
男子M35 ６０ｍ タイムレース(2) 10月28日 16:10

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  6.87    譜久里　武  (沖縄)   2009
大会記録(GR)           

タイムレース 全2組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.3

  1   9  765
小野　宏貴  (36)

ｵﾉ ﾋﾛﾀｶ
岐　阜        ・岐　阜    7.38

  2   7  728
喜多川　貴行  (39)

ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ
東　京        ・東　京    7.73

  3   3  745
福永　和貴  (38)

ﾌｸﾅｶﾞ ｶｽﾞｷ
福　岡        ・福　岡    7.89

  4   2  724
柴田　耕佑  (39)

ｼﾊﾞﾀ ｺｳｽｹ
愛　媛        ・愛　媛    8.31

  5   4  751
西尾　亮介  (37)

ﾆｼｵ ﾘｮｳｽｹ
奈　良        ・奈　良    8.42

  6   5  779
高橋　利侑  (35)

ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾕｷ
三　重        ・三　重    9.86

  7   6  734
丸田　純也  (39)

ﾏﾙﾀ ｼﾞｭﾝﾔ
京　都        ・京　都   10.05

  8  771
間島　慶介  (36)

ﾏｼﾞﾏ ｹｲｽｹ
奈　良        ・奈　良 DNS

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-3.8

  1   5  766
松成　樹人  (36)

ﾏﾂﾅﾘ ｼﾞｭｼﾞﾝ
大　阪        ・大　阪    7.55

  2   2  732
徳本　和訓  (39)

ﾄｸﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ
鳥　取        ・鳥　取    7.64

  3   9  785
関口　孝  (35)
ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶｼ

愛　知        ・愛　知    7.65

  4   7  757
池和田　克彦  (36)

ｲｹﾜﾀﾞ ｶﾂﾋｺ
東　京        ・東　京    8.10

  5   3  772
関　真人  (36)
ｾｷ ﾏｻﾄ

神奈川        ・神奈川    8.59

  6   4  723
吉岡　清彦  (39)

ﾖｼｵｶ ｷﾖﾋｺ
奈　良        ・奈　良    8.76

  7   8  726
北岡　尚樹  (39)

ｷﾀｵｶ ﾅｵｷ
大　阪        ・大　阪    8.79

  8   6  727
井戸　慎一  (39)

ｲﾄﾞ ｼﾝｲﾁ
奈　良        ・奈　良    9.59

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   9  765
小野　宏貴  (36)

ｵﾉ ﾋﾛﾀｶ
岐　阜        ・岐　阜    7.38/-2.3

  2   5  766
松成　樹人  (36)

ﾏﾂﾅﾘ ｼﾞｭｼﾞﾝ
大　阪        ・大　阪    7.55/-3.8

  3   2  732
徳本　和訓  (39)

ﾄｸﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ
鳥　取        ・鳥　取    7.64/-3.8

  4   9  785
関口　孝  (35)
ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶｼ

愛　知        ・愛　知    7.65/-3.8

  5   7  728
喜多川　貴行  (39)

ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ
東　京        ・東　京    7.73/-2.3

  6   3  745
福永　和貴  (38)

ﾌｸﾅｶﾞ ｶｽﾞｷ
福　岡        ・福　岡    7.89/-2.3

  7   7  757
池和田　克彦  (36)

ｲｹﾜﾀﾞ ｶﾂﾋｺ
東　京        ・東　京    8.10/-3.8

  8   2  724
柴田　耕佑  (39)

ｼﾊﾞﾀ ｺｳｽｹ
愛　媛        ・愛　媛    8.31/-2.3

  9   4  751
西尾　亮介  (37)

ﾆｼｵ ﾘｮｳｽｹ
奈　良        ・奈　良    8.42/-2.3

 10   3  772
関　真人  (36)
ｾｷ ﾏｻﾄ

神奈川        ・神奈川    8.59/-3.8

 11   4  723
吉岡　清彦  (39)

ﾖｼｵｶ ｷﾖﾋｺ
奈　良        ・奈　良    8.76/-3.8

 12   8  726
北岡　尚樹  (39)

ｷﾀｵｶ ﾅｵｷ
大　阪        ・大　阪    8.79/-3.8

 13   6  727
井戸　慎一  (39)

ｲﾄﾞ ｼﾝｲﾁ
奈　良        ・奈　良    9.59/-3.8

 14   5  779
高橋　利侑  (35)

ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾕｷ
三　重        ・三　重    9.86/-2.3

 15   6  734
丸田　純也  (39)

ﾏﾙﾀ ｼﾞｭﾝﾔ
京　都        ・京　都   10.05/-2.3

凡例（DNS:欠    場）



男子M40 ６０ｍ タイムレース(3) 10月28日 16:10

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  7.05    岡野　篤  (兵庫)   2017
大会記録(GR)           

タイムレース 全3組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-3.7

  1   9  644
水口　政人  (44)

ﾐﾅｸﾁ ﾏｻﾄ
神奈川        ・神奈川    7.48

  2   8  676
安田　典史  (42)

ﾔｽﾀﾞ ﾉﾘﾌﾐ
富　山        ・富  山    7.82

  3   6  689
馬場　達也  (41)

ﾊﾞﾊﾞ ﾀﾂﾔ
神奈川        ・神奈川    8.08

  4   3  661
末吉　正吾  (43)

ｽｴﾖｼ ｼｮｳｺﾞ
奈　良        ・奈　良    9.68

  5   5  714
上山　聡司  (40)

ｳｴﾔﾏ ｻﾄｼ
奈　良        ・奈　良   10.19

  4  662
井上　圭史  (43)

ｲﾉｳｴ ｹｲｼ
兵　庫        ・兵　庫 DNS

  7  641
横田　博信  (44)

ﾖｺﾀ ﾋﾛﾉﾌﾞ
兵　庫        ・兵　庫 DNS

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-4.9

  1   9  715
村田　智広  (40)

ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾋﾛ
三　重        ・三　重    7.61

  2   4  687
小田　雅也  (42)

ｵﾀﾞ ﾏｻﾔ
大　阪        ・大　阪    7.74

  3   5  640
小原　弘晃  (44)

ｵﾊﾗ ﾋﾛﾐﾂ
兵　庫        ・兵　庫    7.98

  4   6  648
秀井　浩二  (44)

ﾋﾃﾞｲ ｺｳｼﾞ
和歌山        ・和歌山    8.01

  5   8  660
松浦　隆彦  (43)

ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾋｺ
岐　阜        ・岐　阜    8.03

  2  699
山内　昌也  (41)

ﾔﾏｳﾁ ﾏｻﾔ
沖　縄        ・沖　縄 DNS

  3  650
杉山　裕二  (44)

ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｼﾞ
愛　媛        ・愛　媛 DNS

  7  693
澤井　勝徳  (41)

ｻﾜｲ ｶﾂﾉﾘ
奈　良        ・奈　良 DNS

  3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.5

  1   4  655
岡野　篤  (43)
ｵｶﾉ ｱﾂｼ

兵　庫        ・兵　庫    7.39

  2   7  646
山岸　靖史  (44)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾔｽﾌﾐ
岐　阜        ・岐　阜    7.80

  3   5  684
種子田　諭  (42)

ﾀﾈﾀﾞ ｻﾄｼ
滋　賀        ・滋　賀    7.88

  4   9  685
田中　聡史  (42)

ﾀﾅｶ ｻﾄｼ
北海道        ・北海道    8.00

  5   3  659
松川　智宣  (43)

ﾏﾂｶﾜ ﾄﾓﾉﾘ
奈　良        ・奈　良    8.33

  6   8  669
小野　雄彦  (43)

ｵﾉ ﾀｹﾋｺ
奈　良        ・奈　良    8.69

  6  665
栗本　直規  (43)

ｸﾘﾓﾄ ﾅｵｷ
愛　知        ・愛　知 DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  655
岡野　篤  (43)
ｵｶﾉ ｱﾂｼ

兵　庫        ・兵　庫    7.39/-2.5

  2   9  644
水口　政人  (44)

ﾐﾅｸﾁ ﾏｻﾄ
神奈川        ・神奈川    7.48/-3.7

  3   9  715
村田　智広  (40)

ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾋﾛ
三　重        ・三　重    7.61/-4.9

  4   4  687
小田　雅也  (42)

ｵﾀﾞ ﾏｻﾔ
大　阪        ・大　阪    7.74/-4.9

  5   7  646
山岸　靖史  (44)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾔｽﾌﾐ
岐　阜        ・岐　阜    7.80/-2.5

  6   8  676
安田　典史  (42)

ﾔｽﾀﾞ ﾉﾘﾌﾐ
富　山        ・富  山    7.82/-3.7

  7   5  684
種子田　諭  (42)

ﾀﾈﾀﾞ ｻﾄｼ
滋　賀        ・滋　賀    7.88/-2.5

  8   5  640
小原　弘晃  (44)

ｵﾊﾗ ﾋﾛﾐﾂ
兵　庫        ・兵　庫    7.98/-4.9

  9   9  685
田中　聡史  (42)

ﾀﾅｶ ｻﾄｼ
北海道        ・北海道    8.00/-2.5

 10   6  648
秀井　浩二  (44)

ﾋﾃﾞｲ ｺｳｼﾞ
和歌山        ・和歌山    8.01/-4.9

 11   8  660
松浦　隆彦  (43)

ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾋｺ
岐　阜        ・岐　阜    8.03/-4.9

 12   6  689
馬場　達也  (41)

ﾊﾞﾊﾞ ﾀﾂﾔ
神奈川        ・神奈川    8.08/-3.7

 13   3  659
松川　智宣  (43)

ﾏﾂｶﾜ ﾄﾓﾉﾘ
奈　良        ・奈　良    8.33/-2.5

 14   8  669
小野　雄彦  (43)

ｵﾉ ﾀｹﾋｺ
奈　良        ・奈　良    8.69/-2.5

 15   3  661
末吉　正吾  (43)

ｽｴﾖｼ ｼｮｳｺﾞ
奈　良        ・奈　良    9.68/-3.7

 16   5  714
上山　聡司  (40)

ｳｴﾔﾏ ｻﾄｼ
奈　良        ・奈　良   10.19/-3.7

凡例（DNS:欠    場）



男子M45 ６０ｍ タイムレース(4) 10月28日 16:10

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  7.19    小高　孝二  (愛知)   2013
大会記録(GR)           

タイムレース 全4組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.4

  1   7  583
氷見　和人  (47)

ﾋﾐ ｶｽﾞﾋﾄ
富　山        ・富  山    7.63

  2   6  614
野田　秀樹  (46)

ﾉﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ
愛　知        ・愛　知    7.72

  3   2  539
有田　文男  (48)

ｱﾘﾀ ﾌﾐｵ
兵　庫        ・兵　庫    7.90

  4   5  569
東滝　勝義  (47)

ﾋｶﾞｼﾀｷ ｶﾂﾖｼ
大　阪        ・大　阪    8.12

  5   8  609
上久保　研司  (46)

ｶﾐｸﾎﾞ ｹﾝｼﾞ
奈　良        ・奈　良   10.08

  3  567
小松原　健一  (47)

ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｹﾝｲﾁ
神奈川        ・神奈川 DNS

  4  542
北　昌功  (48)
ｷﾀ ﾏｻﾖｼ

福　岡        ・福　岡 DNS

  9  603
青木　進  (46)
ｱｵｷ ｽｽﾑ

鳥　取        ・鳥　取 DNS

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.6

  1   4  549
古澤　賢一郎  (48)

ﾌﾙｻﾜ ｹﾝｲﾁﾛｳ
千　葉        ・千　葉    7.77

  2   6  532
柴田　伸孝  (49)

ｼﾊﾞﾀ ﾉﾌﾞﾀｶ
岐　阜        ・岐　阜    7.79

  3   3  573
佐藤　秀明  (47)

ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ
福　岡        ・福　島    7.97

  4   7  612
浪江　俊信  (46)

ﾅﾐｴ ﾄｼﾉﾌﾞ
大　阪        ・大　阪    8.00

  5   5  581
我妻　明嘉  (47)

ｱﾂﾞﾏ ｱｷﾖｼ
京　都        ・京　都    9.51

  8  621
中田　吉典  (45)

ﾅｶﾀ ﾖｼﾉﾘ
奈　良        ・奈　良 DNS

  9  564
有賀　潤一郎  (48)

ｱﾘｶﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ
東　京        ・東　京 DNS

  3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.8

  1   7  566
滝井　博之  (47)

ﾀｷｲ ﾋﾛﾕｷ
北海道        ・北海道    8.21

  2   3  578
久米　隆  (47)
ｸﾒ ﾀｶｼ

埼　玉        ・埼　玉    8.32

  2  602
山本　達也  (46)

ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ
京　都        ・京　都 DNS

  4  560
蒔田　義成  (48)

ﾏｷﾀ ﾖｼﾅﾘ
静　岡        ・静　岡 DNS

  5  607
森川　朋巳  (46)

ﾓﾘｶﾜ ﾄﾓﾐ
奈　良        ・奈　良 DNS

  6  587
酒井　裕史  (47)

ｻｶｲ ﾕｳｼﾞ
大　阪        ・大　阪 DNS

  8  629
北野　聖明  (45)

ｷﾀﾉ ﾏｻｱｷ
兵　庫        ・兵　庫 DNS

  9  524
松本　正人  (49)

ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾋﾄ
大　阪        ・大　阪 DNS

  4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.1

  1   4  630
定由　征司  (45)

ｻﾀﾞﾖｼ ｾｲｼﾞ
愛　媛        ・愛　媛    7.39

  2   3  577
横江　良浩  (47)

ﾖｺｴ ﾖｼﾋﾛ
滋　賀        ・滋　賀    7.52

  3   7  616
加藤　正幸  (45)

ｶﾄｳ ﾏｻﾕｷ
滋　賀        ・滋　賀    8.02

  4   8  585
置塩　正剛  (47)

ｵｷｼｵ ｾｲｺﾞｳ
東　京        ・東　京    8.26

  5   6  559
白田　豊一朗  (48)

ｼﾛﾀ ﾄﾖｲﾁﾛｳ
大　阪        ・大　阪    8.94

  6   2  536
木下　大輔  (49)

ｷﾉｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ
奈　良        ・奈　良    9.37

  5  593
松井　稔幸  (46)

ﾏﾂｲ ﾄｼﾕｷ
三　重        ・三　重 DNS

  9  575
井上　洋光  (47)

ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾐﾂ
神奈川        ・神奈川 DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  630
定由　征司  (45)

ｻﾀﾞﾖｼ ｾｲｼﾞ
愛　媛        ・愛　媛    7.39/+0.1

  2   3  577
横江　良浩  (47)

ﾖｺｴ ﾖｼﾋﾛ
滋　賀        ・滋　賀    7.52/+0.1

  3   7  583
氷見　和人  (47)

ﾋﾐ ｶｽﾞﾋﾄ
富　山        ・富  山    7.63/-1.4

  4   6  614
野田　秀樹  (46)

ﾉﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ
愛　知        ・愛　知    7.72/-1.4

  5   4  549
古澤　賢一郎  (48)

ﾌﾙｻﾜ ｹﾝｲﾁﾛｳ
千　葉        ・千　葉    7.77/-0.6

  6   6  532
柴田　伸孝  (49)

ｼﾊﾞﾀ ﾉﾌﾞﾀｶ
岐　阜        ・岐　阜    7.79/-0.6

  7   2  539
有田　文男  (48)

ｱﾘﾀ ﾌﾐｵ
兵　庫        ・兵　庫    7.90/-1.4

  8   3  573
佐藤　秀明  (47)

ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ
福　岡        ・福　島    7.97/-0.6

  9   7  612
浪江　俊信  (46)

ﾅﾐｴ ﾄｼﾉﾌﾞ
大　阪        ・大　阪    8.00/-0.6

 10   7  616
加藤　正幸  (45)

ｶﾄｳ ﾏｻﾕｷ
滋　賀        ・滋　賀    8.02/+0.1

 11   5  569
東滝　勝義  (47)

ﾋｶﾞｼﾀｷ ｶﾂﾖｼ
大　阪        ・大　阪    8.12/-1.4

 12   7  566
滝井　博之  (47)

ﾀｷｲ ﾋﾛﾕｷ
北海道        ・北海道    8.21/+1.8

 13   8  585
置塩　正剛  (47)

ｵｷｼｵ ｾｲｺﾞｳ
東　京        ・東　京    8.26/+0.1

 14   3  578
久米　隆  (47)
ｸﾒ ﾀｶｼ

埼　玉        ・埼　玉    8.32/+1.8

 15   6  559
白田　豊一朗  (48)

ｼﾛﾀ ﾄﾖｲﾁﾛｳ
大　阪        ・大　阪    8.94/+0.1

 16   2  536
木下　大輔  (49)

ｷﾉｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ
奈　良        ・奈　良    9.37/+0.1

 17   5  581
我妻　明嘉  (47)

ｱﾂﾞﾏ ｱｷﾖｼ
京　都        ・京　都    9.51/-0.6

 18   8  609
上久保　研司  (46)

ｶﾐｸﾎﾞ ｹﾝｼﾞ
奈　良        ・奈　良   10.08/-1.4

凡例（DNS:欠    場）



男子M50 ６０ｍ タイムレース(3) 10月28日 15:40

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  7.22    宮本　義久  (神奈川)   2018
大会記録(GR)           

タイムレース 全3組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.5

  1   2  472
島名　孝次  (51)

ｼﾏﾅ ﾀｶﾂｸﾞ
大　阪        ・大　阪    7.91

  2   9  431
野村　正  (53)
ﾉﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ

福　岡        ・福　岡    7.96

  3   8  468
三坂　昭博  (51)

ﾐｻｶ ｱｷﾋﾛ
東　京        ・東　京    7.99

  4   4  490
上野　昌之  (50)

ｳｴﾉ ﾏｻﾕｷ
和歌山        ・和歌山    8.14

  5   7  460
斧　和之  (51)
ｵﾉ ｶｽﾞﾕｷ

奈　良        ・奈　良    8.46

  6   6  408
宇佐美　太志  (54)

ｳｻﾐ ﾌﾄｼ
三　重        ・三　重    9.62

  3  435
渡邉　一善  (53)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾖｼ
奈　良        ・奈　良 DNS

  5  475
井指　康裕  (51)

ｲｻｼ ﾔｽﾋﾛ
大　阪        ・大　阪 DNS

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.5

  1   5  508
眞島　修  (50)
ﾏｼﾞﾏ ｵｻﾑ

静　岡        ・静　岡    7.55

  2   8  512
三枝　公史  (50)

ｻｴｸﾞｻ ﾀﾀﾞﾌﾐ
福　岡        ・福　岡    7.70

  3   9  499
松澤　孝二  (50)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ
愛　媛        ・愛　媛    7.78

  4   1  503
加藤　公司  (50)

ｶﾄｳ ｺｳｼﾞ
愛　知        ・愛　知    7.97

  5   3  445 Tan Keng Lay Kevin  (53) ＳＩＮ        ・ＳＩＮ    8.00

  6   4  454
大平　健一  (52)

ｵｵﾋﾗ ｹﾝｲﾁ
愛　知        ・愛　知    8.99

  2  425
澤　清隆  (54)
ｻﾜ ｷﾖﾀｶ

奈　良        ・奈　良 DNS

  6  424
藤田　幸久  (53)

ﾌｼﾞﾀ ﾕｷﾋｻ
大　阪        ・大　阪 DNS

  7  444
嵯峨　弘  (53)
ｻｶﾞ ﾋﾛｼ

神奈川        ・神奈川 DNS

  3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.1

  1   4  495
宮本　義久  (50)

ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾋｻ
神奈川        ・神奈川    7.43

  2   8  488
小高　孝二  (50)

ｺﾀﾞｶ ｺｳｼﾞ
愛　知        ・愛　知    7.67

  3   9  506
木下　昭二  (50)

ｷﾉｼﾀ ｼｮｳｼﾞ
大　阪        ・大　阪    7.87

  4   6  473
島崎　利彦  (51)

ｼﾏｻﾞｷ ﾄｼﾋｺ
岐　阜        ・岐　阜    8.09

  5   3  447
早川　行友  (52)

ﾊﾔｶﾜ ﾕｷﾄﾓ
埼　玉        ・埼　玉    8.11

  6   2  438
奥村　秀雄  (53)

ｵｸﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ
滋　賀        ・滋　賀    8.30

  5  428
亀岡　洋海  (53)

ｶﾒｵｶ ﾅﾀﾞﾐ
広　島        ・広　島 DNS

  7  421
安井　沼司  (54)

ﾔｽｲ ｼｮｳｼﾞ
広　島        ・広　島 DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  495
宮本　義久  (50)

ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾋｻ
神奈川        ・神奈川    7.43/-1.1

  2   5  508
眞島　修  (50)
ﾏｼﾞﾏ ｵｻﾑ

静　岡        ・静　岡    7.55/+0.5

  3   8  488
小高　孝二  (50)

ｺﾀﾞｶ ｺｳｼﾞ
愛　知        ・愛　知    7.67/-1.1

  4   8  512
三枝　公史  (50)

ｻｴｸﾞｻ ﾀﾀﾞﾌﾐ
福　岡        ・福　岡    7.70/+0.5

  5   9  499
松澤　孝二  (50)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ
愛　媛        ・愛　媛    7.78/+0.5

  6   9  506
木下　昭二  (50)

ｷﾉｼﾀ ｼｮｳｼﾞ
大　阪        ・大　阪    7.87/-1.1

  7   2  472
島名　孝次  (51)

ｼﾏﾅ ﾀｶﾂｸﾞ
大　阪        ・大　阪    7.91/+0.5

  8   9  431
野村　正  (53)
ﾉﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ

福　岡        ・福　岡    7.96/+0.5

  9   1  503
加藤　公司  (50)

ｶﾄｳ ｺｳｼﾞ
愛　知        ・愛　知    7.97/+0.5

 10   8  468
三坂　昭博  (51)

ﾐｻｶ ｱｷﾋﾛ
東　京        ・東　京    7.99/+0.5

 11   3  445 Tan Keng Lay Kevin  (53) ＳＩＮ        ・ＳＩＮ    8.00/+0.5

 12   6  473
島崎　利彦  (51)

ｼﾏｻﾞｷ ﾄｼﾋｺ
岐　阜        ・岐　阜    8.09/-1.1

 13   3  447
早川　行友  (52)

ﾊﾔｶﾜ ﾕｷﾄﾓ
埼　玉        ・埼　玉    8.11/-1.1

 14   4  490
上野　昌之  (50)

ｳｴﾉ ﾏｻﾕｷ
和歌山        ・和歌山    8.14/+0.5

 15   2  438
奥村　秀雄  (53)

ｵｸﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ
滋　賀        ・滋　賀    8.30/-1.1

 16   7  460
斧　和之  (51)
ｵﾉ ｶｽﾞﾕｷ

奈　良        ・奈　良    8.46/+0.5

 17   4  454
大平　健一  (52)

ｵｵﾋﾗ ｹﾝｲﾁ
愛　知        ・愛　知    8.99/+0.5

 18   6  408
宇佐美　太志  (54)

ｳｻﾐ ﾌﾄｼ
三　重        ・三　重    9.62/+0.5

凡例（DNS:欠    場）



男子M55 ６０ｍ タイムレース(3) 10月28日 15:40

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  7.53    髙木　弘一  (神奈川)   2009
大会記録(GR)  7.71    大江　良一  (滋賀)     2013

タイムレース 全3組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.0

  1   9  404
小林　裕  (55)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ

神奈川        ・神奈川    7.92

  2   4  321
森田　亨  (59)
ﾓﾘﾀ ﾄｵﾙ

三　重        ・三　重    8.03

  3   6  347
山下　哲司  (57)

ﾔﾏｼﾀ ﾃﾂｼ
東　京        ・東　京    8.07

  4   7  369 SEO KEUMSEOG  (56) ＫＯＲ        ・ＫＯＲ    8.28

  5   5  360
岡田　靖見  (57)

ｵｶﾀﾞ ﾔｽﾐ
和歌山        ・和歌山    8.45

  6   8  377
後藤　芳伸  (56)

ｺﾞﾄｳ ﾖｼﾉﾌﾞ
三　重        ・三　重    8.45

  7   3  367
隆宝　政見  (56)

ﾘｭｳﾎｳ ﾏｻﾐ
三　重        ・三　重    8.51

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.9

  1   7  353
藤原　新  (57)
ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾗﾀ

神奈川        ・神奈川    8.14

  2   5  345
安田　弥彦  (57)

ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾋｺ
京　都        ・京　都    8.16

  3   8  392
沖田　良人  (55)

ｵｷﾀ ﾖｼﾋﾄ
大　阪        ・大　阪    8.26

  4   6  405
東　浩一  (55)
ﾋｶﾞｼ ｺｳｲﾁ

滋　賀        ・滋　賀    8.75

  5   9  362
泉本　博次  (57)

ｲｽﾞﾓﾄ ﾋﾛﾂｸﾞ
奈　良        ・奈　良    8.90

  3  326
三宅　克之  (59)

ﾐﾔｹ ｶﾂﾕｷ
滋　賀        ・滋　賀 DNS

  4  376
吉永　和弘  (56)

ﾖｼﾅｶﾞ ｶｽﾞﾋﾛ
福　井        ・福  井 DNS

  3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.5

  1   5  319
小堀　拓也  (59)

ｺﾎﾞﾘ ﾀｸﾔ
栃　木        ・栃　木    8.18

  2   3  399
猪股　光一  (55)

ｲﾉﾏﾀ ｺｳｲﾁ
福　井        ・福  井    8.39

  3   6  372
岡田　孝夫  (56)

ｵｶﾀﾞ ﾀｶｵ
奈　良        ・奈　良    8.84

  4   9  330
山形　厚治  (58)

ﾔﾏｶﾞﾀ ｺｳｼﾞ
大　阪        ・大　阪    8.93

  5   7  331 KAO CHEN-SAN  (58) ＴＰＥ        ・ＴＰＥ    9.03

  6   4  354 HE CHUEN-CHENG  (57) ＴＰＥ        ・ＴＰＥ    9.48

  7   2  401
吉川　典生  (55)

ﾖｼｶﾜ ﾉﾘｵ
奈　良        ・奈　良   13.59

  8  395
山崎　安史  (55)

ﾔﾏｻｷ ﾔｽﾌﾐ
福　岡        ・福　岡 DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   9  404
小林　裕  (55)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ

神奈川        ・神奈川    7.92/-2.0

  2   4  321
森田　亨  (59)
ﾓﾘﾀ ﾄｵﾙ

三　重        ・三　重    8.03/-2.0

  3   6  347
山下　哲司  (57)

ﾔﾏｼﾀ ﾃﾂｼ
東　京        ・東　京    8.07/-2.0

  4   7  353
藤原　新  (57)
ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾗﾀ

神奈川        ・神奈川    8.14/-1.9

  5   5  345
安田　弥彦  (57)

ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾋｺ
京　都        ・京　都    8.16/-1.9

  6   5  319
小堀　拓也  (59)

ｺﾎﾞﾘ ﾀｸﾔ
栃　木        ・栃　木    8.18/-2.5

  7   8  392
沖田　良人  (55)

ｵｷﾀ ﾖｼﾋﾄ
大　阪        ・大　阪    8.26/-1.9

  8   7  369 SEO KEUMSEOG  (56) ＫＯＲ        ・ＫＯＲ    8.28/-2.0

  9   3  399
猪股　光一  (55)

ｲﾉﾏﾀ ｺｳｲﾁ
福　井        ・福  井    8.39/-2.5

 10   5  360
岡田　靖見  (57)

ｵｶﾀﾞ ﾔｽﾐ
和歌山        ・和歌山    8.45/-2.0

 11   8  377
後藤　芳伸  (56)

ｺﾞﾄｳ ﾖｼﾉﾌﾞ
三　重        ・三　重    8.45/-2.0

 12   3  367
隆宝　政見  (56)

ﾘｭｳﾎｳ ﾏｻﾐ
三　重        ・三　重    8.51/-2.0

 13   6  405
東　浩一  (55)
ﾋｶﾞｼ ｺｳｲﾁ

滋　賀        ・滋　賀    8.75/-1.9

 14   6  372
岡田　孝夫  (56)

ｵｶﾀﾞ ﾀｶｵ
奈　良        ・奈　良    8.84/-2.5

 15   9  362
泉本　博次  (57)

ｲｽﾞﾓﾄ ﾋﾛﾂｸﾞ
奈　良        ・奈　良    8.90/-1.9

 16   9  330
山形　厚治  (58)

ﾔﾏｶﾞﾀ ｺｳｼﾞ
大　阪        ・大　阪    8.93/-2.5

 17   7  331 KAO CHEN-SAN  (58) ＴＰＥ        ・ＴＰＥ    9.03/-2.5

 18   4  354 HE CHUEN-CHENG  (57) ＴＰＥ        ・ＴＰＥ    9.48/-2.5

 19   2  401
吉川　典生  (55)

ﾖｼｶﾜ ﾉﾘｵ
奈　良        ・奈　良   13.59/-2.5

凡例（DNS:欠    場）



男子M60 ６０ｍ タイムレース(2) 10月28日 15:40

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  7.62    浅村　史郎    (東京)   2004
大会記録(GR)  7.85    新居田　哲司  (愛媛)   2013

タイムレース 全2組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.6

  1   9  313
沖田　隆雄  (60)

ｵｷﾀ ﾀｶｵ
熊　本        ・熊　本    8.11

  2   6  289
羽柴　誠  (60)
ﾊｼﾊﾞ ﾏｺﾄ

岐　阜        ・岐　阜    8.73

  3   2  296
佐々木　淳哉  (60)

ｻｻｷ ｼﾞｭﾝﾔ
宮　城        ・宮　城    8.86

  4   1  261
橋元　正彦  (62)

ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾋｺ
兵　庫        ・兵　庫    9.13

  5   3  260
山岡　久高  (62)

ﾔﾏｵｶ ﾋｻﾀｶ
高　知        ・高　知    9.18

  6   4  254
大林　弘明  (63)

ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ
香　川        ・香  川    9.82

  7   5  267
濱野　雅道  (62)

ﾊﾏﾉ ﾏｻﾐﾁ
神奈川        ・神奈川   10.14

  7  257
檜山　堅宗  (62)

ﾋﾔﾏ ｹﾝｿｳ
広　島        ・広　島 DNS

  8  310
水島　鉄雄  (60)

ﾐｽﾞｼﾏ ﾃﾂｵ
神奈川        ・神奈川 DNS

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.2

  1   7  245
渡部　四郎  (63)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾛｳ
愛　媛        ・愛　媛    8.30

  2   2  302
二村　安男  (60)

ﾆﾑﾗ ﾔｽｵ
静　岡        ・静　岡    8.44

  3   9  292
小林　正人  (60)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ
静　岡        ・静　岡    8.56

  4   3  247 CHOI CHEOLHA  (63) ＫＯＲ        ・ＫＯＲ   19.11

  5   4  232
大江　良一  (64)

ｵｵｴ ﾘｮｳｲﾁ
滋　賀        ・滋　賀 DNF

  5  300
岡部　公治  (60)

ｵｶﾍﾞ ｺｳｼﾞ
大　阪        ・大　阪 DNS

  6  277
板東　浩  (61)
ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ

徳　島        ・徳  島 DNS

  8  255
宮腰　正己  (63)

ﾐﾔｺｼ ﾏｻﾐ
千　葉        ・千　葉 DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   9  313
沖田　隆雄  (60)

ｵｷﾀ ﾀｶｵ
熊　本        ・熊　本    8.11/-2.6

  2   7  245
渡部　四郎  (63)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾛｳ
愛　媛        ・愛　媛    8.30/-0.2

  3   2  302
二村　安男  (60)

ﾆﾑﾗ ﾔｽｵ
静　岡        ・静　岡    8.44/-0.2

  4   9  292
小林　正人  (60)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ
静　岡        ・静　岡    8.56/-0.2

  5   6  289
羽柴　誠  (60)
ﾊｼﾊﾞ ﾏｺﾄ

岐　阜        ・岐　阜    8.73/-2.6

  6   2  296
佐々木　淳哉  (60)

ｻｻｷ ｼﾞｭﾝﾔ
宮　城        ・宮　城    8.86/-2.6

  7   1  261
橋元　正彦  (62)

ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾋｺ
兵　庫        ・兵　庫    9.13/-2.6

  8   3  260
山岡　久高  (62)

ﾔﾏｵｶ ﾋｻﾀｶ
高　知        ・高　知    9.18/-2.6

  9   4  254
大林　弘明  (63)

ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ
香　川        ・香  川    9.82/-2.6

 10   5  267
濱野　雅道  (62)

ﾊﾏﾉ ﾏｻﾐﾁ
神奈川        ・神奈川   10.14/-2.6

 11   3  247 CHOI CHEOLHA  (63) ＫＯＲ        ・ＫＯＲ   19.11/-0.2

 12   4  232
大江　良一  (64)

ｵｵｴ ﾘｮｳｲﾁ
滋　賀        ・滋　賀 DNF

凡例（DNS:欠    場/ DNF:区間未完走）



男子M65 ６０ｍ タイムレース(3) 10月28日 15:25

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  8.01    高橋　政幸  (長野)   2015
大会記録(GR)  8.14    鈴木　　勲  (東京)   2009

タイムレース 全3組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.5

  1   7  169
岩本　茂  (68)
ｲﾜﾓﾄ ｼｹﾞﾙ

三　重        ・三　重    8.62

  2   4  216
若宮　修司  (65)

ﾜｶﾐﾔ ｼｭｳｼﾞ
岐　阜        ・岐　阜    8.92

  3   2  160
徳田　和昭  (68)

ﾄｸﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ
鹿児島        ・鹿児島    9.05

  3  150
村岡　眞次  (69)

ﾑﾗｵｶ ｼﾝｼﾞ
奈　良        ・奈　良 DNS

  5  215
石田　一夫  (65)

ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞｵ
神奈川        ・神奈川 DNS

  6  218
松村　哲秀  (65)

ﾏﾂﾑﾗ ﾉﾘﾋﾃﾞ
奈　良        ・奈　良 DNS

  8  193
安田　昭雄  (66)

ﾔｽﾀﾞ ｱｷｵ
奈　良        ・奈　良 DNS

  9  183
岡本　正博  (67)

ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ
神奈川        ・神奈川 DNS

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.8

  1   6  167
河田　慎司  (68)

ｶﾜﾀﾞ ｼﾝｼﾞ
広　島        ・広　島    8.59

  2   8  161
黒岩　邦義  (68)

ｸﾛｲﾜ ｸﾆﾖｼ
長　野        ・長  野    9.58

  3   4  149
杉原　　諭志  (69)

ｽｷﾞﾊﾗ ｻﾄｼ
兵　庫        ・兵　庫    9.64

  4   5  221
水口　尚幸  (65)

ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾅｵﾕｷ
岐　阜        ・岐　阜    9.66

  5   7  155
後藤　修一  (69)

ｺﾞﾄｳ ｼｭｳｲﾁ
奈　良        ・奈　良   10.37

  3  217
村上　充  (65)
ﾑﾗｶﾐ ﾐﾂﾙ

香　川        ・香  川 DNS

  9  189
森野　一則  (67)

ﾓﾘﾉ ｶｽﾞﾉﾘ
岡　山        ・岡　山 DNS

  3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.3

  1   7  206
新居田　哲司  (66)

ﾆｲﾀﾞ ﾃﾂｼ
愛　媛        ・愛　媛    8.22

  2   9  172
山中　茂生  (68)

ﾔﾏﾅｶ ｼｹﾞｵ
三　重        ・三　重    9.08

  3   2  180
宮迫　雄二  (68)

ﾐﾔｻｺ ﾕｳｼﾞ
福　岡        ・福　岡    9.31

  4   8  220
山崎　　光義  (65)

ﾔﾏｻｷ ﾐﾂﾖｼ
奈　良        ・奈　良    9.37

  5   4  162
須田　雅昭  (68)

ｽﾀﾞ ﾏｻｱｷ
山　口        ・山　口   10.20

  6   5  214
玉置　操  (65)
ﾀﾏｷ ﾐｻｵ

奈　良        ・奈　良   12.93

  3  171
岡崎　賢治朗  (68)

ｵｶｻﾞｷ ｹﾝｼﾞﾛｳ
和歌山        ・和歌山 DNS

  6  152
藤井　芳雄  (69)

ﾌｼﾞｲ ﾖｼｵ
山　口        ・山　口 DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   7  206
新居田　哲司  (66)

ﾆｲﾀﾞ ﾃﾂｼ
愛　媛        ・愛　媛    8.22/+0.3

  2   6  167
河田　慎司  (68)

ｶﾜﾀﾞ ｼﾝｼﾞ
広　島        ・広　島    8.59/-1.8

  3   7  169
岩本　茂  (68)
ｲﾜﾓﾄ ｼｹﾞﾙ

三　重        ・三　重    8.62/-0.5

  4   4  216
若宮　修司  (65)

ﾜｶﾐﾔ ｼｭｳｼﾞ
岐　阜        ・岐　阜    8.92/-0.5

  5   2  160
徳田　和昭  (68)

ﾄｸﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ
鹿児島        ・鹿児島    9.05/-0.5

  6   9  172
山中　茂生  (68)

ﾔﾏﾅｶ ｼｹﾞｵ
三　重        ・三　重    9.08/+0.3

  7   2  180
宮迫　雄二  (68)

ﾐﾔｻｺ ﾕｳｼﾞ
福　岡        ・福　岡    9.31/+0.3

  8   8  220
山崎　　光義  (65)

ﾔﾏｻｷ ﾐﾂﾖｼ
奈　良        ・奈　良    9.37/+0.3

  9   8  161
黒岩　邦義  (68)

ｸﾛｲﾜ ｸﾆﾖｼ
長　野        ・長  野    9.58/-1.8

 10   4  149
杉原　　諭志  (69)

ｽｷﾞﾊﾗ ｻﾄｼ
兵　庫        ・兵　庫    9.64/-1.8

 11   5  221
水口　尚幸  (65)

ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾅｵﾕｷ
岐　阜        ・岐　阜    9.66/-1.8

 12   4  162
須田　雅昭  (68)

ｽﾀﾞ ﾏｻｱｷ
山　口        ・山　口   10.20/+0.3

 13   7  155
後藤　修一  (69)

ｺﾞﾄｳ ｼｭｳｲﾁ
奈　良        ・奈　良   10.37/-1.8

 14   5  214
玉置　操  (65)
ﾀﾏｷ ﾐｻｵ

奈　良        ・奈　良   12.93/+0.3

凡例（DNS:欠    場）



男子M70 ６０ｍ タイムレース(2) 10月28日 15:25

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  8.31    佐伯　勇  (愛媛)   2006
大会記録(GR)  8.51    鈴木　勲  (東京)   2013

タイムレース 全2組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.9

  1   7  119
渡邉　和生  (71)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｵ
大　阪        ・大　阪    8.89

  5   95
小山　勲男  (74)

ｺﾔﾏ ｲｻｵ
奈　良        ・奈　良 DNS

  6  115
宇野　怜二  (71)

ｳﾉ ﾚｲｼﾞ
奈　良        ・奈　良 DNS

  8  126
小笠原　修  (70)

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｵｻﾑ
神奈川        ・神奈川 DNS

  9  110
小野田　秀樹  (71)

ｵﾉﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ
奈　良        ・奈　良 DNS

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.1

  1   7  143
磯村　公三  (70)

ｲｿﾑﾗ ｺｳｿﾞｳ
広　島        ・広　島    8.61

  2   5  106
肥後　秀憲  (72)

ﾋｺﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ
鹿児島        ・鹿児島    8.90

  3   6  137
岩森　正敏  (70)

ｲﾜﾓﾘ ﾏｻﾄｼ
三　重        ・三　重    8.93

  4   9  104
光岡　明夫  (72)

ﾐﾂｵｶ ｱｷｵ
熊　本        ・熊　本    9.11

  5   4  125
加藤　裕  (71)
ｶﾄｳ ﾕﾀｶ

福　岡        ・福　岡    9.45

  6   8  102
藤原　章  (72)
ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｷﾗ

奈　良        ・奈　良   10.36

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   7  143
磯村　公三  (70)

ｲｿﾑﾗ ｺｳｿﾞｳ
広　島        ・広　島    8.61/+1.1

  2   7  119
渡邉　和生  (71)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｵ
大　阪        ・大　阪    8.89/+1.9

  3   5  106
肥後　秀憲  (72)

ﾋｺﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ
鹿児島        ・鹿児島    8.90/+1.1

  4   6  137
岩森　正敏  (70)

ｲﾜﾓﾘ ﾏｻﾄｼ
三　重        ・三　重    8.93/+1.1

  5   9  104
光岡　明夫  (72)

ﾐﾂｵｶ ｱｷｵ
熊　本        ・熊　本    9.11/+1.1

  6   4  125
加藤　裕  (71)
ｶﾄｳ ﾕﾀｶ

福　岡        ・福　岡    9.45/+1.1

  7   8  102
藤原　章  (72)
ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｷﾗ

奈　良        ・奈　良   10.36/+1.1

男子M75 ６０ｍ 決勝 10月28日 15:10

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  8.59    中村　勝利  (大分)   2018
大会記録(GR)  9.05    森本　博行  (大阪)   2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.2

  1   5   83
中村　勝利  (76)

ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾄｼ
大　分        ・大　分    8.93 NGR

  2   3   76
鈴木　勲  (77)
ｽｽﾞｷ ｲｻｵ

東　京        ・東　京    9.14

  3   6   84
尾崎　公則  (76)

ｵｻﾞｷ ﾀﾀﾞﾉﾘ
滋　賀        ・滋　賀    9.37

  4   9   65
万波　通弘  (77)

ﾏﾝﾅﾐ ﾐﾁﾋﾛ
東　京        ・東　京   10.20

  5   4   63
髙橋　澄  (78)
ﾀｶﾊｼ ｷﾖｼ

滋　賀        ・滋　賀   10.29

  2   91
皆木　しげる  (75)

ﾐﾅｷﾞ ｼｹﾞﾙ
岡　山        ・岡　山 DNS

  7   55
八木　実  (79)
ﾔｷﾞ ﾐﾉﾙ

福　井        ・福  井 DNS

  8   57
阪田　卯一  (79)

ｻｶﾀ ｳｲﾁ
奈　良        ・奈　良 DNS

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



男子M80 ６０ｍ 決勝 10月28日 15:10

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  8.89    泥谷　久光  (宮崎)   2012
大会記録(GR)  9.19    泥谷　久光  (宮崎)   2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.6

  1   4   20
髙嶋　賢二  (83)

ﾀｶｼﾏ ｹﾝｼﾞ
石　川        ・石  川    9.89

  2   9   43
藤原　耕作  (80)

ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｻｸ
岩　手        ・岩  手   10.30

  3   7   30
藤本　正巳  (81)

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾐ
奈　良        ・奈　良   10.39

  4   5   24
山本　武  (82)
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ

京　都        ・京　都   10.50

  5   3   36
森本　博行  (81)

ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ
大　阪        ・大　阪   11.32

  1   28
池野　義輝  (81)

ｲｹﾉ ﾖｼﾃﾙ
大　阪        ・大　阪 DNS

  2   31
作田　国夫  (81)

ｻｸﾀﾞ ｸﾆｵ
大　阪        ・大　阪 DNS

  6   29
加藤　次男  (81)

ｶﾄｳ ﾂｷﾞｵ
愛　知        ・愛　知 DNS

  8   23
高岡　宣雄  (82)

ﾀｶｵｶ ﾉﾌﾞｵ
大　阪        ・大　阪 DNS

男子M85 ６０ｍ 決勝 10月28日 15:10

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  9.50     泥谷　久光  (宮崎)   　2016
大会記録(GR)  15.15    長谷　宗明  (和歌山)   2007

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.6

  1   2    4
田中　博男  (87)

ﾀﾅｶ ﾋﾛｵ
青　森        ・青　森   10.06 NGR

  2   7   14
石川　董  (85)
ｲｼｶﾜ ﾀﾀﾞｼ

岩　手        ・岩  手   10.50 NGR

  3   6    3
石田　保之  (88)

