広島 ブラジル 熊本
植野　英子(66)  21.49 小保　富美子(65)  18.67 KOBORI　SHIMIZU･NOBUMI(68)  16.32 太田　時子(67)  16.15 小瀧　由見子(67)  16.12 関　めり子(69)  16.03 河田　たま代(65)  14.55
広島 福井 ブラジル 鳥取 栃木 和歌山 広島
本橋　紀子(69)  21.07 KOBORI　SHIMIZU･NOBUMI(68)  19.36
茨城 ブラジル

10月29日 やり投
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10月27日 立五段跳
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日付 種目 6位 7位 8位

期間：2017年（平成29年）10月27日（金）－29日（日）

会場：紀三井寺公園陸上競技場（301010）
　　　紀三井寺公園補助競技場（303080）

国際・第38回全日本マスターズ選手権大会　女子決勝記録一覧 大会ｺｰﾄﾞ：17505000
～ Ｗorld・The 38th All Japan Masters Athletics Championships in Wakayama ～

1位 2位 3位 4位 5位

渡川　孝子(74)  16.39 (+1.6) 渥美　裕子(74)  16.52 (+1.6) 渡辺　由紀子(70)  17.81 (+1.6) 渡辺　ヨシ子(74)  18.53 (+1.6) 石渡　恒子(71)  19.38 (+1.6) 枝松　淑子(74)  22.17 (+1.6)

徳島 滋賀 栃木 岩手 千葉 大阪
200m 石渡　恒子(71)  41.10
0.6 千葉

松田　瑞江(71)  1:35.14 Ryoko　Shirahata(74)  2:04.10
東京 ブラジル
山崎　滋子(72)  3:17.89 松田　瑞江(71)  3:22.44 山本　恭子(70)  3:30.45 籾井　百合子(72)  4:36.37 Ryoko　Shirahata(74)  4:36.98
三重 東京 広島 佐賀 ブラジル

山本　恭子(70)  14:49.53
広島
宮本　洋子(73)  20.63 (-0.8)

東京

Ryoko　Shirahata(74)  0.84
ブラジル
渡辺　由紀子(70)  3.07 (+0.1)
栃木

市川　節子(73)  7.23 鈴木　昌子(71)  6.44
長野 静岡
加藤　敦子(72)  20.88 市川　節子(73)  17.08 藤原　菅子(73)  15.15 畠中　信子(74)  13.28 佐藤　陽子(71)  11.69 KIYOKO　KOHIGASHI(74)  8.31
愛知 長野 岩手 和歌山 新潟 ブラジル
加藤　敦子(72)  24.83
愛知

中村　紀子(78)  17.35 (+1.2) 畑谷　慶子(76)  17.51 (+1.2) 秋田　ソノ子(78)  18.52 (+1.2) 清野　数子(75)  19.02 (+1.2) 宮前　美代子(79)  20.61 (+1.2) 鶴見　文子(78)  21.27 (+1.2)

神奈川 広島 奈良 千葉 滋賀 長野
中村　紀子(78)  37.04 (+0.6) 本間　百合子(75)  38.93 (+0.6) 清野　数子(75)  42.20 (+0.6) 宮前　美代子(79)  48.39 (+0.6) 遠藤　冨美代(78)  54.37 (+0.6)

神奈川 奈良 千葉 滋賀 埼玉
本間　百合子(75)  1:41.35 戸部　啓子(78)  2:01.93
奈良 北海道
戸部　啓子(78)  4:21.42
北海道
戸部　啓子(78)  18:13.88
北海道

藤岡　裕子(77)  0.96
神奈川
苅部　裕子(79)  2.43 (-0.3) 藤岡　裕子(77)  2.42 (+0.5) 鶴見　文子(78)  2.36 (-0.2)
兵庫 神奈川 長野
秋田　ソノ子(78)  8.11 中村　紀子(78)  8.02
奈良 神奈川
嘉成　倶子(76)  9.67 玄蕃　昌子(78)  9.10 井関　敏子(77)  6.85 本間　百合子(75)  6.16 江田　允子(75)  5.85 平塚　悦子(79)  5.25
福島 神奈川 徳島 奈良 栃木 福岡
嘉成　倶子(76)  25.89 玄蕃　昌子(78)  23.34 阿部　安(76)  18.42 木嶋　ミツ子(77)  13.27 江田　允子(75)  11.40 遠藤　冨美代(78)  9.35 平塚　悦子(79)  8.74
福島 GR 神奈川 秋田 秋田 栃木 埼玉 福岡
嘉成　倶子(76)  24.81 苅部　裕子(79)  23.57 木嶋　ミツ子(77)  17.93
福島 兵庫 秋田