ｲｼﾀﾞ ﾔｽﾕｷ
栃　木        ・栃　木   11.04 NGR

  4   5    8
益田　斉  (86)
ﾏｽﾀﾞ ﾋﾄｼ

神奈川        ・神奈川   11.41 NGR

  5   3    6
北　良夫  (86)
ｷﾀ ﾖｼｵ

奈　良        ・奈　良   11.80 NGR

  6   4    9
野村　孝義  (86)

ﾉﾑﾗ ﾀｶﾖｼ
岐　阜        ・岐　阜   12.27 NGR

  8   11
眞藤　壽美夫  (86)

ｼﾝﾄﾞｳ ｽﾐｵ
奈　良        ・奈　良 DNS

男子M90 ６０ｍ 決勝 10月28日 15:10

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  11.26    野原　泰正    (沖縄)   2011
大会記録(GR)  12.07    渡邉　源太郎  (大阪)   2007

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.6

  9    1
片岡　弘  (90)
ｶﾀｵｶ ﾋﾛｼ

奈　良        ・奈　良 DNS

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



男子M35 １００ｍ タイムレース(4) 10月27日 10:55

世界記録(WM)  9.92    Justin Gatlin  (USA)   2017
日本記録(NM)  10.66    伊藤　純一   (千葉)   2010
大会記録(GR)           

タイムレース 全4組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.5

  1   9  766
松成　樹人  (36)

ﾏﾂﾅﾘ ｼﾞｭｼﾞﾝ
大　阪        ・大　阪   11.49

  2   4  782
矢野　慎  (35)
ﾔﾉ ﾏｺﾄ

大　分        ・大　分   11.60

  3   3  758
堀井　卓  (36)
ﾎﾘｲ ｽｸﾞﾙ

和歌山        ・和歌山   11.61

  4   8  749
増田　憲保  (37)

ﾏｽﾀﾞ ﾉﾘﾔｽ
愛　知        ・愛　知   11.62

  5   6  724
柴田　耕佑  (39)

ｼﾊﾞﾀ ｺｳｽｹ
愛　媛        ・愛　媛   13.11

  6   7  734
丸田　純也  (39)

ﾏﾙﾀ ｼﾞｭﾝﾔ
京　都        ・京　都   17.53

  5  781
眞保　英樹  (35)

ｼﾝﾎﾟ ﾋﾃﾞｷ
兵　庫        ・兵　庫 DNS

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.0

  1   3  765
小野　宏貴  (36)

ｵﾉ ﾋﾛﾀｶ
岐　阜        ・岐　阜   11.28

  2   8  745
福永　和貴  (38)

ﾌｸﾅｶﾞ ｶｽﾞｷ
福　岡        ・福　岡   12.18

  3   6  763
櫻澤　剛  (36)
ｻｸﾗｻﾞﾜ ﾀｶｼ

愛　知        ・愛　知   13.39

  4   9  780
増田　淳也  (35)

ﾏｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ
大　阪        ・大　阪   13.63

  4  779
高橋　利侑  (35)

ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾕｷ
三　重        ・三　重 DNS

  5  727
井戸　慎一  (39)

ｲﾄﾞ ｼﾝｲﾁ
奈　良        ・奈　良 DNS

  7  776
奥野　剛太  (36)

ｵｸﾉ ｺﾞｳﾀ
滋　賀        ・滋　賀 DNS

  3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.9

  1   3  788
西　洋祐  (35)
ﾆｼ ﾖｳｽｹ

大　阪        ・大　阪   11.68

  2   4  747 Toh Kee Chong, Eddie  (37) ＳＩＮ        ・ＳＩＮ   12.16

  3   6  774
山下　和隼  (36)

ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾊﾔ
東　京        ・東　京   12.31

  4   8  729
山本　哲也  (39)

ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ
鳥　取        ・鳥　取   12.62

  5   9  787
岩倉　啓太  (35)

ｲﾜｸﾗ ｹｲﾀ
香　川        ・香  川   12.98

  6   5  722
玉木　敬博  (39)

ﾀﾏｷ ﾀｶﾋﾛ
奈　良        ・奈　良   15.47

  7  771
間島　慶介  (36)

ﾏｼﾞﾏ ｹｲｽｹ
奈　良        ・奈　良 DNS

  4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.8

  1   8  785
関口　孝  (35)
ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶｼ

愛　知        ・愛　知   11.41

  2   4  728
喜多川　貴行  (39)

ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ
東　京        ・東　京   11.75

  3   6  730
江田　達朗  (39)

ｴﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ
長　崎        ・長　崎   12.37

  4   3  751
西尾　亮介  (37)

ﾆｼｵ ﾘｮｳｽｹ
奈　良        ・奈　良   12.98

  5   5  772
関　真人  (36)
ｾｷ ﾏｻﾄ

神奈川        ・神奈川   13.14

  6   7  726
北岡　尚樹  (39)

ｷﾀｵｶ ﾅｵｷ
大　阪        ・大　阪   13.63

  9  769
池下　裕貴  (36)

ｲｹｼﾀ ﾋﾛｷ
大　阪        ・大　阪 DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3  765
小野　宏貴  (36)

ｵﾉ ﾋﾛﾀｶ
岐　阜        ・岐　阜   11.28/+0.0

  2   8  785
関口　孝  (35)
ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶｼ

愛　知        ・愛　知   11.41/+0.8

  3   9  766
松成　樹人  (36)

ﾏﾂﾅﾘ ｼﾞｭｼﾞﾝ
大　阪        ・大　阪   11.49/+0.5

  4   4  782
矢野　慎  (35)
ﾔﾉ ﾏｺﾄ

大　分        ・大　分   11.60/+0.5

  5   3  758
堀井　卓  (36)
ﾎﾘｲ ｽｸﾞﾙ

和歌山        ・和歌山   11.61/+0.5

  6   8  749
増田　憲保  (37)

ﾏｽﾀﾞ ﾉﾘﾔｽ
愛　知        ・愛　知   11.62/+0.5

  7   3  788
西　洋祐  (35)
ﾆｼ ﾖｳｽｹ

大　阪        ・大　阪   11.68/-0.9

  8   4  728
喜多川　貴行  (39)

ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ
東　京        ・東　京   11.75/+0.8

  9   4  747 Toh Kee Chong, Eddie  (37) ＳＩＮ        ・ＳＩＮ   12.16/-0.9

 10   8  745
福永　和貴  (38)

ﾌｸﾅｶﾞ ｶｽﾞｷ
福　岡        ・福　岡   12.18/+0.0

 11   6  774
山下　和隼  (36)

ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾊﾔ
東　京        ・東　京   12.31/-0.9

 12   6  730
江田　達朗  (39)

ｴﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ
長　崎        ・長　崎   12.37/+0.8

 13   8  729
山本　哲也  (39)

ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ
鳥　取        ・鳥　取   12.62/-0.9

 14   3  751
西尾　亮介  (37)

ﾆｼｵ ﾘｮｳｽｹ
奈　良        ・奈　良   12.98/+0.8

 15   9  787
岩倉　啓太  (35)

ｲﾜｸﾗ ｹｲﾀ
香　川        ・香  川   12.98/-0.9

 16   6  724
柴田　耕佑  (39)

ｼﾊﾞﾀ ｺｳｽｹ
愛　媛        ・愛　媛   13.11/+0.5

 17   5  772
関　真人  (36)
ｾｷ ﾏｻﾄ

神奈川        ・神奈川   13.14/+0.8

 18   6  763
櫻澤　剛  (36)
ｻｸﾗｻﾞﾜ ﾀｶｼ

愛　知        ・愛　知   13.39/+0.0

 19   9  780
増田　淳也  (35)

ﾏｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ
大　阪        ・大　阪   13.63/+0.0

 20   7  726
北岡　尚樹  (39)

ｷﾀｵｶ ﾅｵｷ
大　阪        ・大　阪   13.63/+0.8

 21   5  722
玉木　敬博  (39)

ﾀﾏｷ ﾀｶﾋﾛ
奈　良        ・奈　良   15.47/-0.9

 22   7  734
丸田　純也  (39)

ﾏﾙﾀ ｼﾞｭﾝﾔ
京　都        ・京　都   17.53/+0.5

凡例（DNS:欠    場）



男子M40 １００ｍ タイムレース(4) 10月27日 10:55

世界記録(WM)  9.93     Kim Collins  (SKN)   2016
日本記録(NM)  10.86    渡辺　潤一  (埼玉)   2014
大会記録(GR)           

タイムレース 全4組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.6

  1   4  703
北尻　晃久  (40)

ｷﾀｼﾞﾘ ﾃﾙﾋｻ
埼　玉        ・埼　玉   12.04

  2   6  709
塚口　洋之  (40)

ﾂｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ
大　阪        ・大　阪   12.14

  3   5  648
秀井　浩二  (44)

ﾋﾃﾞｲ ｺｳｼﾞ
和歌山        ・和歌山   12.20

  4   9  660
松浦　隆彦  (43)

ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾋｺ
岐　阜        ・岐　阜   12.37

  5   8  640
小原　弘晃  (44)

ｵﾊﾗ ﾋﾛﾐﾂ
兵　庫        ・兵　庫   12.48

  6   3  685
田中　聡史  (42)

ﾀﾅｶ ｻﾄｼ
北海道        ・北海道   12.56

  7   2  657
井沼　康祐  (43)

ｲﾇﾏ ﾔｽｽｹ
和歌山        ・和歌山   13.40

  7  715
村田　智広  (40)

ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾋﾛ
三　重        ・三　重 DNS

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.5

  1   2  655
岡野　篤  (43)
ｵｶﾉ ｱﾂｼ

兵　庫        ・兵　庫   11.25

  2   4  676
安田　典史  (42)

ﾔｽﾀﾞ ﾉﾘﾌﾐ
富　山        ・富  山   11.89

  3   8  711
岡田　敦  (40)
ｵｶﾀﾞ ｱﾂｼ

大　阪        ・大　阪   12.13

  4   6  719
山縣　勝壽  (40)

ﾔﾏｶﾞﾀ ｶﾂﾄｼ
大　阪        ・大　阪   12.96

  5   9  636
西脇　利典  (44)

ﾆｼﾜｷ ﾄｼﾉﾘ
兵　庫        ・兵　庫   14.54

  3  665
栗本　直規  (43)

ｸﾘﾓﾄ ﾅｵｷ
愛　知        ・愛　知 DNS

  5  662
井上　圭史  (43)

ｲﾉｳｴ ｹｲｼ
兵　庫        ・兵　庫 DNS

  7  699
山内　昌也  (41)

ﾔﾏｳﾁ ﾏｻﾔ
沖　縄        ・沖　縄 DNS

  3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.7

  1   4  650
杉山　裕二  (44)

ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｼﾞ
愛　媛        ・愛　媛   12.43

  2   6  666
田中　充  (43)
ﾀﾅｶ ﾐﾂﾙ

滋　賀        ・滋　賀   12.59

  3   8  689
馬場　達也  (41)

ﾊﾞﾊﾞ ﾀﾂﾔ
神奈川        ・神奈川   12.63

  4   5  659
松川　智宣  (43)

ﾏﾂｶﾜ ﾄﾓﾉﾘ
奈　良        ・奈　良   12.87

  5   9  669
小野　雄彦  (43)

ｵﾉ ﾀｹﾋｺ
奈　良        ・奈　良   13.56

  3  693
澤井　勝徳  (41)

ｻﾜｲ ｶﾂﾉﾘ
奈　良        ・奈　良 DNS

  7  661
末吉　正吾  (43)

ｽｴﾖｼ ｼｮｳｺﾞ
奈　良        ・奈　良 DNS

  4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.6

  1   3  644
水口　政人  (44)

ﾐﾅｸﾁ ﾏｻﾄ
神奈川        ・神奈川   11.43

  2   8  670
徳田　勝大  (43)

ﾄｸﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ
富　山        ・富  山   11.96

  3   6  708
柴田　俊  (40)
ｼﾊﾞﾀ ﾀｶｼ

愛　知        ・愛　知   13.15

  4   9  658
松本　章  (43)
ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ

奈　良        ・奈　良   13.94

  4  713
松田　雄太  (40)

ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀ
京　都        ・京　都 DNS

  5  641
横田　博信  (44)

ﾖｺﾀ ﾋﾛﾉﾌﾞ
兵　庫        ・兵　庫 DNS

  7  672
曽我　卓司  (43)

ｿｶﾞ ﾀｸｼﾞ
静　岡        ・静　岡 DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   2  655
岡野　篤  (43)
ｵｶﾉ ｱﾂｼ

兵　庫        ・兵　庫   11.25/+0.5

  2   3  644
水口　政人  (44)

ﾐﾅｸﾁ ﾏｻﾄ
神奈川        ・神奈川   11.43/+0.6

  3   4  676
安田　典史  (42)

ﾔｽﾀﾞ ﾉﾘﾌﾐ
富　山        ・富  山   11.89/+0.5

  4   8  670
徳田　勝大  (43)

ﾄｸﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ
富　山        ・富  山   11.96/+0.6

  5   4  703
北尻　晃久  (40)

ｷﾀｼﾞﾘ ﾃﾙﾋｻ
埼　玉        ・埼　玉   12.04/-0.6

  6   8  711
岡田　敦  (40)
ｵｶﾀﾞ ｱﾂｼ

大　阪        ・大　阪   12.13/+0.5

  7   6  709
塚口　洋之  (40)

ﾂｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ
大　阪        ・大　阪   12.14/-0.6

  8   5  648
秀井　浩二  (44)

ﾋﾃﾞｲ ｺｳｼﾞ
和歌山        ・和歌山   12.20/-0.6

  9   9  660
松浦　隆彦  (43)

ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾋｺ
岐　阜        ・岐　阜   12.37/-0.6

 10   4  650
杉山　裕二  (44)

ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｼﾞ
愛　媛        ・愛　媛   12.43/+0.7

 11   8  640
小原　弘晃  (44)

ｵﾊﾗ ﾋﾛﾐﾂ
兵　庫        ・兵　庫   12.48/-0.6

 12   3  685
田中　聡史  (42)

ﾀﾅｶ ｻﾄｼ
北海道        ・北海道   12.56/-0.6

 13   6  666
田中　充  (43)
ﾀﾅｶ ﾐﾂﾙ

滋　賀        ・滋　賀   12.59/+0.7

 14   8  689
馬場　達也  (41)

ﾊﾞﾊﾞ ﾀﾂﾔ
神奈川        ・神奈川   12.63/+0.7

 15   5  659
松川　智宣  (43)

ﾏﾂｶﾜ ﾄﾓﾉﾘ
奈　良        ・奈　良   12.87/+0.7

 16   6  719
山縣　勝壽  (40)

ﾔﾏｶﾞﾀ ｶﾂﾄｼ
大　阪        ・大　阪   12.96/+0.5

 17   6  708
柴田　俊  (40)
ｼﾊﾞﾀ ﾀｶｼ

愛　知        ・愛　知   13.15/+0.6

 18   2  657
井沼　康祐  (43)

ｲﾇﾏ ﾔｽｽｹ
和歌山        ・和歌山   13.40/-0.6

 19   9  669
小野　雄彦  (43)

ｵﾉ ﾀｹﾋｺ
奈　良        ・奈　良   13.56/+0.7

 20   9  658
松本　章  (43)
ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ

奈　良        ・奈　良   13.94/+0.6

 21   9  636
西脇　利典  (44)

ﾆｼﾜｷ ﾄｼﾉﾘ
兵　庫        ・兵　庫   14.54/+0.5

凡例（DNS:欠    場）



男子M45 １００ｍ タイムレース(4) 10月27日 10:25

世界記録(WM)  10.72    Willie Gault  (USA)   2006
日本記録(NM)  11.10    赤堀　弘晃   (兵庫)   2018
大会記録(GR)           

タイムレース 全4組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.8

  1   8  532
柴田　伸孝  (49)

ｼﾊﾞﾀ ﾉﾌﾞﾀｶ
岐　阜        ・岐　阜   12.16

  2   6  612
浪江　俊信  (46)

ﾅﾐｴ ﾄｼﾉﾌﾞ
大　阪        ・大　阪   12.51

  3   9  578
久米　隆  (47)
ｸﾒ ﾀｶｼ

埼　玉        ・埼　玉   13.46

  4   3  559
白田　豊一朗  (48)

ｼﾛﾀ ﾄﾖｲﾁﾛｳ
大　阪        ・大　阪   13.66

  5   5  606
白谷　伸也  (46)

ｼﾛﾀﾆ ｼﾝﾔ
兵　庫        ・兵　庫   14.13

  2  587
酒井　裕史  (47)

ｻｶｲ ﾕｳｼﾞ
大　阪        ・大　阪 DNS

  4  564
有賀　潤一郎  (48)

ｱﾘｶﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ
東　京        ・東　京 DNS

  7  575
井上　洋光  (47)

ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾐﾂ
神奈川        ・神奈川 DNS

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.4

  1   2  573
佐藤　秀明  (47)

ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ
福　岡        ・福　島   12.32

  2   8  586
田中　宏明  (47)

ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ
滋　賀        ・滋　賀   12.48

  3   7  542
北　昌功  (48)
ｷﾀ ﾏｻﾖｼ

福　岡        ・福　岡   13.24

  4   9  551
倉西　一弘  (48)

ｸﾗﾆｼ ｶｽﾞﾋﾛ
奈　良        ・奈　良   13.85

  5   3  607
森川　朋巳  (46)

ﾓﾘｶﾜ ﾄﾓﾐ
奈　良        ・奈　良   14.35

  4  602
山本　達也  (46)

ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ
京　都        ・京　都 DNS

  5  585
置塩　正剛  (47)

ｵｷｼｵ ｾｲｺﾞｳ
東　京        ・東　京 DNS

  6  518
三原　功靖  (49)

ﾐﾊﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ
奈　良        ・奈　良 DNS

  3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.7

  1   8  601
横井　孝  (46)
ﾖｺｲ ﾀｶｼ

愛　知        ・愛　知   12.22

  2   1  548
新居　秀明  (48)

ﾆｲ ﾋﾃﾞｱｷ
大　阪        ・大　阪   12.51

  3   4  569
東滝　勝義  (47)

ﾋｶﾞｼﾀｷ ｶﾂﾖｼ
大　阪        ・大　阪   12.95

  4   6  595
服部　忠則  (46)

ﾊｯﾄﾘ ﾀﾀﾞﾉﾘ
三　重        ・三　重   13.10

  5   9  626
川口　暁  (45)
ｶﾜｸﾞﾁ ｷﾞｮｳ

大　阪        ・大　阪   13.83

  6   7  576
清水　裕文  (47)

ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾌﾐ
奈　良        ・奈　良   13.83

  2  524
松本　正人  (49)

ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾋﾄ
大　阪        ・大　阪 DNS

  3  629
北野　聖明  (45)

ｷﾀﾉ ﾏｻｱｷ
兵　庫        ・兵　庫 DNS

  5  566
滝井　博之  (47)

ﾀｷｲ ﾋﾛﾕｷ
北海道        ・北海道 DNS

  4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.8

  1   9  630
定由　征司  (45)

ｻﾀﾞﾖｼ ｾｲｼﾞ
愛　媛        ・愛　媛   11.78

  2   5  603
青木　進  (46)
ｱｵｷ ｽｽﾑ

鳥　取        ・鳥　取   12.00

  3   2  614
野田　秀樹  (46)

ﾉﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ
愛　知        ・愛　知   12.11

  4   8  549
古澤　賢一郎  (48)

ﾌﾙｻﾜ ｹﾝｲﾁﾛｳ
千　葉        ・千　葉   12.44

  5   7  541
藤本　康全  (48)

ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｾﾞﾝ
北海道        ・北海道   12.58

  6   1  581
我妻　明嘉  (47)

ｱﾂﾞﾏ ｱｷﾖｼ
京　都        ・京　都   13.76

  3  560
蒔田　義成  (48)

ﾏｷﾀ ﾖｼﾅﾘ
静　岡        ・静　岡 DNS

  4  604
川島　康裕  (46)

ｶﾜｼﾏ ﾔｽﾋﾛ
和歌山        ・和歌山 DNS

  6  588
岩崎　智視  (46)

ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾐ
千　葉        ・千　葉 DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   9  630
定由　征司  (45)

ｻﾀﾞﾖｼ ｾｲｼﾞ
愛　媛        ・愛　媛   11.78/+0.8

  2   5  603
青木　進  (46)
ｱｵｷ ｽｽﾑ

鳥　取        ・鳥　取   12.00/+0.8

  3   2  614
野田　秀樹  (46)

ﾉﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ
愛　知        ・愛　知   12.11/+0.8

  4   8  532
柴田　伸孝  (49)

ｼﾊﾞﾀ ﾉﾌﾞﾀｶ
岐　阜        ・岐　阜   12.16/+0.8

  5   8  601
横井　孝  (46)
ﾖｺｲ ﾀｶｼ

愛　知        ・愛　知   12.22/+1.7

  6   2  573
佐藤　秀明  (47)

ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ
福　岡        ・福　島   12.32/+0.4

  7   8  549
古澤　賢一郎  (48)

ﾌﾙｻﾜ ｹﾝｲﾁﾛｳ
千　葉        ・千　葉   12.44/+0.8

  8   8  586
田中　宏明  (47)

ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ
滋　賀        ・滋　賀   12.48/+0.4

  9   6  612
浪江　俊信  (46)

ﾅﾐｴ ﾄｼﾉﾌﾞ
大　阪        ・大　阪   12.51/+0.8

 10   1  548
新居　秀明  (48)

ﾆｲ ﾋﾃﾞｱｷ
大　阪        ・大　阪   12.51/+1.7

 11   7  541
藤本　康全  (48)

ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｾﾞﾝ
北海道        ・北海道   12.58/+0.8

 12   4  569
東滝　勝義  (47)

ﾋｶﾞｼﾀｷ ｶﾂﾖｼ
大　阪        ・大　阪   12.95/+1.7

 13   6  595
服部　忠則  (46)

ﾊｯﾄﾘ ﾀﾀﾞﾉﾘ
三　重        ・三　重   13.10/+1.7

 14   7  542
北　昌功  (48)
ｷﾀ ﾏｻﾖｼ

福　岡        ・福　岡   13.24/+0.4

 15   9  578
久米　隆  (47)
ｸﾒ ﾀｶｼ

埼　玉        ・埼　玉   13.46/+0.8

 16   3  559
白田　豊一朗  (48)

ｼﾛﾀ ﾄﾖｲﾁﾛｳ
大　阪        ・大　阪   13.66/+0.8

 17   1  581
我妻　明嘉  (47)

ｱﾂﾞﾏ ｱｷﾖｼ
京　都        ・京　都   13.76/+0.8

 18   9  626
川口　暁  (45)
ｶﾜｸﾞﾁ ｷﾞｮｳ

大　阪        ・大　阪   13.83/+1.7

 19   7  576
清水　裕文  (47)

ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾌﾐ
奈　良        ・奈　良   13.83/+1.7

 20   9  551
倉西　一弘  (48)

ｸﾗﾆｼ ｶｽﾞﾋﾛ
奈　良        ・奈　良   13.85/+0.4

 21   5  606
白谷　伸也  (46)

ｼﾛﾀﾆ ｼﾝﾔ
兵　庫        ・兵　庫   14.13/+0.8

 22   3  607
森川　朋巳  (46)

ﾓﾘｶﾜ ﾄﾓﾐ
奈　良        ・奈　良   14.35/+0.4

凡例（DNS:欠    場）



男子M50 １００ｍ タイムレース(5) 10月27日 10:25

世界記録(WM)  10.88    Willie Gault  (USA)    2011
日本記録(NM)  11.45    宮本　義久  (神奈川)   2018
大会記録(GR)           

タイムレース 全5組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.6
  1   7  499

松澤　孝二  (50)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ
愛　媛        ・愛　媛   12.23

  2   8  447
早川　行友  (52)

ﾊﾔｶﾜ ﾕｷﾄﾓ
埼　玉        ・埼　玉   12.37

  3   3  428
亀岡　洋海  (53)

ｶﾒｵｶ ﾅﾀﾞﾐ
広　島        ・広　島   12.76

  4   6  406
村田　雅彦  (54)

ﾑﾗﾀ ﾏｻﾋｺ
兵　庫        ・兵　庫   13.73

  5   5  455
大村　英一  (51)

ｵｵﾑﾗ ｴｲｲﾁ
奈　良        ・奈　良   14.64

  4  475
井指　康裕  (51)

ｲｻｼ ﾔｽﾋﾛ
大　阪        ・大　阪 DNS

  9  461
宮本　崇司  (51)

ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶｼ
滋　賀        ・滋　賀 DNS

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.9
  1   5  495

宮本　義久  (50)

ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾋｻ
神奈川        ・神奈川   11.40 NNM

  2   4  512
三枝　公史  (50)

ｻｴｸﾞｻ ﾀﾀﾞﾌﾐ
福　岡        ・福　岡   12.30

  3   7  438
奥村　秀雄  (53)

ｵｸﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ
滋　賀        ・滋　賀   12.92

  4   2  424
藤田　幸久  (53)

ﾌｼﾞﾀ ﾕｷﾋｻ
大　阪        ・大　阪   12.98

  5   6  490
上野　昌之  (50)

ｳｴﾉ ﾏｻﾕｷ
和歌山        ・和歌山   13.13

  6   8  481
菊池　英一郎  (51)

ｷｸﾁ ｴｲｲﾁﾛｳ
大　阪        ・大　阪   13.98

  7   9  454
大平　健一  (52)

ｵｵﾋﾗ ｹﾝｲﾁ
愛　知        ・愛　知   14.29

  3  417
二宮　一  (54)
ﾆﾉﾐﾔ ﾊｼﾞﾒ

大　阪        ・大　阪 DNS

  3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.1
  1   2  508

眞島　修  (50)
ﾏｼﾞﾏ ｵｻﾑ

静　岡        ・静　岡   12.10

  2   3  506
木下　昭二  (50)

ｷﾉｼﾀ ｼｮｳｼﾞ
大　阪        ・大　阪   12.28

  3   5  473
島崎　利彦  (51)

ｼﾏｻﾞｷ ﾄｼﾋｺ
岐　阜        ・岐　阜   12.41

  4   9  445 Tan Keng Lay Kevin  (53) ＳＩＮ        ・ＳＩＮ   12.63

  5   4  420
岩山　悟  (54)
ｲﾜﾔﾏ ｻﾄﾙ

鳥　取        ・鳥　取   13.23

  6   7  478
川口　滑也  (51)

ｶﾜｸﾞﾁ ｶﾂﾔ
奈　良        ・奈　良   13.49

  7   6  452 岩名　悟  (52)
ｲﾜﾅ ｻﾄﾙ

三　重        ・三　重   14.62

  8  421
安井　沼司  (54)

ﾔｽｲ ｼｮｳｼﾞ
広　島        ・広　島 DQ  FS 

  4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.4
  1   5  472

島名　孝次  (51)

ｼﾏﾅ ﾀｶﾂｸﾞ
大　阪        ・大　阪   12.31

  2   2  503
加藤　公司  (50)

ｶﾄｳ ｺｳｼﾞ
愛　知        ・愛　知   12.68

  3   4  441
清水　信幸  (53)

ｼﾐｽﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ
東　京        ・東　京   12.96

  4   3  414
菊地　正行  (54)

ｷｸﾁ ﾏｻﾕｷ
岩　手        ・岩  手   13.45

  5   9  460
斧　和之  (51)
ｵﾉ ｶｽﾞﾕｷ

奈　良        ・奈　良   13.58

  6   7  435
渡邉　一善  (53)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾖｼ
奈　良        ・奈　良   14.08

  6  493
安本　順二郎  (50)

ﾔｽﾓﾄ ｼﾞｭﾝｼﾞﾛｳ
広　島        ・広　島 DNS

  8  497
對田　俊二  (50)

ﾂｲﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ
神奈川        ・神奈川 DNS

  5組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.3
  1   9  488

小高　孝二  (50)

ｺﾀﾞｶ ｺｳｼﾞ
愛　知        ・愛　知   11.69

  2   3  439
渡辺　実  (53)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾉﾙ

愛　知        ・愛　知   12.04

  3   6  477
大垣　徹晃  (51)

ｵｵｶﾞｷ ﾃﾂｱｷ
神奈川        ・神奈川   12.35

  4   4  468
三坂　昭博  (51)

ﾐｻｶ ｱｷﾋﾛ
東　京        ・東　京   12.44

  5   7  412
茶谷　克博  (54)

ﾁｬﾀﾆ ｶﾂﾋﾛ
奈　良        ・奈　良   13.12

  6   8  458 Tseren Enkhtur  (51) ＭＧＬ        ・ＭＧＬ   13.86

  5  453
村上　貴基  (52)

ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｷ
奈　良        ・奈　良 DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   5  495
宮本　義久  (50)

ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾋｻ
神奈川        ・神奈川   11.40/+0.9 NNR

  2   9  488
小高　孝二  (50)

ｺﾀﾞｶ ｺｳｼﾞ
愛　知        ・愛　知   11.69/+1.3

  3   3  439
渡辺　実  (53)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾉﾙ

愛　知        ・愛　知   12.04/+1.3

  4   2  508
眞島　修  (50)
ﾏｼﾞﾏ ｵｻﾑ

静　岡        ・静　岡   12.10/+0.1

  5   7  499
松澤　孝二  (50)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ
愛　媛        ・愛　媛   12.23/+0.6

  6   3  506
木下　昭二  (50)

ｷﾉｼﾀ ｼｮｳｼﾞ
大　阪        ・大　阪   12.28/+0.1

  7   4  512
三枝　公史  (50)

ｻｴｸﾞｻ ﾀﾀﾞﾌﾐ
福　岡        ・福　岡   12.30/+0.9

  8   5  472
島名　孝次  (51)

ｼﾏﾅ ﾀｶﾂｸﾞ
大　阪        ・大　阪   12.31/+1.4

  9   6  477
大垣　徹晃  (51)

ｵｵｶﾞｷ ﾃﾂｱｷ
神奈川        ・神奈川   12.35/+1.3

 10   8  447
早川　行友  (52)

ﾊﾔｶﾜ ﾕｷﾄﾓ
埼　玉        ・埼　玉   12.37/+0.6

 11   5  473
島崎　利彦  (51)

ｼﾏｻﾞｷ ﾄｼﾋｺ
岐　阜        ・岐　阜   12.41/+0.1

 12   4  468
三坂　昭博  (51)

ﾐｻｶ ｱｷﾋﾛ
東　京        ・東　京   12.44/+1.3

 13   9  445 Tan Keng Lay Kevin  (53) ＳＩＮ        ・ＳＩＮ   12.63/+0.1

 14   2  503
加藤　公司  (50)

ｶﾄｳ ｺｳｼﾞ
愛　知        ・愛　知   12.68/+1.4

 15   3  428
亀岡　洋海  (53)

ｶﾒｵｶ ﾅﾀﾞﾐ
広　島        ・広　島   12.76/+0.6

 16   7  438
奥村　秀雄  (53)

ｵｸﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ
滋　賀        ・滋　賀   12.92/+0.9

 17   4  441
清水　信幸  (53)

ｼﾐｽﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ
東　京        ・東　京   12.96/+1.4

 18   2  424
藤田　幸久  (53)

ﾌｼﾞﾀ ﾕｷﾋｻ
大　阪        ・大　阪   12.98/+0.9

 19   7  412
茶谷　克博  (54)

ﾁｬﾀﾆ ｶﾂﾋﾛ
奈　良        ・奈　良   13.12/+1.3

 20   6  490
上野　昌之  (50)

ｳｴﾉ ﾏｻﾕｷ
和歌山        ・和歌山   13.13/+0.9

 21   4  420
岩山　悟  (54)
ｲﾜﾔﾏ ｻﾄﾙ

鳥　取        ・鳥　取   13.23/+0.1

 22   3  414
菊地　正行  (54)

ｷｸﾁ ﾏｻﾕｷ
岩　手        ・岩  手   13.45/+1.4

 23   7  478
川口　滑也  (51)

ｶﾜｸﾞﾁ ｶﾂﾔ
奈　良        ・奈　良   13.49/+0.1

 24   9  460 斧　和之  (51)
ｵﾉ ｶｽﾞﾕｷ

奈　良        ・奈　良   13.58/+1.4

 25   6  406
村田　雅彦  (54)

ﾑﾗﾀ ﾏｻﾋｺ
兵　庫        ・兵　庫   13.73/+0.6

 26   8  458 Tseren Enkhtur  (51) ＭＧＬ        ・ＭＧＬ   13.86/+1.3

 27   8  481
菊池　英一郎  (51)

ｷｸﾁ ｴｲｲﾁﾛｳ
大　阪        ・大　阪   13.98/+0.9

 28   7  435
渡邉　一善  (53)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾖｼ
奈　良        ・奈　良   14.08/+1.4

 29   9  454
大平　健一  (52)

ｵｵﾋﾗ ｹﾝｲﾁ
愛　知        ・愛　知   14.29/+0.9

 30   6  452
岩名　悟  (52)
ｲﾜﾅ ｻﾄﾙ

三　重        ・三　重   14.62/+0.1

 31   5  455
大村　英一  (51)

ｵｵﾑﾗ ｴｲｲﾁ
奈　良        ・奈　良   14.64/+0.6

凡例（NNR:日本新記録/ DQ :失    格/ DNS:欠    場/ NNM:日本マスターズ新記録/ FS :不正スタート(R162-7)）



男子M55 １００ｍ タイムレース(3) 10月27日  9:55

世界記録(WM)  11.30    Willie Gault  (USA)    2016
日本記録(NM)  11.80    鶴巻　良助  (新　潟)   1993
日本記録(NM)  11.5(手) 鶴巻　良助  (新　潟)   1993
大会記録(GR)  12.36    水島　鉄雄  (神奈川)   2013

タイムレース 全3組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.5

  1   8  398
吉田　均  (55)
ﾖｼﾀﾞ ﾋﾄｼ

岩　手        ・岩  手   12.25 NGR

  2   9  321
森田　亨  (59)
ﾓﾘﾀ ﾄｵﾙ

三　重        ・三　重   12.62

  3   7  359
向山　昌二  (57)

ﾑｶｲﾔﾏ ｼｮｳｼﾞ
京　都        ・京　都   12.87

  4   3  372
岡田　孝夫  (56)

ｵｶﾀﾞ ﾀｶｵ
奈　良        ・奈　良   13.55

  5   5  362
泉本　博次  (57)

ｲｽﾞﾓﾄ ﾋﾛﾂｸﾞ
奈　良        ・奈　良   14.01

  4  344
加減　隆之  (57)

ｶｹﾞﾝ ﾀｶｼ
大　阪        ・大　阪 DNS

  6  331 KAO CHEN-SAN  (58) ＴＰＥ        ・ＴＰＥ DNS

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.1

  1   2  353
藤原　新  (57)
ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾗﾀ

神奈川        ・神奈川   12.83

  2   8  319
小堀　拓也  (59)

ｺﾎﾞﾘ ﾀｸﾔ
栃　木        ・栃　木   12.89

  3   6  345
安田　弥彦  (57)

ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾋｺ
京　都        ・京　都   12.90

  4   5  377
後藤　芳伸  (56)

ｺﾞﾄｳ ﾖｼﾉﾌﾞ
三　重        ・三　重   13.30

  5   3  360
岡田　靖見  (57)

ｵｶﾀﾞ ﾔｽﾐ
和歌山        ・和歌山   13.36

  6   4  330
山形　厚治  (58)

ﾔﾏｶﾞﾀ ｺｳｼﾞ
大　阪        ・大　阪   13.69

  7  405
東　浩一  (55)
ﾋｶﾞｼ ｺｳｲﾁ

滋　賀        ・滋　賀 DNS

  9  395
山崎　安史  (55)

ﾔﾏｻｷ ﾔｽﾌﾐ
福　岡        ・福　岡 DNS

  3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.8

  1   3  404
小林　裕  (55)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ

神奈川        ・神奈川   12.15 NGR

  2   7  399
猪股　光一  (55)

ｲﾉﾏﾀ ｺｳｲﾁ
福　井        ・福  井   12.96

  3   6  392
沖田　良人  (55)

ｵｷﾀ ﾖｼﾋﾄ
大　阪        ・大　阪   13.02

  4   5  369 SEO KEUMSEOG  (56) ＫＯＲ        ・ＫＯＲ   13.08

  5   9  342
近藤　努  (58)
ｺﾝﾄﾞｳ ﾂﾄﾑ

新　潟        ・新　潟   13.27

  6   4  361
笹部　雅彦  (57)

ｻｻﾍﾞ ﾏｻﾋｺ
大　阪        ・大　阪   13.62

  7   8  324
古田　茂  (59)
ﾌﾙﾀ ｼｹﾞﾙ

岐　阜        ・岐　阜   13.74

  8   2  329
津田　光央  (59)

ﾂﾀﾞ ﾐﾂｵ
大　阪        ・大　阪   15.44

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3  404
小林　裕  (55)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ

神奈川        ・神奈川   12.15/-0.8 NGR

  2   8  398
吉田　均  (55)
ﾖｼﾀﾞ ﾋﾄｼ

岩　手        ・岩  手   12.25/+0.5 NGR

  3   9  321
森田　亨  (59)
ﾓﾘﾀ ﾄｵﾙ

三　重        ・三　重   12.62/+0.5

  4   2  353
藤原　新  (57)
ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾗﾀ

神奈川        ・神奈川   12.83/-0.1

  5   7  359
向山　昌二  (57)

ﾑｶｲﾔﾏ ｼｮｳｼﾞ
京　都        ・京　都   12.87/+0.5

  6   8  319
小堀　拓也  (59)

ｺﾎﾞﾘ ﾀｸﾔ
栃　木        ・栃　木   12.89/-0.1

  7   6  345
安田　弥彦  (57)

ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾋｺ
京　都        ・京　都   12.90/-0.1

  8   7  399
猪股　光一  (55)

ｲﾉﾏﾀ ｺｳｲﾁ
福　井        ・福  井   12.96/-0.8

  9   6  392
沖田　良人  (55)

ｵｷﾀ ﾖｼﾋﾄ
大　阪        ・大　阪   13.02/-0.8

 10   5  369 SEO KEUMSEOG  (56) ＫＯＲ        ・ＫＯＲ   13.08/-0.8

 11   9  342
近藤　努  (58)
ｺﾝﾄﾞｳ ﾂﾄﾑ

新　潟        ・新　潟   13.27/-0.8

 12   5  377
後藤　芳伸  (56)

ｺﾞﾄｳ ﾖｼﾉﾌﾞ
三　重        ・三　重   13.30/-0.1

 13   3  360
岡田　靖見  (57)

ｵｶﾀﾞ ﾔｽﾐ
和歌山        ・和歌山   13.36/-0.1

 14   3  372
岡田　孝夫  (56)

ｵｶﾀﾞ ﾀｶｵ
奈　良        ・奈　良   13.55/+0.5

 15   4  361
笹部　雅彦  (57)

ｻｻﾍﾞ ﾏｻﾋｺ
大　阪        ・大　阪   13.62/-0.8

 16   4  330
山形　厚治  (58)

ﾔﾏｶﾞﾀ ｺｳｼﾞ
大　阪        ・大　阪   13.69/-0.1

 17   8  324
古田　茂  (59)
ﾌﾙﾀ ｼｹﾞﾙ

岐　阜        ・岐　阜   13.74/-0.8

 18   5  362
泉本　博次  (57)

ｲｽﾞﾓﾄ ﾋﾛﾂｸﾞ
奈　良        ・奈　良   14.01/+0.5

 19   2  329
津田　光央  (59)

ﾂﾀﾞ ﾐﾂｵ
大　阪        ・大　阪   15.44/-0.8

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



男子M60 １００ｍ タイムレース(3) 10月27日  9:55

世界記録(WM)  11.70    Ronald Taylor  (GBR)   1994
日本記録(NM)  12.21    浅村　史郎 　 (東京)   2004
大会記録(GR)  12.46    新居田　哲司  (愛媛)   2013

タイムレース 全3組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.1

  1   7  302
二村　安男  (60)

ﾆﾑﾗ ﾔｽｵ
静　岡        ・静　岡   13.12

  2   9  297
金子　優治  (60)

ｶﾈｺ ﾕｳｼﾞ
山　口        ・山　口   13.25

  3   4  261
橋元　正彦  (62)

ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾋｺ
兵　庫        ・兵　庫   14.29

  4   8  281
月村　一美  (61)

ﾂｷﾑﾗ ｶｽﾞﾐ
奈　良        ・奈　良   14.34

  5   6  254
大林　弘明  (63)

ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ
香　川        ・香  川   15.29

  6   5  274
小西　清隆  (61)

ｺﾆｼ ｷﾖﾀｶ
大　阪        ・大　阪   15.36

  7   3  277
板東　浩  (61)
ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ

徳　島        ・徳  島   16.56

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.3

  1   6  313
沖田　隆雄  (60)

ｵｷﾀ ﾀｶｵ
熊　本        ・熊　本   12.53

  2   9  245
渡部　四郎  (63)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾛｳ
愛　媛        ・愛　媛   13.17

  3   5  232
大江　良一  (64)

ｵｵｴ ﾘｮｳｲﾁ
滋　賀        ・滋　賀   13.21

  4   3  278
兵藤　隆昭  (61)

ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾀｶｱｷ
愛　知        ・愛　知   13.48

  5   2  292
小林　正人  (60)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ
静　岡        ・静　岡   14.60

  6   8  265 PARK CHUNGMOK  (62) ＫＯＲ        ・ＫＯＲ   14.66

  7   4  233
武田　忠義  (64)

ﾀｹﾀﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ
大　阪        ・大　阪   15.19

  7  298
黒川　隆夫  (60)

ｸﾛｶﾜ ﾀｶｵ
千　葉        ・千　葉 DNS

  3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.9

  1   9  296
佐々木　淳哉  (60)

ｻｻｷ ｼﾞｭﾝﾔ
宮　城        ・宮　城   14.20

  2   3  267
濱野　雅道  (62)

ﾊﾏﾉ ﾏｻﾐﾁ
神奈川        ・神奈川   16.55

  4  257
檜山　堅宗  (62)

ﾋﾔﾏ ｹﾝｿｳ
広　島        ・広　島 DNS

  5  287
西村　日出仁  (61)

ﾆｼﾑﾗ ﾋﾃﾞﾋﾄ
兵　庫        ・兵　庫 DNS

  6  308
金　命雄  (60)
ｷﾑ ﾐｮﾝｳﾝ

東　京        ・東　京 DNS

  7  310
水島　鉄雄  (60)

ﾐｽﾞｼﾏ ﾃﾂｵ
神奈川        ・神奈川 DNS

  8  247 CHOI CHEOLHA  (63) ＫＯＲ        ・ＫＯＲ DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6  313
沖田　隆雄  (60)

ｵｷﾀ ﾀｶｵ
熊　本        ・熊　本   12.53/+0.3

  2   7  302
二村　安男  (60)

ﾆﾑﾗ ﾔｽｵ
静　岡        ・静　岡   13.12/+0.1

  3   9  245
渡部　四郎  (63)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾛｳ
愛　媛        ・愛　媛   13.17/+0.3

  4   5  232
大江　良一  (64)

ｵｵｴ ﾘｮｳｲﾁ
滋　賀        ・滋　賀   13.21/+0.3

  5   9  297
金子　優治  (60)

ｶﾈｺ ﾕｳｼﾞ
山　口        ・山　口   13.25/+0.1

  6   3  278
兵藤　隆昭  (61)

ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾀｶｱｷ
愛　知        ・愛　知   13.48/+0.3

  7   9  296
佐々木　淳哉  (60)

ｻｻｷ ｼﾞｭﾝﾔ
宮　城        ・宮　城   14.20/+1.9

  8   4  261
橋元　正彦  (62)

ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾋｺ
兵　庫        ・兵　庫   14.29/+0.1

  9   8  281
月村　一美  (61)

ﾂｷﾑﾗ ｶｽﾞﾐ
奈　良        ・奈　良   14.34/+0.1

 10   2  292
小林　正人  (60)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ
静　岡        ・静　岡   14.60/+0.3

 11   8  265 PARK CHUNGMOK  (62) ＫＯＲ        ・ＫＯＲ   14.66/+0.3

 12   4  233
武田　忠義  (64)

ﾀｹﾀﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ
大　阪        ・大　阪   15.19/+0.3

 13   6  254
大林　弘明  (63)

ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ
香　川        ・香  川   15.29/+0.1

 14   5  274
小西　清隆  (61)

ｺﾆｼ ｷﾖﾀｶ
大　阪        ・大　阪   15.36/+0.1

 15   3  267
濱野　雅道  (62)

ﾊﾏﾉ ﾏｻﾐﾁ
神奈川        ・神奈川   16.55/+1.9

 16   3  277
板東　浩  (61)
ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ

徳　島        ・徳  島   16.56/+0.1

凡例（DNS:欠    場）



男子M65 １００ｍ タイムレース(3) 10月27日  9:55

世界記録(WM)  12.33    William Collins  (USA)   2017
日本記録(NM)  12.72    伊藤　恒夫  (福岡)   　  1997
大会記録(GR)  13.08    内山　　勝  (神奈川)   　2013

タイムレース 全3組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.4

  1   3  206
新居田　哲司  (66)

ﾆｲﾀﾞ ﾃﾂｼ
愛　媛        ・愛　媛   12.91 NGR

  2   5  169
岩本　茂  (68)
ｲﾜﾓﾄ ｼｹﾞﾙ

三　重        ・三　重   13.58

  3   9  150
村岡　眞次  (69)

ﾑﾗｵｶ ｼﾝｼﾞ
奈　良        ・奈　良   14.08

  4   8  177
葉井　義嗣  (68)

ﾊｲ ﾖｼﾂｸﾞ
大　阪        ・大　阪   14.49

  4  221
水口　尚幸  (65)

ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾅｵﾕｷ
岐　阜        ・岐　阜 DNS

  6  174
井上　儀徳  (68)

ｲﾉｳｴ ﾖｼﾉﾘ
岩　手        ・岩  手 DNS

  7  193
安田　昭雄  (66)

ﾔｽﾀﾞ ｱｷｵ
奈　良        ・奈　良 DNS

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.1

  1   8  191
佐々木　文夫  (66)

ｻｻｷ ﾌﾐｵ
岩　手        ・岩  手   14.04

  2   9  216
若宮　修司  (65)

ﾜｶﾐﾔ ｼｭｳｼﾞ
岐　阜        ・岐　阜   14.43

  3   5  217
村上　充  (65)
ﾑﾗｶﾐ ﾐﾂﾙ

香　川        ・香  川   14.75

  4   6  178
德田　哲  (68)
ﾄｸﾀﾞ ｻﾄｼ

京　都        ・京　都   14.89

  5   3  180
宮迫　雄二  (68)

ﾐﾔｻｺ ﾕｳｼﾞ
福　岡        ・福　岡   15.12

  4  160
徳田　和昭  (68)

ﾄｸﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ
鹿児島        ・鹿児島 DNS

  7  157
髙下　裕民  (69)

ﾀｶｼﾀ ﾋﾛﾀﾐ
奈　良        ・奈　良 DNS

  3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.7

  1   3  167
河田　慎司  (68)

ｶﾜﾀﾞ ｼﾝｼﾞ
広　島        ・広　島   13.40

  2   6  202
田端　忠志  (66)

ﾀﾊﾞﾀ ﾀﾀﾞｼ
千　葉        ・千　葉   13.65

  3   5  172
山中　茂生  (68)

ﾔﾏﾅｶ ｼｹﾞｵ
三　重        ・三　重   14.03

  4   9  162
須田　雅昭  (68)

ｽﾀﾞ ﾏｻｱｷ
山　口        ・山　口   17.16

  4  161
黒岩　邦義  (68)

ｸﾛｲﾜ ｸﾆﾖｼ
長　野        ・長  野 DNS

  7  218
松村　哲秀  (65)

ﾏﾂﾑﾗ ﾉﾘﾋﾃﾞ
奈　良        ・奈　良 DNS

  8  212
藤浦　福己  (65)

ﾌｼﾞｳﾗ ﾌｸﾐ
兵　庫        ・兵　庫 DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3  206
新居田　哲司  (66)

ﾆｲﾀﾞ ﾃﾂｼ
愛　媛        ・愛　媛   12.91/+0.4 NGR

  2   3  167
河田　慎司  (68)

ｶﾜﾀﾞ ｼﾝｼﾞ
広　島        ・広　島   13.40/+0.7

  3   5  169
岩本　茂  (68)
ｲﾜﾓﾄ ｼｹﾞﾙ

三　重        ・三　重   13.58/+0.4

  4   6  202
田端　忠志  (66)

ﾀﾊﾞﾀ ﾀﾀﾞｼ
千　葉        ・千　葉   13.65/+0.7

  5   5  172
山中　茂生  (68)

ﾔﾏﾅｶ ｼｹﾞｵ
三　重        ・三　重   14.03/+0.7

  6   8  191
佐々木　文夫  (66)

ｻｻｷ ﾌﾐｵ
岩　手        ・岩  手   14.04/-0.1

  7   9  150
村岡　眞次  (69)

ﾑﾗｵｶ ｼﾝｼﾞ
奈　良        ・奈　良   14.08/+0.4

  8   9  216
若宮　修司  (65)

ﾜｶﾐﾔ ｼｭｳｼﾞ
岐　阜        ・岐　阜   14.43/-0.1

  9   8  177
葉井　義嗣  (68)

ﾊｲ ﾖｼﾂｸﾞ
大　阪        ・大　阪   14.49/+0.4

 10   5  217
村上　充  (65)
ﾑﾗｶﾐ ﾐﾂﾙ

香　川        ・香  川   14.75/-0.1

 11   6  178
德田　哲  (68)
ﾄｸﾀﾞ ｻﾄｼ

京　都        ・京　都   14.89/-0.1

 12   3  180
宮迫　雄二  (68)

ﾐﾔｻｺ ﾕｳｼﾞ
福　岡        ・福　岡   15.12/-0.1

 13   9  162
須田　雅昭  (68)

ｽﾀﾞ ﾏｻｱｷ
山　口        ・山　口   17.16/+0.7

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



男子M70 １００ｍ タイムレース(2) 10月27日  9:35

世界記録(WM)  12.77    Bobby Whilden  (USA)   2005
日本記録(NM)  13.26    山崎　雅彦  (千葉)     2017
大会記録(GR)  13.50    鈴木　　勲  (東京)   　2013

タイムレース 全2組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.1

  1   8  133
相羽　吉男  (70)

ｱｲﾊﾞ ﾖｼｵ
東　京        ・東　京   13.72

  2   7  119
渡邉　和生  (71)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｵ
大　阪        ・大　阪   14.15

  3   9  106
肥後　秀憲  (72)

ﾋｺﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ
鹿児島        ・鹿児島   14.34

  4   4  137
岩森　正敏  (70)

ｲﾜﾓﾘ ﾏｻﾄｼ
三　重        ・三　重   14.43

  5   6  104
光岡　明夫  (72)

ﾐﾂｵｶ ｱｷｵ
熊　本        ・熊　本   14.93

  6   5   93
中谷　兼武  (74)

ﾅｶﾀﾆ ｶﾈﾀｹ
奈　良        ・奈　良   17.44

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.6

  1   4  145
岡田　剛  (70)
ｵｶﾀﾞ ﾂﾖｼ

山　形        ・山　形   13.68

  2   7  146
本田　豊  (70)
ﾎﾝﾀﾞ ﾕﾀｶ

大　阪        ・大　阪   14.66

  3   6  125
加藤　裕  (71)
ｶﾄｳ ﾕﾀｶ

福　岡        ・福　岡   15.21

  4   5   95
小山　勲男  (74)

ｺﾔﾏ ｲｻｵ
奈　良        ・奈　良   15.57

  5   9  124 DORJ BANZRAGCH  (71) ＭＧＬ        ・ＭＧＬ   16.83

  6   8  118
水井　基員  (71)

ﾐｽﾞｲ ﾓﾄｶｽﾞ
福　岡        ・福　岡   17.12

  7   3  102
藤原　章  (72)
ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｷﾗ

奈　良        ・奈　良   17.72

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  145
岡田　剛  (70)
ｵｶﾀﾞ ﾂﾖｼ

山　形        ・山　形   13.68/+0.6

  2   8  133
相羽　吉男  (70)

ｱｲﾊﾞ ﾖｼｵ
東　京        ・東　京   13.72/-0.1

  3   7  119
渡邉　和生  (71)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｵ
大　阪        ・大　阪   14.15/-0.1

  4   9  106
肥後　秀憲  (72)

ﾋｺﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ
鹿児島        ・鹿児島   14.34/-0.1

  5   4  137
岩森　正敏  (70)

ｲﾜﾓﾘ ﾏｻﾄｼ
三　重        ・三　重   14.43/-0.1

  6   7  146
本田　豊  (70)
ﾎﾝﾀﾞ ﾕﾀｶ

大　阪        ・大　阪   14.66/+0.6

  7   6  104
光岡　明夫  (72)

ﾐﾂｵｶ ｱｷｵ
熊　本        ・熊　本   14.93/-0.1

  8   6  125
加藤　裕  (71)
ｶﾄｳ ﾕﾀｶ

福　岡        ・福　岡   15.21/+0.6

  9   5   95
小山　勲男  (74)

ｺﾔﾏ ｲｻｵ
奈　良        ・奈　良   15.57/+0.6

 10   9  124 DORJ BANZRAGCH  (71) ＭＧＬ        ・ＭＧＬ   16.83/+0.6

 11   8  118
水井　基員  (71)

ﾐｽﾞｲ ﾓﾄｶｽﾞ
福　岡        ・福　岡   17.12/+0.6

 12   5   93
中谷　兼武  (74)

ﾅｶﾀﾆ ｶﾈﾀｹ
奈　良        ・奈　良   17.44/-0.1

 13   3  102
藤原　章  (72)
ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｷﾗ

奈　良        ・奈　良   17.72/+0.6

男子M75 １００ｍ 決勝 10月27日  9:35

世界記録(WM)  13.49    Robert Lida  (USA)   2012
日本記録(NM)  13.73    中村　勝利  (大分)   2018
大会記録(GR)  14.66    和田　榮治  (京都)   2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.3

  1   3   83
中村　勝利  (76)

ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾄｼ
大　分        ・大　分   14.05 NGR

  2   1   76
鈴木　勲  (77)
ｽｽﾞｷ ｲｻｵ

東　京        ・東　京   14.63 NGR

  3   8   84
尾崎　公則  (76)

ｵｻﾞｷ ﾀﾀﾞﾉﾘ
滋　賀        ・滋　賀   14.79

  4   4   57
阪田　卯一  (79)

ｻｶﾀ ｳｲﾁ
奈　良        ・奈　良   15.81

  5   2   65
万波　通弘  (77)

ﾏﾝﾅﾐ ﾐﾁﾋﾛ
東　京        ・東　京   15.90

  6   7   71
井上　和彦  (77)

ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾋｺ
奈　良        ・奈　良   17.76

  5   54
松川　信義  (79)

ﾏﾂｶﾜ ﾉﾌﾞﾖｼ
熊　本        ・熊　本 DNS

  6   91
皆木　しげる  (75)

ﾐﾅｷﾞ ｼｹﾞﾙ
岡　山        ・岡　山 DNS

  9   85
宮本　英雄  (75)

ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ
東　京        ・東　京 DNS

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



男子M80 １００ｍ タイムレース(2) 10月27日  9:35

世界記録(WM)  14.35    Payton Jordan  (USA)   1997
日本記録(NM)  14.42    泥谷　久光  (宮崎) 　  2012
大会記録(GR)  14.65    泥谷　久光  (宮崎) 　  2013

タイムレース 全2組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.2

  1   8   20
髙嶋　賢二  (83)

ﾀｶｼﾏ ｹﾝｼﾞ
石　川        ・石  川   15.50

  2   7   43
藤原　耕作  (80)

ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｻｸ
岩　手        ・岩  手   16.36

  3   6   16 Tseren Radnaa  (84) ＭＧＬ        ・ＭＧＬ   17.41

  5   46
宮　秀多  (80)
ﾐﾔ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

大　阪        ・大　阪 DNS

  9   28
池野　義輝  (81)

ｲｹﾉ ﾖｼﾃﾙ
大　阪        ・大　阪 DNS

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.9

  1   8   24
山本　武  (82)
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ

京　都        ・京　都   16.92

  2   9   36
森本　博行  (81)

ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ
大　阪        ・大　阪   19.43

  5   19
髙井　義夫  (83)

ﾀｶｲ ﾖｼｵ
大　阪        ・大　阪 DNS

  6   27
熊木　利隆  (81)

ｸﾏｷ ﾄｼﾀｶ
大　阪        ・大　阪 DNS

  7   29
加藤　次男  (81)

ｶﾄｳ ﾂｷﾞｵ
愛　知        ・愛　知 DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8   20
髙嶋　賢二  (83)

ﾀｶｼﾏ ｹﾝｼﾞ
石　川        ・石  川   15.50/-0.2

  2   7   43
藤原　耕作  (80)

ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｻｸ
岩　手        ・岩  手   16.36/-0.2

  3   8   24
山本　武  (82)
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ

京　都        ・京　都   16.92/+0.9

  4   6   16 Tseren Radnaa  (84) ＭＧＬ        ・ＭＧＬ   17.41/-0.2

  5   9   36
森本　博行  (81)

ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ
大　阪        ・大　阪   19.43/+0.9

男子M85 １００ｍ 決勝 10月27日  9:35

世界記録(WM)  15.08    Hiroo Tanaka  (JPN)    2017
日本記録(NM)  15.08    田中　博男  (青森)     2017
大会記録(GR)  26.00    長谷　宗明  (和歌山)   2007

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.8

  1   6    4
田中　博男  (87)

ﾀﾅｶ ﾋﾛｵ
青　森        ・青　森   15.44 NGR

  2   2   14
石川　董  (85)
ｲｼｶﾜ ﾀﾀﾞｼ

岩　手        ・岩  手   16.94 NGR

  3   3    3
石田　保之  (88)

ｲｼﾀﾞ ﾔｽﾕｷ
栃　木        ・栃　木   17.58 NGR

  4   7    8
益田　斉  (86)
ﾏｽﾀﾞ ﾋﾄｼ

神奈川        ・神奈川   18.13 NGR

  5   4    6
北　良夫  (86)
ｷﾀ ﾖｼｵ

奈　良        ・奈　良   19.00 NGR

  6   8    9
野村　孝義  (86)

ﾉﾑﾗ ﾀｶﾖｼ
岐　阜        ・岐　阜   19.23 NGR

  7   5    5
内田　保  (87)
ｳﾁﾀﾞ ﾀﾓﾂ

熊　本        ・熊　本   22.81 NGR

男子M90 １００ｍ 決勝 10月27日  9:35

世界記録(WM)  17.53    Frederico Fischer  (BRA)   2007
日本記録(NM)  18.08    原口　幸三  (宮崎)         2000
大会記録(GR)  19.64    渡邉　源太郎  (大阪)       2007

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.8

  1   9    1
片岡　弘  (90)
ｶﾀｵｶ ﾋﾛｼ

奈　良        ・奈　良   40.29

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



男子M35 ２００ｍ タイムレース(3) 10月28日 11:00

世界記録(WM)  20.11    Linford Christie  (GBR)   1995
日本記録(NM)  21.57    渡辺　潤一  (埼玉)   　　 2012
大会記録(GR)           

タイムレース 全3組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.3

  1   3  785
関口　孝  (35)
ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶｼ

愛　知        ・愛　知   23.16

  2   6  758
堀井　卓  (36)
ﾎﾘｲ ｽｸﾞﾙ

和歌山        ・和歌山   23.63

  3   5  749
増田　憲保  (37)

ﾏｽﾀﾞ ﾉﾘﾔｽ
愛　知        ・愛　知   23.97

  4   8  774
山下　和隼  (36)

ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾊﾔ
東　京        ・東　京   24.58

  5   4  735
酒井　茂宏  (39)

ｻｶｲ ｼｹﾞﾋﾛ
三　重        ・三　重   26.09

  7  729
山本　哲也  (39)

ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ
鳥　取        ・鳥　取 DNS

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.3

  1   5  765
小野　宏貴  (36)

ｵﾉ ﾋﾛﾀｶ
岐　阜        ・岐　阜   23.16

  2   4  732
徳本　和訓  (39)

ﾄｸﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ
鳥　取        ・鳥　取   23.86

  3  722
玉木　敬博  (39)

ﾀﾏｷ ﾀｶﾋﾛ
奈　良        ・奈　良 DNS

  6  726
北岡　尚樹  (39)

ｷﾀｵｶ ﾅｵｷ
大　阪        ・大　阪 DNS

  7  779
高橋　利侑  (35)

ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾕｷ
三　重        ・三　重 DNS

  8  747 Toh Kee Chong, Eddie  (37) ＳＩＮ        ・ＳＩＮ DNS

  3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.5

  1   4  769
池下　裕貴  (36)

ｲｹｼﾀ ﾋﾛｷ
大　阪        ・大　阪   22.86

  2   7  788
西　洋祐  (35)
ﾆｼ ﾖｳｽｹ

大　阪        ・大　阪   24.03

  3   6  728
喜多川　貴行  (39)

ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ
東　京        ・東　京   24.38

  4   5  730
江田　達朗  (39)

ｴﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ
長　崎        ・長　崎   25.03

  5   3  763
櫻澤　剛  (36)
ｻｸﾗｻﾞﾜ ﾀｶｼ

愛　知        ・愛　知   27.48

  8  781
眞保　英樹  (35)

ｼﾝﾎﾟ ﾋﾃﾞｷ
兵　庫        ・兵　庫 DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  769
池下　裕貴  (36)

ｲｹｼﾀ ﾋﾛｷ
大　阪        ・大　阪   22.86/+0.5

  2   5  765
小野　宏貴  (36)

ｵﾉ ﾋﾛﾀｶ
岐　阜        ・岐　阜   23.16/-1.3

  3   3  785
関口　孝  (35)
ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶｼ

愛　知        ・愛　知   23.16/+1.3

  4   6  758
堀井　卓  (36)
ﾎﾘｲ ｽｸﾞﾙ

和歌山        ・和歌山   23.63/+1.3

  5   4  732
徳本　和訓  (39)

ﾄｸﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ
鳥　取        ・鳥　取   23.86/-1.3

  6   5  749
増田　憲保  (37)

ﾏｽﾀﾞ ﾉﾘﾔｽ
愛　知        ・愛　知   23.97/+1.3

  7   7  788
西　洋祐  (35)
ﾆｼ ﾖｳｽｹ

大　阪        ・大　阪   24.03/+0.5

  8   6  728
喜多川　貴行  (39)

ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ
東　京        ・東　京   24.38/+0.5

  9   8  774
山下　和隼  (36)

ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾊﾔ
東　京        ・東　京   24.58/+1.3

 10   5  730
江田　達朗  (39)

ｴﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ
長　崎        ・長　崎   25.03/+0.5

 11   4  735
酒井　茂宏  (39)

ｻｶｲ ｼｹﾞﾋﾛ
三　重        ・三　重   26.09/+1.3

 12   3  763
櫻澤　剛  (36)
ｻｸﾗｻﾞﾜ ﾀｶｼ

愛　知        ・愛　知   27.48/+0.5

凡例（DNS:欠    場）



男子M40 ２００ｍ タイムレース(3) 10月28日 10:35

世界記録(WM)  20.64    Troy Douglas  (NED)   2003
日本記録(NM)  22.01    渡辺　潤一  (埼玉)    2014
大会記録(GR)           

タイムレース 全3組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.7

  1   6  687
小田　雅也  (42)

ｵﾀﾞ ﾏｻﾔ
大　阪        ・大　阪   24.16

  2   7  703
北尻　晃久  (40)

ｷﾀｼﾞﾘ ﾃﾙﾋｻ
埼　玉        ・埼　玉   24.66

  3   2  709
塚口　洋之  (40)

ﾂｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ
大　阪        ・大　阪   25.30

  4   1  659
松川　智宣  (43)

ﾏﾂｶﾜ ﾄﾓﾉﾘ
奈　良        ・奈　良   26.96

  3  645
岸本　淳  (44)
ｷｼﾓﾄ ｱﾂｼ

大　阪        ・大　阪 DNS

  4  721
鵜澤　勝彦  (40)

ｳｻﾞﾜ ｶﾂﾋｺ
千　葉        ・千　葉 DNS

  5  686
森田　尚良  (42)

ﾓﾘﾀ ﾅｵﾖｼ
愛　媛        ・愛　媛 DNS

  8  665
栗本　直規  (43)

ｸﾘﾓﾄ ﾅｵｷ
愛　知        ・愛　知 DNS

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.6

  1   1  655
岡野　篤  (43)
ｵｶﾉ ｱﾂｼ

兵　庫        ・兵　庫   23.86

  2   7  644
水口　政人  (44)

ﾐﾅｸﾁ ﾏｻﾄ
神奈川        ・神奈川   23.96

  3   6  715
村田　智広  (40)

ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾋﾛ
三　重        ・三　重   24.10

  4   4  701
髙木　真生  (40)

ﾀｶｷﾞ ﾏｻｵ
岐　阜        ・岐　阜   25.08

  5   8  684
種子田　諭  (42)

ﾀﾈﾀﾞ ｻﾄｼ
滋　賀        ・滋　賀   25.08

  6   3  716
佐藤　友哉  (40)

ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ
三　重        ・三　重   25.96

  2  685
田中　聡史  (42)

ﾀﾅｶ ｻﾄｼ
北海道        ・北海道 DNS

  5  650
杉山　裕二  (44)

ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｼﾞ
愛　媛        ・愛　媛 DNS

  3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.8

  1   7  648
秀井　浩二  (44)

ﾋﾃﾞｲ ｺｳｼﾞ
和歌山        ・和歌山   25.20

  2   1  676
安田　典史  (42)

ﾔｽﾀﾞ ﾉﾘﾌﾐ
富　山        ・富  山   25.33

  3   3  690
宮﨑　博司  (41)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛｼ
大　阪        ・大　阪   27.55

  4   2  682
北村　真  (42)
ｷﾀﾑﾗ ﾏｺﾄ

石　川        ・石  川   27.90

  4  641
横田　博信  (44)

ﾖｺﾀ ﾋﾛﾉﾌﾞ
兵　庫        ・兵　庫 DNS

  5  705
杉香　紀彦  (40)

ｽｷﾞｶ ﾉﾘﾋｺ
岡　山        ・岡　山 DNS

  6  713
松田　雄太  (40)

ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀ
京　都        ・京　都 DNS

  8  653
池野　正満  (44)

ｲｹﾉ ﾏｻﾐﾂ
石　川        ・石  川 DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   1  655
岡野　篤  (43)
ｵｶﾉ ｱﾂｼ

兵　庫        ・兵　庫   23.86/+0.6

  2   7  644
水口　政人  (44)

ﾐﾅｸﾁ ﾏｻﾄ
神奈川        ・神奈川   23.96/+0.6

  3   6  715
村田　智広  (40)

ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾋﾛ
三　重        ・三　重   24.10/+0.6

  4   6  687
小田　雅也  (42)

ｵﾀﾞ ﾏｻﾔ
大　阪        ・大　阪   24.16/+0.7

  5   7  703
北尻　晃久  (40)

ｷﾀｼﾞﾘ ﾃﾙﾋｻ
埼　玉        ・埼　玉   24.66/+0.7

  6   4  701
髙木　真生  (40)

ﾀｶｷﾞ ﾏｻｵ
岐　阜        ・岐　阜   25.08/+0.6

  7   8  684
種子田　諭  (42)

ﾀﾈﾀﾞ ｻﾄｼ
滋　賀        ・滋　賀   25.08/+0.6

  8   7  648
秀井　浩二  (44)

ﾋﾃﾞｲ ｺｳｼﾞ
和歌山        ・和歌山   25.20/-1.8

  9   2  709
塚口　洋之  (40)

ﾂｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ
大　阪        ・大　阪   25.30/+0.7

 10   1  676
安田　典史  (42)

ﾔｽﾀﾞ ﾉﾘﾌﾐ
富　山        ・富  山   25.33/-1.8

 11   3  716
佐藤　友哉  (40)

ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ
三　重        ・三　重   25.96/+0.6

 12   1  659
松川　智宣  (43)

ﾏﾂｶﾜ ﾄﾓﾉﾘ
奈　良        ・奈　良   26.96/+0.7

 13   3  690
宮﨑　博司  (41)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛｼ
大　阪        ・大　阪   27.55/-1.8

 14   2  682
北村　真  (42)
ｷﾀﾑﾗ ﾏｺﾄ

石　川        ・石  川   27.90/-1.8

凡例（DNS:欠    場）



男子M45 ２００ｍ タイムレース(4) 10月28日 10:35

世界記録(WM)  21.80    Willie Gault  (USA)    2008
日本記録(NM)  22.73    伊藤　進一郎  (三重)   2017
大会記録(GR)           

タイムレース 全4組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.6

  1   4  591
古賀　功亮  (46)

ｺｶﾞ ﾅﾙﾌｻ
神奈川        ・神奈川   24.06

  2   2  571
吉永　恒  (47)
ﾖｼﾅｶﾞ ﾋｻｼ

奈　良        ・奈　良   25.11

  3   3  553
神田　勝利  (48)

ｶﾝﾀﾞ ｶﾂﾄｼ
北海道        ・北海道   25.83

  4   5  588
岩崎　智視  (46)

ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾐ
千　葉        ・千　葉   26.96

  5   8  616
加藤　正幸  (45)

ｶﾄｳ ﾏｻﾕｷ
滋　賀        ・滋　賀   27.02

  6   7  530
木村　卓  (49)
ｷﾑﾗ ﾀｸ

奈　良        ・奈　良   28.58

  6  575
井上　洋光  (47)

ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾐﾂ
神奈川        ・神奈川 DNS

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.3

  1   3  633
乾　喜廣  (45)
ｲﾇｲ ﾖｼﾋﾛ

大　阪        ・大　阪   24.45

  2   2  603
青木　進  (46)
ｱｵｷ ｽｽﾑ

鳥　取        ・鳥　取   24.54

  3   7  532
柴田　伸孝  (49)

ｼﾊﾞﾀ ﾉﾌﾞﾀｶ
岐　阜        ・岐　阜   24.87

  4   5  542
北　昌功  (48)
ｷﾀ ﾏｻﾖｼ

福　岡        ・福　岡   26.14

  5   4  585
置塩　正剛  (47)

ｵｷｼｵ ｾｲｺﾞｳ
東　京        ・東　京   26.61

  6   8  559
白田　豊一朗  (48)

ｼﾛﾀ ﾄﾖｲﾁﾛｳ
大　阪        ・大　阪   28.76

  6  566
滝井　博之  (47)

ﾀｷｲ ﾋﾛﾕｷ
北海道        ・北海道 DNS

  3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.3

  1   6  573
佐藤　秀明  (47)

ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ
福　岡        ・福　島   25.84

  2   3  558
仲田　浩一朗  (48)

ﾅｶﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ
兵　庫        ・兵　庫   28.27

  3   8  545
仲本　幸浩  (48)

ﾅｶﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ
京　都        ・京　都   31.41

  4  587
酒井　裕史  (47)

ｻｶｲ ﾕｳｼﾞ
大　阪        ・大　阪 DNS

  5  518
三原　功靖  (49)

ﾐﾊﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ
奈　良        ・奈　良 DNS

  7  574
小山田　範人  (47)

ｵﾔﾏﾀﾞ ﾉﾘﾋﾄ
神奈川        ・神奈川 DNS

  4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.6

  1   6  577
横江　良浩  (47)

ﾖｺｴ ﾖｼﾋﾛ
滋　賀        ・滋　賀   24.43

  2   2  541
藤本　康全  (48)

ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｾﾞﾝ
北海道        ・北海道   26.36

  3   4  580
三輪　範久  (47)

ﾐﾜ ﾉﾘﾋｻ
和歌山        ・和歌山   27.79

  8  543
保坂　政志  (48)

ﾎｻｶ ﾏｻｼ
三　重        ・三　重 DNF

  3  602
山本　達也  (46)

ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ
京　都        ・京　都 DNS

  5  564
有賀　潤一郎  (48)

ｱﾘｶﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ
東　京        ・東　京 DNS

  7  621
中田　吉典  (45)

ﾅｶﾀ ﾖｼﾉﾘ
奈　良        ・奈　良 DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  591
古賀　功亮  (46)

ｺｶﾞ ﾅﾙﾌｻ
神奈川        ・神奈川   24.06/+0.6

  2   6  577
横江　良浩  (47)

ﾖｺｴ ﾖｼﾋﾛ
滋　賀        ・滋　賀   24.43/+1.6

  3   3  633
乾　喜廣  (45)
ｲﾇｲ ﾖｼﾋﾛ

大　阪        ・大　阪   24.45/+1.3

  4   2  603
青木　進  (46)
ｱｵｷ ｽｽﾑ

鳥　取        ・鳥　取   24.54/+1.3

  5   7  532
柴田　伸孝  (49)

ｼﾊﾞﾀ ﾉﾌﾞﾀｶ
岐　阜        ・岐　阜   24.87/+1.3

  6   2  571
吉永　恒  (47)
ﾖｼﾅｶﾞ ﾋｻｼ

奈　良        ・奈　良   25.11/+0.6

  7   3  553
神田　勝利  (48)

ｶﾝﾀﾞ ｶﾂﾄｼ
北海道        ・北海道   25.83/+0.6

  8   6  573
佐藤　秀明  (47)

ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ
福　岡        ・福　島   25.84/+1.3

  9   5  542
北　昌功  (48)
ｷﾀ ﾏｻﾖｼ

福　岡        ・福　岡   26.14/+1.3

 10   2  541
藤本　康全  (48)

ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｾﾞﾝ
北海道        ・北海道   26.36/+1.6

 11   4  585
置塩　正剛  (47)

ｵｷｼｵ ｾｲｺﾞｳ
東　京        ・東　京   26.61/+1.3

 12   5  588
岩崎　智視  (46)

ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾐ
千　葉        ・千　葉   26.96/+0.6

 13   8  616
加藤　正幸  (45)

ｶﾄｳ ﾏｻﾕｷ
滋　賀        ・滋　賀   27.02/+0.6

 14   4  580
三輪　範久  (47)

ﾐﾜ ﾉﾘﾋｻ
和歌山        ・和歌山   27.79/+1.6

 15   3  558
仲田　浩一朗  (48)

ﾅｶﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ
兵　庫        ・兵　庫   28.27/+1.3

 16   7  530
木村　卓  (49)
ｷﾑﾗ ﾀｸ

奈　良        ・奈　良   28.58/+0.6

 17   8  559
白田　豊一朗  (48)

ｼﾛﾀ ﾄﾖｲﾁﾛｳ
大　阪        ・大　阪   28.76/+1.3

 18   8  545
仲本　幸浩  (48)

ﾅｶﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ
京　都        ・京　都   31.41/+1.3

凡例（DNF:途中棄権/ DNS:欠    場）



男子M50 ２００ｍ タイムレース(3) 10月28日 10:15

世界記録(WM)  22.44    Willie Gault  (USA)   2011
日本記録(NM)  23.30    小高　孝二  (岐阜)    2018
大会記録(GR)           

タイムレース 全3組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.2

  1   6  499
松澤　孝二  (50)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ
愛　媛        ・愛　媛   25.40

  2   2  473
島崎　利彦  (51)

ｼﾏｻﾞｷ ﾄｼﾋｺ
岐　阜        ・岐　阜   25.82

  3   4  447
早川　行友  (52)

ﾊﾔｶﾜ ﾕｷﾄﾓ
埼　玉        ・埼　玉   26.18

  4   5  468
三坂　昭博  (51)

ﾐｻｶ ｱｷﾋﾛ
東　京        ・東　京   26.41

  5   8  441
清水　信幸  (53)

ｼﾐｽﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ
東　京        ・東　京   26.92

  3  435
渡邉　一善  (53)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾖｼ
奈　良        ・奈　良 DNS

  7  475
井指　康裕  (51)

ｲｻｼ ﾔｽﾋﾛ
大　阪        ・大　阪 DNS

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.2

  1   8  495
宮本　義久  (50)

ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾋｻ
神奈川        ・神奈川   24.03

  2   4  516
佐々木　祐和  (50)

ｻｻｷ ﾋﾛｶｽﾞ
静　岡        ・静　岡   25.48

  3   5  418
森口　泰樹  (54)

ﾓﾘｸﾞﾁ ﾔｽｷ
奈　良        ・奈　良   28.30

  4   6  454
大平　健一  (52)

ｵｵﾋﾗ ｹﾝｲﾁ
愛　知        ・愛　知   29.60

  5   1  455
大村　英一  (51)

ｵｵﾑﾗ ｴｲｲﾁ
奈　良        ・奈　良   30.82

  2  450
佐藤　一石  (52)

ｻﾄｳ ｶｽﾞｲｼ
香　川        ・香  川 DNS

  3  488
小高　孝二  (50)

ｺﾀﾞｶ ｺｳｼﾞ
愛　知        ・愛　知 DNS

  7  497
對田　俊二  (50)

ﾂｲﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ
神奈川        ・神奈川 DNS

  3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+2.0

  1   2  445 Tan Keng Lay Kevin  (53) ＳＩＮ        ・ＳＩＮ   26.00

  2   7  513
菅原　一昭  (50)

ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞｱｷ
宮　城        ・宮　城   26.22

  3   1  438
奥村　秀雄  (53)

ｵｸﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ
滋　賀        ・滋　賀   26.68

  4   3  503
加藤　公司  (50)

ｶﾄｳ ｺｳｼﾞ
愛　知        ・愛　知   26.73

  5   6  478
川口　滑也  (51)

ｶﾜｸﾞﾁ ｶﾂﾔ
奈　良        ・奈　良   28.06

  4  461
宮本　崇司  (51)

ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶｼ
滋　賀        ・滋　賀 DNS

  5  490
上野　昌之  (50)

ｳｴﾉ ﾏｻﾕｷ
和歌山        ・和歌山 DNS

  8  427
八木　利幸  (53)

ﾔｷﾞ ﾄｼﾕｷ
奈　良        ・奈　良 DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8  495
宮本　義久  (50)

ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾋｻ
神奈川        ・神奈川   24.03/+1.2

  2   6  499
松澤　孝二  (50)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ
愛　媛        ・愛　媛   25.40/-2.2

  3   4  516
佐々木　祐和  (50)

ｻｻｷ ﾋﾛｶｽﾞ
静　岡        ・静　岡   25.48/+1.2

  4   2  473
島崎　利彦  (51)

ｼﾏｻﾞｷ ﾄｼﾋｺ
岐　阜        ・岐　阜   25.82/-2.2

  5   2  445 Tan Keng Lay Kevin  (53) ＳＩＮ        ・ＳＩＮ   26.00/+2.0

  6   4  447
早川　行友  (52)

ﾊﾔｶﾜ ﾕｷﾄﾓ
埼　玉        ・埼　玉   26.18/-2.2

  7   7  513
菅原　一昭  (50)

ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞｱｷ
宮　城        ・宮　城   26.22/+2.0

  8   5  468
三坂　昭博  (51)

ﾐｻｶ ｱｷﾋﾛ
東　京        ・東　京   26.41/-2.2

  9   1  438
奥村　秀雄  (53)

ｵｸﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ
滋　賀        ・滋　賀   26.68/+2.0

 10   3  503
加藤　公司  (50)

ｶﾄｳ ｺｳｼﾞ
愛　知        ・愛　知   26.73/+2.0

 11   8  441
清水　信幸  (53)

ｼﾐｽﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ
東　京        ・東　京   26.92/-2.2

 12   6  478
川口　滑也  (51)

ｶﾜｸﾞﾁ ｶﾂﾔ
奈　良        ・奈　良   28.06/+2.0

 13   5  418
森口　泰樹  (54)

ﾓﾘｸﾞﾁ ﾔｽｷ
奈　良        ・奈　良   28.30/+1.2

 14   6  454
大平　健一  (52)

ｵｵﾋﾗ ｹﾝｲﾁ
愛　知        ・愛　知   29.60/+1.2

 15   1  455
大村　英一  (51)

ｵｵﾑﾗ ｴｲｲﾁ
奈　良        ・奈　良   30.82/+1.2

凡例（DNS:欠    場）



男子M55 ２００ｍ タイムレース(3) 10月28日 10:15

世界記録(WM)  23.24    Willie Gault  (USA)   2016
日本記録(NM)  24.35    畠中　一起  (愛知)    2016
大会記録(GR)  25.14    大江　良一  (滋賀)    2013

タイムレース 全3組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.3

  1   8  391
古橋　拓実  (55)

ﾌﾙﾊｼ ﾀｸﾐ
静　岡        ・静　岡   26.23

  2   4  367
隆宝　政見  (56)

ﾘｭｳﾎｳ ﾏｻﾐ
三　重        ・三　重   27.53

  3   7  329
津田　光央  (59)

ﾂﾀﾞ ﾐﾂｵ
大　阪        ・大　阪   32.05

  2  398
吉田　均  (55)
ﾖｼﾀﾞ ﾋﾄｼ

岩　手        ・岩  手 DNS

  3  353
藤原　新  (57)
ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾗﾀ

神奈川        ・神奈川 DNS

  5  372
岡田　孝夫  (56)

ｵｶﾀﾞ ﾀｶｵ
奈　良        ・奈　良 DNS

  6  369 SEO KEUMSEOG  (56) ＫＯＲ        ・ＫＯＲ DNS

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.1

  1   8  370
秋山　俊二  (56)

ｱｷﾔﾏ ｼｭﾝｼﾞ
香　川        ・香  川   25.43

  2   5  321
森田　亨  (59)
ﾓﾘﾀ ﾄｵﾙ

三　重        ・三　重   25.73

  3   7  345
安田　弥彦  (57)

ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾋｺ
京　都        ・京　都   26.54

  4   4  405
東　浩一  (55)
ﾋｶﾞｼ ｺｳｲﾁ

滋　賀        ・滋　賀   29.89

  5   3  402
山本　雅也  (55)

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾔ
神奈川        ・神奈川   32.01

  2  376
吉永　和弘  (56)

ﾖｼﾅｶﾞ ｶｽﾞﾋﾛ
福　井        ・福  井 DNS

  6  404
小林　裕  (55)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ

神奈川        ・神奈川 DNS

  3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.7

  1   8  342
近藤　努  (58)
ｺﾝﾄﾞｳ ﾂﾄﾑ

新　潟        ・新　潟   26.94

  2   6  324
古田　茂  (59)
ﾌﾙﾀ ｼｹﾞﾙ

岐　阜        ・岐　阜   28.62

  3   7  378
上垣　純一  (56)

ｳｴｶﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ
大　阪        ・大　阪   32.40

  3  388
定栄　正明  (55)

ｼﾞｮｳｴｲ ﾏｻｱｷ
鹿児島        ・鹿児島 DNS

  4  344
加減　隆之  (57)

ｶｹﾞﾝ ﾀｶｼ
大　阪        ・大　阪 DNS

  5  364
阿部　浩文  (57)

ｱﾍﾞ ﾋﾛﾌﾐ
兵　庫        ・兵　庫 DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8  370
秋山　俊二  (56)

ｱｷﾔﾏ ｼｭﾝｼﾞ
香　川        ・香  川   25.43/-0.1

  2   5  321
森田　亨  (59)
ﾓﾘﾀ ﾄｵﾙ

三　重        ・三　重   25.73/-0.1

  3   8  391
古橋　拓実  (55)

ﾌﾙﾊｼ ﾀｸﾐ
静　岡        ・静　岡   26.23/-0.3

  4   7  345
安田　弥彦  (57)

ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾋｺ
京　都        ・京　都   26.54/-0.1

  5   8  342
近藤　努  (58)
ｺﾝﾄﾞｳ ﾂﾄﾑ

新　潟        ・新　潟   26.94/-0.7

  6   4  367
隆宝　政見  (56)

ﾘｭｳﾎｳ ﾏｻﾐ
三　重        ・三　重   27.53/-0.3

  7   6  324
古田　茂  (59)
ﾌﾙﾀ ｼｹﾞﾙ

岐　阜        ・岐　阜   28.62/-0.7

  8   4  405
東　浩一  (55)
ﾋｶﾞｼ ｺｳｲﾁ

滋　賀        ・滋　賀   29.89/-0.1

  9   3  402
山本　雅也  (55)

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾔ
神奈川        ・神奈川   32.01/-0.1

 10   7  329
津田　光央  (59)

ﾂﾀﾞ ﾐﾂｵ
大　阪        ・大　阪   32.05/-0.3

 11   7  378
上垣　純一  (56)

ｳｴｶﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ
大　阪        ・大　阪   32.40/-0.7

凡例（DNS:欠    場）



男子M60 ２００ｍ タイムレース(2) 10月28日 10:15

世界記録(WM)  24.00    Ronald Taylor  (GBR)   1994
日本記録(NM)  25.49    大江　良一　  (滋賀)   2014
日本記録(NM)  25.3(手) 内田　　保  　(熊本)   1994
大会記録(GR)  25.95    相羽　吉男  　(東京)   2009

タイムレース 全2組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.3

  1   7  313
沖田　隆雄  (60)

ｵｷﾀ ﾀｶｵ
熊　本        ・熊　本   26.73

  2   8  290
米倉　秀人  (60)

ﾖﾈｸﾗ ﾋﾃﾞﾄ
石　川        ・石  川   27.01

  3   4  278
兵藤　隆昭  (61)

ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾀｶｱｷ
愛　知        ・愛　知   27.91

  1  247 CHOI CHEOLHA  (63) ＫＯＲ        ・ＫＯＲ DNS

  2  310
水島　鉄雄  (60)

ﾐｽﾞｼﾏ ﾃﾂｵ
神奈川        ・神奈川 DNS

  3  232
大江　良一  (64)

ｵｵｴ ﾘｮｳｲﾁ
滋　賀        ・滋　賀 DNS

  5  273
鈴木　久夫  (61)

ｽｽﾞｷ ﾋｻｵ
神奈川        ・神奈川 DNS

  6  274
小西　清隆  (61)

ｺﾆｼ ｷﾖﾀｶ
大　阪        ・大　阪 DNS

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.6

  1   5  302
二村　安男  (60)

ﾆﾑﾗ ﾔｽｵ
静　岡        ・静　岡   28.25

  2   2  261
橋元　正彦  (62)

ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾋｺ
兵　庫        ・兵　庫   29.96

  3   3  298
黒川　隆夫  (60)

ｸﾛｶﾜ ﾀｶｵ
千　葉        ・千　葉   31.34

  4   8  269
塩野目　寿行  (62)

ｼｵﾉﾒ ﾄｼﾕｷ
奈　良        ・奈　良   32.38

  5   1  254
大林　弘明  (63)

ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ
香　川        ・香  川   32.69

  4  297
金子　優治  (60)

ｶﾈｺ ﾕｳｼﾞ
山　口        ・山　口 DQ  *FS

  6  257
檜山　堅宗  (62)

ﾋﾔﾏ ｹﾝｿｳ
広　島        ・広　島 DNS

  7  292
小林　正人  (60)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ
静　岡        ・静　岡 DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   7  313
沖田　隆雄  (60)

ｵｷﾀ ﾀｶｵ
熊　本        ・熊　本   26.73/-1.3

  2   8  290
米倉　秀人  (60)

ﾖﾈｸﾗ ﾋﾃﾞﾄ
石　川        ・石  川   27.01/-1.3

  3   4  278
兵藤　隆昭  (61)

ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾀｶｱｷ
愛　知        ・愛　知   27.91/-1.3

  4   5  302
二村　安男  (60)

ﾆﾑﾗ ﾔｽｵ
静　岡        ・静　岡   28.25/-1.6

  5   2  261
橋元　正彦  (62)

ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾋｺ
兵　庫        ・兵　庫   29.96/-1.6

  6   3  298
黒川　隆夫  (60)

ｸﾛｶﾜ ﾀｶｵ
千　葉        ・千　葉   31.34/-1.6

  7   8  269
塩野目　寿行  (62)

ｼｵﾉﾒ ﾄｼﾕｷ
奈　良        ・奈　良   32.38/-1.6

  8   1  254
大林　弘明  (63)

ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ
香　川        ・香  川   32.69/-1.6

凡例（DQ :失    格/ DNS:欠    場/ *FS:不正スタート(R162.7)）



男子M65 ２００ｍ タイムレース(3) 10月28日  9:55

世界記録(WM)  24.65    Charles Allie  (USA)   2013
日本記録(NM)  26.71    内田　　保  　(熊本)   1996
日本記録(NM)  26.7(手) 山崎　英也  　(東京)   1991
大会記録(GR)  27.57    鈴木　　勲  　(東京)   2009