10月29日 やり投

10月28日 円盤投

10月27日 ﾊﾝﾏｰ投

10月27日 立五段跳

10月27日 砲丸投

10月28日 走高跳

10月28日 走幅跳

10月27日 3000m

10月29日 3000mW

10月28日 400m

10月27日 800m

10月28日 100m

10月27日 200m

10月29日 やり投

W75女子 10月29日 60m

10月28日 円盤投

10月27日 ﾊﾝﾏｰ投

10月27日 立五段跳

10月27日 砲丸投

10月28日 走高跳

10月28日 走幅跳

10月29日 200mH

10月29日 3000mW

10月27日 3000m

10月28日 80mH

10月27日 800m

10月29日 1500m

10月28日 100m

10月27日

10月28日 400m

W70女子 10月29日 60m



日付 種目 6位 7位 8位

期間：2017年（平成29年）10月27日（金）－29日（日）

会場：紀三井寺公園陸上競技場（301010）
　　　紀三井寺公園補助競技場（303080）

国際・第38回全日本マスターズ選手権大会　女子決勝記録一覧 大会ｺｰﾄﾞ：17505000
～ Ｗorld・The 38th All Japan Masters Athletics Championships in Wakayama ～

1位 2位 3位 4位 5位

加藤　敏子(82)  19.75 (+1.3) 馬渕　弘子(81)  21.75 (+1.3) 福田　外枝(80)  24.05 (+1.3) 岡野　なつみ(83)  25.14 (+1.3)

岩手 大阪 石川 神奈川
200m 岡野　なつみ(83)  52.72
0.6 神奈川

鈴木　郁子(80)  1:49.07 岡野　なつみ(83)  2:24.71
北海道 GR 神奈川
鈴木　郁子(80)  4:13.06 梅津　惠子(81)  4:55.56
北海道 山形

中野　陽子(81)  14:27.49
東京 WR・NR・GR

馬渕　弘子(81)  0.99
大阪 =GR
安東　八重子(84)  1.72 (+0.8) 松原　千代(83)  1.49 (-0.9)
和歌山 滋賀

児玉　澄子(82)  7.60 松原　千代(83)  6.01 神谷　繁子(82)  6.00 安東　八重子(84)  5.80 石田　悦子(84)  4.99 御供　妙子(83)  4.62 松本　章子(80)  4.54 吾郷　久枝(83)  4.09
北海道 滋賀 香川 和歌山 栃木 山形 和歌山 島根
神谷　繁子(82)  16.69 山腰　千賀子(80)  13.26 鈴木　輝子(80)  13.09 石田　悦子(84)  9.00 御供　妙子(83)  7.95
香川 NR・-GR 石川 神奈川 栃木 山形

児玉　澄子(82)  13.26
北海道

児玉　澄子(82)  21.07 福田　外枝(80)  15.79 山腰　千賀子(80)  12.23 御供　妙子(83)  11.72 神谷　繁子(82)  6.67
北海道 GR 石川 石川 山形 香川

辻　ミツヱ(89)  1.62 (-0.5)
奈良
辻　ミツヱ(89)  4.19 小西　津弥子(89)  3.63 石川　陽子(85)  1.49
奈良 大阪 岩手

総務： 山本　宜史

ﾄﾗｯｸ審判長： 中村　勝久　

ﾄﾗｯｸ審判長： 吉田　克久

ｽﾀｰﾄ審判長： 西口　政雄

跳躍審判長： 川村　栄司

投擲審判長： 井上　英典

招集所審判長： 片山　隆博

記録主任： 神谷　良久

時間 天候 気温℃ 湿度％ 風向 風速m/sec

12:00 晴 22.5 58 南東 1.2

12:00 雨 19.5 86 南南東 0.0

主　　催：（公社）日本マスターズ陸上競技連合・朝日新聞社

後　　援：　厚生労働省・外務省・スポーツ庁・観光庁・（公財）日本陸上競技連盟・和歌山県・和歌山県教育員会

　　　　　 (公社）和歌山県体育協会・和歌山市・和歌山市教育委員会・和歌山市体育協会・テレビ朝日・朝日放送

　　　　　 日刊スポーツ社・毎日新聞和歌山支局・読売新聞和歌山支局・NHK和歌山放送局・テレビ和歌山

10月28日 円盤投

10月28日 走幅跳

10月27日 砲丸投

10月29日 やり投

W85女子 10月29日 60m

10月28日 円盤投

10月27日 ﾊﾝﾏｰ投

10月29日 三段跳

10月27日 砲丸投

10月28日 走高跳

10/28 走幅跳

10月27日 3000m

10月29日 3000mW

10月27日 800m

10月29日 1500m

10月28日 100m

10月27日

10月28日 400m

W80女子 10月29日 60m

　　　　　 和歌山放送・和歌山新報・ニュース和歌山

主　　管：（一財）和歌山陸上競技協会・NPO和歌山マスターズ陸上競技連盟

特別協賛： 富士火災海上保険（株）

協　　賛： アシクッスジャパン（株）・（株）島精機・（株）大黒

協　　力：（株）オークワ・紀陽銀行・赤穂化成（株）・（株）JTB西日本海外旅行西日本支店・アクロナイネン（株）

　　       近畿マスターズ陸上競技連盟 他　　　

気象状況

期日

10月27日(金)

10月28日(土)

10月29日(日) 台風２２号接近に伴い大雨警報発令が発令のため中止（7：30）