タイムレース 全3組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.5

  1   8  202
田端　忠志  (66)

ﾀﾊﾞﾀ ﾀﾀﾞｼ
千　葉        ・千　葉   27.80

  2   7  206
新居田　哲司  (66)

ﾆｲﾀﾞ ﾃﾂｼ
愛　媛        ・愛　媛   27.83

  3   3  169
岩本　茂  (68)
ｲﾜﾓﾄ ｼｹﾞﾙ

三　重        ・三　重   28.65

  4   5  191
佐々木　文夫  (66)

ｻｻｷ ﾌﾐｵ
岩　手        ・岩  手   28.76

  4  162
須田　雅昭  (68)

ｽﾀﾞ ﾏｻｱｷ
山　口        ・山　口 DNS

  6  155
後藤　修一  (69)

ｺﾞﾄｳ ｼｭｳｲﾁ
奈　良        ・奈　良 DNS

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.7

  1   7  215
石田　一夫  (65)

ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞｵ
神奈川        ・神奈川   28.37

  2   4  177
葉井　義嗣  (68)

ﾊｲ ﾖｼﾂｸﾞ
大　阪        ・大　阪   30.98

  5  150
村岡　眞次  (69)

ﾑﾗｵｶ ｼﾝｼﾞ
奈　良        ・奈　良 DNS

  6  174
井上　儀徳  (68)

ｲﾉｳｴ ﾖｼﾉﾘ
岩　手        ・岩  手 DNS

  8  160
徳田　和昭  (68)

ﾄｸﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ
鹿児島        ・鹿児島 DNS

  3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.1

  1   7  172
山中　茂生  (68)

ﾔﾏﾅｶ ｼｹﾞｵ
三　重        ・三　重   28.89

  2   6  198
伊藤　誠一  (66)

ｲﾄｳ ｾｲｲﾁ
福　井        ・福  井   30.55

  3   8  156
野入　英治  (69)

ﾉｲﾘ ｴｲｼﾞ
愛　知        ・愛　知   31.35

  4   4  185
吉本　和博  (67)

ﾖｼﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ
大　阪        ・大　阪   34.22

  3  157
髙下　裕民  (69)

ﾀｶｼﾀ ﾋﾛﾀﾐ
奈　良        ・奈　良 DNS

  5  217
村上　充  (65)
ﾑﾗｶﾐ ﾐﾂﾙ

香　川        ・香  川 DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8  202
田端　忠志  (66)

ﾀﾊﾞﾀ ﾀﾀﾞｼ
千　葉        ・千　葉   27.80/+0.5

  2   7  206
新居田　哲司  (66)

ﾆｲﾀﾞ ﾃﾂｼ
愛　媛        ・愛　媛   27.83/+0.5

  3   7  215
石田　一夫  (65)

ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞｵ
神奈川        ・神奈川   28.37/+0.7

  4   3  169
岩本　茂  (68)
ｲﾜﾓﾄ ｼｹﾞﾙ

三　重        ・三　重   28.65/+0.5

  5   5  191
佐々木　文夫  (66)

ｻｻｷ ﾌﾐｵ
岩　手        ・岩  手   28.76/+0.5

  6   7  172
山中　茂生  (68)

ﾔﾏﾅｶ ｼｹﾞｵ
三　重        ・三　重   28.89/+0.1

  7   6  198
伊藤　誠一  (66)

ｲﾄｳ ｾｲｲﾁ
福　井        ・福  井   30.55/+0.1

  8   4  177
葉井　義嗣  (68)

ﾊｲ ﾖｼﾂｸﾞ
大　阪        ・大　阪   30.98/+0.7

  9   8  156
野入　英治  (69)

ﾉｲﾘ ｴｲｼﾞ
愛　知        ・愛　知   31.35/+0.1

 10   4  185
吉本　和博  (67)

ﾖｼﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ
大　阪        ・大　阪   34.22/+0.1

凡例（DNS:欠    場）



男子M70 ２００ｍ タイムレース(2) 10月28日  9:55

世界記録(WM)  25.75    Charles Allie  (USA)   2018
日本記録(NM)  27.34    山崎　雅彦  　(千葉)   2017
大会記録(GR)  28.79    木下　尚徳  　(福井)   2009

タイムレース 全2組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.3

  1   7   97
鳴海　靖郎  (73)

ﾅﾙﾐ ﾔｽﾛｳ
東　京        ・東　京   33.21

  2   6   93
中谷　兼武  (74)

ﾅｶﾀﾆ ｶﾈﾀｹ
奈　良        ・奈　良   36.41

  5  118
水井　基員  (71)

ﾐｽﾞｲ ﾓﾄｶｽﾞ
福　岡        ・福　岡 DNS

  8  104
光岡　明夫  (72)

ﾐﾂｵｶ ｱｷｵ
熊　本        ・熊　本 DNS

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.1

  1   5  133
相羽　吉男  (70)

ｱｲﾊﾞ ﾖｼｵ
東　京        ・東　京   28.49 NGR

  2   4  119
渡邉　和生  (71)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｵ
大　阪        ・大　阪   30.09

  3   8   95
小山　勲男  (74)

ｺﾔﾏ ｲｻｵ
奈　良        ・奈　良   32.38

  4   7  124 DORJ BANZRAGCH  (71) ＭＧＬ        ・ＭＧＬ   34.46

  6  106
肥後　秀憲  (72)

ﾋｺﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ
鹿児島        ・鹿児島 DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   5  133
相羽　吉男  (70)

ｱｲﾊﾞ ﾖｼｵ
東　京        ・東　京   28.49/-0.1 NGR

  2   4  119
渡邉　和生  (71)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｵ
大　阪        ・大　阪   30.09/-0.1

  3   8   95
小山　勲男  (74)

ｺﾔﾏ ｲｻｵ
奈　良        ・奈　良   32.38/-0.1

  4   7   97
鳴海　靖郎  (73)

ﾅﾙﾐ ﾔｽﾛｳ
東　京        ・東　京   33.21/-2.3

  5   7  124 DORJ BANZRAGCH  (71) ＭＧＬ        ・ＭＧＬ   34.46/-0.1

  6   6   93
中谷　兼武  (74)

ﾅｶﾀﾆ ｶﾈﾀｹ
奈　良        ・奈　良   36.41/-2.3

男子M75 ２００ｍ 決勝 10月28日  9:55

世界記録(WM)  27.73    Robert Lida  (USA)   2012
日本記録(NM)  29.35    泥谷　久光  (宮崎)   2009
大会記録(GR)  29.9     北　　良夫  (奈良)   2007

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.0

  1   7   83
中村　勝利  (76)

ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾄｼ
大　分        ・大　分   30.62

  2   6   76
鈴木　勲  (77)
ｽｽﾞｷ ｲｻｵ

東　京        ・東　京   31.42

  3   8   65
万波　通弘  (77)

ﾏﾝﾅﾐ ﾐﾁﾋﾛ
東　京        ・東　京   35.11

  4   3   63
髙橋　澄  (78)
ﾀｶﾊｼ ｷﾖｼ

滋　賀        ・滋　賀   35.16

  5   4   71
井上　和彦  (77)

ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾋｺ
奈　良        ・奈　良   50.55

  2   54
松川　信義  (79)

ﾏﾂｶﾜ ﾉﾌﾞﾖｼ
熊　本        ・熊　本 DNS

  5   91
皆木　しげる  (75)

ﾐﾅｷﾞ ｼｹﾞﾙ
岡　山        ・岡　山 DNS

男子M80 ２００ｍ 決勝 10月28日  9:55

世界記録(WM)  29.54    Hisamitsu Hijiya  (JPN)   2012
日本記録(NM)  29.54    泥谷　久光  　(宮崎)   　 2012
大会記録(GR)  30.81    泥谷　久光 　 (宮崎)   　 2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.3

  1   7   20
髙嶋　賢二  (83)

ﾀｶｼﾏ ｹﾝｼﾞ
石　川        ・石  川   33.04

  2   3   16 Tseren Radnaa  (84) ＭＧＬ        ・ＭＧＬ   35.05

  3   6   43
藤原　耕作  (80)

ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｻｸ
岩　手        ・岩  手   35.17

  4   2   46
宮　秀多  (80)
ﾐﾔ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

大　阪        ・大　阪   36.97

  5   4   24
山本　武  (82)
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ

京　都        ・京　都   40.67

  5   28
池野　義輝  (81)

ｲｹﾉ ﾖｼﾃﾙ
大　阪        ・大　阪 DNS

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



男子M85 ２００ｍ 決勝 10月28日  9:55

世界記録(WM)  31.69    Hisamitsu Hijiya  (JPN)   2016
日本記録(NM)  31.69    泥谷　久光  　(宮崎)   　 2016
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.0

  1   4    4
田中　博男  (87)

ﾀﾅｶ ﾋﾛｵ
青　森        ・青　森   34.09

  2   3    3
石田　保之  (88)

ｲｼﾀﾞ ﾔｽﾕｷ
栃　木        ・栃　木   38.54

  3   6    6
北　良夫  (86)
ｷﾀ ﾖｼｵ

奈　良        ・奈　良   45.71

  4   5    5
内田　保  (87)
ｳﾁﾀﾞ ﾀﾓﾂ

熊　本        ・熊　本   45.80

男子M35 ４００ｍ 決勝 10月27日 16:20

世界記録(WM)  44.54    Christopher Brown  (BAH)   2015
日本記録(NM)  48.37    渡辺　潤一  (埼玉)   　　　2012
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  759
本田　直也  (36)

ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵﾔ
愛　知        ・愛　知   51.88

  2   5  774
山下　和隼  (36)

ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾊﾔ
東　京        ・東　京   53.56

  3   3  735
酒井　茂宏  (39)

ｻｶｲ ｼｹﾞﾋﾛ
三　重        ・三　重   58.87

  1  737
三澤　礼二  (38)

ﾐｻﾜ ﾚｲｼﾞ
愛　知        ・愛　知 DNS

  2  726
北岡　尚樹  (39)

ｷﾀｵｶ ﾅｵｷ
大　阪        ・大　阪 DNS

  6  775
白石　進  (36)
ｼﾗｲｼ ｽｽﾑ

大　阪        ・大　阪 DNS

  7  747 Toh Kee Chong, Eddie  (37) ＳＩＮ        ・ＳＩＮ DNS

  8  762
衛藤　正則  (36)

ｴﾄｳ ﾏｻﾉﾘ
大　阪        ・大　阪 DNS

男子M40 ４００ｍ タイムレース(2) 10月27日 16:20

世界記録(WM)  47.81    Enrico Saraceni  (ITA)   2004
日本記録(NM)  49.46    米川　佳孝  (三重)   　　2012
大会記録(GR)           

タイムレース 全2組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   7  703
北尻　晃久  (40)

ｷﾀｼﾞﾘ ﾃﾙﾋｻ
埼　玉        ・埼　玉   55.78

  2   4  686
森田　尚良  (42)

ﾓﾘﾀ ﾅｵﾖｼ
愛　媛        ・愛　媛  1:00.35

  5  645
岸本　淳  (44)
ｷｼﾓﾄ ｱﾂｼ

大　阪        ・大　阪 DNS

  6  717
入江　和義  (40)

ｲﾘｴ ｶｽﾞﾖｼ
神奈川        ・神奈川 DNS

  8  713
松田　雄太  (40)

ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀ
京　都        ・京　都 DNS

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6  652
伊沢　直樹  (44)

ｲｻﾞﾜ ﾅｵｷ
岐　阜        ・岐　阜   53.63

  2   4  709
塚口　洋之  (40)

ﾂｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ
大　阪        ・大　阪   55.92

  3   8  705
杉香　紀彦  (40)

ｽｷﾞｶ ﾉﾘﾋｺ
岡　山        ・岡　山   56.91

  4   7  710
池田　正文  (40)

ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ
大　阪        ・大　阪  1:00.79

  5  688
髙橋　良直  (41)

ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾅｵ
千　葉        ・千　葉 DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6  652
伊沢　直樹  (44)

ｲｻﾞﾜ ﾅｵｷ
岐　阜        ・岐　阜   53.63

  2   7  703
北尻　晃久  (40)

ｷﾀｼﾞﾘ ﾃﾙﾋｻ
埼　玉        ・埼　玉   55.78

  3   4  709
塚口　洋之  (40)

ﾂｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ
大　阪        ・大　阪   55.92

  4   8  705
杉香　紀彦  (40)

ｽｷﾞｶ ﾉﾘﾋｺ
岡　山        ・岡　山   56.91

  5   4  686
森田　尚良  (42)

ﾓﾘﾀ ﾅｵﾖｼ
愛　媛        ・愛　媛  1:00.35

  6   7  710
池田　正文  (40)

ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ
大　阪        ・大　阪  1:00.79

凡例（DNS:欠    場）



男子M45 ４００ｍ タイムレース(2) 10月27日 16:20

世界記録(WM)  49.09    Allen Woodard  (USA)   2017
日本記録(NM)  50.96    米川　佳孝  (三重)   　2016
大会記録(GR)           

タイムレース 全2組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  623
水野　広道  (45)

ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛﾐﾁ
愛　知        ・愛　知   54.77

  2   5  571
吉永　恒  (47)
ﾖｼﾅｶﾞ ﾋｻｼ

奈　良        ・奈　良   56.61

  3   8  603
青木　進  (46)
ｱｵｷ ｽｽﾑ

鳥　取        ・鳥　取   57.27

  4   6  541
藤本　康全  (48)

ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｾﾞﾝ
北海道        ・北海道   58.56

  5   2  530
木村　卓  (49)
ｷﾑﾗ ﾀｸ

奈　良        ・奈　良  1:05.60

  3  587
酒井　裕史  (47)

ｻｶｲ ﾕｳｼﾞ
大　阪        ・大　阪 DNS

  7  523
名原　智裕  (49)

ﾅﾊﾞﾗ ﾄﾓﾋﾛ
岡　山        ・岡　山 DNS

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6  591
古賀　功亮  (46)

ｺｶﾞ ﾅﾙﾌｻ
神奈川        ・神奈川   54.68

  2   4  543
保坂　政志  (48)

ﾎｻｶ ﾏｻｼ
三　重        ・三　重   55.94

  3   5  554
西川　明広  (48)

ﾆｼｶﾜ ｱｷﾋﾛ
福　井        ・福  井  1:01.09

  4   8  607
森川　朋巳  (46)

ﾓﾘｶﾜ ﾄﾓﾐ
奈　良        ・奈　良  1:17.34

  3  564
有賀　潤一郎  (48)

ｱﾘｶﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ
東　京        ・東　京 DNS

  7  553
神田　勝利  (48)

ｶﾝﾀﾞ ｶﾂﾄｼ
北海道        ・北海道 DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6  591
古賀　功亮  (46)

ｺｶﾞ ﾅﾙﾌｻ
神奈川        ・神奈川   54.68

  2   4  623
水野　広道  (45)

ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛﾐﾁ
愛　知        ・愛　知   54.77

  3   4  543
保坂　政志  (48)

ﾎｻｶ ﾏｻｼ
三　重        ・三　重   55.94

  4   5  571
吉永　恒  (47)
ﾖｼﾅｶﾞ ﾋｻｼ

奈　良        ・奈　良   56.61

  5   8  603
青木　進  (46)
ｱｵｷ ｽｽﾑ

鳥　取        ・鳥　取   57.27

  6   6  541
藤本　康全  (48)

ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｾﾞﾝ
北海道        ・北海道   58.56

  7   5  554
西川　明広  (48)

ﾆｼｶﾜ ｱｷﾋﾛ
福　井        ・福  井  1:01.09

  8   2  530
木村　卓  (49)
ｷﾑﾗ ﾀｸ

奈　良        ・奈　良  1:05.60

  9   8  607
森川　朋巳  (46)

ﾓﾘｶﾜ ﾄﾓﾐ
奈　良        ・奈　良  1:17.34

男子M50 ４００ｍ タイムレース(2) 10月27日 16:00

世界記録(WM)  50.73    Roland Gruger  (GER)   2017
日本記録(NM)  52.87    秋山　俊二　  (香川)   2012
大会記録(GR)           

タイムレース 全2組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   5  439
渡辺　実  (53)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾉﾙ

愛　知        ・愛　知   57.01

  2   6  433
寺本　太一  (53)

ﾃﾗﾓﾄ ﾀｲﾁ
滋　賀        ・滋　賀  1:02.64

  3   8  456
久下　博和  (51)

ｸｹﾞ ﾋﾛｶｽﾞ
千　葉        ・千　葉  1:04.39

  4   3  454
大平　健一  (52)

ｵｵﾋﾗ ｹﾝｲﾁ
愛　知        ・愛　知  1:08.54

  4  450
佐藤　一石  (52)

ｻﾄｳ ｶｽﾞｲｼ
香　川        ・香  川 DNS

  7  418
森口　泰樹  (54)

ﾓﾘｸﾞﾁ ﾔｽｷ
奈　良        ・奈　良 DNS

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6  488
小高　孝二  (50)

ｺﾀﾞｶ ｺｳｼﾞ
愛　知        ・愛　知   54.46

  2   5  430
辰巳　典正  (53)

ﾀﾂﾐ ﾉﾘﾏｻ
大　阪        ・大　阪   59.11

  3   4  513
菅原　一昭  (50)

ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞｱｷ
宮　城        ・宮　城   59.11

  4   7  468
三坂　昭博  (51)

ﾐｻｶ ｱｷﾋﾛ
東　京        ・東　京  1:01.80

  2  451
高本　貴弘  (52)

ﾀｶﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ
奈　良        ・奈　良 DNS

  3  461
宮本　崇司  (51)

ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶｼ
滋　賀        ・滋　賀 DNS

  8  435
渡邉　一善  (53)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾖｼ
奈　良        ・奈　良 DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6  488
小高　孝二  (50)

ｺﾀﾞｶ ｺｳｼﾞ
愛　知        ・愛　知   54.46

  2   5  439
渡辺　実  (53)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾉﾙ

愛　知        ・愛　知   57.01

  3   5  430
辰巳　典正  (53)

ﾀﾂﾐ ﾉﾘﾏｻ
大　阪        ・大　阪   59.11

  4   4  513
菅原　一昭  (50)

ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞｱｷ
宮　城        ・宮　城   59.11

  5   7  468
三坂　昭博  (51)

ﾐｻｶ ｱｷﾋﾛ
東　京        ・東　京  1:01.80

  6   6  433
寺本　太一  (53)

ﾃﾗﾓﾄ ﾀｲﾁ
滋　賀        ・滋　賀  1:02.64

  7   8  456
久下　博和  (51)

ｸｹﾞ ﾋﾛｶｽﾞ
千　葉        ・千　葉  1:04.39

  8   3  454
大平　健一  (52)

ｵｵﾋﾗ ｹﾝｲﾁ
愛　知        ・愛　知  1:08.54

凡例（DNS:欠    場）



男子M55 ４００ｍ タイムレース(2) 10月27日 16:00

世界記録(WM)  52.24    Charles Allie  (USA)   2003
日本記録(NM)  55.60    秋山　俊二  (香川)   　2018
大会記録(GR)  58.20    森下　敬介  (埼玉)   　2013

タイムレース 全2組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8  370
秋山　俊二  (56)

ｱｷﾔﾏ ｼｭﾝｼﾞ
香　川        ・香  川   55.30 NNM NGR

  2   6  391
古橋　拓実  (55)

ﾌﾙﾊｼ ﾀｸﾐ
静　岡        ・静　岡   58.41

  3   4  342
近藤　努  (58)
ｺﾝﾄﾞｳ ﾂﾄﾑ

新　潟        ・新　潟  1:02.12

  4   7  378
上垣　純一  (56)

ｳｴｶﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ
大　阪        ・大　阪  1:15.33

  5  372
岡田　孝夫  (56)

ｵｶﾀﾞ ﾀｶｵ
奈　良        ・奈　良 DNS

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  318
迫田　英明  (59)

ｻｺﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ
山　口        ・山　口   59.95

  2   8  363
内間　秀明  (57)

ｳﾁﾏ ﾋﾃﾞｱｷ
愛　知        ・愛　知  1:03.76

  3   5  386
夏目　幸弘  (55)

ﾅﾂﾒ ﾕｷﾋﾛ
静　岡        ・静　岡  1:04.59

  4   7  329
津田　光央  (59)

ﾂﾀﾞ ﾐﾂｵ
大　阪        ・大　阪  1:15.37

  5   6  388
定栄　正明  (55)

ｼﾞｮｳｴｲ ﾏｻｱｷ
鹿児島        ・鹿児島  1:17.58

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8  370
秋山　俊二  (56)

ｱｷﾔﾏ ｼｭﾝｼﾞ
香　川        ・香  川   55.30 NNM NGR

  2   6  391
古橋　拓実  (55)

ﾌﾙﾊｼ ﾀｸﾐ
静　岡        ・静　岡   58.41

  3   4  318
迫田　英明  (59)

ｻｺﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ
山　口        ・山　口   59.95

  4   4  342
近藤　努  (58)
ｺﾝﾄﾞｳ ﾂﾄﾑ

新　潟        ・新　潟  1:02.12

  5   8  363
内間　秀明  (57)

ｳﾁﾏ ﾋﾃﾞｱｷ
愛　知        ・愛　知  1:03.76

  6   5  386
夏目　幸弘  (55)

ﾅﾂﾒ ﾕｷﾋﾛ
静　岡        ・静　岡  1:04.59

  7   7  378
上垣　純一  (56)

ｳｴｶﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ
大　阪        ・大　阪  1:15.33

  8   7  329
津田　光央  (59)

ﾂﾀﾞ ﾐﾂｵ
大　阪        ・大　阪  1:15.37

  9   6  388
定栄　正明  (55)

ｼﾞｮｳｴｲ ﾏｻｱｷ
鹿児島        ・鹿児島  1:17.58

男子M60 ４００ｍ 決勝 10月27日 16:00

世界記録(WM)  53.88    Ralph Romain  (TRI)    1995
日本記録(NM)  58.22    鈴木　久夫  (神奈川)   2017
大会記録(GR)  1.01.21    上田　十太  (山口)   2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   7  273
鈴木　久夫  (61)

ｽｽﾞｷ ﾋｻｵ
神奈川        ・神奈川   58.33 NGR

  2   2  290
米倉　秀人  (60)

ﾖﾈｸﾗ ﾋﾃﾞﾄ
石　川        ・石  川  1:01.28

  3   5  265 PARK CHUNGMOK  (62) ＫＯＲ        ・ＫＯＲ  1:11.78

  4   3  274
小西　清隆  (61)

ｺﾆｼ ｷﾖﾀｶ
大　阪        ・大　阪  1:37.11

  4  239
柄川　昭彦  (64)

ｴｶﾞﾜ ｱｷﾋｺ
埼　玉        ・埼　玉 DNS

  6  315
津波古　充也  (60)

ﾂﾊｺ ﾐﾂﾔ
沖　縄        ・沖　縄 DNS

  8  311
三山　雅司  (60)

ﾐﾔﾏ ﾏｻｼ
三　重        ・三　重 DNS

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場/ NNM:日本マスターズ新記録）



男子M65 ４００ｍ タイムレース(2) 10月27日 15:40

世界記録(WM)  56.09    Charles Allie  (USA)   2013
日本記録(NM)  1.01.08    山崎　雅彦  (千葉)   2015
大会記録(GR)  1.02.72    赤松　哲夫  (兵庫)   2007

タイムレース 全2組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   5  202
田端　忠志  (66)

ﾀﾊﾞﾀ ﾀﾀﾞｼ
千　葉        ・千　葉  1:04.36

  2   4  172
山中　茂生  (68)

ﾔﾏﾅｶ ｼｹﾞｵ
三　重        ・三　重  1:08.40

  3   7  192
神野　由則  (66)

ｶﾐﾉ ﾖｼﾉﾘ
大　阪        ・大　阪  1:11.66

  4   8  201
大前　邦夫  (66)

ｵｵﾏｴ ｸﾆｵ
奈　良        ・奈　良  1:12.40

  6  174
井上　儀徳  (68)

ｲﾉｳｴ ﾖｼﾉﾘ
岩　手        ・岩  手 DNS

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3  191
佐々木　文夫  (66)

ｻｻｷ ﾌﾐｵ
岩　手        ・岩  手  1:05.42

  2   5  198
伊藤　誠一  (66)

ｲﾄｳ ｾｲｲﾁ
福　井        ・福  井  1:11.56

  3   7  213 JEONG KWANSEOK  (65) ＫＯＲ        ・ＫＯＲ  1:13.24

  4   6  156
野入　英治  (69)

ﾉｲﾘ ｴｲｼﾞ
愛　知        ・愛　知  1:13.56

  5   4  185
吉本　和博  (67)

ﾖｼﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ
大　阪        ・大　阪  1:15.28

  8  194
正親　孝夫  (66)

ｵｵｷﾞ ﾀｶｵ
栃　木        ・栃　木 DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   5  202
田端　忠志  (66)

ﾀﾊﾞﾀ ﾀﾀﾞｼ
千　葉        ・千　葉  1:04.36

  2   3  191
佐々木　文夫  (66)

ｻｻｷ ﾌﾐｵ
岩　手        ・岩  手  1:05.42

  3   4  172
山中　茂生  (68)

ﾔﾏﾅｶ ｼｹﾞｵ
三　重        ・三　重  1:08.40

  4   5  198
伊藤　誠一  (66)

ｲﾄｳ ｾｲｲﾁ
福　井        ・福  井  1:11.56

  5   7  192
神野　由則  (66)

ｶﾐﾉ ﾖｼﾉﾘ
大　阪        ・大　阪  1:11.66

  6   8  201
大前　邦夫  (66)

ｵｵﾏｴ ｸﾆｵ
奈　良        ・奈　良  1:12.40

  7   7  213 JEONG KWANSEOK  (65) ＫＯＲ        ・ＫＯＲ  1:13.24

  8   6  156
野入　英治  (69)

ﾉｲﾘ ｴｲｼﾞ
愛　知        ・愛　知  1:13.56

  9   4  185
吉本　和博  (67)

ﾖｼﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ
大　阪        ・大　阪  1:15.28

男子M70 ４００ｍ 決勝 10月27日 15:40

世界記録(WM)  57.26    Charles Allie  (USA)   2018
日本記録(NM)  1.02.33    山崎　雅彦  (千葉)   2017
大会記録(GR)  1.09.69    八田　努  (京都)   　2009

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3  141
魚谷　孝文  (70)

ｳｵﾔ ﾀｶﾌﾐ
大　阪        ・大　阪  1:13.77

  2   4  124 DORJ BANZRAGCH  (71) ＭＧＬ        ・ＭＧＬ  1:19.64

  5  104
光岡　明夫  (72)

ﾐﾂｵｶ ｱｷｵ
熊　本        ・熊　本 DNS

男子M75 ４００ｍ 決勝 10月27日 15:40

世界記録(WM)  1.02.40    Guido Mueller  (GER)   2014
日本記録(NM)  1.05.32    桑名　洋人  (福岡)   　2015
大会記録(GR)  1.11.89    石田　保之  (栃木)   　2007

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3   75
赤松　哲夫  (77)

ｱｶﾏﾂ ﾃﾂｵ
兵　庫        ・兵　庫  1:17.68

  2   2   64
河村　典雄  (77)

ｶﾜﾑﾗ ﾉﾘｵ
愛　知        ・愛　知  1:18.81

  3   7   73
喜多　昌幸  (77)

ｷﾀ ﾏｻﾕｷ
北海道        ・北海道  1:27.02

  4   8   89
深津　政巳  (75)

ﾌｶﾂ ﾏｻﾐ
愛　知        ・愛　知  1:43.96

  4   60
藤崎　利廣  (78)

ﾌｼﾞｻｷ ﾄｼﾋﾛ
宮　崎        ・宮　崎 DNS

  5   71
井上　和彦  (77)

ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾋｺ
奈　良        ・奈　良 DNS

  6   79
小山　真一  (76)

ｺﾔﾏ ｼﾝｲﾁ
愛　知        ・愛　知 DNS

凡例（DNS:欠    場）



男子M80 ４００ｍ 決勝 10月27日 15:40

世界記録(WM)  1.10.01    Hisamitsu Hijiya  (JPN)   2012
日本記録(NM)  1.10.01    泥谷　久光　  (宮崎)    　2012
大会記録(GR)  1.13.14    泥谷　久光　  (宮崎)    　2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3   40
小林　優  (80)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾙ

滋　賀        ・滋　賀  1:32.60

  2   2   26
平林　栄治  (82)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｴｲｼﾞ
愛　知        ・愛　知  2:38.50

  1   27
熊木　利隆  (81)

ｸﾏｷ ﾄｼﾀｶ
大　阪        ・大　阪 DNS

  4   46
宮　秀多  (80)
ﾐﾔ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

大　阪        ・大　阪 DNS

男子M85 ４００ｍ 決勝 10月27日 15:40

世界記録(WM)  1.17.12    Earl Fee  (CAN) 　　   2014
日本記録(NM)  1.19.15    田中　博男  (青森)　   2018
大会記録(GR)  1.39.79    田茂井　宗一  (大阪)   2009

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8    4
田中　博男  (87)

ﾀﾅｶ ﾋﾛｵ
青　森        ・青　森  1:22.63 NGR

  5   11
眞藤　壽美夫  (86)

ｼﾝﾄﾞｳ ｽﾐｵ
奈　良        ・奈　良 DNS

  6   12
野原　真栄  (85)

ﾉﾊﾗ ｼﾝｴｲ
沖　縄        ・沖　縄 DNS

  7    3
石田　保之  (88)

ｲｼﾀﾞ ﾔｽﾕｷ
栃　木        ・栃　木 DNS

男子M35 ８００ｍ 決勝 10月27日 13:00

世界記録(WM)  1.43.36    Johnny Gray  (USA)   　1995
日本記録(NM)  1.54.39    和泉　憲昌  (神奈川)   2010
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3  761
近藤　克典  (36)

ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾉﾘ
兵　庫        ・兵　庫  2:02.70

  2   4  746
遠藤　憲一  (37)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾘｶｽﾞ
岐　阜        ・岐　阜  2:11.27

  3   8  743
奥村　徹  (38)
ｵｸﾑﾗ ﾄｵﾙ

大　阪        ・大　阪  2:15.36

  4   6  753
今中　庸介  (37)

ｲﾏﾅｶ ﾖｳｽｹ
奈　良        ・奈　良  2:19.39

  5   7  737
三澤　礼二  (38)

ﾐｻﾜ ﾚｲｼﾞ
愛　知        ・愛　知  2:25.76

  6   2  752
山本　智仁  (37)

ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾋﾄ
奈　良        ・奈　良  2:40.11

  5  760
中野　明彦  (36)

ﾅｶﾉ ｱｷﾋｺ
兵　庫        ・兵　庫 DNS

ラウンド 組 ４００ｍ

決勝
761
59

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



男子M40 ８００ｍ 決勝 10月27日 13:00

世界記録(WM)  1.48.05    Anthony Whiteman  (GBR)   2014
日本記録(NM)  1.56.22    和泉　憲昌  (神奈川)   　 2016
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   5  652
伊沢　直樹  (44)

ｲｻﾞﾜ ﾅｵｷ
岐　阜        ・岐　阜  2:07.93

  2   4  705
杉香　紀彦  (40)

ｽｷﾞｶ ﾉﾘﾋｺ
岡　山        ・岡　山  2:17.59

  3   7  674
坂下　詩朗  (42)

ｻｶｼﾀ ｼﾛｳ
香　川        ・香  川  2:18.21

  4   3  710
池田　正文  (40)

ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ
大　阪        ・大　阪  2:24.79

  5   6  690
宮﨑　博司  (41)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛｼ
大　阪        ・大　阪  2:34.70

  2  717
入江　和義  (40)

ｲﾘｴ ｶｽﾞﾖｼ
神奈川        ・神奈川 DNS

ラウンド 組 ４００ｍ

決勝
674

 1:04

男子M45 ８００ｍ 決勝 10月27日 13:00

世界記録(WM)  1.49.86    Anthony Whiteman  (GBR)   2017
日本記録(NM)  2.00.15    小西　　亘  (栃木) 　　   2013
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  553
神田　勝利  (48)

ｶﾝﾀﾞ ｶﾂﾄｼ
北海道        ・北海道  2:12.19

  2   3  627
淵　浩二  (45)
ﾌﾁ ｺｳｼﾞ

大　阪        ・大　阪  2:18.20

  3   2  570
上原　浩二  (47)

ｳｴﾊﾗ ｺｳｼﾞ
奈　良        ・奈　良  2:18.48

  4   6  544
若月　慎一郎  (48)

ﾜｶﾂｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ
山　口        ・山　口  2:35.94

  5  621
中田　吉典  (45)

ﾅｶﾀ ﾖｼﾉﾘ
奈　良        ・奈　良 DNS

  7  557
前野　克弘  (48)

ﾏｴﾉ ｶﾂﾋﾛ
愛　知        ・愛　知 DNS

ラウンド 組 ４００ｍ

決勝
553

 1:03

凡例（DNS:欠    場）



男子M50 ８００ｍ タイムレース(2) 10月27日 12:45

世界記録(WM)  1.58.65    Nolan Shaheed  (USA)   2000
日本記録(NM)  2.04.87    秋山　俊二  (香川)     2012
大会記録(GR)           

タイムレース 全2組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3  510
平田　和範  (50)

ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾉﾘ
滋　賀        ・滋　賀  2:16.87

  2   8  419
森山　賢一  (54)

ﾓﾘﾔﾏ ｹﾝｲﾁ
神奈川        ・神奈川  2:21.60

  3   6  511
森山　知博  (50)

ﾓﾘﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ
山　口        ・山　口  2:34.76

  4  487
笹井　裕之  (50)

ｻｻｲ ﾋﾛﾕｷ
大　阪        ・大　阪 DNS

  5  505
和田　宏  (50)
ﾜﾀﾞ ﾋﾛｼ

京　都        ・京　都 DNS

  7  407
西谷　吉弘  (54)

ﾆｼﾔ ﾖｼﾋﾛ
広　島        ・広　島 DNS

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8  509
河野　光一  (50)

ｺｳﾉ ｺｳｲﾁ
山　梨        ・山  梨  2:11.49

  2   7  430
辰巳　典正  (53)

ﾀﾂﾐ ﾉﾘﾏｻ
大　阪        ・大　阪  2:16.52

  3   5  501
西岡　宏文  (50)

ﾆｼｵｶ ﾋﾛﾌﾐ
広　島        ・広　島  2:24.16

  4   6  443
鎌形　啓介  (53)

ｶﾏｶﾞﾀ ｹｲｽｹ
神奈川        ・神奈川  2:41.42

  4  469
小野　昭弘  (51)

ｵﾉ ｱｷﾋﾛ
神奈川        ・神奈川 DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8  509
河野　光一  (50)

ｺｳﾉ ｺｳｲﾁ
山　梨        ・山  梨  2:11.49

  2   7  430
辰巳　典正  (53)

ﾀﾂﾐ ﾉﾘﾏｻ
大　阪        ・大　阪  2:16.52

  3   3  510
平田　和範  (50)

ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾉﾘ
滋　賀        ・滋　賀  2:16.87

  4   8  419
森山　賢一  (54)

ﾓﾘﾔﾏ ｹﾝｲﾁ
神奈川        ・神奈川  2:21.60

  5   5  501
西岡　宏文  (50)

ﾆｼｵｶ ﾋﾛﾌﾐ
広　島        ・広　島  2:24.16

  6   6  511
森山　知博  (50)

ﾓﾘﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ
山　口        ・山　口  2:34.76

  7   6  443
鎌形　啓介  (53)

ｶﾏｶﾞﾀ ｹｲｽｹ
神奈川        ・神奈川  2:41.42

ラウンド
組

タイムレース

1組
タイムレース

2組

４００ｍ
510
 1:08

509
 1:03

男子M55 ８００ｍ 決勝 10月27日 12:45

世界記録(WM)  2.02.92    Peter Oberliessen  (GER)   2016
日本記録(NM)  2.10.3(手) 渡辺　守男  (東京)         1982
大会記録(GR)  2.20.71    豊川　  稔  (愛知)         2009

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  332
小牧　智明  (58)

ｺﾏｷ ﾄﾓｱｷ
京　都        ・京　都  2:24.74

  2   6  327
後藤　俊雄  (59)

ｺﾞﾄｳ ﾄｼｵ
新　潟        ・新　潟  2:41.23

  3   5  388
定栄　正明  (55)

ｼﾞｮｳｴｲ ﾏｻｱｷ
鹿児島        ・鹿児島  2:42.30

  3  348
山田　実  (57)
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾉﾙ

大　阪        ・大　阪 DNS

  7  370
秋山　俊二  (56)

ｱｷﾔﾏ ｼｭﾝｼﾞ
香　川        ・香  川 DNS

ラウンド 組 ４００ｍ

決勝
332

 1:12

凡例（DNS:欠    場）



男子M60 ８００ｍ 決勝 10月27日 12:35

世界記録(WM)  2.08.56    Nolan Shaheed  (USA)   2011
日本記録(NM)  2.17.31    福岡　豊則  (埼玉)   2003
大会記録(GR)  2.23.04    上田　十太  (山口)     2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   2  316
法龍院　均  (60)

ﾎｳﾘｭｳｲﾝ ﾋﾄｼ
兵　庫        ・兵　庫  2:33.27

  2   6  314
山住　泰夫  (60)

ﾔﾏｽﾞﾐ ﾔｽｵ
三　重        ・三　重  2:36.01

  3   7  244
窪田　　成男  (63)

ｸﾎﾞﾀ ｼｹﾞｵ
大　阪        ・大　阪  2:41.05

  4   5  294
福井　正人  (60)

ﾌｸｲ ﾏｻﾄ
兵　庫        ・兵　庫  2:48.61

  5   4  269
塩野目　寿行  (62)

ｼｵﾉﾒ ﾄｼﾕｷ
奈　良        ・奈　良  2:54.20

  3  239
柄川　昭彦  (64)

ｴｶﾞﾜ ｱｷﾋｺ
埼　玉        ・埼　玉 DNS

ラウンド 組 ４００ｍ

決勝
316

 1:15

男子M65 ８００ｍ 決勝 10月27日 12:10

世界記録(WM)  2.14.33    Earl Fee  (CAN)      1995
日本記録(NM)  2.21.62    礒脇　  始  (福岡)   2013
大会記録(GR)  2.28.90    西田　勇治  (富山)   2007

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  196
下浜　岩男  (66)

ｼﾀﾊﾏ ｲﾜｵ
福　井        ・福  井  2:35.35

  2   7  201
大前　邦夫  (66)

ｵｵﾏｴ ｸﾆｵ
奈　良        ・奈　良  2:40.04

  3   6  175
義常　定  (68)
ﾖｼﾂﾈ ｻﾀﾞﾑ

大　阪        ・大　阪  2:40.90

  4   3  192
神野　由則  (66)

ｶﾐﾉ ﾖｼﾉﾘ
大　阪        ・大　阪  2:51.49

  5  181
町田　厚美  (68)

ﾏﾁﾀﾞ ｱﾂﾐ
東　京        ・東　京 DNS

ラウンド 組 ４００ｍ

決勝
196

 1:17

男子M70 ８００ｍ 決勝 10月27日 12:10

世界記録(WM)  2.20.52    Earl Fee  (CAN)      1999
日本記録(NM)  2.30.13    礒脇　  始  (福岡)   2018
大会記録(GR)  2.37.18    小山　真一  (愛知)   2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8  134
高塚　俊蔵  (70)

ﾀｶﾂｶ ｼｭﾝｿﾞｳ
鳥　取        ・鳥　取  2:53.79

  2   7  105
中澤　重道  (72)

ﾅｶｻﾞﾜ ｼｹﾞﾐﾁ
北海道        ・北海道  2:54.68

  3   6  127
津田　修治  (70)

ﾂﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ
兵　庫        ・兵　庫  2:55.30

  4   4  144
松本　一成  (70)

ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾅﾘ
京　都        ・京　都  2:55.87

  5   2  124 DORJ BANZRAGCH  (71) ＭＧＬ        ・ＭＧＬ  3:03.33

  6   5  139
蒲生　久男  (70)

ｶﾞﾓｳ ﾋｻｵ
滋　賀        ・滋　賀  3:37.93

  7   3   98
中野　甫  (73)
ﾅｶﾉ ﾊｼﾞﾒ

徳　島        ・徳  島  3:49.47

ラウンド 組 ４００ｍ

決勝
134

 1:26

凡例（DNS:欠    場）



男子M75 ８００ｍ 決勝 10月27日 12:10

世界記録(WM)  2.30.59    Jose V.Rioseco  (ESP)   2016
日本記録(NM)  2.43.78    吉田　昌司  (群馬)   2016
大会記録(GR)  2.55.62    岩波　健二  (京都)      2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   5   73
喜多　昌幸  (77)

ｷﾀ ﾏｻﾕｷ
北海道        ・北海道  3:18.55

  2   6   90
宗瀧　原八  (75)

ﾑﾈﾀｷ ｹﾞﾝﾊﾟﾁ
奈　良        ・奈　良  3:24.33

  7   79
小山　真一  (76)

ｺﾔﾏ ｼﾝｲﾁ
愛　知        ・愛　知 DNS

  8   60
藤崎　利廣  (78)

ﾌｼﾞｻｷ ﾄｼﾋﾛ
宮　崎        ・宮　崎 DNS

ラウンド 組 ４００ｍ

決勝
73

 1:37

男子M80 ８００ｍ 決勝 10月27日 12:00

世界記録(WM)  2.48.95    Earl Fee  (CAN)      2009
日本記録(NM)  2.54.19    緑川　七郎  (福島)     2013
大会記録(GR)  2.54.19    緑川　七郎  (福島)   2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4   39
森下　三知男  (80)

ﾓﾘｼﾀ ﾐﾁｵ
大　阪        ・大　阪  3:28.98

  2   7  789
高原　良祐　(83)

ﾀｶﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ
神奈川        ・神奈川  3:30.15

  3   3   40
小林　優  (80)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾙ

滋　賀        ・滋　賀  3:42.48

  5   42
岩波　健二  (80)

ｲﾜﾅﾐ ｹﾝｼﾞ
京　都        ・京　都 DNS

  6   26
平林　栄治  (82)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｴｲｼﾞ
愛　知        ・愛　知 DNS

ラウンド 組 ４００ｍ

決勝
39

 1:42

男子M85 ８００ｍ 決勝 10月27日 12:00

世界記録(WM)  3.06.69    David Carr  (AUS)      2017
日本記録(NM)  3.18.85    宮内　義光  (鹿児島)     2010
大会記録(GR)  3.24.55    宮内　義光  (鹿児島)   2009

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  8   12
野原　真栄  (85)

ﾉﾊﾗ ｼﾝｴｲ
沖　縄        ・沖　縄 DNS

ラウンド 組 ４００ｍ

決勝
 

  :  .

凡例（DNS:欠    場）



男子M35 １５００ｍ 決勝 10月28日 11:20

世界記録(WM)  3.32.51    Bernard Lagat  (USA)   2010
日本記録(NM)  3.54.19    尾田　賢典  (愛知)     2017
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6  778
田中　秀和  (35)

ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ
鳥　取        ・鳥　取  4:20.78

  2   5  761
近藤　克典  (36)

ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾉﾘ
兵　庫        ・兵　庫  4:22.31

  3   4  746
遠藤　憲一  (37)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾘｶｽﾞ
岐　阜        ・岐　阜  4:23.76

  4  10  725
大村　一  (39)
ｵｵﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ

長　野        ・長  野  4:29.75

  5   2  754
河村　侑  (36)
ｶﾜﾑﾗ ﾕｳ

三　重        ・三　重  4:44.65

  6   7  784
匂坂　裕一郎  (35)

ｻｷﾞｻｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ
奈　良        ・奈　良  4:45.51

  7   8  768
橋本　裕志  (36)

ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｼ
福　岡        ・福　岡  4:58.82

  8   1  722
玉木　敬博  (39)

ﾀﾏｷ ﾀｶﾋﾛ
奈　良        ・奈　良  5:54.10

  3  760
中野　明彦  (36)

ﾅｶﾉ ｱｷﾋｺ
兵　庫        ・兵　庫 DNS

  9  737
三澤　礼二  (38)

ﾐｻﾜ ﾚｲｼﾞ
愛　知        ・愛　知 DNS

男子M40 １５００ｍ 決勝 10月28日 11:20

世界記録(WM)  3.41.87    Bernard Lagat  (USA)   2015
日本記録(NM)  3.58.53    竹中　泰知  (三重)     2014
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  12  717
入江　和義  (40)

ｲﾘｴ ｶｽﾞﾖｼ
神奈川        ・神奈川  4:30.97

  2  11  680
三宅　康夫  (42)

ﾐﾔｹ ﾔｽｵ
広　島        ・広　島  4:54.60

  3  13  700 WU HUNG-YI  (41) ＴＰＥ        ・ＴＰＥ  5:35.66

男子M45 １５００ｍ 決勝 10月28日 11:10

世界記録(WM)  3.48.72    Anthony Whiteman  (GBR)   2017
日本記録(NM)  4.00.19    小西　  亘  (栃木)        2014
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   2  620
大倉　直也  (45)

ｵｵｸﾗ ﾅｵﾔ
京　都        ・京　都  4:41.64

  2   5  592
田中　茂  (46)
ﾀﾅｶ ｼｹﾞﾙ

愛　知        ・愛　知  4:44.78

  3   1  617
面屋　昌樹  (45)

ｵﾓﾔ ﾏｻｷ
愛　知        ・愛　知  4:45.51

  4   4  538
竹内　紀彦  (48)

ﾀｹｳﾁ ﾉﾘﾋｺ
徳　島        ・徳  島  5:05.86

  5   6  562
松田　裕治  (48)

ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｼﾞ
三　重        ・三　重  5:25.93

  3  544
若月　慎一郎  (48)

ﾜｶﾂｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ
山　口        ・山　口 DNS

凡例（DNS:欠    場）



男子M50 １５００ｍ 決勝 10月28日 11:10

世界記録(WM)  3.58.26    David Heath  (GBR)   2015
日本記録(NM)  4.17.88    三川　和夫  (山形)   2000
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  13  509
河野　光一  (50)

ｺｳﾉ ｺｳｲﾁ
山　梨        ・山  梨  4:35.16

  2  14  514
山下　智弘  (50)

ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ
兵　庫        ・兵　庫  4:40.53

  3  12  419
森山　賢一  (54)

ﾓﾘﾔﾏ ｹﾝｲﾁ
神奈川        ・神奈川  4:49.37

  4  11  446
原田　　和昭  (52)

ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ
奈　良        ・奈　良  4:59.13

  5  18  430
辰巳　典正  (53)

ﾀﾂﾐ ﾉﾘﾏｻ
大　阪        ・大　阪  5:08.14

  6  17  511
森山　知博  (50)

ﾓﾘﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ
山　口        ・山　口  5:10.85

  7   9  443
鎌形　啓介  (53)

ｶﾏｶﾞﾀ ｹｲｽｹ
神奈川        ・神奈川  5:42.56

  7  505
和田　宏  (50)
ﾜﾀﾞ ﾋﾛｼ

京　都        ・京　都 DNS

  8  484
茂田　昭雄  (51)

ｼｹﾞﾀ ｱｷｵ
兵　庫        ・兵　庫 DNS

 10  409
辻林　一吉  (54)

ﾂｼﾞﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾖｼ
大　阪        ・大　阪 DNS

 15  464
松枝　健児  (51)

ﾏﾂｴﾀﾞ ｹﾝｼﾞ
山　口        ・山　口 DNS

 16  487
笹井　裕之  (50)

ｻｻｲ ﾋﾛﾕｷ
大　阪        ・大　阪 DNS

男子M55 １５００ｍ 決勝 10月28日 11:00

世界記録(WM)  4.12.35    Keith Bateman  (AUS)   2011
日本記録(NM)  4.24.90    保坂　好久  (静岡)     2004
大会記録(GR)  4.45.87    阪本　良雄  (福岡)     2013

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   2  327
後藤　俊雄  (59)

ｺﾞﾄｳ ﾄｼｵ
新　潟        ・新　潟  5:36.61

  2   1  388
定栄　正明  (55)

ｼﾞｮｳｴｲ ﾏｻｱｷ
鹿児島        ・鹿児島  5:37.54

  3   4  374
杉慰　諭  (56)
ｽｷﾞｲ ｻﾄｼ

滋　賀        ・滋　賀  5:38.70

  3  387
仲本　智之  (55)

ﾅｶﾓﾄ ｻﾄｼ
神奈川        ・神奈川 DNS

男子M60 １５００ｍ 決勝 10月28日 11:00

世界記録(WM)  4.24.00    Nolan Shaheed  (USA)   2011
日本記録(NM)  4.34.86    前田　利保  (宮崎)     2000
大会記録(GR)  5.07.77    髙橋　利明  (広島)     2013

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8  236
大久保　信生  (64)

ｵｵｸﾎﾞ ﾉﾌﾞｵ
京　都        ・京　都  5:25.21

  5  244
窪田　　成男  (63)

ｸﾎﾞﾀ ｼｹﾞｵ
大　阪        ・大　阪 DNS

  6  252
吉本　保  (63)
ﾖｼﾓﾄ ﾏﾓﾙ

兵　庫        ・兵　庫 DNS

  7  280
中島　洋  (61)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｼ

滋　賀        ・滋　賀 DNS

  9  239
柄川　昭彦  (64)

ｴｶﾞﾜ ｱｷﾋｺ
埼　玉        ・埼　玉 DNS

凡例（DNS:欠    場）



男子M65 １５００ｍ 決勝 10月28日 11:00

世界記録(WM)  4.39.87    Simon Herlaar  (NED)   1994
日本記録(NM)  4.49.98    緑川　七郎  (福島)     1997
大会記録(GR)  4.58.36    割鞘　信夫  (福岡)     2013

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  11  175
義常　定  (68)
ﾖｼﾂﾈ ｻﾀﾞﾑ

大　阪        ・大　阪  5:32.93

  2  13  186
池田　英夫  (67)

ｲｹﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ
神奈川        ・神奈川  6:55.98

  3  12  214
玉置　操  (65)
ﾀﾏｷ ﾐｻｵ

奈　良        ・奈　良  7:20.94

 10  181
町田　厚美  (68)

ﾏﾁﾀﾞ ｱﾂﾐ
東　京        ・東　京 DNS

男子M70 １５００ｍ 決勝 10月28日 10:45

世界記録(WM)  4.52.95    Ron Robertson  (NZL)   2011
日本記録(NM)  5.08.71    宮内　義光  (鹿児島)   1995
大会記録(GR)  5.25.63    小山　真一  (愛知)     2013

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  142
割鞘　信夫  (70)

ﾜﾘｻﾞﾔ ﾉﾌﾞｵ
福　岡        ・福　岡  5:19.26 NGR

  2   5  136
村上　文男  (70)

ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐｵ
山　口        ・山　口  5:42.39

  3   1  127
津田　修治  (70)

ﾂﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ
兵　庫        ・兵　庫  6:08.14

  4   2  105
中澤　重道  (72)

ﾅｶｻﾞﾜ ｼｹﾞﾐﾁ
北海道        ・北海道  6:12.56

  3  108
辻本　浩  (72)
ﾂｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｼ

奈　良        ・奈　良 DNS

男子M75 １５００ｍ 決勝 10月28日 10:45

世界記録(WM)  5.11.27    Jose Vicente Rioseco  (ESP)   2018
日本記録(NM)  5.22.40    緑川　七郎  (福島)            2007
大会記録(GR)  5.55.05    岩波　健二  (京都)   　　　　 2013

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8   58
福田　勝三  (79)

ﾌｸﾀﾞ ｶﾂｿﾞｳ
京　都        ・京　都  6:36.38

  2   7   73
喜多　昌幸  (77)

ｷﾀ ﾏｻﾕｷ
北海道        ・北海道  6:43.69

  3  10   67
荻野　邦雄  (77)

ｵｷﾞﾉ ｸﾆｵ
大　阪        ・大　阪  8:03.09

  6   79
小山　真一  (76)

ｺﾔﾏ ｼﾝｲﾁ
愛　知        ・愛　知 DNS

  9   60
藤崎　利廣  (78)

ﾌｼﾞｻｷ ﾄｼﾋﾛ
宮　崎        ・宮　崎 DNS

男子M80 １５００ｍ 決勝 10月28日 10:45

世界記録(WM)  5.47.35    Mauel Alonso Domingo  (ESP)   2016
日本記録(NM)  5.59.11    宮内　義光  (鹿児島)   　　　 2004
大会記録(GR)  6.00.33    緑川　七郎  (福島)   　　　　 2013

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  11   44
中橋　富雄  (80)

ﾅｶﾊｼ ﾄﾐｵ
奈　良        ・奈　良  6:45.01

  2  13   33
來田　悦一  (81)

ｸﾙﾀ ﾖｼｶﾂﾞ
東　京        ・東　京  8:10.08

 12   42
岩波　健二  (80)

ｲﾜﾅﾐ ｹﾝｼﾞ
京　都        ・京　都 DNS

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



男子M85 １５００ｍ 決勝 10月28日 10:45

世界記録(WM)  6.27.30    David Carr  (AUS)      2017
日本記録(NM)  6.51.32    宮内　義光  (鹿児島)   2009
大会記録(GR)  7.12.44    宮内　義光  (鹿児島)   2009

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 14   12
野原　真栄  (85)

ﾉﾊﾗ ｼﾝｴｲ
沖　縄        ・沖　縄 DNS

男子M35 １マイル 決勝 10月27日 15:21

世界記録(WM)  3.51.38    Bernard Lagat  (USA)   2011
日本記録(NM)  4.38.43    大村　  一  (長野)     2016
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   2  777
岩瀬　弘之  (35)

ｲﾜｾ ﾋﾛﾕｷ
東　京        ・東　京  4:38.52

  2   1  748
城間　泰佑  (37)

ｼﾛﾏ ﾀｲｽｹ
大　阪        ・大　阪  5:06.26

  3   4  768
橋本　裕志  (36)

ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｼ
福　岡        ・福　岡  5:27.14

  3  725
大村　一  (39)
ｵｵﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ

長　野        ・長  野 DNS

  5  760
中野　明彦  (36)

ﾅｶﾉ ｱｷﾋｺ
兵　庫        ・兵　庫 DNS

男子M40 １マイル 決勝 10月27日 15:21

世界記録(WM)  3.57.91    Bernard Lagat  (USA)   2015
日本記録(NM)  4.41.13    松野　淳司  (長野)     2016
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6  680
三宅　康夫  (42)

ﾐﾔｹ ﾔｽｵ
広　島        ・広　島  5:20.54

  2   8  651
齊藤　政行  (44)

ｻｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ
茨　城        ・茨　城  5:22.73

  3   7  704
辻本　始  (40)
ﾂｼﾞﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ

奈　良        ・奈　良  6:04.14

男子M45 １マイル 決勝 10月27日 15:21

世界記録(WM)  4.16.09    Tony Young  (USA)      2008
日本記録(NM)  4.31.16    利根川　裕雄  (長野)   2016
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  15  599
阿部　一彦  (46)

ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾋｺ
新　潟        ・新　潟  4:52.86

  2  16  563
金志　達也  (48)

ｷﾝｼ ﾀﾂﾔ
兵　庫        ・兵　庫  5:00.86

  3   9  622
矢野　明弘  (45)

ﾔﾉ ｱｷﾋﾛ
兵　庫        ・兵　庫  5:04.44

  4  11  572
玉置　慶輔  (47)

ﾀﾏｷ ｹｲｽｹ
和歌山        ・和歌山  5:30.64

  5  10  533
谷口　茂  (49)
ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｹﾞﾙ

兵　庫        ・兵　庫  5:31.92

  6  14  538
竹内　紀彦  (48)

ﾀｹｳﾁ ﾉﾘﾋｺ
徳　島        ・徳  島  5:46.29

  7  13  606
白谷　伸也  (46)

ｼﾛﾀﾆ ｼﾝﾔ
兵　庫        ・兵　庫  6:00.93

 12  615
谷本　貴史  (46)

ﾀﾆﾓﾄ ﾀｶｼ
京　都        ・京　都 DNS

凡例（DNS:欠    場）



男子M50 １マイル 決勝 10月27日 15:13

世界記録(WM)  4.25.04    Nolan Shaheed  (USA)   2001
日本記録(NM)  4.55.44    市川　  武  (長野)     2013
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3  515
後口　洋史  (50)

ｳｼﾛｸﾞﾁ ﾋﾛｼ
埼　玉        ・埼　玉  4:57.58

  2   6  449
御厨　義博  (52)

ﾐｸﾘﾔ ﾖｼﾋﾛ
兵　庫        ・兵　庫  5:14.50

  3   5  419
森山　賢一  (54)

ﾓﾘﾔﾏ ｹﾝｲﾁ
神奈川        ・神奈川  5:17.72

  4   8  463
吉村　文長  (51)

ﾖｼﾑﾗ ﾌﾐﾅｶﾞ
熊　本        ・熊　本  5:22.01

  5   4  467
前野　修一  (51)

ﾏｴﾉ ｼｭｳｲﾁ
大　阪        ・大　阪  5:26.23

  6   7  432
小牟田　竜一  (53)

ｺﾑﾀ ﾘｭｳｲﾁ
大　阪        ・大　阪  5:27.98

  7  10  442
佐野　正義  (53)

ｻﾉ ﾏｻﾖｼ
兵　庫        ・兵　庫  5:28.95

  8   2  505
和田　宏  (50)
ﾜﾀﾞ ﾋﾛｼ

京　都        ・京　都  5:45.40

  9   1  443
鎌形　啓介  (53)

ｶﾏｶﾞﾀ ｹｲｽｹ
神奈川        ・神奈川  6:13.16

 10  11  440
山田　直孝  (53)

ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾀｶ
愛　媛        ・愛　媛  6:17.23

  9  498
喜多村　和弘  (50)

ｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ
京　都        ・京　都 DNS

男子M55 １マイル 決勝 10月27日 14:55

世界記録(WM)  4.35.04    Keith Bateman  (AUS)   2010
日本記録(NM)  5.05.30    長谷川　和正  (兵庫)   2013
大会記録(GR)  5.05.30    長谷川　和正  (兵庫)   2013

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   1  355
清水　和典  (57)

ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾉﾘ
埼　玉        ・埼　玉  5:19.60

  2   2  346
中平　久永  (57)

ﾅｶﾋﾗ ﾋｻﾅｶﾞ
和歌山        ・和歌山  5:29.59

  3   5  400
山高　浩司  (55)

ﾔﾏﾀｶ ｺｳｼﾞ
広　島        ・広　島  5:35.38

  3  379
数野　哲也  (56)

ｶｽﾞﾉ ﾃﾂﾔ
大　阪        ・大　阪 DNS

  4  390
山崎　次彦  (55)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾂｸﾞﾋｺ
富　山        ・富  山 DNS

男子M60 １マイル 決勝 10月27日 14:55

世界記録(WM)  4.51.85    Tony McManus  (NZL)     2012
日本記録(NM)  5.27.53    高橋　  進  (京都)      2013
大会記録(GR)  5.25.59    Batsukh Sharav  (MNG)   2013

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6  266
阪本　良雄  (62)

ｻｶﾓﾄ ﾖｼｵ
福　岡        ・福　岡  5:18.15 NNM NGR

  2   8  234
曽野　政男  (64)

ｿﾉ ﾏｻｵ
滋　賀        ・滋　賀  5:19.56 NNM NGR

  3  10  235
田村　正憲  (64)

ﾀﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ
広　島        ・広　島  5:20.27 NNM NGR

  4  13  236
大久保　信生  (64)

ｵｵｸﾎﾞ ﾉﾌﾞｵ
京　都        ・京　都  5:42.73

  5   9  242
上羽　伸一  (64)

ｳｴﾊ ｼﾝｲﾁ
奈　良        ・奈　良  6:40.19

  6  11  230
守屋　常男  (64)

ﾓﾘﾔ ﾂﾈｵ
岡　山        ・岡　山  9:28.44

  7  275
長谷川　和正  (61)

ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞﾏｻ
兵　庫        ・兵　庫 DNS

 12  268
矢野　猛  (62)
ﾔﾉ ﾀｹｼ

兵　庫        ・兵　庫 DNS

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場/ NNM:日本マスターズ新記録）



男子M65 １マイル 決勝 10月27日 14:45

世界記録(WM)  4.56.4    Derek Turnbull  (NZL)   1992
日本記録(NM)  5.21.08    割鞘　信夫  (福岡)     2013
大会記録(GR)  5.21.08    割鞘　信夫  (福岡)     2013

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  182
山岡　清孝  (67)

ﾔﾏｵｶ ｷﾖﾀｶ
長　野        ・長  野  5:55.14

  2   5  209
髙橋　利明  (65)

ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ
広　島        ・広　島  5:56.36

  3   3  199
原沢　勲  (66)
ﾊﾗｻﾜ ｲｻｵ

埼　玉        ・埼　玉  6:05.64

  4   2  226
阪本　史郎  (65)

ｻｶﾓﾄ ｼﾛｳ
奈　良        ・奈　良  6:30.71

  5   1  186
池田　英夫  (67)

ｲｹﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ
神奈川        ・神奈川  7:28.87

男子M70 １マイル 決勝 10月27日 14:45

世界記録(WM)  5.19.75    Joop Ruter  (NED)    2003
日本記録(NM)  5.49.33    山口　  功  (茨城)   2013
大会記録(GR)  5.49.33    山口　  功  (茨城)   2013

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   7  142
割鞘　信夫  (70)

ﾜﾘｻﾞﾔ ﾉﾌﾞｵ
福　岡        ・福　岡  5:44.10 NNM NGR

  2  10  136
村上　文男  (70)

ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐｵ
山　口        ・山　口  6:09.20

  3   6  114
梶野　良夫  (71)

ｶｼﾞﾉ ﾖｼｵ
千　葉        ・千　葉  6:30.20

  4   9  134
高塚　俊蔵  (70)

ﾀｶﾂｶ ｼｭﾝｿﾞｳ
鳥　取        ・鳥　取  6:33.79

  8   98
中野　甫  (73)
ﾅｶﾉ ﾊｼﾞﾒ

徳　島        ・徳  島 DNS

男子M75 １マイル 決勝 10月27日 14:45

世界記録(WM)  5.41.80    Edward Whitlock  (CAN)   2006
日本記録(NM)  6.34.36    市川　邦夫  (東京)       2009
大会記録(GR)  6.34.36    市川　邦夫  (東京)       2009

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  11   68
山口　功  (77)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｲｻｵ

茨　城        ・茨　城  6:23.05 NNM NGR

  2  12   58
福田　勝三  (79)

ﾌｸﾀﾞ ｶﾂｿﾞｳ
京　都        ・京　都  7:18.99

男子M80 １マイル 決勝 10月27日 14:45

世界記録(WM)  6.22.69    Manuel Alonso Domingo  (ESP)   2017
日本記録(NM)  6.29.00    緑川　七郎  (福島)             2013
大会記録(GR)  6.29.00    緑川　七郎  (福島)             2013

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  14   39
森下　三知男  (80)

ﾓﾘｼﾀ ﾐﾁｵ
大　阪        ・大　阪  7:47.32

  2  13   33
來田　悦一  (81)

ｸﾙﾀ ﾖｼｶﾂﾞ
東　京        ・東　京  9:00.62

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場/ NNM:日本マスターズ新記録）



男子M60 ３０００ｍ 決勝 10月28日  9:30

世界記録(WM)  9.29.47    Adriaan Heijdens  (NED)   2000
日本記録(NM)  9.56.67    戸村　義勝  (東京)        2002
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3  280
中島　洋  (61)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｼ

滋　賀        ・滋　賀 10:25.04

  2   6  235
田村　正憲  (64)

ﾀﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ
広　島        ・広　島 10:26.77

  3   8  266
阪本　良雄  (62)

ｻｶﾓﾄ ﾖｼｵ
福　岡        ・福　岡 10:33.62

  4  10  275
長谷川　和正  (61)

ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞﾏｻ
兵　庫        ・兵　庫 10:55.38

  5   4  236
大久保　信生  (64)

ｵｵｸﾎﾞ ﾉﾌﾞｵ
京　都        ・京　都 10:56.50

  6   2  288
木村　昌盛  (60)

ｷﾑﾗ ﾏｻﾓﾘ
愛　知        ・愛　知 11:40.27

  7   5  249
鬼塚　幸生  (63)

ｵﾆﾂﾞｶ ｻﾁｵ
奈　良        ・奈　良 12:17.04

  8   9  242
上羽　伸一  (64)

ｳｴﾊ ｼﾝｲﾁ
奈　良        ・奈　良 12:46.43

  9   7  269
塩野目　寿行  (62)

ｼｵﾉﾒ ﾄｼﾕｷ
奈　良        ・奈　良 13:37.04

  1  239
柄川　昭彦  (64)

ｴｶﾞﾜ ｱｷﾋｺ
埼　玉        ・埼　玉 DNS

男子M65 ３０００ｍ 決勝 10月28日  9:30

世界記録(WM)  9.47.4      Derek Turnbull  (NZL)   1992
日本記録(NM)  10.20.05    緑川　七郎  (福島)      1997
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  13  196
下浜　岩男  (66)

ｼﾀﾊﾏ ｲﾜｵ
福　井        ・福  井 11:20.56

  2  12  186
池田　英夫  (67)

ｲｹﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ
神奈川        ・神奈川 14:32.92

  3  14  222 KIM HYUNGSEOB  (65) ＫＯＲ        ・ＫＯＲ 15:46.39

 11  226
阪本　史郎  (65)

ｻｶﾓﾄ ｼﾛｳ
奈　良        ・奈　良 DNS

男子M70 ３０００ｍ 決勝 10月28日  9:30

世界記録(WM)  10.42.40    Siem Herlaar  (NED)   1999
日本記録(NM)  10.49.75    緑川　七郎  (福島)    2002
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  19  114
梶野　良夫  (71)

ｶｼﾞﾉ ﾖｼｵ
千　葉        ・千　葉 12:29.35

  2  17  105
中澤　重道  (72)

ﾅｶｻﾞﾜ ｼｹﾞﾐﾁ
北海道        ・北海道 12:41.63

  3  16  134
高塚　俊蔵  (70)

ﾀｶﾂｶ ｼｭﾝｿﾞｳ
鳥　取        ・鳥　取 12:47.58

  4  18  121
近森　富雄  (71)

ﾁｶﾓﾘ ﾄﾐｵ
奈　良        ・奈　良 14:01.75

 15  108
辻本　浩  (72)
ﾂｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｼ

奈　良        ・奈　良 DNS

男子M75 ３０００ｍ 決勝 10月28日  9:30

世界記録(WM)  11.10.43    Edward Whitlock  (CAN)   2006
日本記録(NM)  11.45.90    山口　  功  (茨城)       2016
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  22   86
寺地　弘志  (75)

ﾃﾗﾁ ﾋﾛｼ
奈　良        ・奈　良 13:30.12

  2  20   74
折橋　洋二  (77)

ｵﾘﾊｼ ﾖｳｼﾞ
奈　良        ・奈　良 14:47.38

  3  21   62
田代　道弘  (78)

ﾀｼﾛ ﾐﾁﾋﾛ
大　阪        ・大　阪 17:04.45凡例（DNS:欠    場）



男子M80 ３０００ｍ 決勝 10月28日  9:30

世界記録(WM)  12.13.56    Edward Whitlock  (CAN)   2011
日本記録(NM)  13.02.43    佐藤　久雄  (群馬)       2015
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  28   44
中橋　富雄  (80)

ﾅｶﾊｼ ﾄﾐｵ
奈　良        ・奈　良 14:07.26

  2  25   39
森下　三知男  (80)

ﾓﾘｼﾀ ﾐﾁｵ
大　阪        ・大　阪 15:20.34

  3  27   33
來田　悦一  (81)

ｸﾙﾀ ﾖｼｶﾂﾞ
東　京        ・東　京 18:09.20

  4  26   35
世羅　繁治  (81)

ｾﾗ ｼｹﾞﾊﾙ
広　島        ・広　島 19:12.73

  5  24   45
國松　善次  (80)

ｸﾆﾏﾂ ﾖｼﾂｸﾞ
滋　賀        ・滋　賀 19:19.70

 23   37
東　冨雄  (80)
ﾋｶﾞｼ ﾄﾐｵ

大　分        ・大　分 DNS

男子M35 ５０００ｍ 決勝 10月28日 15:10

世界記録(WM)  12.53.60    Bernard Lagat  (USA)   2011
日本記録(NM)  14.26.70    利根川　裕雄  (長野)   2009
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   2  725
大村　一  (39)
ｵｵﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ

長　野        ・長  野 16:40.70

  2   4  754
河村　侑  (36)
ｶﾜﾑﾗ ﾕｳ

三　重        ・三　重 18:05.22

  3   6  722
玉木　敬博  (39)

ﾀﾏｷ ﾀｶﾋﾛ
奈　良        ・奈　良 22:56.99

  1  786
清原　啓志  (35)

ｷﾖﾊﾗ ﾋﾛｼ
奈　良        ・奈　良 DNS

  3  770
出口　光  (36)
ｲﾃﾞｸﾞﾁ ﾋｶﾙ

京　都        ・京　都 DNS

  5  783
吉川　剛秀  (35)

ﾖｼｶﾜ ﾀｹﾋﾃﾞ
神奈川        ・神奈川 DNS

男子M40 ５０００ｍ 決勝 10月28日 15:10

世界記録(WM)  13.06.78    Bernard Lagat  (USA)   2016
日本記録(NM)  14.15.34    利根川　裕雄  (長野)   2012
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  11  677
近藤　直樹  (42)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ
愛　知        ・愛　知 15:28.20

  2   8  647
山田　裕康  (44)

ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔｽ
愛　知        ・愛　知 18:46.03

  3   7  692
河村　周  (41)
ｶﾜﾑﾗ ﾏｺﾄ

奈　良        ・奈　良 18:54.74

  4   9  700 WU HUNG-YI  (41) ＴＰＥ        ・ＴＰＥ 21:31.15

 10  717
入江　和義  (40)

ｲﾘｴ ｶｽﾞﾖｼ
神奈川        ・神奈川 DNS

男子M45 ５０００ｍ 決勝 10月28日 15:10

世界記録(WM)  14.23.6     Lucien Rault  (FRA)    1982
日本記録(NM)  14.45.99    利根川　裕雄  (長野)   2016
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  14  572
玉置　慶輔  (47)

ﾀﾏｷ ｹｲｽｹ
和歌山        ・和歌山 19:14.27

  2  13  538
竹内　紀彦  (48)

ﾀｹｳﾁ ﾉﾘﾋｺ
徳　島        ・徳  島 19:29.07

  3  12  528
池　政志  (49)
ｲｹ ｾｲｼﾞ

京　都        ・京　都 20:51.81

  4  15  576
清水　裕文  (47)

ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾌﾐ
奈　良        ・奈　良 22:11.51

 16  562
松田　裕治  (48)

ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｼﾞ
三　重        ・三　重 DNS凡例（DNS:欠    場）



男子M50 ５０００ｍ 決勝 10月28日 14:50

世界記録(WM)  14.52.92    Sean Wade  (USA)     2016
日本記録(NM)  15.09.30    岩永　義次  (佐賀)   2011
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  10  514
山下　智弘  (50)

ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ
兵　庫        ・兵　庫 16:38.66

  2   2  411
辰己　義隆  (54)

ﾀﾂﾐ ﾖｼﾀｶ
奈　良        ・奈　良 17:25.62

  3   1  498
喜多村　和弘  (50)

ｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ
京　都        ・京　都 17:30.07

  4   6  436
新居　健  (53)
ﾆｲ ﾀｹｼ

京　都        ・京　都 18:23.90

  5  12  446
原田　　和昭  (52)

ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ
奈　良        ・奈　良 18:27.65

  6   3  459
森　貞樹  (51)
ﾓﾘ ｻﾀﾞｷ

大　阪        ・大　阪 18:38.55

  7   5  409
辻林　一吉  (54)

ﾂｼﾞﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾖｼ
大　阪        ・大　阪 19:18.71

  8   4  422
池田　雅一  (54)

ｲｹﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ
三　重        ・三　重 20:31.61

  9  11  443
鎌形　啓介  (53)

ｶﾏｶﾞﾀ ｹｲｽｹ
神奈川        ・神奈川 21:35.08

 10   8  491
板倉　光孝  (50)

ｲﾀｸﾗ ﾐﾂﾀｶ
奈　良        ・奈　良 22:47.24

  9  432
小牟田　竜一  (53)

ｺﾑﾀ ﾘｭｳｲﾁ
大　阪        ・大　阪 DNF

  7  463
吉村　文長  (51)

ﾖｼﾑﾗ ﾌﾐﾅｶﾞ
熊　本        ・熊　本 DNS

男子M55 ５０００ｍ 決勝 10月28日 14:50

世界記録(WM)  15.29.7     Keith Bateman  (AUS)   2011
日本記録(NM)  16.00.92    岩永　義次  (佐賀)     2017
大会記録(GR)  16.58.76    長谷川　和正  (兵庫)   2013

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  16  339
下川　勝彦  (58)

ｼﾓｶﾜ ｶﾂﾋｺ
愛　知        ・愛　知 17:12.88

  2  17  355
清水　和典  (57)

ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾉﾘ
埼　玉        ・埼　玉 17:52.63

  3  14  393
木村　将弘  (55)

ｷﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ
滋　賀        ・滋　賀 17:56.76

  4  15  346
中平　久永  (57)

ﾅｶﾋﾗ ﾋｻﾅｶﾞ
和歌山        ・和歌山 18:15.02

  5  19  400
山高　浩司  (55)

ﾔﾏﾀｶ ｺｳｼﾞ
広　島        ・広　島 19:28.93

  6  20  374
杉慰　諭  (56)
ｽｷﾞｲ ｻﾄｼ

滋　賀        ・滋　賀 20:20.12

 13  379
数野　哲也  (56)

ｶｽﾞﾉ ﾃﾂﾔ
大　阪        ・大　阪 DNS

 18  381
松本　佳哲  (56)

ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｱｷ
大　阪        ・大　阪 DNS

男子M70 ８０ｍＨ(0.762m) 決勝 10月28日 11:40

世界記録(WM)  12.61    Ty Brown  (USA)        2015
日本記録(NM)  13.06    芳賀　一博  (青森)     2014
大会記録(GR)  14.40    鴻池　清司  (和歌山)   2007

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.9

  1   1  126
小笠原　修  (70)

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｵｻﾑ
神奈川        ・神奈川   14.56

  2   3  129
小島　登行  (70)

ｺｼﾞﾏ ﾉﾘﾕｷ
愛　知        ・愛　知   16.54

  3   2  146
本田　豊  (70)
ﾎﾝﾀﾞ ﾕﾀｶ

大　阪        ・大　阪   23.58

凡例（DNF:途中棄権/ DNS:欠    場）



男子M75 ８０ｍＨ(0.762m) 決勝 10月28日 11:40

世界記録(WM)  13.62    James Stookey  (USA)   2005
日本記録(NM)  13.67    安井　毅央  (群馬)     2016
大会記録(GR)  16.72    山口　  巌  (神奈川)   2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.9

  1   5   77
瀬野　弘昭  (76)

ｾﾉ ﾋﾛｱｷ
京　都        ・京　都   15.57 NGR

  2   4   87
佐藤　武夫  (75)

ｻﾄｳ ﾀｹｵ
愛　知        ・愛　知   19.79

男子M80 ８０ｍＨ(0.700m) 決勝 10月28日 11:40

世界記録(WM)  14.75    Melvin Larsen  (USA)   2005
日本記録(NM)  14.91    田中　重治  (山梨)     2003
大会記録(GR)  15.52    田崎　元一  (山形)     2007

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.9

  1   8   34
鴻池　清司  (81)

ｺｳﾉｲｹ ｷﾖｼ
和歌山        ・和歌山   22.30

  7   17
堀野　正  (83)
ﾎﾘﾉ ﾀﾀﾞｼ

大　阪        ・大　阪 DNS

  9   49
山口　巌  (80)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｲﾜｵ

神奈川        ・神奈川 DNS

男子M50 １００ｍＨ(0.914m) タイムレース(2) 10月28日 12:10

世界記録(WM)  13.57    Walt Butler  (USA)   1991
日本記録(NM)  14.26    小林　裕  (神奈川)   2014
大会記録(GR)           

タイムレース 全2組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.3

  1   9  426
前田　祥紀  (53)

ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ
長　崎        ・長　崎   14.89

  2   7  450
佐藤　一石  (52)

ｻﾄｳ ｶｽﾞｲｼ
香　川        ・香  川   15.11

  3   4  495
宮本　義久  (50)

ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾋｻ
神奈川        ・神奈川   15.41

  4   6  507
馬場　勝也  (50)

ﾊﾞﾊﾞ ｶﾂﾔ
東　京        ・東　京   15.95

  5   8  502
木下　和浩  (50)

ｷﾉｼﾀ ｶｽﾞﾋﾛ
京　都        ・京　都   15.99

  6   5  414
菊地　正行  (54)

ｷｸﾁ ﾏｻﾕｷ
岩　手        ・岩  手   19.54

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.9

  1   6  516
佐々木　祐和  (50)

ｻｻｷ ﾋﾛｶｽﾞ
静　岡        ・静　岡   14.20 NNM

  2   9  504
小長　賢二  (50)

ｺﾁｮｳ ｹﾝｼﾞ
長　崎        ・長　崎   15.15

  3   5  480
米田　泰幸  (51)

ﾖﾈﾀﾞ ﾔｽﾕｷ
石　川        ・石  川   16.27

  4   8  493
安本　順二郎  (50)

ﾔｽﾓﾄ ｼﾞｭﾝｼﾞﾛｳ
広　島        ・広　島   16.97

  5   7  415
細嶋　毅  (54)
ﾎｿｼﾞﾏ ﾀｹｼ

京　都        ・京　都   33.16

  4  485
松井　朋彦  (51)

ﾏﾂｲ ﾄﾓﾋｺ
三　重        ・三　重 DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6  516
佐々木　祐和  (50)

ｻｻｷ ﾋﾛｶｽﾞ
静　岡        ・静　岡   14.20/+1.9 NNM

  2   9  426
前田　祥紀  (53)

ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ
長　崎        ・長　崎   14.89/+1.3

  3   7  450
佐藤　一石  (52)

ｻﾄｳ ｶｽﾞｲｼ
香　川        ・香  川   15.11/+1.3

  4   9  504
小長　賢二  (50)

ｺﾁｮｳ ｹﾝｼﾞ
長　崎        ・長　崎   15.15/+1.9

  5   4  495
宮本　義久  (50)

ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾋｻ
神奈川        ・神奈川   15.41/+1.3

  6   6  507
馬場　勝也  (50)

ﾊﾞﾊﾞ ｶﾂﾔ
東　京        ・東　京   15.95/+1.3

  7   8  502
木下　和浩  (50)

ｷﾉｼﾀ ｶｽﾞﾋﾛ
京　都        ・京　都   15.99/+1.3

  8   5  480
米田　泰幸  (51)

ﾖﾈﾀﾞ ﾔｽﾕｷ
石　川        ・石  川   16.27/+1.9

  9   8  493
安本　順二郎  (50)

ﾔｽﾓﾄ ｼﾞｭﾝｼﾞﾛｳ
広　島        ・広　島   16.97/+1.9

 10   5  414
菊地　正行  (54)

ｷｸﾁ ﾏｻﾕｷ
岩　手        ・岩  手   19.54/+1.3

 11   7  415
細嶋　毅  (54)
ﾎｿｼﾞﾏ ﾀｹｼ

京　都        ・京　都   33.16/+1.9

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場/ NNM:日本マスターズ新記録）



男子M55 １００ｍＨ(0.914m) 決勝 10月28日 12:10

世界記録(WM)  14.25    Herbert Kreiner  (AUT)   2010
日本記録(NM)  14.53    高橋　政幸  (長野)       2005
大会記録(GR)  16.27    河原　義雄  (神奈川)     2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.1

  1   8  404
小林　裕  (55)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ

神奈川        ・神奈川   14.84 NGR

  2   5  359
向山　昌二  (57)

ﾑｶｲﾔﾏ ｼｮｳｼﾞ
京　都        ・京　都   15.94 NGR

  3   4  347
山下　哲司  (57)

ﾔﾏｼﾀ ﾃﾂｼ
東　京        ・東　京   16.22 NGR

  4   7  358
関　和夫  (57)
ｾｷ ｶｽﾞｵ

静　岡        ・静　岡   16.85

  5   2  367
隆宝　政見  (56)

ﾘｭｳﾎｳ ﾏｻﾐ
三　重        ・三　重   18.47

  6   9  371
上田　泰司  (56)

ｳｴﾀﾞ ﾔｽｼ
愛　媛        ・愛　媛   19.83

  7   6  362
泉本　博次  (57)

ｲｽﾞﾓﾄ ﾋﾛﾂｸﾞ
奈　良        ・奈　良   19.94

  1  334
皆木　敏弘  (58)

ﾐﾅｷﾞ ﾄｼﾋﾛ
大　阪        ・大　阪 DNS

  3  383
宮本　和行  (56)

ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ
福　井        ・福  井 DNS

男子M60 １００ｍＨ(0.838m) 決勝 10月28日 12:10

世界記録(WM)  14.37    Thaddeus Wilson  (USA)   2011
日本記録(NM)  14.51    高橋　政幸  (長野)       2011
大会記録(GR)  15.06    髙橋　政幸  (長野)       2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.8

  1   8  283
幡田　静彦  (61)

ﾊﾀﾀﾞ ｼｽﾞﾋｺ
山　口        ・山　口   16.37

  2   3  240
黒木　昭生  (64)

ｸﾛｷﾞ ｱｷｵ
大　阪        ・大　阪   16.65

  3   7  282 Robert McDaniels  (61) ＵＳＡ        ・ＵＳＡ   16.79

  4   5  262
高橋　裕  (62)
ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ

群　馬        ・群　馬   17.59

  5   4  304
河原　義雄  (60)

ｶﾜﾊﾗ ﾖｼｵ
神奈川        ・神奈川   23.60

  6  270
鈴木　彰  (62)
ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ

大　阪        ・大　阪 DNS

  9  298
黒川　隆夫  (60)

ｸﾛｶﾜ ﾀｶｵ
千　葉        ・千　葉 DNS

男子M65 １００ｍＨ(0.838m) 決勝 10月28日 12:10

世界記録(WM)  15.2     Ty Brown  (USA)      2013
日本記録(NM)  15.21    高橋　政幸  (長野)   2016
大会記録(GR)  16.06    芳賀　一博  (青森)   2007

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+2.9

  1   9  197
円地　満  (66)
ｴﾝﾁ ﾐﾂﾙ

福　井        ・福  井   16.81

  2   6  147
弓指　雄作  (69)

ﾕﾐｻｼ ﾕｳｻｸ
三　重        ・三　重   18.14

  3   4  219
光宗　皇彦  (65)

ﾐﾂﾑﾈ ﾀﾀﾞﾋｺ
岡　山        ・岡　山   18.28

  4   2  205
川島　清人  (66)

ｶﾜｼﾏ ｷﾖﾄ
岐　阜        ・岐　阜   19.20

  5   3  161
黒岩　邦義  (68)

ｸﾛｲﾜ ｸﾆﾖｼ
長　野        ・長  野   20.58

  5  225
細淵　瑛貴  (65)

ﾎｿﾌﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ
埼　玉        ・埼　玉 DNF

  7  183
岡本　正博  (67)

ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ
神奈川        ・神奈川 DNS

  8  223
鶴田　昌宏  (65)

ﾂﾙﾀ ﾏｻﾋﾛ
大　阪        ・大　阪 DNS

凡例（NGR:大会新記録/ DNF:途中棄権/ DNS:欠    場）



男子M35 １１０ｍＨ(0.991m) 決勝 10月28日 12:45

世界記録(WM)  12.96    Allen Johnson  (USA)   2006
日本記録(NM)  14.05    福田　博之  (兵庫)     2015
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.8

  1   3  731
岡戸　成樹  (39)

ｵｶﾄﾞ ｼｹﾞｷ
愛　知        ・愛　知   16.79

  4  741
河合　信弘  (38)

ｶﾜｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ
京　都        ・京　都 DNS

男子M40 １１０ｍＨ(0.991m) タイムレース(2) 10月28日 12:45

世界記録(WM)  13.73    David Ashford  (USA)   2003
日本記録(NM)  14.22    吉岡　康典  (愛知)     2015
大会記録(GR)           

タイムレース 全2組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.6

  1   7  678
水小田　健一  (42)

ﾐｽﾞｺﾀﾞ ｹﾝｲﾁ
三　重        ・三　重   15.23

  2   8  694
山口　友和  (41)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｶｽﾞ
石　川        ・石  川   15.69

  3   9  695
櫃田　仁史  (41)

ﾋﾂﾀ ﾋﾄｼ
広　島        ・広　島   16.74

  4   6  660
松浦　隆彦  (43)

ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾋｺ
岐　阜        ・岐　阜   17.70

  5  661
末吉　正吾  (43)

ｽｴﾖｼ ｼｮｳｺﾞ
奈　良        ・奈　良 DNS

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+2.6

  1   9  646
山岸　靖史  (44)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾔｽﾌﾐ
岐　阜        ・岐　阜   15.77

  2   7  716
佐藤　友哉  (40)

ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ
三　重        ・三　重   17.65

  8  707 SONG NAMJONG  (40) ＫＯＲ        ・ＫＯＲ DNF

  5  668
石井　満  (43)
ｲｼｲ ﾐﾂﾙ

岡　山        ・岡　山 DNS

  6  679 Deepak Negi  (42) ＩＮＤ        ・ＩＮＤ DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   7  678
水小田　健一  (42)

ﾐｽﾞｺﾀﾞ ｹﾝｲﾁ
三　重        ・三　重   15.23/+0.6

  2   8  694
山口　友和  (41)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｶｽﾞ
石　川        ・石  川   15.69/+0.6

  3   9  646
山岸　靖史  (44)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾔｽﾌﾐ
岐　阜        ・岐　阜   15.77/+2.6

  4   9  695
櫃田　仁史  (41)

ﾋﾂﾀ ﾋﾄｼ
広　島        ・広　島   16.74/+0.6

  5   7  716
佐藤　友哉  (40)

ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ
三　重        ・三　重   17.65/+2.6

  6   6  660
松浦　隆彦  (43)

ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾋｺ
岐　阜        ・岐　阜   17.70/+0.6

男子M45 １１０ｍＨ(0.991m) 決勝 10月28日 12:45

世界記録(WM)  14.38    Shaun Bownes  (RSA)   2016
日本記録(NM)  15.12    田中　清貴  (静岡)    2016
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.2

  1   6  584
平岡　毅  (47)
ﾋﾗｵｶ ﾀｹｼ

滋　賀        ・滋　賀   15.71

  2   4  614
野田　秀樹  (46)

ﾉﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ
愛　知        ・愛　知   17.27

  3   9  526
山中　康弘  (49)

ﾔﾏﾅｶ ﾔｽﾋﾛ
京　都        ・京　都   17.81

  4   7  556
鈴木　健吾  (48)

ｽｽﾞｷ ｹﾝｺﾞ
愛　知        ・愛　知   18.20

  5   8  558
仲田　浩一朗  (48)

ﾅｶﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ
兵　庫        ・兵　庫   20.25

  6   3  552
上條　健  (48)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ

長　野        ・長  野   20.41

  2  619
尾上　泰士  (45)

ｵﾉｳｴ ﾀｲｼﾞ
愛　媛        ・愛　媛 DNS

  5  589
佐藤　宏幸  (46)

ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ
広　島        ・広　島 DNS

凡例（DNF:途中棄権/ DNS:欠    場）



男子M60 ３００ｍＨ(0.762m) タイムレース(2) 10月27日 14:20

世界記録(WM)  42.31    Guido Mueller  (GER)   1999
日本記録(NM)  46.38    芳賀　一博  (青森)     2002
大会記録(GR)  50.77    兵藤　高夫  (茨城)     2009

タイムレース 全2組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   7  290
米倉　秀人  (60)

ﾖﾈｸﾗ ﾋﾃﾞﾄ
石　川        ・石  川   47.19 NGR

  2   4  287
西村　日出仁  (61)

ﾆｼﾑﾗ ﾋﾃﾞﾋﾄ
兵　庫        ・兵　庫   47.21 NGR

  3   3  269
塩野目　寿行  (62)

ｼｵﾉﾒ ﾄｼﾕｷ
奈　良        ・奈　良   59.87

  5  310
水島　鉄雄  (60)

ﾐｽﾞｼﾏ ﾃﾂｵ
神奈川        ・神奈川 DNS

  6  311
三山　雅司  (60)

ﾐﾔﾏ ﾏｻｼ
三　重        ・三　重 DNS

  8  308
金　命雄  (60)
ｷﾑ ﾐｮﾝｳﾝ

東　京        ・東　京 DNS

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   7  315
津波古　充也  (60)

ﾂﾊｺ ﾐﾂﾔ
沖　縄        ・沖　縄   46.96 NGR

  2   8  304
河原　義雄  (60)

ｶﾜﾊﾗ ﾖｼｵ
神奈川        ・神奈川   49.99 NGR

  3   5  283
幡田　静彦  (61)

ﾊﾀﾀﾞ ｼｽﾞﾋｺ
山　口        ・山　口   50.19 NGR

  4   6  244
窪田　　成男  (63)

ｸﾎﾞﾀ ｼｹﾞｵ
大　阪        ・大　阪   54.36

  4  292
小林　正人  (60)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ
静　岡        ・静　岡 DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   7  315
津波古　充也  (60)

ﾂﾊｺ ﾐﾂﾔ
沖　縄        ・沖　縄   46.96 NGR

  2   7  290
米倉　秀人  (60)

ﾖﾈｸﾗ ﾋﾃﾞﾄ
石　川        ・石  川   47.19 NGR

  3   4  287
西村　日出仁  (61)

ﾆｼﾑﾗ ﾋﾃﾞﾋﾄ
兵　庫        ・兵　庫   47.21 NGR

  4   8  304
河原　義雄  (60)

ｶﾜﾊﾗ ﾖｼｵ
神奈川        ・神奈川   49.99 NGR

  5   5  283
幡田　静彦  (61)

ﾊﾀﾀﾞ ｼｽﾞﾋｺ
山　口        ・山　口   50.19 NGR

  6   6  244
窪田　　成男  (63)

ｸﾎﾞﾀ ｼｹﾞｵ
大　阪        ・大　阪   54.36

  7   3  269
塩野目　寿行  (62)

ｼｵﾉﾒ ﾄｼﾕｷ
奈　良        ・奈　良   59.87

男子M65 ３００ｍＨ(0.762m) 決勝 10月27日 14:20

世界記録(WM)  43.88    Guido Mueller  (GER)   2004
日本記録(NM)  48.19    芳賀　一博  (青森)     2008
大会記録(GR)  49.25    芳賀　一博  (青森)     2007

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  215
石田　一夫  (65)

ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞｵ
神奈川        ・神奈川   49.33

  2   5  199
原沢　勲  (66)
ﾊﾗｻﾜ ｲｻｵ

埼　玉        ・埼　玉   52.48

  3   3  147
弓指　雄作  (69)

ﾕﾐｻｼ ﾕｳｻｸ
三　重        ・三　重   53.52

  4   2  185
吉本　和博  (67)

ﾖｼﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ
大　阪        ・大　阪  1:03.11

  6  228
太田　賢一  (65)

ｵｵﾀ ｹﾝｲﾁ
茨　城        ・茨　城 DNS

  7  194
正親　孝夫  (66)

ｵｵｷﾞ ﾀｶｵ
栃　木        ・栃　木 DNS

男子M70 ３００ｍＨ(0.700m) 決勝 10月27日 14:10

世界記録(WM)  45.24    Guido Mueller  (GER)   2009
日本記録(NM)  50.99    肥後　秀彦  (鹿児島)   2004
大会記録(GR)  52.74    八田　  努  (京都)     2009

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3  133
相羽　吉男  (70)

ｱｲﾊﾞ ﾖｼｵ
東　京        ・東　京   52.13 NGR

  2   5  146
本田　豊  (70)
ﾎﾝﾀﾞ ﾕﾀｶ

大　阪        ・大　阪   57.82

  3   6   97
鳴海　靖郎  (73)

ﾅﾙﾐ ﾔｽﾛｳ
東　京        ・東　京   58.00

  4   7  138
鳥飼　卓  (70)
ﾄﾘｶｲ ﾀｶｼ

大　阪        ・大　阪  1:03.84

  4  129
小島　登行  (70)

ｺｼﾞﾏ ﾉﾘﾕｷ
愛　知        ・愛　知 DNS

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



男子M75 ３００ｍＨ(0.700m) 決勝 10月27日 14:10

世界記録(WM)  49.65    Guido Mueller  (GER)   2014
日本記録(NM)  53.47    安井　毅央  (群馬)     2017
大会記録(GR)  57.23    相良　満洲男  (佐賀)   2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8   53
八田　努  (79)
ﾊｯﾀ ﾂﾄﾑ

京　都        ・京　都  1:03.69

男子M35 ４００ｍＨ(0.914m) タイムレース(2) 10月27日 14:40

世界記録(WM)  48.13    Danny McFarlane  (JAM)   2009
日本記録(NM)  53.15    山道　修平  (兵庫)       2016
大会記録(GR)           

タイムレース 全2組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:

  1   8  759
本田　直也  (36)

ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵﾔ
愛　知        ・愛　知   57.60

  2   7  773
髙木　靖幸  (36)

ﾀｶｷﾞ ﾔｽﾕｷ
広　島        ・広　島   58.59

  3   4  749
増田　憲保  (37)

ﾏｽﾀﾞ ﾉﾘﾔｽ
愛　知        ・愛　知  1:04.70

  5  730
江田　達朗  (39)

ｴﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ
長　崎        ・長　崎 DNF

  6  750
佐藤　一基  (37)

ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ
北海道        ・北海道 DNS

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:

  1   7  762
衛藤　正則  (36)

ｴﾄｳ ﾏｻﾉﾘ
大　阪        ・大　阪  1:13.83

  5  744
平田　和之  (38)

ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾕｷ
愛　知        ・愛　知 DNS

  6  764
秋本　真吾  (36)

ｱｷﾓﾄ ｼﾝｺﾞ
福　岡        ・福　島 DNS

  8  741
河合　信弘  (38)

ｶﾜｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ
京　都        ・京　都 DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8  759
本田　直也  (36)

ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵﾔ
愛　知        ・愛　知   57.60/

  2   7  773
髙木　靖幸  (36)

ﾀｶｷﾞ ﾔｽﾕｷ
広　島        ・広　島   58.59/

  3   4  749
増田　憲保  (37)

ﾏｽﾀﾞ ﾉﾘﾔｽ
愛　知        ・愛　知  1:04.70/

  4   7  762
衛藤　正則  (36)

ｴﾄｳ ﾏｻﾉﾘ
大　阪        ・大　阪  1:13.83/

男子M40 ４００ｍＨ(0.914m) 決勝 10月27日 14:40

世界記録(WM)  49.69    Danny McFarlane  (JAM)   2012
日本記録(NM)  54.66    八木　友和  (埼玉)       2017
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:

  1   4  707 SONG NAMJONG  (40) ＫＯＲ        ・ＫＯＲ  1:00.01

  2   3  701
髙木　真生  (40)

ﾀｶｷﾞ ﾏｻｵ
岐　阜        ・岐　阜  1:02.82

  3   5  705
杉香　紀彦  (40)

ｽｷﾞｶ ﾉﾘﾋｺ
岡　山        ・岡　山  1:10.87

男子M45 ４００ｍＨ(0.914m) 決勝 10月27日 14:40

世界記録(WM)  54.92    Edward Betts  (GBR)   2016
日本記録(NM)  56.91    佐藤　憲明  (山形)    2009
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:

  1   3  619
尾上　泰士  (45)

ｵﾉｳｴ ﾀｲｼﾞ
愛　媛        ・愛　媛  1:00.01

  2   5  633
乾　喜廣  (45)
ｲﾇｲ ﾖｼﾋﾛ

大　阪        ・大　阪  1:03.03

  3   7  526
山中　康弘  (49)

ﾔﾏﾅｶ ﾔｽﾋﾛ
京　都        ・京　都  1:05.21

  4   4  556
鈴木　健吾  (48)

ｽｽﾞｷ ｹﾝｺﾞ
愛　知        ・愛　知  1:13.25

  5   6  523
名原　智裕  (49)

ﾅﾊﾞﾗ ﾄﾓﾋﾛ
岡　山        ・岡　山  1:18.25

  2  574
小山田　範人  (47)

ｵﾔﾏﾀﾞ ﾉﾘﾋﾄ
神奈川        ・神奈川 DNS凡例（DNF:途中棄権/ DNS:欠    場）



男子M50 ４００ｍＨ(0.838m) 決勝 10月27日 14:40

世界記録(WM)  56.56    Howard Moscrop  (GBR)   2008
日本記録(NM)  58.65    佐藤　一石  (香川)      2016
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3  450
佐藤　一石  (52)

ｻﾄｳ ｶｽﾞｲｼ
香　川        ・香  川  1:00.77

  2   6  462
玉置　聡  (51)
ﾀﾏｵｷ ｻﾄｼ

群　馬        ・群　馬  1:08.13

  3   5  407
西谷　吉弘  (54)

ﾆｼﾔ ﾖｼﾋﾛ
広　島        ・広　島  1:09.65

  4   4  414
菊地　正行  (54)

ｷｸﾁ ﾏｻﾕｷ
岩　手        ・岩  手  1:16.31

  2  493
安本　順二郎  (50)

ﾔｽﾓﾄ ｼﾞｭﾝｼﾞﾛｳ
広　島        ・広　島 DNS

  7  507
馬場　勝也  (50)

ﾊﾞﾊﾞ ｶﾂﾔ
東　京        ・東　京 DNS

男子M55 ４００ｍＨ(0.838m) 決勝 10月27日 14:40

世界記録(WM)  58.92      Guido Mueller  (GER)   1995
日本記録(NM)  1.02.51    佐藤　正夫  (福島)     2018
大会記録(GR)  1.10.23    河原　義雄  (神奈川)   2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3  363
内間　秀明  (57)

ｳﾁﾏ ﾋﾃﾞｱｷ
愛　知        ・愛　知  1:13.81

  2   5  337
神田　満  (58)
ｶﾝﾀﾞ ﾐﾂﾙ

愛　知        ・愛　知  1:18.65

  3   7  396
都築　大  (55)
ﾂﾂﾞｷ ﾏｻﾙ

愛　知        ・愛　知  1:18.85

  4  397
坂口　佳隆  (55)

ｻｶｸﾞﾁ ﾖｼﾀｶ
和歌山        ・和歌山 DQ  *T6

  6  390
山崎　次彦  (55)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾂｸﾞﾋｺ
富　山        ・富  山 DNS

男子M60 ２０００ｍＳＣ 決勝 10月28日 13:25

世界記録(WM)  6.30.21    Ron Robertson  (NZL)   2001
日本記録(NM)  7.15.35    鹿野　克夫  (福島)     2003
大会記録(GR)  7.25.85    加藤　啓一  (山形)     2009

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  307
生井澤　吉幹  (60)

ﾅﾏｲｻﾞﾜ ﾖｼﾓﾄ
茨　城        ・茨　城  7:25.71 NGR

  2   2  234
曽野　政男  (64)

ｿﾉ ﾏｻｵ
滋　賀        ・滋　賀  7:55.82

  3   1  316
法龍院　均  (60)

ﾎｳﾘｭｳｲﾝ ﾋﾄｼ
兵　庫        ・兵　庫  8:26.01

  4   3  252
吉本　保  (63)
ﾖｼﾓﾄ ﾏﾓﾙ

兵　庫        ・兵　庫  9:04.82

  5  244
窪田　　成男  (63)

ｸﾎﾞﾀ ｼｹﾞｵ
大　阪        ・大　阪 DNS

男子M65 ２０００ｍＳＣ 決勝 10月28日 13:25

世界記録(WM)  7.18.10    Ron Robertson  (NZL)   2008
日本記録(NM)  7.32.34    加藤　啓一  (山形)     2011
大会記録(GR)  7.53.16    村上　文男  (山口)     2013

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6  209
髙橋　利明  (65)

ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ
広　島        ・広　島  8:36.64

  2   7  199
原沢　勲  (66)
ﾊﾗｻﾜ ｲｻｵ

埼　玉        ・埼　玉  8:44.68

凡例（NGR:大会新記録/ DQ :失    格/ DNS:欠    場/ *T6:ﾊｰﾄﾞﾙを越えなかった(R168.7)）



男子M75 ２０００ｍＳＣ 決勝 10月28日 13:25

世界記録(WM)  8.45.77    Jean-Louis Esnault  (FRA)   2017
日本記録(NM)  9.07.34    山本　  傅  (兵庫)          2006
大会記録(GR)  9.32.59    市川　邦夫  (東京)          2009

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8   53
八田　努  (79)
ﾊｯﾀ ﾂﾄﾑ

京　都        ・京　都 10:52.83

男子M35 ３０００ｍＳＣ 決勝 10月28日 14:05

世界記録(WM)  8.04.95    Simon Vroemen  (NED)   2004
日本記録(NM)  9.11.97    宮入　一海  (長野)     2017
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3  761
近藤　克典  (36)

ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾉﾘ
兵　庫        ・兵　庫 10:57.93

  2   5  767
岩月　真也  (36)

ｲﾜﾂｷ ｼﾝﾔ
大　阪        ・大　阪 11:12.98

  3   1  748
城間　泰佑  (37)

ｼﾛﾏ ﾀｲｽｹ
大　阪        ・大　阪 11:46.60

  4   6  783
吉川　剛秀  (35)

ﾖｼｶﾜ ﾀｹﾋﾃﾞ
神奈川        ・神奈川 11:47.61

  5   2  773
髙木　靖幸  (36)

ﾀｶｷﾞ ﾔｽﾕｷ
広　島        ・広　島 11:59.49

  6   4  784
匂坂　裕一郎  (35)

ｻｷﾞｻｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ
奈　良        ・奈　良 12:35.77

男子M40 ３０００ｍＳＣ 決勝 10月28日 14:05

世界記録(WM)  8.38.40    Angelo Carosi  (ITA)   2004
日本記録(NM)  9.32.77    竹中　泰知  (三重)     2013
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   7  720
村田　修一  (40)

ﾑﾗﾀ ｼｭｳｲﾁ
岡　山        ・岡　山 11:14.51

男子M45 ３０００ｍＳＣ 決勝 10月28日 14:05

世界記録(WM)  9.06.68     Brad Wilson Barton  (USA)   2014
日本記録(NM)  10:04.74    桜井　  史  (静岡)          2017
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  11  599
阿部　一彦  (46)

ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾋｺ
新　潟        ・新　潟 10:26.93

  2   9  622
矢野　明弘  (45)

ﾔﾉ ｱｷﾋﾛ
兵　庫        ・兵　庫 11:27.39

  3   8  522
河越　俊英  (49)

ｶﾜｺﾞｴ ﾄｼﾋﾃﾞ
兵　庫        ・兵　庫 12:31.37

  4  12  533
谷口　茂  (49)
ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｹﾞﾙ

兵　庫        ・兵　庫 12:44.08

 10  617
面屋　昌樹  (45)

ｵﾓﾔ ﾏｻｷ
愛　知        ・愛　知 DNS

 13  615
谷本　貴史  (46)

ﾀﾆﾓﾄ ﾀｶｼ
京　都        ・京　都 DNS

凡例（DNS:欠    場）



男子M50 ３０００ｍＳＣ 決勝 10月28日 13:45

世界記録(WM)  9.38.8    Nils Unders?ker  (NOR)   1989
日本記録(NM)  10.26.65    吉田　信夫  (神奈川)   1996
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   1  515
後口　洋史  (50)

ｳｼﾛｸﾞﾁ ﾋﾛｼ
埼　玉        ・埼　玉 10:40.18

  2   4  464
松枝　健児  (51)

ﾏﾂｴﾀﾞ ｹﾝｼﾞ
山　口        ・山　口 11:53.01

  3   2  419
森山　賢一  (54)

ﾓﾘﾔﾏ ｹﾝｲﾁ
神奈川        ・神奈川 11:56.79

  4   3  467
前野　修一  (51)

ﾏｴﾉ ｼｭｳｲﾁ
大　阪        ・大　阪 12:25.67

  5   7  422
池田　雅一  (54)

ｲｹﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ
三　重        ・三　重 12:54.31

  6   6  469
小野　昭弘  (51)

ｵﾉ ｱｷﾋﾛ
神奈川        ・神奈川 13:39.17

  5  459
森　貞樹  (51)
ﾓﾘ ｻﾀﾞｷ

大　阪        ・大　阪 DNS

  8  463
吉村　文長  (51)

ﾖｼﾑﾗ ﾌﾐﾅｶﾞ
熊　本        ・熊　本 DNS

男子M55 ３０００ｍＳＣ 決勝 10月28日 13:45

世界記録(WM)  9.55.05     Ron Robertson  (NZL)   1997
日本記録(NM)  11.04.51    曽野　政男  (三重)     2011
大会記録(GR)  11.13.84    曽野　政男  (三重)     2009

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   9  343
立木　信男  (58)

ﾀﾁｷ ﾉﾌﾞｵ
三　重        ・三　重 11:51.39

  2  11  380
岩埜　雅仁  (56)

ｲﾜﾉ ﾏｻﾋﾄ
千　葉        ・千　葉 13:52.58

 10  355
清水　和典  (57)

ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾉﾘ
埼　玉        ・埼　玉 DNS

男子M60 ３０００ｍＷ 決勝 10月27日  9:30

世界記録(WM)  13.15.11    Morotti Graziano  (ITA)   2011
日本記録(NM)  14.42.00    佐々木　茂  (青森)        2013
日本記録(NM)  14.24.4(手) 中道　  伸  (京都)        1992
大会記録(GR)  15.36.92    竹俣　  修  (石川)        2013

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3  248
峯浦　孝雄  (63)

ﾐﾈｳﾗ ﾀｶｵ
東　京        ・東　京 19:13.49

  2   2  276
廣垣　正治  (61)

ﾋﾛｶﾞｷ ﾏｻﾊﾙ
三　重        ・三　重 22:12.34

  1  241
伊勢　浩二  (64)

ｲｾ ｺｳｼﾞ
大　阪        ・大　阪 DNS

男子M65 ３０００ｍＷ 決勝 10月27日  9:30

世界記録(WM)  14.17.84    Ian Richards  (GBR)    2014
日本記録(NM)  16.01.13    田中　利明  (大阪)     1999
日本記録(NM)  15.15.5(手) 中村　伸幸  (北海道)   2002
大会記録(GR)  16.36.27    米澤　清彦  (千葉)     2007

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  188
武藤　宣義  (67)

ﾑﾄｳ ﾉﾌﾞﾖｼ
新　潟        ・新　潟 17:53.56

  2   7  207
清水　進  (66)
ｼﾐｽﾞ ｽｽﾑ

京　都        ・京　都 18:24.41

  5  212
藤浦　福己  (65)

ﾌｼﾞｳﾗ ﾌｸﾐ
兵　庫        ・兵　庫 DNS

  6  208
上野　永嗣  (66)

ｳｴﾉ ｴｲｼﾞ
和歌山        ・和歌山 DNS

凡例（DNS:欠    場）



男子M70 ３０００ｍＷ 決勝 10月27日  9:30

世界記録(WM)  15.15.24    Arthur Thomson  (GBR)   2006
日本記録(NM)  16.10.57    繁原　一裕  (広島)      2010
大会記録(GR)  17.27.78    米澤　清彦  (千葉)      2009

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8  117
柴田　秀夫  (71)

ｼﾊﾞﾀ ﾋﾃﾞｵ
京　都        ・京　都 19:15.21

  2   9  140
松原　一廣  (70)

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾋﾛ
愛　知        ・愛　知 24:10.80

男子M75 ３０００ｍＷ 決勝 10月27日  9:30

世界記録(WM)  16.19.5     James Grimwade  (GBR)   1987
日本記録(NM)  17.14.23    中道　  伸  (京都)      2007
大会記録(GR)  18.26.49    繁原　一裕  (広島)      2013

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  10   56
米澤　清彦  (79)

ﾖﾈｻﾞﾜ ｷﾖﾋｺ
千　葉        ・千　葉 19:55.62

男子M80 ３０００ｍＷ 決勝 10月27日  9:30

世界記録(WM)  18.52.85    James Grimwade  (GBR)   1996
日本記録(NM)  17.19.51    中道　  伸  (京都)      2008
大会記録(GR)  17.44.87    中道　  伸  (京都)      2009

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  11   51
繁原　一裕  (80)

ｼｹﾞﾊﾗ ｶﾂﾞﾋｺ
広　島        ・広　島 21:08.70

  2  12   35
世羅　繁治  (81)

ｾﾗ ｼｹﾞﾊﾙ
広　島        ・広　島 21:59.07

  3  13   33
來田　悦一  (81)

ｸﾙﾀ ﾖｼｶﾂﾞ
東　京        ・東　京 25:10.15

男子M40 ５０００ｍＷ 決勝 10月27日 13:01

世界記録(WM)  19:45.65    Willi Sawall  (AUS)   1984
日本記録(NM)  22.27.73    大森　健一  (石川)    2007
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   1  712
永井　智弘  (40)

ﾅｶﾞｲ  ﾄﾓﾋﾛ
埼　玉        ・埼　玉 26:29.86

  2   3  704
辻本　始  (40)
ﾂｼﾞﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ

奈　良        ・奈　良 27:59.03

  3   4  639
牧野　浩之  (44)

ﾏｷﾉ ﾋﾛﾕｷ
栃　木        ・栃　木 29:48.07

  2  675
中島　隆久  (42)

ﾅｶｼﾏ ﾀｶﾋｻ
岐　阜        ・岐　阜 DNS

男子M45 ５０００ｍＷ 決勝 10月27日 13:01

世界記録(WM)  20.28.28    Alex Florez Studer  (ESP)   2017
日本記録(NM)  22.36.84    大森　健一  (石川)          2010
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6  533
谷口　茂  (49)
ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｹﾞﾙ

兵　庫        ・兵　庫 28:51.10

  2   5  561
畑野　新司  (48)

ﾊﾀﾉ ｼﾝｼﾞ
大　分        ・大　分 31:53.60

  3   7  520
石川　敦司  (49)

ｲｼｶﾜ ｱﾂｼ
大　阪        ・大　阪 33:48.53

  4   8  538
竹内　紀彦  (48)

ﾀｹｳﾁ ﾉﾘﾋｺ
徳　島        ・徳  島 37:57.22凡例（DNS:欠    場）



男子M50 ５０００ｍＷ 決勝 10月27日 13:01

世界記録(WM)  21.01.　　　Gary Little  (NZL)   1992
日本記録(NM)  23.09.19    大森　健一  (石川)   2015
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  12  467
前野　修一  (51)

ﾏｴﾉ ｼｭｳｲﾁ
大　阪        ・大　阪 29:19.76

  2   9  469
小野　昭弘  (51)

ｵﾉ ｱｷﾋﾛ
神奈川        ・神奈川 30:15.26

  3  11  416
モロー　アート  (54)

ﾓﾛｰ ｱｰﾄ
福　岡        ・福　岡 30:49.40

  4  10  440
山田　直孝  (53)

ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾀｶ
愛　媛        ・愛　媛 33:14.63

男子M55 ５０００ｍＷ 決勝 10月27日 13:01

世界記録(WM)  22:11.5     Willi Sawall  (AUS)   1997
日本記録(NM)  24:41.17    大森　健一  (石川)    2017
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  16  356
並川　耕士  (57)

ﾅﾐｶﾜ ｺｳｼ
大　阪        ・大　阪 29:20.75

  2  15  320
吉岡　隆  (59)
ﾖｼｵｶ ﾀｶｼ

埼　玉        ・埼　玉 29:32.47

  3  14  341
荒川　信良  (58)

ｱﾗｶﾜ ﾉﾌﾞﾖｼ
京　都        ・京　都 32:57.22

  4  13  382
福田　雅一  (56)

ﾌｸﾀ ﾏｻｶｽﾞ
沖　縄        ・沖　縄 33:44.08

男子M40 ４×１００ｍ 決勝 10月27日 16:40

世界記録(WM)  42.20   Strong,Stephenson,Berry,Gault  (USA)   2004
日本記録(NM)  42.70   石黒、譜久里、渡辺、武井  (日本)   　　2015
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ チーム ﾅﾝﾊﾞｰ 走者名 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1
 

  3
 

岐阜県
ｷﾞﾌｹﾝ

 652
 701
 473
 532

伊沢　直樹  (44)

髙木　真生  (40)

島崎　利彦  (51)

柴田　伸孝  (49)

ｲｻﾞﾜ ﾅｵｷ
ﾀｶｷﾞ ﾏｻｵ
ｼﾏｻﾞｷ ﾄｼﾋｺ
ｼﾊﾞﾀ ﾉﾌﾞﾀｶ

46.86
 

 

  2
 

  5
 

愛媛県
ｴﾋﾒｹﾝ

 499
 630
 619
 650

松澤　孝二  (50)

定由　征司  (45)

尾上　泰士  (45)

杉山　裕二  (44)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ
ｻﾀﾞﾖｼ ｾｲｼﾞ
ｵﾉｳｴ ﾀｲｼﾞ
ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｼﾞ

47.12
 

 

  3
 

  4
 

奈良県
ﾅﾗｹﾝ

 362
 372
 669
 607

泉本　博次  (57)

岡田　孝夫  (56)

小野　雄彦  (43)

森川　朋巳  (46)

ｲｽﾞﾓﾄ ﾋﾛﾂｸﾞ
ｵｶﾀﾞ ﾀｶｵ
ｵﾉ ﾀｹﾋｺ
ﾓﾘｶﾜ ﾄﾓﾐ

54.78
 

 

男子M50 ４×１００ｍ 決勝 10月27日 16:40

世界記録(WM)  44.47   Frey,James,Fulton,Barnwell  (USA)   2009
日本記録(NM)  46.04   奥山、渡辺、徳永、小高  (愛知)  　　2018
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ チーム ﾅﾝﾊﾞｰ 走者名 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1
 

  7
 

神奈川県
ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ

 477
 353
 444
 373

大垣　徹晃  (51)

藤原　新  (57)
嵯峨　弘  (53)
青木　英晴  (56)

ｵｵｶﾞｷ ﾃﾂｱｷ
ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾗﾀ
ｻｶﾞ ﾋﾛｼ
ｱｵｷ ﾋﾃﾞﾊﾙ

49.96
 

 

  2
 

  6
 

奈良県
ﾅﾗｹﾝ

 460
 455
 478
 453

斧　和之  (51)
大村　英一  (51)

川口　滑也  (51)

村上　貴基  (52)

ｵﾉ ｶｽﾞﾕｷ
ｵｵﾑﾗ ｴｲｲﾁ
ｶﾜｸﾞﾁ ｶﾂﾔ
ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｷ

51.64
 

 



男子M65 ４×１００ｍ 決勝 10月27日 16:40

世界記録(WM)  50.13   Beckering,Scheidt,Hamaekers,Lenk  (GER)   2005
日本記録(NM)  51.65   山崎、田崎、駒崎、水尻  (日本)   　　　　 1993
大会記録(GR)  57.76   中国  （CHN）   　　　　　　　　　　　　　2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ チーム ﾅﾝﾊﾞｰ 走者名 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1
 

  3
 

奈良県
ﾅﾗｹﾝ

 155
 110
  71
  93

後藤　修一  (69)

小野田　秀樹  (71)

井上　和彦  (77)

中谷　兼武  (74)

ｺﾞﾄｳ ｼｭｳｲﾁ
ｵﾉﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ
ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾋｺ
ﾅｶﾀﾆ ｶﾈﾀｹ

1:07.75
 

 

男子M75 ４×１００ｍ 決勝 10月27日 16:40

世界記録(WM)  55.44   Beckering,Lange,Schmid,Muller  (GER)   2014
日本記録(NM)  58.97   中嶋、渡邉、矢部、財部  (日本)   　　　1993
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ チーム ﾅﾝﾊﾞｰ 走者名 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1
 

  4
 

奈良県
ﾅﾗｹﾝ

  57
  47
  30
   6

阪田　卯一  (79)

村上　眞也  (80)

藤本　正巳  (81)

北　良夫  (86)

ｻｶﾀ ｳｲﾁ
ﾑﾗｶﾐ ｼﾝﾔ
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾐ
ｷﾀ ﾖｼｵ

1:11.93
 

 

男子M80 ４×１００ｍ 決勝 10月27日 16:40

世界記録(WM)  1.01.83   Albrecht,Herbst,Schumacher,Breder  (GER)   2004
日本記録(NM)  1.03.12   森田、岡田、須田、立石  (日本)   　　　　　1993
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ チーム ﾅﾝﾊﾞｰ 走者名 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1
 

  5
 

大阪府
ｵｵｻｶﾌ

  36
  27
  23
  31

森本　博行  (81)

熊木　利隆  (81)

高岡　宣雄  (82)

作田　国夫  (81)

ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ
ｸﾏｷ ﾄｼﾀｶ
ﾀｶｵｶ ﾉﾌﾞｵ
ｻｸﾀﾞ ｸﾆｵ

1:16.52
 

 

男子M40 ４×４００ｍ 決勝 10月28日 16:35

世界記録(WM)  3.20.83   Allah,Morning,Gonera,Blackwell  (USA)   2001
日本記録(NM)  3.30.42   笠原、秋山、池野、筌場  (日本)   　　 　2011
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ チーム ﾅﾝﾊﾞｰ 走者名 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1
 

  4
 

岐阜県
ｷﾞﾌｹﾝ

 532
 652
 473
 701

柴田　伸孝  (49)

伊沢　直樹  (44)

島崎　利彦  (51)

髙木　真生  (40)

ｼﾊﾞﾀ ﾉﾌﾞﾀｶ
ｲｻﾞﾜ ﾅｵｷ
ｼﾏｻﾞｷ ﾄｼﾋｺ
ﾀｶｷﾞ ﾏｻｵ

3:45.42
 

 

  2
 

  5
 

大阪府
ｵｵｻｶﾌ

 633
 709
 645
 690

乾　喜廣  (45)
塚口　洋之  (40)

岸本　淳  (44)
宮﨑　博司  (41)

ｲﾇｲ ﾖｼﾋﾛ
ﾂｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ
ｷｼﾓﾄ ｱﾂｼ
ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛｼ

3:51.63
 

 

  3
 

  3
 

愛媛県
ｴﾋﾒｹﾝ

 686
 619
 499
 630

森田　尚良  (42)

尾上　泰士  (45)

松澤　孝二  (50)

定由　征司  (45)

ﾓﾘﾀ ﾅｵﾖｼ
ｵﾉｳｴ ﾀｲｼﾞ
ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ
ｻﾀﾞﾖｼ ｾｲｼﾞ

3:57.27
 

 

男子M45 ４×４００ｍ 決勝 10月28日 16:35

世界記録(WM)  3.22.79   Vickers,Gomes,Bridges,Woodard  (USA)   2017
日本記録(NM)  3.31.06   吉田、小高、佐藤、小川  (日本)   　　　2014
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ チーム ﾅﾝﾊﾞｰ 走者名 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1
 

  6
 

奈良県
ﾅﾗｹﾝ

 418
 571
 530
 565

森口　泰樹  (54)

吉永　恒  (47)
木村　卓  (49)
中村　裕之  (47)

ﾓﾘｸﾞﾁ ﾔｽｷ
ﾖｼﾅｶﾞ ﾋｻｼ
ｷﾑﾗ ﾀｸ
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ

4:20.76
 

 



男子M40 走高跳 決勝 10月27日  9:07

世界記録(WM)  2m28    Dragutin Topic  (SRB)   2012
日本記録(NM)  2m02    福本　義永  (京都)   　 2016
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  3  683
佐々木　綱  (42)

ｻｻｷ ﾂﾅ
広　島
広　島

-   -   -   -   o   -   o   o   x o  x x x 1m70

  2  2  664
小向　耕平  (43)

ｺﾑｶｲ ｺｳﾍｲ
和歌山
和歌山

-   -   -   -   -   o   o   o   x x x    1m65

  3  1  679 Deepak Negi  (42) ＩＮＤ
ＩＮＤ

x o  x x x                         1m30

男子M45 走高跳 決勝 10月27日  9:07

世界記録(WM)  2m05    Charles Austin  (USA)   2014
日本記録(NM)  1m92    澤井　猛英  (静岡)   　 2012
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属

1m30
1m80

1m35
1m93

1m40
　

1m45
　

1m50
　

1m55
　

1m60
　

1m65
　

1m70
　

1m75
　

記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2  632
福本　義永  (45)

ﾌｸﾓﾄ ﾖｼﾋｻ
京　都
京　都

-
o

 
 

 
 

-
x

 
x

 
x

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

1m80

  2  5  565
中村　裕之  (47)

ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ
奈　良
奈　良

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

x
 

o
 

 
 

o
 

 
 

 
 

x
 

x
 

o
 

x
 

x
 

x
 

1m70

  3  1  628
中村　修  (45)
ﾅｶﾑﾗ ｵｻﾑ

兵　庫
兵　庫

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

o
 

 
 

 
 

o
 

 
 

 
 

x
 

x
 

o
 

x
 

x
 

x
 

 
 

 
 

 
 

1m65

  4  3  551
倉西　一弘  (48)

ｸﾗﾆｼ ｶｽﾞﾋﾛ
奈　良
奈　良

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

o
 

 
 

 
 

o
 

 
 

 
 

x
 

x
 

x
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1m55

  5  6  594
右田　拓也  (46)

ﾐｷﾞﾀ ﾀｸﾔ
東　京
東　京

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

o
 

 
 

 
 

x
 

o
 

 
 

x
 

x
 

x
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1m55

  6  4  525
牧野　卓也  (49)

ﾏｷﾉ ﾀｸﾔ
兵　庫
兵　庫

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

o
 

 
 

 
 

x
 

x
 

x
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1m50

男子M50 走高跳 決勝 10月27日  9:07

世界記録(WM)  1m98    Thomas Zacharas  (GER)   1997
日本記録(NM)  1m87    藤井　教夫  (島根)   　　2015
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属

1m25
1m75

1m30
　

1m35
　

1m40
　

1m45
　

1m50
　

1m55
　

1m60
　

1m65
　

1m70
　

記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  5  494
矢野　成秀  (50)

ﾔﾉ ﾅﾘﾋﾃﾞ
神奈川
神奈川

-
x

 
x

 
x

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

o
 

 
 

 
 

o
 

 
 

 
 

o
 

 
 

 
 

o
 

 
 

 
 

1m70

  2  6  431
野村　正  (53)
ﾉﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ

福　岡
福　岡

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

o
 

 
 

 
 

x
 

-
 

 
 

x
 

x
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1m55 *BJ

  3  2  496
大河原　進一  (50)

ｵｵｶﾜﾗ ｼﾝｲﾁ
群　馬
群　馬

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

o
 

 
 

 
 

o
 

 
 

 
 

o
 

 
 

 
 

x
 

x
 

x
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1m55 *BJ

  4  4  480
米田　泰幸  (51)

ﾖﾈﾀﾞ ﾔｽﾕｷ
石　川
石  川

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

o
 

 
 

 
 

o
 

 
 

 
 

x
 

x
 

x
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1m50

  5  1  413
一色　宏宣  (54)

ｲｯｼｷ ﾋﾛﾉﾌﾞ
愛　媛
愛　媛

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

o
 

 
 

 
 

x
 

x
 

o
 

x
 

x
 

x
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1m50

  3  517
竜﨑　景一  (50)

ﾘｭｳｻﾞｷ ｹｲｲﾁ
和歌山
和歌山

x
 

x
 

x
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  7  516
佐々木　祐和  (50)

ｻｻｷ ﾋﾛｶｽﾞ
静　岡
静　岡

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DNS

凡例（DNS:欠    場/ *BJ:生年月日による順位）



男子M55 走高跳 決勝 10月27日  9:00

世界記録(WM)  1m91    Marco Segatel  (ITA)   2017
日本記録(NM)  1m72    黒川　隆夫  (千葉)   　2014
大会記録(GR)  1m50    太田　賢一  (千葉)   　2009

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  357
岩元　義和  (57)

ｲﾜﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ
長　野
長  野

-   -   -   -   -   -   o   x o  o   x x x 1m55 NGR

  2  4  351
百瀬　晶文  (57)

ﾓﾓｾ ｱｷﾌﾐ
長　野
長  野

-   -   -   -   -   -   o   x x x       1m45 *BJ

  3  3  352
三浦　真弘  (57)

ﾐｳﾗ ﾏｻﾋﾛ
大　分
大　分

-   -   -   -   -   -   o   x x x       1m45 *BJ

  4  2  336
佐川　智典  (58)

ｻｶﾞﾜ ﾄﾓﾉﾘ
東　京
東　京

-   o   -   o   o   x x o x o  x x x       1m45

男子M60 走高跳 決勝 10月27日 11:40

世界記録(WM)  1m81    Vladimir Kuntsevich  (RUS)   2012
日本記録(NM)  1m65    安里　勝正  (沖縄)   　　　　2008
大会記録(GR)  1m55    小谷　美秋  (北海道)   　　　2007

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属

1m05
1m55

1m10
　

1m15
　

1m20
　

1m25
　

1m30
　

1m35
　

1m40
　

1m45
　

1m50
　

記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  5  298
黒川　隆夫  (60)

ｸﾛｶﾜ ﾀｶｵ
千　葉
千　葉

-
x

 
x

 
x

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

o
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

o
 

 
 

 
 

x
 

o
 

 
 

o
 

 
 

 
 

1m50

  2  8  240
黒木　昭生  (64)

ｸﾛｷﾞ ｱｷｵ
大　阪
大　阪

-
x

 
r

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

o
 

 
 

 
 

o
 

 
 

 
 

o
 

 
 

 
 

o
 

 
 

 
 

x
 

o
 

 
 

1m50

  3  4  301
澤田　孝弘  (60)

ｻﾜﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ
広　島
広　島

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

x
 

x
 

o
 

x
 

x
 

o
 

o
 

 
 

 
 

x
 

x
 

x
 

1m45

  4  2  299
奥村　　勉  (60)

ｵｸﾑﾗ ﾂﾄﾑ
兵　庫
兵　庫

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

o
 

 
 

 
 

o
 

 
 

 
 

o
 

 
 

 
 

o
 

 
 

 
 

x
 

x
 

x
 

 
 

 
 

 
 

1m40

  5  6  263
青山　正之  (62)

ｱｵﾔﾏ ﾏｻﾕｷ
愛　知
愛　知

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

o
 

 
 

 
 

x
 

o
 

 
 

o
 

 
 

 
 

x
 

x
 

x
 

 
 

 
 

 
 

1m40

  6  7  243
宮本　吉豊  (63)

ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾎ
長　野
長  野

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

o
 

 
 

 
 

x
 

o
 

 
 

x
 

x
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1m35 *BJ

  7  3  262
高橋　裕  (62)
ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ

群　馬
群　馬

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
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x
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x
 

x
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1m35 *BJ

  1  271
東山　信敏  (62)

ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾉﾌﾞﾄｼ
三　重
三　重

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DNS

男子M65 走高跳 決勝 10月27日 11:40

世界記録(WM)  1m67    Dusan Prezeli  (SLO)   2014
日本記録(NM)  1m55    田中　義平  (北海道)   1999
日本記録(NM)  1m55    木場本　弘治  (東京)   2007
大会記録(GR)  1m45    今橋　義人  (大阪)   　2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1m05 1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  205
川島　清人  (66)

ｶﾜｼﾏ ｷﾖﾄ
岐　阜
岐　阜

-   -   -   o   o   o   x o  x r  1m35

  2  4  227
三好　基晴  (65)

ﾐﾖｼ ﾓﾄﾊﾙ
神奈川
神奈川

-   -   -   -   o   x x x       1m25

  3  3  149
杉原　　諭志  (69)

ｽｷﾞﾊﾗ ｻﾄｼ
兵　庫
兵　庫

-   -   -   o   x o  x x x       1m25

  4  5  210
能美　俊彦  (65)

ﾉｳﾐ ﾄｼﾋｺ
山　口
山　口

-   -   -   o   x x x          1m20 *BJ

  5  2  228
太田　賢一  (65)

ｵｵﾀ ｹﾝｲﾁ
茨　城
茨　城

-   o   o   o   x x x          1m20 *BJ

  6  224
西村　克彦  (65)

ﾆｼﾑﾗ ｶﾂﾋｺ
長　野
長  野

                        DNS

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場/ *BJ:生年月日による順位）



男子M70 走高跳 決勝 10月27日 11:40

世界記録(WM)  1m59    Carl-Erik Sarndal  (SWE)   2007
日本記録(NM)  1m46    田中　義平  (北海道)   　　2005
大会記録(GR)  1m35    宮本　秀一  (北海道)   　　2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  3  123
井手　利忠　  (71)

ｲﾃﾞ ﾄｼﾀﾀﾞ
岡　山
岡　山 -   -   -   -   o   o   o   o   x x x 1m35 =GR

  2  5  101
長谷　利明  (72)

ﾊｾ ﾄｼｱｷ
和歌山
和歌山

-   -   -   -   o   o   x o  x x x    1m30

  3  2  130
林　知省  (70)
ﾊﾔｼ ﾄﾓﾐ

愛　媛
愛　媛 -   -   -   o   o   x x x          1m20

  1   94
鈴木　澄夫  (74)

ｽｽﾞｷ ｽﾐｵ
神奈川
神奈川

                           DNS

  4  115
宇野　怜二  (71)

ｳﾉ ﾚｲｼﾞ
奈　良
奈　良                            DNS

男子M75 走高跳 決勝 10月27日 11:40

世界記録(WM)  1m49    Carl-Erik Sarndal  (SWE)   2013
日本記録(NM)  1m36    田中　義平  (北海道)   　　2010
大会記録(GR)  1m20    朝倉　冨士男  (愛知)   　　2009

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1   77
瀬野　弘昭  (76)

ｾﾉ ﾋﾛｱｷ
京　都
京　都

-   o   o   o   x x x 1m15

男子M80 走高跳 決勝 10月27日 11:40

世界記録(WM)  1m38    Carl-Erik Sarndal  (SWE)   2017
日本記録(NM)  1m28    三浦　卓郎  (大阪)   　　　1998
大会記録(GR)  1m10    寺尾　心一  (静岡)   　　　2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1m00 1m05 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2   17
堀野　正  (83)
ﾎﾘﾉ ﾀﾀﾞｼ

大　阪
大　阪

x x o r   1m00

  1   19
髙井　義夫  (83)

ﾀｶｲ ﾖｼｵ
大　阪
大　阪

      DNS

男子M85 走高跳 決勝 10月27日 11:40

世界記録(WM)  1m25    Samuli Korpi  (FIN)   2015
日本記録(NM)  1m20    木村　喜三  (群馬)    1997
大会記録(GR)  1m00    藤田　光義  (埼玉)    2009

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   10
田口　英雄  (86)

ﾀｸﾞﾁ ｴｲｵ
秋　田
石  川

DNS

凡例（=GR:大会ﾀｲ記録/ DNS:欠    場）



男子M35 棒高跳 決勝 10月28日 14:03

世界記録(WM)  5m90    Otto Bjorn  (GER)    2013
日本記録(NM)  5m30    小野寺　晃  (秋田)   2016
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 2m70 2m80 2m90 3m00 3m10 3m20 3m30 3m40 3m50 3m60 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2  757
池和田　克彦  (36)

ｲｹﾜﾀﾞ ｶﾂﾋｺ
東　京
東　京

-   -   -   o   -   o   -   x x o -   x x x 3m40

  1  739
中林　正憲  (38)

ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ
大　阪
大　阪

                              DNS

男子M40 棒高跳 決勝 10月28日 14:03

世界記録(WM)  5m70    Jeff Hartwig  (USA)   2008
日本記録(NM)  4m80    石代　晃司  (静岡)    2012
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属

2m50
3m50

2m60
3m60

2m70
　

2m80
　

2m90
　

3m00
　

3m10
　

3m20
　

3m30
　

3m40
　

記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  671
石塚　浩司  (43)

ｲｼﾂﾞｶ ｺｳｼﾞ
静　岡
静　岡

-
-

 
 

 
 

-
x

 
x

 
x

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

x
 

x
 

o
 

3m40

  2  3  637
坂本　弘明  (44)

ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｱｷ
大　阪
大　阪

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

x
 

o
 

 
 

-
 

 
 

 
 

x
 

x
 

x
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3m00

  2  638
沖土居　一隆  (44)

ｵｷﾄﾞｲ ｶｽﾞﾀｶ
広　島
広　島

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DNS

男子M45 棒高跳 決勝 10月28日 14:03

世界記録(WM)  5m10   Larry Jessee  (USA)      1997
日本記録(NM)  4m40   高根沢　威夫  (神奈川)   1996
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属

2m40
3m40

2m50
3m50

2m60
3m60

2m70
　

2m80
　

2m90
　

3m00
　

3m10
　

3m20
　

3m30
　

記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  537
深谷　英治  (49)

ﾌｶﾔ ｴｲｼﾞ
和歌山
和歌山

-
-

 
 

 
 

-
o

 
 

 
 

-
x

 
x

 
x

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
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-
 

 
 

 
 

3m50

  2  2  550
後藤　幸治  (48)

ｺﾞﾄｳ ﾕｷﾊﾙ
愛　知
愛　知

o
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

o
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

x
 

o
 

 
 

-
 

 
 

 
 

x
 

x
 

x
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2m80

男子M50 棒高跳 決勝 10月28日 14:03

世界記録(WM)  4m75    Gary Hunter  (USA)   2007
日本記録(NM)  4m02    小山　吉明  (長野)   2008
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属

2m20
3m20

2m30
3m30

2m40
3m40

2m50
3m50

2m60
3m60

2m70
3m70

2m80
　

2m90
　

3m00
　

3m10
　

記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  476
東野　誠  (51)
ﾋｶﾞｼﾉ ﾏｺﾄ

徳　島
徳  島

-
-

 
 

 
 

-
-

 
 

 
 

-
x

 
x

 
o
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x
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o

-
x

 
x

 
o
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-
 

 
 

 
 

3m60

  2  2  492
戸崎　雅史  (50)

ﾄｻﾞｷ ﾏｻﾌﾐ
徳　島
徳  島

-
o

 
 

 
 

-
-

 
 

 
 

-
x
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3m40

  3  465
小久保　政紀  (51)

ｺｸﾎﾞ ﾏｻｷ
静　岡
静　岡
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NM 

凡例（NM :記録なし/ DNS:欠    場）



男子M55 棒高跳 決勝 10月28日 14:00

世界記録(WM)  4m60    Wolfgang Ritte  (GER)   2008
日本記録(NM)  3m90    三宅　清房  (岩手)      2009
大会記録(GR)  3m30    西川　義信  (大阪)      2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属

2m00
3m00

2m10
3m10

2m20
3m20

2m30
3m30

2m40
3m40

2m50
3m50

2m60
　

2m70
　

2m80
　

2m90
　

記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2  333
村井　浩司  (58)

ﾑﾗｲ ｺｳｼﾞ
京　都
京　都

-
-

 
 

 
 

-
o

 
 

 
 

-
-

 
 

 
 

-
o

 
 

 
 

-
-
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x

 
x

 
x
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3m30 =GR

  2  1  375
出原　則弘  (56)

ｲﾃﾞﾊﾗ ﾉﾘﾋﾛ
岡　山
岡　山

-
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x
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x
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2m70

  3  3  323
山川　健  (59)
ﾔﾏｶﾜ ｹﾝ

愛　知
愛　知

x
 

o
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x
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2m00

男子M60 棒高跳 決勝 10月28日 11:33

世界記録(WM)  4m32    Wolfgang Ritte  (GER)   2013
日本記録(NM)  3m60    加藤　　幸  (鳥取)   　 2017
大会記録(GR)  3m10    山根　達夫  (山口)      2007

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属

1m80
2m80

1m90
2m90

2m00
3m00

2m10
3m10

2m20
3m20

2m30
3m30

2m40
3m40

2m50
　

2m60
　

2m70
　

記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  6  794
加藤　幸  (62)
ｶﾄｳ ﾐﾕｷ

鳥　取
鳥　取

-
-

 
 

 
 

-
-

 
 

 
 

-
-
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-

 
 

 
 

-
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3m20 NGR

  2  5  250
髙田　洋志  (63)

ﾀｶﾀﾞ ﾖｳｼﾞ
大　阪
大　阪
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2m80

  3  2  258
田中　米人  (62)

ﾀﾅｶ ﾖﾈﾄ
長　野
長  野

-
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2m00

  1  305
西川　義信  (60)

ﾆｼｶﾜ ﾖｼﾉﾌﾞ
大　阪
大　阪

-
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NM 

  4  256
井上　昇  (63)
ｲﾉｳｴ ﾉﾎﾞﾙ

鳥　取
島　根
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NM 

  3  238
長川　吉孝  (64)

ﾅｶﾞｶﾜ ﾖｼﾀｶ
東　京
東　京

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DNS

男子M65 棒高跳 決勝 10月28日 11:33

世界記録(WM)  4m05    Wolfgang Ritte  (GER)   2018
日本記録(NM)  3m21    板倉　和廣  (栃木)      2017
大会記録(GR)  3m00    鎌田　真澄  (岡山)      2007

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属

1m70
2m70

1m80
2m80

1m90
2m90

2m00
3m00

2m10
　

2m20
　

2m30
　

2m40
　

2m50
　

2m60
　

記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  4  179
建部　猛  (68)
ﾀﾃﾍﾞ ﾀｹｼ

新　潟
新　潟

-
o

 
 

 
 

-
o

 
 

 
 

-
x

 
x

 
o

-
x

 
x

 
x

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

o
 

 
 

 
 

2m90

  2  1  166
梶本　裕二  (68)

ｶｼﾞﾓﾄ ﾕｳｼﾞ
広　島
広　島

-
o

 
 

 
 

-
o

 
 

 
 

-
x

 
x

 
x

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

x
 

o
 

 
 

2m80

  3  3  199
原沢　勲  (66)
ﾊﾗｻﾜ ｲｻｵ

埼　玉
埼　玉

-
x

 
o

 
 

-
x

 
x

 
x

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

x
 

o
 

 
 

2m70

  4  2  210
能美　俊彦  (65)

ﾉｳﾐ ﾄｼﾋｺ
山　口
山　口

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

o
 

 
 

 
 

o
 

 
 

 
 

x
 

x
 

x
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2m30

男子M70 棒高跳 決勝 10月28日 11:33

世界記録(WM)  3m49    John Altendorf  (USA)   2016
日本記録(NM)  3m00    小林　末雄  (東京)      2000
大会記録(GR)  2m70    鎌田　真澄  (岡山)      2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1m60 1m70 1m80 1m90 2m00 2m10 2m20 2m30 2m40 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  4  128
児玉　明  (70)
ｺﾀﾞﾏ ｱｷﾗ

愛　知
愛　知

-   -   -   -   x o  -   o   x o  x x x 2m30

  2  3  109
西山　正文  (71)

ﾆｼﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ
京　都
京　都 -   -   -   -   -   x o  x x x       2m10

  3  1   92
足立　和男  (74)

ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞｵ
愛　知
愛　知

o   o   x o  x x x                1m80

  2  111
中沖　克美  (71)

ﾅｶｵｷ ｶﾂﾐ
富　山
富  山                            DNS

凡例（NGR:大会新記録/ =GR:大会ﾀｲ記録/ NM :記録なし/ DNS:欠    場）



男子M75 棒高跳 決勝 10月28日 11:33

世界記録(WM)  3m20    Don Isett  (USA)     2014
日本記録(NM)  2m80    田中　重治  (山梨)   1998
大会記録(GR)  2m40    田口　英雄  (富山)   2007

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属

1m50
2m50

1m60
　

1m70
　

1m80
　

1m90
　

2m00
　

2m10
　

2m20
　

2m30
　

2m40
　

記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2   72
内原　保正  (77)

ｳﾁﾊﾗ ﾔｽﾏｻ
奈　良
奈　良

-
x

 
x

 
x

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

o
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

2m30

  2  1   66
鎌田　真澄  (77)

ｶﾏﾀﾞ ﾏｽﾐ
岡　山
岡　山

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

o
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

x
 

o
 

 
 

x
 

o
 

 
 

x
 

x
 

x
 

2m30

男子M80 棒高跳 決勝 10月28日 11:33

世界記録(WM)  2m75    Bud Held  (USA)   　 2008
日本記録(NM)  2m52    田中　重治  (山梨)   2003
大会記録(GR)  2m00    松村　四郎  (山梨)   2007

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1m50 1m60 1m70 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1   17
堀野　正  (83)
ﾎﾘﾉ ﾀﾀﾞｼ

大　阪
大　阪

x o  x o  x x r 1m60

男子M85 棒高跳 決勝 10月28日 11:33

世界記録(WM)  2m28    Frank Dickey  (USA)   2017
日本記録(NM)  2m05    田中　重治  (山梨)    2009
大会記録(GR)  1m80    藤田　光義  (埼玉)    2009

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1m50 1m60 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1   15
玉置　隆也  (85)

ﾀﾏｷ ﾀｶﾔ
岡　山
岡　山

o   x x x 1m50

  2   10
田口　英雄  (86)

ﾀｸﾞﾁ ｴｲｵ
秋　田
石  川

      DNS

男子M35 走幅跳 決勝 10月28日  9:00

世界記録(WM)  8m50   Larry Myricks  (USA)   1991
世界記録(WM)  8m50   Carl Lewis  (USA)   　 1996
日本記録(NM)  7m33   荒川　大輔  (大阪)   　2017
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  3  785
関口　孝  (35)
ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶｼ

愛　知
愛　知

  5m64
-0.3

  5m67
-1.4

  5m44
-0.1

  5m45
-0.6

 5m67
-1.4

  2  2  772
関　真人  (36)
ｾｷ ﾏｻﾄ

神奈川
神奈川

  4m82
-0.4

  4m60
-2.6

  4m83
+0.1

  4m55
-1.8

 4m83
+0.1

  1  787
岩倉　啓太  (35)

ｲﾜｸﾗ ｹｲﾀ
香　川
香  川

DNS

  4  738
須田　学  (38)
ｽﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ

大　阪
大　阪

DNS

  5  736
太田　都寿  (39)

ｵｵﾀ ｻﾄｼ
北海道
北海道

DNS

凡例（DNS:欠    場）



男子M40 走幅跳 決勝 10月28日  9:04

世界記録(WM)  7m68    Aaron Sampson  (USA)   2002
日本記録(NM)  7m01    森長　正樹  (兵庫)   　2014
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1 11  668
石井　満  (43)
ｲｼｲ ﾐﾂﾙ

岡　山
岡　山

  5m74
-0.6

  5m69
-0.6

  5m79
-0.4

  5m67
-1.0

 5m79
-0.4

  2  9  643
荻原　健  (44)
ｵｷﾞﾊﾗ ﾀｹｼ

神奈川
神奈川

  ×   5m52
-0.8

  5m64
-2.7

  5m75
-0.2

 5m75
-0.2

  3  8  666
田中　充  (43)
ﾀﾅｶ ﾐﾂﾙ

滋　賀
滋　賀

  5m72
-0.1

  5m61
-1.0

  5m19
-1.0

  5m31
-0.5

 5m72
-0.1

  4  4  673
小林　英之  (42)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾕｷ
和歌山
和歌山

  5m50
-1.3

  5m62
-0.5

  ×
  5m41
+0.6

 5m62
-0.5

  5 10  654
宮澤　憲二  (44)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ
長　野
長  野

  5m41
-0.7

  5m59
-0.7

  5m32
-0.1

  5m56
-0.6

 5m59
-0.7

  6  3  698
杉野　正治  (41)

ｽｷﾞﾉ ﾏｻﾊﾙ
三　重
三　重

  5m07
-1.7

  5m31
-1.6

  5m36
-0.9

  ×  5m36
-0.9

  7  2  679 Deepak Negi  (42) ＩＮＤ
ＩＮＤ

  ×   4m98
-0.0

  5m24
-0.8

  5m34
+0.9

 5m34
+0.9

  8  1  669
小野　雄彦  (43)

ｵﾉ ﾀｹﾋｺ
奈　良
奈　良

  4m72
-0.5

  4m73
-0.4

  ×   ×
 4m73
-0.4

  5  696
高橋　武男  (41)

ﾀｶﾊｼ ﾀｹｵ
兵　庫
兵　庫

DNS

  6  721
鵜澤　勝彦  (40)

ｳｻﾞﾜ ｶﾂﾋｺ
千　葉
千　葉

DNS

  7  714
上山　聡司  (40)

ｳｴﾔﾏ ｻﾄｼ
奈　良
奈　良

DNS

 12  636
西脇　利典  (44)

ﾆｼﾜｷ ﾄｼﾉﾘ
兵　庫
兵　庫

DNS

男子M45 走幅跳 決勝 10月28日  9:06

世界記録(WM)  7m27    Tapani Taavitsainen  (FIN)   1990
日本記録(NM)  6m64    松原　憲治  (愛知)   　　　　2016
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  6  625
平岩　雅司  (45)

ﾋﾗｲﾜ ﾏｻｼ
奈　良
奈　良

  6m05
-1.5

  6m18
-1.7

  6m23
 0.0

  6m27
-1.5

 6m27
-1.5

  2 15  611
矢吹　央　  (46)

ﾔﾌﾞｷ ﾋｻｼ
岡　山
岡　山

  5m89
-0.7

  ×   6m03
-1.1

  ×  6m03
-1.1

  3 11  546
八代　好司  (48)

ﾔｼﾛ ｺｳｼﾞ
兵　庫
兵　庫

  5m81
-1.6

  5m52
-0.3

  ×   5m90
-0.4

 5m90
-0.4

  4  4  579
高見　豊  (47)
ﾀｶﾐ ﾕﾀｶ

滋　賀
滋　賀

  5m44
-1.9

  5m69
-0.2

  5m71
-0.3

  ×
 5m71
-0.3

  5  3  619
尾上　泰士  (45)

ｵﾉｳｴ ﾀｲｼﾞ
愛　媛
愛　媛

  5m41
-1.2

  5m36
-0.5

  5m33
+0.1

  5m67
 0.0

 5m67
 0.0

  6  5  552
上條　健  (48)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ

長　野
長  野

  5m12
-1.7

  5m21
-1.0

  5m23
-1.8

  5m29
-1.2

 5m29
-1.2

  7  7  631
宮田　裕介  (45)

ﾐﾔﾀ ﾕｳｽｹ
鹿児島
鹿児島

  4m71
-0.2

  4m83
-1.4

  5m28
+1.9

  4m92
-0.1

 5m28
+1.9

  8 14  521
岡本　一人  (49)

ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾄ
兵　庫
兵　庫

  5m25
-0.5

  5m09
-2.3

  4m06
-1.0

  5m27
+0.1

 5m27
+0.1

  9 13  567
小松原　健一  (47)

ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｹﾝｲﾁ
神奈川
神奈川

  4m99
-0.6

  4m91
-1.8

  5m17
-1.7

 5m17
-1.7

 10 12  568
平島　路久  (47)

ﾋﾗｼﾏ ﾐﾁﾋｻ
静　岡
静　岡

  5m09
-0.4

  5m09
-0.2

  ×
 5m09
-0.4

 11  2  605
宮西　博見  (46)

ﾐﾔﾆｼ ﾋﾛﾐ
福　井
福  井

  4m88
-0.4

  ×   4m72
-0.1

 4m88
-0.4

 12  9  589
佐藤　宏幸  (46)

ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ
広　島
広　島

  4m80
-1.8

  4m58
-0.1

  4m79
+0.1

 4m80
-1.8

 13 17  555
杉田　隆宏  (48)

ｽｷﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ
滋　賀
滋　賀

  4m74
-1.0

  4m63
-0.7

  4m73
-0.6

 4m74
-1.0

 14 16  609
上久保　研司  (46)

ｶﾐｸﾎﾞ ｹﾝｼﾞ
奈　良
奈　良

  3m31
-1.6

  3m54
-1.5

  3m19
-2.3

 3m54
-1.5

 15 10  607
森川　朋巳  (46)

ﾓﾘｶﾜ ﾄﾓﾐ
奈　良
奈　良

  3m36
-1.3

  ｒ  3m36
-1.3

  1  629
北野　聖明  (45)

ｷﾀﾉ ﾏｻｱｷ
兵　庫
兵　庫

DNS

  8  575
井上　洋光  (47)

ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾐﾂ
神奈川
神奈川

DNS
凡例（DNS:欠    場）



男子M50 走幅跳 決勝 10月28日 11:00

世界記録(WM)  6m84    Tapani Taavitsainen  (FIN)   1994
日本記録(NM)  6m42    中澤　　学  (静岡)   　　　　2014
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2  410
中澤　学  (54)
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ

静　岡
静　岡

  5m87
+1.3

  ×
  5m77
+1.3

  6m00
+0.1

 6m00
+0.1

  2  7  448
和田　充功  (52)

ﾜﾀﾞ ﾐﾁﾉﾘ
大　阪
大　阪

  5m23
+1.6

  4m97
-1.2

  5m29
+1.0

  5m40
-0.5

 5m40
-0.5

  3 12  428
亀岡　洋海  (53)

ｶﾒｵｶ ﾅﾀﾞﾐ
広　島
広　島

  5m35
+1.6

  ×   ×   5m31
+0.5

 5m35
+1.6

  4 11  413
一色　宏宣  (54)

ｲｯｼｷ ﾋﾛﾉﾌﾞ
愛　媛
愛　媛

  4m97
+0.6

  5m02
-0.8

  5m14
+0.7

  5m03
-0.1

 5m14
+0.7

  5  5  431
野村　正  (53)
ﾉﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ

福　岡
福　岡

  ×   4m99
+0.5

  －   5m11
+1.6

 5m11
+1.6

  6  6  444
嵯峨　弘  (53)
ｻｶﾞ ﾋﾛｼ

神奈川
神奈川

  ×   3m95
+0.6

  4m99
+0.5

  ×  4m99
+0.5

  7 10  466
砂塚　守忠  (51)

ｽﾅﾂﾞｶ ﾓﾘﾀﾀﾞ
神奈川
神奈川

  4m96
-0.1

  ×   ×  4m96
-0.1

  8 13  412
茶谷　克博  (54)

ﾁｬﾀﾆ ｶﾂﾋﾛ
奈　良
奈　良

  4m61
+1.9

  4m79
-0.4

  4m63
+1.1

  4m22
+3.2

 4m79
-0.4

  9  1  452
岩名　悟  (52)
ｲﾜﾅ ｻﾄﾙ

三　重
三　重

  4m35
+1.9

  4m37
+0.2

  4m34
-0.6

 4m37
+0.2

 10  8  425
澤　清隆  (54)
ｻﾜ ｷﾖﾀｶ

奈　良
奈　良

  ×   ×   3m32
+0.7

 3m32
+0.7

  3  480
米田　泰幸  (51)

ﾖﾈﾀﾞ ﾔｽﾕｷ
石　川
石  川

DNS

  4  489
佐久田　秀彦  (50)

ｻｸﾀ ﾋﾃﾞﾋｺ
岩　手
岩  手

DNS

  9  471
糸川　拓  (51)
ｲﾄｶﾜ ﾋﾗｸ

三　重
三　重

DNS

男子M55 走幅跳 決勝 10月28日 11:00

世界記録(WM)  6m35    Stig Backlund  (FIN)   1995
日本記録(NM)  5m92    山田　展也  (岐阜)   　1994
大会記録(GR)  5m32    岡部　公治  (大阪)   　2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  3  398
吉田　均  (55)
ﾖｼﾀﾞ ﾋﾄｼ

岩　手
岩  手

  ×   5m56
+2.0

  5m70
+1.5

  5m68
+0.1

 5m70
+1.5

NGR

  2  8  352
三浦　真弘  (57)

ﾐｳﾗ ﾏｻﾋﾛ
大　分
大　分

  5m30
+1.7

  5m39
+1.4

  4m39
-0.2

  5m33
+1.3

 5m39
+1.4

NGR

  3 13  347
山下　哲司  (57)

ﾔﾏｼﾀ ﾃﾂｼ
東　京
東　京

  ×   ×
  5m22
+0.9

  ×
 5m22
+0.9

  4  6  403
佐々木　貴則  (55)

ｻｻｷ ﾀｶﾉﾘ
大　阪
大　阪

  4m64
-0.4

  4m93
+1.0

  4m35
+0.5

  5m11
+1.1

 5m11
+1.1

  5 11  335
笹子　昌幸  (58)

ｻｻｺ ﾏｻﾕｷ
神奈川
神奈川

  4m94
-0.6

  4m85
+0.8

  －   －  4m94
-0.6

  6 10  366
沼田　典明  (57)

ﾇﾏﾀ ﾉﾘｱｷ
北海道
北海道

  4m76
+1.2

  4m85
+0.0

  4m78
+0.3

  4m80
+0.9

 4m85
+0.0

  7  7  340
池田　光司  (58)

ｲｹﾀﾞ ﾐﾂｼﾞ
愛　知
愛　知

  4m83
+2.0

  4m72
+1.7

  4m17
+1.4

  4m47
+1.7

 4m83
+2.0

  8  5  337
神田　満  (58)
ｶﾝﾀﾞ ﾐﾂﾙ

愛　知
愛　知

  4m66
-0.4

  4m30
+0.6

  4m57
+1.4

  ×  4m66
-0.4

  9  2  383
宮本　和行  (56)

ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ
福　井
福  井

  4m26
-1.2

  4m52
+2.1

  4m55
+0.1

 4m55
+0.1

  1  405
東　浩一  (55)
ﾋｶﾞｼ ｺｳｲﾁ

滋　賀
滋　賀

DNS

  4  326
三宅　克之  (59)

ﾐﾔｹ ｶﾂﾕｷ
滋　賀
滋　賀

DNS

  9  368
中尾　直之  (56)

ﾅｶｵ ﾅｵﾕｷ
和歌山
和歌山

DNS

 12  321
森田　亨  (59)
ﾓﾘﾀ ﾄｵﾙ

三　重
三　重

DNS

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



男子M60 走幅跳 決勝 10月28日 11:00

世界記録(WM)  6m07    Tom Patsalis  (USA)   1982
日本記録(NM)  5m58    大嶺　秀宣  (沖縄)    2002
大会記録(GR)  5m25    今橋　義人  (大阪)    2009

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  5  301
澤田　孝弘  (60)

ｻﾜﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ
広　島
広　島

  5m03
+1.4

  4m91
-1.2

  4m92
+0.8

  4m70
+1.6

 5m03
+1.4

  2  3  289
羽柴　誠  (60)
ﾊｼﾊﾞ ﾏｺﾄ

岐　阜
岐　阜

  4m78
+2.0

  ×   4m83
+0.1

  4m99
+0.8

 4m99
+0.8

  3  7  271
東山　信敏  (62)

ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾉﾌﾞﾄｼ
三　重
三　重

  3m71
+2.3

  3m91
-0.3

  3m98
+0.8

  3m75
+0.6

 3m98
+0.8

  4  2  233
武田　忠義  (64)

ﾀｹﾀﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ
大　阪
大　阪

  3m63
+0.7

  ×
  3m62
+1.2

  ×
 3m63
+0.7

  1  300
岡部　公治  (60)

ｵｶﾍﾞ ｺｳｼﾞ
大　阪
大　阪

DNS

  4  253
井阪　行利  (63)

ｲｻｶ ﾕｷﾄｼ
三　重
三　重

DNS

  6  270
鈴木　彰  (62)
ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ

大　阪
大　阪

DNS

男子M65 走幅跳 決勝 10月28日 11:00

世界記録(WM)  5m47    Lothar Fischer  (GER)   　2001
世界記録(WM)  5m47    Lamberto Boranga  (ITA)   2008
日本記録(NM)  5m29    清水　久七郎  (新潟)   　 2006
大会記録(GR)  5m05    清水　久七郎  (新潟)   　 2009

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  5  151
双木　広治  (69)

ﾅﾐｷ ﾋﾛｼﾞ
埼　玉
埼　玉

  4m84
+1.1

  4m71
 0.0

  4m61
+0.1

  ×  4m84
+1.1

  2 13  167
河田　慎司  (68)

ｶﾜﾀﾞ ｼﾝｼﾞ
広　島
広　島

  4m61
+0.1

  ×
  4m72
+1.0

  ×
 4m72
+1.0

  3  4  195
藤田　辰博  (66)

ﾌｼﾞﾀ ﾀﾂﾋﾛ
福　井
福  井

  ×   ×   4m35
+1.1

  4m32
+0.1

 4m35
+1.1

  4  1  152
藤井　芳雄  (69)

ﾌｼﾞｲ ﾖｼｵ
山　口
山　口

  4m14
-0.6

  4m26
-0.3

  4m25
-0.3

  4m28
-0.2

 4m28
-0.2

  5  6  178
德田　哲  (68)
ﾄｸﾀﾞ ｻﾄｼ

京　都
京　都

  3m88
+3.1

  4m26
+0.9

  4m06
+0.3

  3m55
+1.3

 4m26
+0.9

  6 12  220
山崎　　光義  (65)

ﾔﾏｻｷ ﾐﾂﾖｼ
奈　良
奈　良

  4m24
+1.0

  4m05
 0.0

  3m87
-0.8

  4m15
+2.4

 4m24
+1.0

  7  7  216
若宮　修司  (65)

ﾜｶﾐﾔ ｼｭｳｼﾞ
岐　阜
岐　阜

  4m17
+1.2

  4m12
+0.5

  3m92
+0.3

  4m15
+0.9

 4m17
+1.2

  8 10  149
杉原　　諭志  (69)

ｽｷﾞﾊﾗ ｻﾄｼ
兵　庫
兵　庫

  4m07
+1.1

  4m06
+0.1

  4m03
-0.6

  4m14
+1.0

 4m14
+1.0

  2  225
細淵　瑛貴  (65)

ﾎｿﾌﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ
埼　玉
埼　玉

  ×   ｒ NM 

  3  187
中山　俊男  (67)

ﾅｶﾔﾏ ﾄｼｵ
神奈川
神奈川

DNS

  8  189
森野　一則  (67)

ﾓﾘﾉ ｶｽﾞﾉﾘ
岡　山
岡　山

DNS

  9  223
鶴田　昌宏  (65)

ﾂﾙﾀ ﾏｻﾋﾛ
大　阪
大　阪

DNS

 11  176
倉田　正樹  (68)

ｸﾗﾀ ﾏｻｷ
長　野
長  野

DNS

凡例（NM :記録なし/ DNS:欠    場）



男子M70 走幅跳 決勝 10月28日 11:00

世界記録(WM)  5m19    Melvin Larsen  (USA)   1994
日本記録(NM)  5m13    石神　三郎  (鹿児島)   2000
大会記録(GR)  4m62    八木　　実  (福井)   　2009

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  122
藤田　浩一  (71)

ﾌｼﾞﾀ ｺｳｲﾁ
千　葉
千　葉

  3m87
+0.2

  3m55
+0.1

  3m75
+1.6

  3m77
+1.3

 3m87
+0.2

  2  2  101
長谷　利明  (72)

ﾊｾ ﾄｼｱｷ
和歌山
和歌山

  3m74
+1.1

  3m81
+1.7

  3m81
+0.8

  3m84
+2.1

 3m84
+2.1

*F3

  3  115
宇野　怜二  (71)

ｳﾉ ﾚｲｼﾞ
奈　良
奈　良

DNS

男子M75 走幅跳 決勝 10月28日 11:00

世界記録(WM)  4m83    Saburo Ishigami  (JPN)   2005
日本記録(NM)  4m83    石神　三郎  (鹿児島)   　2005
大会記録(GR)  3m98    益田　　斉  (神奈川)   　2007

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  3   84
尾崎　公則  (76)

ｵｻﾞｷ ﾀﾀﾞﾉﾘ
滋　賀
滋　賀

  3m81
+1.6

  3m88
+2.0

  3m90
+1.6

  3m84
+2.0

 3m90
+1.6

  2  1   55
八木　実  (79)
ﾔｷﾞ ﾐﾉﾙ

福　井
福  井

  3m56
+1.8

  ×   3m52
+1.9

  3m32
+1.0

 3m56
+1.8

  3  2   82
笠松　晃  (76)
ｶｻﾏﾂ ｱｷﾗ

三　重
三　重

  3m28
+0.4

  3m28
+2.2

  2m87
+1.0

  ×
 3m28
+0.4

男子M80 走幅跳 決勝 10月28日 11:00

世界記録(WM)  4m36    Saburo Ishigami  (JPN)   2010
日本記録(NM)  4m36    石神　三郎  (鹿児島)   　2010
大会記録(GR)  3m55    益田　　斉  (神奈川)   　2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1   48
田島　清  (80)
ﾀｼﾞﾏ ｷﾖｼ

沖　縄
沖　縄

  2m98
+1.1

  3m06
 0.0

  2m90
-0.9

  2m97
 0.0

 3m06
 0.0

男子M85 走幅跳 決勝 10月28日 11:00

世界記録(WM)  3m77    Gudmund Skrivervik  (NOR)   2006
日本記録(NM)  3m77    石神　三郎  (鹿児島)   　　 2015
大会記録(GR)  2m25    宮本　　弘  (兵庫)   　　　 2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  3    6
北　良夫  (86)
ｷﾀ ﾖｼｵ

奈　良
奈　良

  ×   2m74
+1.3

  2m51
-1.3

  2m72
+1.1

 2m74
+1.3

NGR

  2  2    8
益田　斉  (86)
ﾏｽﾀﾞ ﾋﾄｼ

神奈川
神奈川

  2m28
-0.9

  2m21
+3.0

  ×   ×  2m28
-0.9

NGR

  3  1   11
眞藤　壽美夫  (86)

ｼﾝﾄﾞｳ ｽﾐｵ
奈　良
奈　良

  1m01
-1.2

  1m25
+1.8

  ｒ
 1m25
+1.8

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場/ *F3:３回目が公認最高）



男子M35 三段跳 決勝 10月27日  9:00

世界記録(WM)  17m92    Jonathan Edwards  (GBR)   2001
日本記録(NM)  15m02    堤　　正徳  (佐賀)   　　 1988
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  3  736
太田　都寿  (39)

ｵｵﾀ ｻﾄｼ
北海道
北海道

  ×
 12m91
+0.0

 13m58
+1.3

  ×
13m58
+1.3

  2  6  758
堀井　卓  (36)
ﾎﾘｲ ｽｸﾞﾙ

和歌山
和歌山

 12m20
-0.3

 12m99
+0.4

 12m82
+0.7

 12m66
+0.9

12m99
+0.4

  3  1  733
岩佐　光繁  (39)

ｲﾜｻ ﾐﾂｼｹﾞ
広　島
広　島

  ×  12m54
+0.1

  ×  12m65
-0.2

12m65
-0.2

  4  5  787
岩倉　啓太  (35)

ｲﾜｸﾗ ｹｲﾀ
香　川
香  川

  ×
 12m08
+0.5

 12m35
+1.0

 12m36
+1.2

12m36
+1.2

  5  2  755
小関　健太  (36)

ｺｾｷ ｹﾝﾀ
千　葉
千　葉

  ×   ×  11m66
+0.8

  × 11m66
+0.8

  4  762
衛藤　正則  (36)

ｴﾄｳ ﾏｻﾉﾘ
大　阪
大　阪

DNS

男子M40 三段跳 決勝 10月27日  9:05

世界記録(WM)  16m93    Fabrizio Donato  (ITA)   2016
日本記録(NM)  14m57    松村　　覚  (長野)   　　2007
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  696
高橋　武男  (41)

ﾀｶﾊｼ ﾀｹｵ
兵　庫
兵　庫

  ×  12m70
-0.5

 13m05
+1.7

 12m44
+0.1

13m05
+1.7

  2  4  667
浅井　耕一郎  (43)

ｱｻｲ ｺｳｲﾁﾛｳ
京　都
京　都

 12m74
-0.9

  ×   ×   － 12m74
-0.9

  3  2  668
石井　満  (43)
ｲｼｲ ﾐﾂﾙ

岡　山
岡　山

 11m86
-0.9

 12m09
-1.1

  ×
 12m36
+0.9

12m36
+0.9

  4  8  654
宮澤　憲二  (44)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ
長　野
長  野

 11m46
-0.7

 11m59
-0.4

 11m84
+1.2

 11m42
+0.3

11m84
+1.2

  5  6  672
曽我　卓司  (43)

ｿｶﾞ ﾀｸｼﾞ
静　岡
静　岡

 11m81
-0.6

  ×   ×   × 11m81
-0.6

  6  3  635
山口　守  (44)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾓﾙ

愛　知
愛　知

 11m57
-0.6

 11m73
-1.0

 11m73
+1.8

 11m69
+0.4

11m73
-1.0

  7  5  679 Deepak Negi  (42) ＩＮＤ
ＩＮＤ

 11m71
-0.8

 11m21
-0.4

 11m67
+2.3

  ×
11m71
-0.8

  7  642
浜田　敏宏  (44)

ﾊﾏﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ
徳　島
徳  島

DNS

男子M45 三段跳 決勝 10月27日  9:00

世界記録(WM)  15m13    Wolfgang Knabe  (GER)   2005
日本記録(NM)  13m85    今橋　義人  (大阪)   　 1993
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  625
平岩　雅司  (45)

ﾋﾗｲﾜ ﾏｻｼ
奈　良
奈　良

 13m00
-0.9

  ×
 13m16
+0.2

  ×
13m16
+0.2

  2  8  634
井村　哲也  (45)

ｲﾑﾗ ﾃﾂﾔ
北海道
北海道

 12m13
-0.8

  ×   ×  11m89
-0.3

12m13
-0.8

  3  3  521
岡本　一人  (49)

ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾄ
兵　庫
兵　庫

  ×   ×   ×  11m97
+1.9

11m97
+1.9

  4  5  605
宮西　博見  (46)

ﾐﾔﾆｼ ﾋﾛﾐ
福　井
福  井

  ×   ×   ×
 11m01
+0.8

11m01
+0.8

  5  7  535
吉田　知幸  (49)

ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ
和歌山
和歌山

 10m60
-0.6

  ×  10m37
+0.0

 10m40
+1.0

10m60
-0.6

  6  4  608
板東　　健治  (46)

ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ
徳　島
徳  島

 10m01
-0.5

 10m19
-0.5

  －  10m27
+1.1

10m27
+1.1

  7  2  555
杉田　隆宏  (48)

ｽｷﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ
滋　賀
滋　賀

  9m96
-0.6

  9m96
+0.5

  9m67
+0.3

  9m78
+1.6

 9m96
-0.6

  6  546
八代　好司  (48)

ﾔｼﾛ ｺｳｼﾞ
兵　庫
兵　庫

DNS
凡例（DNS:欠    場）



男子M50 三段跳 決勝 10月27日  9:06

世界記録(WM)  14m44    Wolfgang Knabe  (GER)   2009
日本記録(NM)  13m44    中澤　　学  (静岡)   　 2015
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  4  410
中澤　学  (54)
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ

静　岡
静　岡

 12m37
-0.4

  ×
 12m40
+1.5

 12m56
+1.5

12m56
+1.5

  2  2  489
佐久田　秀彦  (50)

ｻｸﾀ ﾋﾃﾞﾋｺ
岩　手
岩  手

 11m63
-0.5

 11m63
-0.9

  ×   × 11m63
-0.9

  3  1  448
和田　充功  (52)

ﾜﾀﾞ ﾐﾁﾉﾘ
大　阪
大　阪

 10m42
-0.8

 10m93
-0.5

 11m21
-0.5

 10m78
+1.3

11m21
-0.5

  4  3  431
野村　正  (53)
ﾉﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ

福　岡
福　岡

 11m12
-0.4

 10m88
-0.8

  －   －
11m12
-0.4

  5  6  496
大河原　進一  (50)

ｵｵｶﾜﾗ ｼﾝｲﾁ
群　馬
群　馬

 11m09
-0.7

  －   －   － 11m09
-0.7

  6  7  444
嵯峨　弘  (53)
ｻｶﾞ ﾋﾛｼ

神奈川
神奈川

  ×   9m60
-1.3

  ×  10m86
-0.3

10m86
-0.3

  7  5  466
砂塚　守忠  (51)

ｽﾅﾂﾞｶ ﾓﾘﾀﾀﾞ
神奈川
神奈川

 10m66
-0.7

 10m30
-1.3

 10m64
+1.7

  × 10m66
-0.7

  8  8  429
三谷　裕之  (53)

ﾐﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ
高　知
高　知

 10m36
-0.8

 10m11
-1.2

 10m56
+1.7

  ×
10m56
+1.7

男子M55 三段跳 決勝 10月27日  9:06

世界記録(WM)  14m13    Wolfgang Knabe  (GER)   2014
日本記録(NM)  12m70    青木　英晴  (神奈川)    2017
大会記録(GR)  11m55    岡部　公治  (大阪)   　 2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  373
青木　英晴  (56)

ｱｵｷ ﾋﾃﾞﾊﾙ
神奈川
神奈川

 12m02
-0.4

 12m06
-0.7

 12m18
 0.0

 11m77
+1.6

12m18
 0.0

NGR

  2  4  357
岩元　義和  (57)

ｲﾜﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ
長　野
長  野

 10m29
-0.8

 10m49
-0.4

 10m78
+0.3

  × 10m78
+0.3

  3  2  340
池田　光司  (58)

ｲｹﾀﾞ ﾐﾂｼﾞ
愛　知
愛　知

 10m61
-0.3

  ×  10m65
+0.2

  × 10m65
+0.2

  4  3  403
佐々木　貴則  (55)

ｻｻｷ ﾀｶﾉﾘ
大　阪
大　阪

 10m29
-0.5

  ×  10m40
+0.2

  × 10m40
+0.2

  5  5  383
宮本　和行  (56)

ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ
福　井
福  井

  ×
  9m45
-0.7

  ×
  9m62
+0.9

 9m62
+0.9

  6  337
神田　満  (58)
ｶﾝﾀﾞ ﾐﾂﾙ

愛　知
愛　知

DNS

  7  366
沼田　典明  (57)

ﾇﾏﾀ ﾉﾘｱｷ
北海道
北海道

DNS

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



男子M60 三段跳 決勝 10月27日  9:06

世界記録(WM)  12m68    Stig B?cklund  (FIN)   2000
日本記録(NM)  12m01    相部　憲郎  (大分)   　1994
大会記録(GR)  11m50    今橋　義人  (大阪)   　2009

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  4  246
伊得　正紀  (63)

ｲｴ ﾏｻﾉﾘ
埼　玉
埼　玉

 10m29
-0.5

 10m39
-1.0

  ×   ×
10m39
-1.0

  2  8  279
関　善広  (61)
ｾｷ ﾖｼﾋﾛ

岐　阜
岐　阜

  ×   ×   9m58
-0.1

  ×  9m58
-0.1

  3  3  271
東山　信敏  (62)

ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾉﾌﾞﾄｼ
三　重
三　重

  ×   ×   ×   9m56
+1.3

 9m56
+1.3

  4  5  243
宮本　吉豊  (63)

ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾎ
長　野
長  野

  9m37
-0.4

  9m42
-0.8

  ×   ×
 9m42
-0.8

  1  293
沼田　雅志  (60)

ﾇﾏﾀ ﾏｻｼ
北海道
北海道

DNS

  2  270
鈴木　彰  (62)
ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ

大　阪
大　阪

DNS

  6  301
澤田　孝弘  (60)

ｻﾜﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ
広　島
広　島

DNS

  7  253
井阪　行利  (63)

ｲｻｶ ﾕｷﾄｼ
三　重
三　重

DNS

  9  300
岡部　公治  (60)

ｵｶﾍﾞ ｺｳｼﾞ
大　阪
大　阪

DNS

男子M65 三段跳 決勝 10月27日 11:30

世界記録(WM)  11m94    Hermann Strauss  (GER)   1996
日本記録(NM)  11m48    清水　久七郎  (新潟)   　2006
大会記録(GR)  11m12    今橋　義人  (大阪)   　　2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  6  170
原間　裕  (68)
ﾊﾗﾏ ﾕﾀｶ

神奈川
神奈川

  9m88
-0.2

  9m89
+0.5

 10m04
-0.6

  9m74
-0.7

10m04
-0.6

  2  5  195
藤田　辰博  (66)

ﾌｼﾞﾀ ﾀﾂﾋﾛ
福　井
福  井

  9m89
+0.7

  ×   9m91
+0.4

  ×  9m91
+0.4

  3  2  203
澤田　久雄  (66)

ｻﾜﾀﾞ ﾋｻｵ
岐　阜
岐　阜

  9m62
+0.4

  ×   9m72
-0.7

  9m72
+0.4

 9m72
-0.7

  4  4  152
藤井　芳雄  (69)

ﾌｼﾞｲ ﾖｼｵ
山　口
山　口

  9m70
-0.4

  9m35
+0.3

  ×
  9m15
+0.3

 9m70
-0.4

  5  3  223
鶴田　昌宏  (65)

ﾂﾙﾀ ﾏｻﾋﾛ
大　阪
大　阪

  7m81
-1.7

  7m95
-1.3

  7m78
+0.8

  7m67
-1.4

 7m95
-1.3

  1  187
中山　俊男  (67)

ﾅｶﾔﾏ ﾄｼｵ
神奈川
神奈川

DNS

男子M70 三段跳 決勝 10月27日 11:30

世界記録(WM)  10m75    Lamberto Boranga  (ITA)   2012
日本記録(NM)  10m78    清水　久七郎  (新潟)   　 2012
大会記録(GR)  9m70     宮本　秀一  (北海道)  　　2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  122
藤田　浩一  (71)

ﾌｼﾞﾀ ｺｳｲﾁ
千　葉
千　葉

  8m17
-1.0

  7m22
-0.4

  8m28
+0.6

 8m28
+0.6

凡例（DNS:欠    場）



男子M75 三段跳 決勝 10月27日 11:30

世界記録(WM)  10m10    Lothar Fischer  (GER)   2011
日本記録(NM)  10m05    森田　真積  (茨城)      1988
大会記録(GR)  9m04     伊藤　省二  (静岡)      2007

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2   84
尾崎　公則  (76)

ｵｻﾞｷ ﾀﾀﾞﾉﾘ
滋　賀
滋　賀

  8m26
-0.6

  8m35
-0.7

  8m39
-0.3

  ×
 8m39
-0.3

  2  3   75
赤松　哲夫  (77)

ｱｶﾏﾂ ﾃﾂｵ
兵　庫
兵　庫

  7m33
-1.2

  7m27
-0.1

  7m40
+0.4

  7m19
-1.4

 7m40
+0.4

  3  1   87
佐藤　武夫  (75)

ｻﾄｳ ﾀｹｵ
愛　知
愛　知

  ×   5m50
+0.2

  6m15
+0.2

  6m41
-1.0

 6m41
-1.0

男子M80 三段跳 決勝 10月27日 11:30

世界記録(WM)  9m04    Lothar Fischer  (GER)   2016
日本記録(NM)  8m95    森田　真積  (茨城)      1993
大会記録(GR)  7m33    本田　　治  (徳島)      2007

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  3   38
村上　正寿  (80)

ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾄｼ
福　井
福  井

  6m92
-1.6

  7m08
-0.3

  6m76
-0.3

  7m15
-1.3

 7m15
-1.3

  2  1   22
許斐　義重  (82)

ｺﾉﾐ ﾖｼｼｹﾞ
福　岡
福　岡

  3m78
-1.5

  4m29
-0.5

  3m93
+0.5

  4m03
-0.1

 4m29
-0.5

  2   49
山口　巌  (80)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｲﾜｵ

神奈川
神奈川

DNS

男子M35 立五段跳 決勝 10月28日 13:30

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  15m69    須田　学  (大阪)   2015
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  758
堀井　卓  (36)
ﾎﾘｲ ｽｸﾞﾙ

和歌山
和歌山

 14m42  14m20  14m61  14m36 14m61

  2  7  745
福永　和貴  (38)

ﾌｸﾅｶﾞ ｶｽﾞｷ
福　岡
福　岡

 13m64  14m33  14m04  13m39 14m33

  3  3  755
小関　健太  (36)

ｺｾｷ ｹﾝﾀ
千　葉
千　葉

 13m25  13m25  13m08  13m53 13m53

  4  4  724
柴田　耕佑  (39)

ｼﾊﾞﾀ ｺｳｽｹ
愛　媛
愛　媛

 10m68  10m11  10m66  10m93 10m93

  5  5  772
関　真人  (36)
ｾｷ ﾏｻﾄ

神奈川
神奈川

 10m79  10m85  10m54  10m83 10m85

  2  738
須田　学  (38)
ｽﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ

大　阪
大　阪

DNS

  6  736
太田　都寿  (39)

ｵｵﾀ ｻﾄｼ
北海道
北海道

DNS

凡例（DNS:欠    場）



男子M40 立五段跳 決勝 10月28日 13:30

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  14m67    氷見　和人  (富山)   2017
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  3  642
浜田　敏宏  (44)

ﾊﾏﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ
徳　島
徳  島

 13m80   －   －  13m72 13m80

  2  5  673
小林　英之  (42)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾕｷ
和歌山
和歌山

 13m38  13m42  13m46  13m74 13m74

  3  4  698
杉野　正治  (41)

ｽｷﾞﾉ ﾏｻﾊﾙ
三　重
三　重

 13m47  12m98  13m04  13m32 13m47

  4  6  668
石井　満  (43)
ｲｼｲ ﾐﾂﾙ

岡　山
岡　山

 13m41  13m29  13m31  13m33 13m41

  5  1  695
櫃田　仁史  (41)

ﾋﾂﾀ ﾋﾄｼ
広　島
広　島

 13m22  13m13  13m07  13m28 13m28

  2  696
高橋　武男  (41)

ﾀｶﾊｼ ﾀｹｵ
兵　庫
兵　庫

DNS

男子M45 立五段跳 決勝 10月28日 13:30

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  15m31    氷見　和人  (富山)   2017
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  583
氷見　和人  (47)

ﾋﾐ ｶｽﾞﾋﾄ
富　山
富  山

 14m90  14m87  14m68  14m53 14m90

  2  7  546
八代　好司  (48)

ﾔｼﾛ ｺｳｼﾞ
兵　庫
兵　庫

 13m69   ×  13m59  13m99 13m99

  3  6  577
横江　良浩  (47)

ﾖｺｴ ﾖｼﾋﾛ
滋　賀
滋　賀

 13m23  13m24  13m56  13m57 13m57

  4  5  630
定由　征司  (45)

ｻﾀﾞﾖｼ ｾｲｼﾞ
愛　媛
愛　媛

 12m95  12m36   ×  12m08 12m95

  5  4  631
宮田　裕介  (45)

ﾐﾔﾀ ﾕｳｽｹ
鹿児島
鹿児島

 12m24  12m85  12m76  12m54 12m85

  6  8  594
右田　拓也  (46)

ﾐｷﾞﾀ ﾀｸﾔ
東　京
東　京

 11m09  12m04  11m80  12m51 12m51

  7  3  526
山中　康弘  (49)

ﾔﾏﾅｶ ﾔｽﾋﾛ
京　都
京　都

 11m95  11m99  12m15   × 12m15

  8 11  555
杉田　隆宏  (48)

ｽｷﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ
滋　賀
滋　賀

 11m80  12m00   ×  11m06 12m00

  9  2  566
滝井　博之  (47)

ﾀｷｲ ﾋﾛﾕｷ
北海道
北海道

 10m89  11m31  11m00   － 11m31

  9  567
小松原　健一  (47)

ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｹﾝｲﾁ
神奈川
神奈川

DNS

 10  598
永井　博志  (46)

ﾅｶﾞｲ ﾋﾛｼ
東　京
東　京

DNS

凡例（DNS:欠    場）



男子M50 立五段跳 決勝 10月28日 13:30

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  13m58    藤井　教夫  (島根)   2017
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  5  410
中澤　学  (54)
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ

静　岡
静　岡

 14m06  13m87  14m37  14m29 14m37 NNM

  2  8  485
松井　朋彦  (51)

ﾏﾂｲ ﾄﾓﾋｺ
三　重
三　重

 12m79  13m03  12m85  12m79 13m03

  3  6  471
糸川　拓  (51)
ｲﾄｶﾜ ﾋﾗｸ

三　重
三　重

 12m88  12m78  12m61  13m01 13m01

  4  4  461
宮本　崇司  (51)

ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶｼ
滋　賀
滋　賀

 12m61  12m47  12m29  12m24 12m61

  5  3  448
和田　充功  (52)

ﾜﾀﾞ ﾐﾁﾉﾘ
大　阪
大　阪

 12m37  12m20  12m22  12m16 12m37

  6  7  504
小長　賢二  (50)

ｺﾁｮｳ ｹﾝｼﾞ
長　崎
長　崎

 12m31  12m14  12m21  12m32 12m32

  7  9  440
山田　直孝  (53)

ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾀｶ
愛　媛
愛　媛

 10m96  11m06  10m95  11m19 11m19

  8  2  408
宇佐美　太志  (54)

ｳｻﾐ ﾌﾄｼ
三　重
三　重

  9m89   9m95  10m05   9m91 10m05

  1  466
砂塚　守忠  (51)

ｽﾅﾂﾞｶ ﾓﾘﾀﾀﾞ
神奈川
神奈川

DNS

男子M55 立五段跳 決勝 10月28日 13:30

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  14m52    青木　英晴  (神奈川)   2017
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1 12  373
青木　英晴  (56)

ｱｵｷ ﾋﾃﾞﾊﾙ
神奈川
神奈川

 13m84  13m90  13m99  13m65 13m99

  2 11  347
山下　哲司  (57)

ﾔﾏｼﾀ ﾃﾂｼ
東　京
東　京

 13m37  13m36   －  13m43 13m43

  3  4  366
沼田　典明  (57)

ﾇﾏﾀ ﾉﾘｱｷ
北海道
北海道

 12m93  12m83  12m80  12m81 12m93

  4  5  357
岩元　義和  (57)

ｲﾜﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ
長　野
長  野

 12m47  12m70  12m55  12m68 12m70

  5  6  383
宮本　和行  (56)

ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ
福　井
福  井

 12m12  12m21  12m19  12m08 12m21

  6  7  350
池永　勝則  (57)

ｲｹﾅｶﾞ ｶﾂﾉﾘ
奈　良
奈　良

  9m89  10m14   9m96   9m97 10m14

  1  335
笹子　昌幸  (58)

ｻｻｺ ﾏｻﾕｷ
神奈川
神奈川

DNS

  2  352
三浦　真弘  (57)

ﾐｳﾗ ﾏｻﾋﾛ
大　分
大　分

DNS

  3  351
百瀬　晶文  (57)

ﾓﾓｾ ｱｷﾌﾐ
長　野
長  野

DNS

  8  337
神田　満  (58)
ｶﾝﾀﾞ ﾐﾂﾙ

愛　知
愛　知

DNS

  9  358
関　和夫  (57)
ｾｷ ｶｽﾞｵ

静　岡
静　岡

DNS

 10  368
中尾　直之  (56)

ﾅｶｵ ﾅｵﾕｷ
和歌山
和歌山

DNS

凡例（DNS:欠    場/ NNM:日本マスターズ新記録）



男子M60 立五段跳 決勝 10月28日  8:55

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  13m01    黒木　昭生  (大阪)   2017
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  6  293
沼田　雅志  (60)

ﾇﾏﾀ ﾏｻｼ
北海道
北海道

 12m81  12m97  12m98  13m11 13m11 NNM

  2 10  240
黒木　昭生  (64)

ｸﾛｷﾞ ｱｷｵ
大　阪
大　阪

 12m17  12m89  12m85  12m95 12m95

  3  1  262
高橋　裕  (62)
ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ

群　馬
群　馬

 12m46  12m40  12m64  12m65 12m65

  4  5  271
東山　信敏  (62)

ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾉﾌﾞﾄｼ
三　重
三　重

 12m17  12m24  12m12  12m54 12m54

  5  3  253
井阪　行利  (63)

ｲｻｶ ﾕｷﾄｼ
三　重
三　重

 12m06  12m27  12m15  12m42 12m42

  6 11  279
関　善広  (61)
ｾｷ ﾖｼﾋﾛ

岐　阜
岐　阜

 11m32  11m32  11m55  11m57 11m57

  7  4  230
守屋　常男  (64)

ﾓﾘﾔ ﾂﾈｵ
岡　山
岡　山

  7m30   7m71   －   －  7m71

  2  300
岡部　公治  (60)

ｵｶﾍﾞ ｺｳｼﾞ
大　阪
大　阪

DNS

  7  258
田中　米人  (62)

ﾀﾅｶ ﾖﾈﾄ
長　野
長  野

DNS

  8  255
宮腰　正己  (63)

ﾐﾔｺｼ ﾏｻﾐ
千　葉
千　葉

DNS

  9  289
羽柴　誠  (60)
ﾊｼﾊﾞ ﾏｺﾄ

岐　阜
岐　阜

DNS

男子M65 立五段跳 決勝 10月28日  9:05

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  11m04    本多　和彦  (群馬)   2017
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  7  219
光宗　皇彦  (65)

ﾐﾂﾑﾈ ﾀﾀﾞﾋｺ
岡　山
岡　山

 12m57  12m68  12m77  12m74 12m77 NNM

  2  8  197
円地　満  (66)
ｴﾝﾁ ﾐﾂﾙ

福　井
福  井

 12m23  12m40  12m62  12m45 12m62 NNM

  3  5  178
德田　哲  (68)
ﾄｸﾀﾞ ｻﾄｼ

京　都
京　都

 11m05  11m48  11m56  11m63 11m63 NNM

  4  1  203
澤田　久雄  (66)

ｻﾜﾀﾞ ﾋｻｵ
岐　阜
岐　阜

 11m27  11m46  11m53  11m43 11m53 NNM

  5  9  220
山崎　　光義  (65)

ﾔﾏｻｷ ﾐﾂﾖｼ
奈　良
奈　良

 11m17  11m37  11m47  11m10 11m47 NNM

  6  4  228
太田　賢一  (65)

ｵｵﾀ ｹﾝｲﾁ
茨　城
茨　城

  9m76   9m99  10m25  10m41 10m41

  2  195
藤田　辰博  (66)

ﾌｼﾞﾀ ﾀﾂﾋﾛ
福　井
福  井

DNS

  3  150
村岡　眞次  (69)

ﾑﾗｵｶ ｼﾝｼﾞ
奈　良
奈　良

DNS

  6  216
若宮　修司  (65)

ﾜｶﾐﾔ ｼｭｳｼﾞ
岐　阜
岐　阜

DNS

凡例（DNS:欠    場/ NNM:日本マスターズ新記録）



男子M70 立五段跳 決勝 10月28日  8:55

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  11m65    宮本　秀一  (北海道)   2017
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  5  123
井手　利忠　  (71)

ｲﾃﾞ ﾄｼﾀﾀﾞ
岡　山
岡　山

 10m66  10m62  10m69  10m70 10m70

  2  6   96
外山　修  (73)
ﾄﾔﾏ ｵｻﾑ

愛　知
愛　知

  9m79  10m23  10m20  10m61 10m61

  3  4  143
磯村　公三  (70)

ｲｿﾑﾗ ｺｳｿﾞｳ
広　島
広　島

 10m14  10m56  10m46  10m25 10m56

  4  2  146
本田　豊  (70)
ﾎﾝﾀﾞ ﾕﾀｶ

大　阪
大　阪

 10m33  10m19  10m07  10m34 10m34

  5  3  128
児玉　明  (70)
ｺﾀﾞﾏ ｱｷﾗ

愛　知
愛　知

  9m47   9m46   9m62   －  9m62

  1  126
小笠原　修  (70)

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｵｻﾑ
神奈川
神奈川

DNS

男子M75 立五段跳 決勝 10月28日  8:55

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  11m65    倉岡　國夫  (熊本)   2017
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1   82
笠松　晃  (76)
ｶｻﾏﾂ ｱｷﾗ

三　重
三　重

 10m08  10m24  10m16  10m20 10m24

  2  4   55
八木　実  (79)
ﾔｷﾞ ﾐﾉﾙ

福　井
福  井

  9m34   9m33   9m48   －  9m48

  3  2   87
佐藤　武夫  (75)

ｻﾄｳ ﾀｹｵ
愛　知
愛　知

  8m97   8m94   9m25   9m22  9m25

  4  3   81
仁平　勝雄  (76)

ﾆﾍｲ ｶﾂｵ
広　島
広　島

  8m81   8m77   8m86   8m94  8m94

男子M80 立五段跳 決勝 10月28日  8:55

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  10m15    鴻池　清司  (和歌山)   2018
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  6   34
鴻池　清司  (81)

ｺｳﾉｲｹ ｷﾖｼ
和歌山
和歌山

  9m77   9m83   9m69  9m83

  2  1   38
村上　正寿  (80)

ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾄｼ
福　井
福  井

  9m34   9m46   9m57   9m70  9m70

  3  3   48
田島　清  (80)
ﾀｼﾞﾏ ｷﾖｼ

沖　縄
沖　縄

  8m49   8m47   8m61   9m07  9m07

  4  2   22
許斐　義重  (82)

ｺﾉﾐ ﾖｼｼｹﾞ
福　岡
福　岡

  6m31   6m20   ×   6m32  6m32

  4   49
山口　巌  (80)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｲﾜｵ

神奈川
神奈川

DNS

  5   26
平林　栄治  (82)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｴｲｼﾞ
愛　知
愛　知

DNS

凡例（DNS:欠    場）



男子M90 立五段跳 決勝 10月28日  8:55

世界記録(WM)           
日本記録(NM)     
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1    1
片岡　弘  (90)
ｶﾀｵｶ ﾋﾛｼ

奈　良
奈　良

DNS

男子M35 砲丸投(7.260kg) 決勝 10月27日 10:05

世界記録(WM)  22m19    Brian Oldfield  (USA)   1984
日本記録(NM)  15m40    瓜田　吉久  (鹿児島)    1995
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  3  742
桐村　啓志  (38)

ｷﾘﾑﾗ ｹｲｼ
京　都
京　都

 11m32  11m89  12m20  12m35 12m35

  2  4  610  Lodoikhuu Sambuu  (46) ＭＧＬ
ＭＧＬ

  ×   ×   7m58   8m37  8m37

  3  2  771
間島　慶介  (36)

ﾏｼﾞﾏ ｹｲｽｹ
奈　良
奈　良

  ×   8m12   8m36   ×  8m36

  4  1  727
井戸　慎一  (39)

ｲﾄﾞ ｼﾝｲﾁ
奈　良
奈　良

  ×   5m37   5m76   6m44  6m44

男子M40 砲丸投(7.260kg) 決勝 10月27日 10:05

世界記録(WM)  21m41    Brian Oldfield  (USA)   1985
日本記録(NM)  14m49    須方　義行  (兵庫)      1982
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  7  708
柴田　俊  (40)
ｼﾊﾞﾀ ﾀｶｼ

愛　知
愛　知

  8m04   9m66   8m08   9m44  9m66

  2  5  654
宮澤　憲二  (44)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ
長　野
長  野

  8m31   8m50   8m34   8m54  8m54

  3  1  702
小林　聖弘  (40)

ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄﾋﾛ
奈　良
奈　良

  5m39   5m41   5m50   5m36  5m50

  4  2  693
澤井　勝徳  (41)

ｻﾜｲ ｶﾂﾉﾘ
奈　良
奈　良

  4m42   4m90   4m98   4m93  4m98

  3  714
上山　聡司  (40)

ｳｴﾔﾏ ｻﾄｼ
奈　良
奈　良

DNS

  4  663
山岡　道太郎  (43)

ﾔﾏｵｶ ﾐﾁﾀﾛｳ
大　阪
大　阪

DNS

  6  661
末吉　正吾  (43)

ｽｴﾖｼ ｼｮｳｺﾞ
奈　良
奈　良

DNS

凡例（DNS:欠    場）



男子M45 砲丸投(7.260kg) 決勝 10月27日 10:05

世界記録(WM)  20m77    Ivan Ivancic  (YUG)   1983
日本記録(NM)  14m12    阿部　善郎  (宮城)    2003
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  6  527
山本　高輝  (49)

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾃﾙ
徳　島
徳  島

 10m44  10m36   ×   × 10m44

  2  8  600
西宮　明文  (46)

ﾆｼﾐﾔ ｱｷﾌﾐ
大　阪
大　阪

  8m90   8m97   ×   8m74  8m97

  3  5  576
清水　裕文  (47)

ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾌﾐ
奈　良
奈　良

  8m81   8m81   8m29   8m64  8m81

  4 10  519
早坂　晃徹  (49)

ﾊﾔｻｶ ﾃﾙｱｷ
埼　玉
埼　玉

  8m30   7m55   7m84   8m05  8m30

  5  7  581
我妻　明嘉  (47)

ｱﾂﾞﾏ ｱｷﾖｼ
京　都
京　都

  7m74   7m40   7m42   8m19  8m19

  6  2  552
上條　健  (48)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ

長　野
長  野

  7m16   7m39   7m37   7m83  7m83

  7 11  531
吉野　理一  (49)

ﾖｼﾉ ﾘｲﾁ
奈　良
奈　良

  7m25   6m80   7m25   7m42  7m42

  8  3  613
上村　泰寛  (46)

ｳｴﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ
奈　良
奈　良

  5m25   4m63   5m19   4m92  5m25

  1  597
中村　達也  (46)

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾔ
埼　玉
埼　玉

DNS

  4  610  Lodoikhuu Sambuu  (46) ＭＧＬ
ＭＧＬ

DNS

  9  606
白谷　伸也  (46)

ｼﾛﾀﾆ ｼﾝﾔ
兵　庫
兵　庫

DNS

男子M50 砲丸投(6.000kg) 決勝 10月27日 14:50

世界記録(WM)  18m63    Stuart  Gyngell  (AUS)   2014
日本記録(NM)  14m68    谷口　邦彦  (静岡)     　1997
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  8  482
吉本　功  (51)
ﾖｼﾓﾄ ｲｻｵ

奈　良
奈　良

 11m04  11m51   9m88  10m55 11m51

  2  3  437
岩田　賢二  (53)

ｲﾜﾀ ｹﾝｼﾞ
兵　庫
兵　庫

 10m95   ×   ×  10m36 10m95

  3  7  434
杉江　克紀  (53)

ｽｷﾞｴ ｶﾂﾉﾘ
愛　知
愛　知

 10m11   9m94  10m11   9m85 10m11

  4  1  458 Tseren Enkhtur  (51) ＭＧＬ
ＭＧＬ

  ×   9m82   9m41   9m53  9m82

  5  6  470
堀畑　幸信  (51)

ﾎﾘﾊﾞﾀ ﾕｷﾉﾌﾞ
静　岡
静　岡

  9m53   9m74   9m26   9m73  9m74

  6  4  481
菊池　英一郎  (51)

ｷｸﾁ ｴｲｲﾁﾛｳ
大　阪
大　阪

  8m10   8m74   8m17   8m57  8m74

  7  2  455
大村　英一  (51)

ｵｵﾑﾗ ｴｲｲﾁ
奈　良
奈　良

  7m01   7m49   ×   7m52  7m52

  5  453
村上　貴基  (52)

ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｷ
奈　良
奈　良

DNS

  9  417
二宮　一  (54)
ﾆﾉﾐﾔ ﾊｼﾞﾒ

大　阪
大　阪

DNS

凡例（DNS:欠    場）



男子M55 砲丸投(6.000kg) 決勝 10月27日 14:50

世界記録(WM)  17m50    Klaus Liedtke  (GER)   1996
日本記録(NM)  13m37    山田　博嗣  (愛知)   　1997
大会記録(GR)  12m18    柴田　茂徳  (兵庫)   　2009

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  4  322
里　康博  (59)
ｻﾄ ﾔｽﾋﾛ

兵　庫
兵　庫

 10m61  11m04   ×   × 11m04

  2  6  325
勝呂　強  (59)
ｽｸﾞﾛ ﾂﾖｼ

静　岡
静　岡

 10m24   ×  10m08  10m01 10m24

  3  1  384
湯浅　総一郎  (56)

ﾕｱｻ ｿｳｲﾁﾛｳ
東　京
東　京

  9m12   9m70   9m74   9m85  9m85

  4  5  385
村井　克行  (56)

ﾑﾗｲ ｶﾂﾕｷ
三　重
三　重

  9m53   9m79   ×   9m78  9m79

  5  2  328
松本　伸一  (59)

ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｲﾁ
神奈川
神奈川

  5m05   5m14   5m34   5m25  5m34

  3  349
藏敷　真吾  (57)

ｸﾗｼｷ ｼﾝｺﾞ
鳥　取
島　根

DNS

男子M60 砲丸投(5.000kg) 決勝 10月27日 12:00

世界記録(WM)  18m37    Klaus Liedtke  (GER)   2001
日本記録(NM)  13m80    山田　博嗣  (愛知)   　2001
大会記録(GR)  13m42    柴田　茂徳  (兵庫)   　2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  5  286
伊藤　透  (61)
ｲﾄｳ ﾄｵﾙ

三　重
三　重

  ×  10m49  11m30  10m40 11m30

  2  7  284
岡村　忠司  (61)

ｵｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ
岐　阜
岐　阜

  9m92  10m32  10m47  10m38 10m47

  3  6  312
安井　洋次  (60)

ﾔｽｲ ﾖｳｼﾞ
奈　良
奈　良

  9m61   9m93   ×   9m33  9m93

  4  4  303
船引　規正  (60)

ﾌﾅﾋﾞｷ ﾉﾘﾏｻ
兵　庫
兵　庫

  ×   ×   9m55   9m56  9m56

  5  8  259
松澤　尚明  (62)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｱｷ
大　阪
大　阪

  ×   ×   8m14   ×  8m14

  6  3  276
廣垣　正治  (61)

ﾋﾛｶﾞｷ ﾏｻﾊﾙ
三　重
三　重

  6m42   6m75   6m53   6m45  6m75

  7  1  291
田仲　孝介  (60)

ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ
奈　良
奈　良

  6m28   6m16   6m19   6m52  6m52

  2  229
岡安　晃  (64)
ｵｶﾔｽ ｱｷﾗ

栃　木
栃　木

DNS

男子M65 砲丸投(5.000kg) 決勝 10月27日 12:00

世界記録(WM)  16m66    Quenton Torbert  (USA)   2017
日本記録(NM)  13m10    近藤　陽洲  (愛知)   　　2000
大会記録(GR)  11m80    山田　博嗣  (愛知)   　　2007

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  165
中村　勉  (68)
ﾅｶﾑﾗ ﾂﾄﾑ

愛　知
愛　知

 11m17  11m34   ×  11m63 11m63

  2  3  190
種田　潔  (67)
ﾀﾈﾀﾞ ｷﾖｼ

広　島
広　島

 10m26  10m20   ×  10m46 10m46

  3  5  211
中村　好孝  (65)

ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾀｶ
大　阪
大　阪

  7m93   8m03   ×   8m03  8m03

  4  7  184
髙石　重幸  (67)

ﾀｶｲｼ ｼｹﾞﾕｷ
大　阪
大　阪

  7m38   7m48   6m58   8m03  8m03

  5  2  168
尾崎　靜夫  (68)

ｵｻﾞｷ ｼｽﾞｵ
東　京
東　京

  5m94   6m20   6m30   6m22  6m30

  6  6  163
杉原　有  (68)
ｽｷﾞﾊﾗ ﾕｳ

愛　知
愛　知

  6m07   6m28   ×   5m86  6m28

  7  4  173
仲嶌　正一  (67)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻｶｽﾞ
福　井
福  井

  4m88   4m94   5m05   5m06  5m06

凡例（DNS:欠    場）



男子M70 砲丸投(4.000kg) 決勝 10月27日 13:30

世界記録(WM)  15m89    Karl-Heinz Marg  (GER)   2008
日本記録(NM)  12m90    深川　博夫  (兵庫)   　　2009
大会記録(GR)  12m77    深川　博夫  (兵庫)   　　2009

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  3  135
岡田　節男  (70)

ｵｶﾀﾞ ｾﾂｵ
群　馬
群　馬

 10m37  11m31  11m57  10m84 11m57

  2  2   96
外山　修  (73)
ﾄﾔﾏ ｵｻﾑ

愛　知
愛　知

 10m19  10m05  10m38  10m82 10m82

  3  4   99
葛西　康二  (73)

ｶｻｲ ｺｳｼﾞ
岐　阜
岐　阜

  9m95  10m14   ×  10m57 10m57

  4  5  103
三上　照夫  (72)

ﾐｶﾐ ﾃﾙｵ
神奈川
神奈川

  9m57   9m19   ×   ×  9m57

  5  1  131
川瀬　雅雄  (70)

ｶﾜｾ ﾏｻｵ
千　葉
千　葉

  8m28   8m04   ×   7m80  8m28

男子M75 砲丸投(4.000kg) 決勝 10月27日 13:30

世界記録(WM)  14m24    Karl-Heinz Marg  (GER)   2013
日本記録(NM)  11m96    神杉　佳裕  (千葉)   　　2014
大会記録(GR)  11m09    藤本　　昇  (徳島) 　　　2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2   70
山田　博嗣  (77)

ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ
愛　知
愛　知

 10m33  10m65  10m66  10m61 10m66

  2  1   59
山田　浩平  (78)

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ
大　阪
大　阪

  6m98   7m02   7m31   7m16  7m31

男子M80 砲丸投(3.000kg) 決勝 10月27日 13:30

世界記録(WM)  13m98    Leo Saarinen  (FIN)   2009
日本記録(NM)  11m48    藤本　　昇  (徳島)    2016
大会記録(GR)  9m18     平田　数秋  (愛媛)    2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2   41
柿内　剣児  (80)

ｶｷｳﾁ ｹﾝｼﾞ
高　知
高　知

  9m75  10m08   9m56  10m63 10m63 NGR

  2  7   21
藤本　昇  (82)
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ

徳　島
徳  島

 10m34  10m32  10m34  10m38 10m38 NGR

  3  6   48
田島　清  (80)
ﾀｼﾞﾏ ｷﾖｼ

沖　縄
沖　縄

  9m67   8m79   9m56   ×  9m67 NGR

  4  8   31
作田　国夫  (81)

ｻｸﾀﾞ ｸﾆｵ
大　阪
大　阪

  9m54   9m38   9m29   9m33  9m54 NGR

  5  1   23
高岡　宣雄  (82)

ﾀｶｵｶ ﾉﾌﾞｵ
大　阪
大　阪

  7m47   7m94   7m99   7m56  7m99

  6  5   47
村上　眞也  (80)

ﾑﾗｶﾐ ｼﾝﾔ
奈　良
奈　良

  6m72   7m31   7m58   7m72  7m72

  7  3   18
山本　康雄  (83)

ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｵ
京　都
京　都

  6m37   6m60   6m47   6m93  6m93

  4   19
髙井　義夫  (83)

ﾀｶｲ ﾖｼｵ
大　阪
大　阪

DNS

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



男子M85 砲丸投(3.000kg) 決勝 10月27日 13:30

世界記録(WM)  11m82    Leo Saarinen  (FIN)    2014
日本記録(NM)  10m05    黒﨑　弘明  (新潟)   　2018
大会記録(GR)  8m02     小倉　尚志  (神奈川)   2009

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1    7
平田　数秋  (86)

ﾋﾗﾀ ｶｽﾞｱｷ
愛　媛
愛　媛

  6m77   7m20   7m16   6m91  7m20

男子M90 砲丸投(3.000kg) 決勝 10月27日 13:30

世界記録(WM)  9m73    Toimi Ahvenjrvi  (FIN)   2011
日本記録(NM)  7m38    長谷川　亀次  (静岡)   　2013
大会記録(GR)  6m66    遠藤　　隆  (静岡)   　　2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1    2
駒崎　実  (90)
ｺﾏｻﾞｷ ﾐﾉﾙ

埼　玉
埼　玉

  3m42   3m45   ×   3m60  3m60

男子M35 円盤投(2.000kg) 決勝 10月28日 12:33

世界記録(WM)  71m56    Virgiljus Alekna  (LTU)   2007
日本記録(NM)  49m06    大石　博暁  (広島)   　　 2009
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  742
桐村　啓志  (38)

ｷﾘﾑﾗ ｹｲｼ
京　都
京　都

  ×  32m76   × 32m76

  2  2  740
藤野　雅広  (38)

ﾌｼﾞﾉ ﾏｻﾋﾛ
岡　山
岡　山

 22m37   ×  23m84 23m84

  3  5  610  Lodoikhuu Sambuu  (46) ＭＧＬ
ＭＧＬ

 21m68 21m68

  4  4  730
江田　達朗  (39)

ｴﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ
長　崎
長　崎

  ×   ×  10m80  12m80 12m80

  3  739
中林　正憲  (38)

ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ
大　阪
大　阪

DNS

男子M40 円盤投(2.000kg) 決勝 10月28日 12:33

世界記録(WM)  70m28    Virgiljus Alekna  (LTU)   2012
日本記録(NM)  48m85    藤原　　潤  (三重)   　　 2015
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2  681
奥村　展久  (42)

ｵｸﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋｻ
石　川
石  川

 27m62  27m90 27m90

  2  3  671
石塚　浩司  (43)

ｲｼﾂﾞｶ ｺｳｼﾞ
静　岡
静　岡

 27m19   × 27m19

  3  1  708
柴田　俊  (40)
ｼﾊﾞﾀ ﾀｶｼ

愛　知
愛　知

  ×  25m83   × 25m83

  4  4  654
宮澤　憲二  (44)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ
長　野
長  野

 20m94   ×   ×  22m24 22m24

凡例（DNS:欠    場）



男子M45 円盤投(2.000kg) 決勝 10月28日 12:33

世界記録(WM)  66m12    Al Oerter  (USA)   　1982
日本記録(NM)  44m59    山崎　祐司  (茨城)   2003
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  3  547
田中　健司  (48)

ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ
奈　良
奈　良

 31m32   × 31m32

  2  5  527
山本　高輝  (49)

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾃﾙ
徳　島
徳  島

  ×  30m06   × 30m06

  3  7  600
西宮　明文  (46)

ﾆｼﾐﾔ ｱｷﾌﾐ
大　阪
大　阪

 29m46 29m46

  4  6  597
中村　達也  (46)

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾔ
埼　玉
埼　玉

 26m61 26m61

  5  4  618
今出　紀之  (45)

ｲﾏﾃﾞ ﾉﾘﾕｷ
鳥　取
鳥　取

 23m44 23m44

  6  2  581
我妻　明嘉  (47)

ｱﾂﾞﾏ ｱｷﾖｼ
京　都
京　都

 23m34   ×   × 23m34

男子M50 円盤投(1.500kg) 決勝 10月28日 12:33

世界記録(WM)  68m40    Klaus Weiffenbach  (GER)   1997
日本記録(NM)  47m47    山崎　祐司  (茨城)   　　　2009
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  4  482
吉本　功  (51)
ﾖｼﾓﾄ ｲｻｵ

奈　良
奈　良

 38m99   × 38m99

  2  1  437
岩田　賢二  (53)

ｲﾜﾀ ｹﾝｼﾞ
兵　庫
兵　庫

  ×  30m40 30m40

  3  3  470
堀畑　幸信  (51)

ﾎﾘﾊﾞﾀ ﾕｷﾉﾌﾞ
静　岡
静　岡

  ×   ×  22m74   × 22m74

  2  483
田中　伸樹  (51)

ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞｷ
愛　知
愛　知

DNS

男子M55 円盤投(1.500kg) 決勝 10月28日 12:33

世界記録(WM)  64m58    Klaus Liedtke  (GER)   2000
日本記録(NM)  42m58    上原　岩雄  (沖縄)   　1995
大会記録(GR)  40m64    福代　　裕  (鳥取)   　2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  3  385
村井　克行  (56)

ﾑﾗｲ ｶﾂﾕｷ
三　重
三　重

 32m93  33m75 33m75

  2  4  384
湯浅　総一郎  (56)

ﾕｱｻ ｿｳｲﾁﾛｳ
東　京
東　京

 32m52 32m52

  3  1  322
里　康博  (59)
ｻﾄ ﾔｽﾋﾛ

兵　庫
兵　庫

 30m01   × 30m01

  4  7  351
百瀬　晶文  (57)

ﾓﾓｾ ｱｷﾌﾐ
長　野
長  野

 28m90   × 28m90

  5  5  325
勝呂　強  (59)
ｽｸﾞﾛ ﾂﾖｼ

静　岡
静　岡

 24m92   ×   × 24m92

  2  349
藏敷　真吾  (57)

ｸﾗｼｷ ｼﾝｺﾞ
鳥　取
島　根

DNS

  6  365
大谷　幸男  (57)

ｵｵﾀﾆ ﾕｷｵ
奈　良
奈　良

DNS

凡例（DNS:欠    場）



男子M60 円盤投(1.000kg) 決勝 10月28日 10:10

世界記録(WM)  66m36    Klaus Liedtke  (GER)   2001
日本記録(NM)  51m00    高橋　　實  (秋田)   　1996
大会記録(GR)  42m64    谷口　邦彦  (静岡)   　2007

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  6  272 YU CHIEN-MIN  (61) ＴＰＥ
ＴＰＥ

 44m59   ×   × 44m59 NGR

  2  7  259
松澤　尚明  (62)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｱｷ
大　阪
大　阪

 33m22   ×   × 33m22

  3  3  303
船引　規正  (60)

ﾌﾅﾋﾞｷ ﾉﾘﾏｻ
兵　庫
兵　庫

 32m89 32m89

  4  8  312
安井　洋次  (60)

ﾔｽｲ ﾖｳｼﾞ
奈　良
奈　良

 31m04   × 31m04

  5  2  286
伊藤　透  (61)
ｲﾄｳ ﾄｵﾙ

三　重
三　重

 30m67 30m67

  6  4  306
山口　不二雄  (60)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌｼﾞｵ
福　井
福  井

  ×  30m21 30m21

  7  5  284
岡村　忠司  (61)

ｵｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ
岐　阜
岐　阜

  ×  27m77   ×   × 27m77

  8  1  230
守屋　常男  (64)

ﾓﾘﾔ ﾂﾈｵ
岡　山
岡　山

  ×  18m95   × 18m95

男子M65 円盤投(1.000kg) 決勝 10月28日 10:10

世界記録(WM)  59m75    Klaus Liedtke  (GER)   2007
日本記録(NM)  49m74    高橋　　實  (秋田)   　1998
大会記録(GR)  39m64    野田　　実  (兵庫)   　2007

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  7  190
種田　潔  (67)
ﾀﾈﾀﾞ ｷﾖｼ

広　島
広　島

 38m50 38m50

  2  2  205
川島　清人  (66)

ｶﾜｼﾏ ｷﾖﾄ
岐　阜
岐　阜

 24m10  27m54 27m54

  3  6  223
鶴田　昌宏  (65)

ﾂﾙﾀ ﾏｻﾋﾛ
大　阪
大　阪

  ×  25m08 25m08

  4  9  184
髙石　重幸  (67)

ﾀｶｲｼ ｼｹﾞﾕｷ
大　阪
大　阪

 24m35   × 24m35

  5  3  207
清水　進  (66)
ｼﾐｽﾞ ｽｽﾑ

京　都
京　都

  ×  21m93 21m93

  6  1  168
尾崎　靜夫  (68)

ｵｻﾞｷ ｼｽﾞｵ
東　京
東　京

 16m10   × 16m10

  4  159
広多　秀樹  (68)

ﾋﾛﾀ ﾋﾃﾞｷ
石　川
石  川

DNS

  5  173
仲嶌　正一  (67)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻｶｽﾞ
福　井
福  井

DNS

  8  154
駒崎　秀雄  (69)

ｺﾏｻﾞｷ ﾋﾃﾞｵ
埼　玉
埼　玉

DNS

男子M70 円盤投(1.000kg) 決勝 10月28日 10:10

世界記録(WM)  55m27    Carmelo Rado  (ITA)   2007
日本記録(NM)  46m27    高橋　　實  (秋田)  　2003
大会記録(GR)  38m16    藤本　　昇  (徳島)  　2007

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  135
岡田　節男  (70)

ｵｶﾀﾞ ｾﾂｵ
群　馬
群　馬

 31m96   ×  32m88 32m88

  2  2  103
三上　照夫  (72)

ﾐｶﾐ ﾃﾙｵ
神奈川
神奈川

 30m21 30m21

  3  4  113
和田　尚  (71)
ﾜﾀﾞ ﾋｻｼ

大　阪
大　阪

 23m36  25m35 25m35

  4  3  131
川瀬　雅雄  (70)

ｶﾜｾ ﾏｻｵ
千　葉
千　葉

 23m80   ×  24m01 24m01

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



男子M75 円盤投(1.000kg) 決勝 10月28日 10:10

世界記録(WM)  49m21    Carmelo Rado  (ITA)   　　 2008
日本記録(NM)  41m50    高橋　　實  (秋田)    　　 2009
大会記録(GR)  36m37    Matsushima Takumi  (BRA)   2007

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  4   80
野田　捷仁  (76)

ﾉﾀﾞ ｶﾂﾋﾄ
兵　庫
兵　庫

 29m39   ×   × 29m39

  2  1   61
甲斐　忠行  (78)

ｶｲ ﾀﾀﾞﾕｷ
大　分
大　分

 27m95   ×   × 27m95

  3  3   78
齋藤　功  (76)
ｻｲﾄｳ ｲｻｵ

群　馬
群　馬

  ×  23m59   × 23m59

  4  2   69
木村　友一  (77)

ｷﾑﾗ ﾄﾓｲﾁ
神奈川
神奈川

  ×  21m65   × 21m65

  5  5   59
山田　浩平  (78)

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ
大　阪
大　阪

 20m14 20m14

男子M80 円盤投(1.000kg) 決勝 10月28日 10:10

世界記録(WM)  40m64    Osten Edlund  (SWE)   2015
日本記録(NM)  32m58    野中　武雄  (宮崎)    1994
大会記録(GR)  27m80    麻生　勝彌  (福岡)    2007

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2   21
藤本　昇  (82)
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ

徳　島
徳  島

 28m05   ×  28m43 28m43 NGR

  2  1   18
山本　康雄  (83)

ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｵ
京　都
京　都

 19m19   × 19m19

  3  3   32
由川　昇  (81)
ﾖｼｶﾜ ﾉﾎﾞﾙ

三　重
三　重

  ×  17m58   × 17m58

  4   23
高岡　宣雄  (82)

ﾀｶｵｶ ﾉﾌﾞｵ
大　阪
大　阪

DNS

男子M85 円盤投(1.000kg) 決勝 10月28日 10:10

世界記録(WM)  33m10    Kauko Jouppila  (FIN)   2006
日本記録(NM)  26m40    野中　武雄  (宮崎)   　 1999
大会記録(GR)  17m91    小倉　尚志  (神奈川)    2009

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1   13
柴野　三郎  (85)

ｼﾊﾞﾉ ｻﾌﾞﾛｳ
新　潟
新　潟

  ×  17m93 17m93 NGR

  2  2    7
平田　数秋  (86)

ﾋﾗﾀ ｶｽﾞｱｷ
愛　媛
愛　媛

 13m97   × 13m97

男子M90 円盤投(1.000kg) 決勝 10月28日 10:10

世界記録(WM)  28m49    Ian Reed  (USA)   　 2017
日本記録(NM)  19m46    木村　喜三  (群馬)   2001
大会記録(GR)  13m58    山川　文康  (沖縄)   2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1    2
駒崎　実  (90)
ｺﾏｻﾞｷ ﾐﾉﾙ

埼　玉
埼　玉

 11m11  11m56 11m56

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



男子M35 ハンマー投(7.260kg 決勝 10月27日 12:22

世界記録(WM)  83m62    Igor Astapkovich  (BLR)   1998
日本記録(NM)  64m75    土井　宏昭  (茨城)   　　 2017
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2  742
桐村　啓志  (38)

ｷﾘﾑﾗ ｹｲｼ
京　都
京　都

 32m59   × 32m59

  2  1  724
柴田　耕佑  (39)

ｼﾊﾞﾀ ｺｳｽｹ
愛　媛
愛　媛

 10m03   ×   ×   × 10m03

男子M40 ハンマー投(7.260kg 決勝 10月27日 12:22

世界記録(WM)  82m23    Igor Astapkovich  (BLR)   2004
日本記録(NM)  53m42    池田　明由  (静岡)   　　 2001
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  649
長谷川　大輔  (44)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ
兵　庫
兵　庫

 43m84  45m11 45m11

  2  3  706
山口　大輔  (40)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ
大　阪
大　阪

 34m48   ×  35m53 35m53

  3  2  671
石塚　浩司  (43)

ｲｼﾂﾞｶ ｺｳｼﾞ
静　岡
静　岡

  ×  26m16   ×  28m88 28m88

男子M45 ハンマー投(7.260kg 決勝 10月27日 12:22

世界記録(WM)  79m42    Aleksandr Dryhol  (UKR)   2012
日本記録(NM)  63m46    室伏　重信  (愛知)   　　 1993
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  9  540
高橋　俊雄  (48)

ﾀｶﾊｼ ﾄｼｵ
京　都
京　都

 47m19   ×   × 47m19

  2  8  624
竹内　亮  (45)
ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳ

兵　庫
兵　庫

  ×  46m90 46m90

  3  5  534
築山　泰洋  (49)

ﾂｷﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ
滋　賀
滋　賀

  ×  32m56  33m08 33m08

  4 10  582
青木　謙  (47)
ｱｵｷ ｹﾝ

三　重
三　重

 31m27  31m70 31m70

  5  7  597
中村　達也  (46)

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾔ
埼　玉
埼　玉

 29m43   ×   ×  31m65 31m65

  6  2  618
今出　紀之  (45)

ｲﾏﾃﾞ ﾉﾘﾕｷ
鳥　取
鳥　取

  ×  29m50   × 29m50

  7  4  600
西宮　明文  (46)

ﾆｼﾐﾔ ｱｷﾌﾐ
大　阪
大　阪

 28m26   ×  28m99 28m99

  8  1  552
上條　健  (48)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ

長　野
長  野

 26m59 26m59

  3  609
上久保　研司  (46)

ｶﾐｸﾎﾞ ｹﾝｼﾞ
奈　良
奈　良

  ×   ×   × NM 

  6  606
白谷　伸也  (46)

ｼﾛﾀﾆ ｼﾝﾔ
兵　庫
兵　庫

DNS

凡例（NM :記録なし/ DNS:欠    場）



男子M50 ハンマー投(6.000kg) 決勝 10月27日 12:22

世界記録(WM)  73m70    Aleksandr Dryhol  (ISR)   2018
日本記録(NM)  54m55    林　　英昭  (千葉)   　　 2006
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  3  479
阪上　貴史  (51)

ｻｶｶﾞﾐ ﾀｶｼ
京　都
京　都

  ×   ×  42m32 42m32

  2  1  482
吉本　功  (51)
ﾖｼﾓﾄ ｲｻｵ

奈　良
奈　良

 35m54 35m54

  3  4  440
山田　直孝  (53)

ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾀｶ
愛　媛
愛　媛

 19m77   －   － 19m77

  2  474
丑澤　和彦  (51)

ｳｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ
長　野
長  野

DNS

男子M55 ハンマー投(6.000kg) 決勝 10月27日 12:22

世界記録(WM)  67m27    Jud Logan  (USA)   　　2014
日本記録(NM)  49m87    松井　重徳  (新潟)   　2018
大会記録(GR)  42m90    大山　正伸  (神奈川)   2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  4  317
栗原　圭三  (59)

ｸﾘﾊﾞﾗ ｹｲｿﾞｳ
埼　玉
埼　玉

 35m98 35m98

  2  1  385
村井　克行  (56)

ﾑﾗｲ ｶﾂﾕｷ
三　重
三　重

 31m68   × 31m68

  3  2  325
勝呂　強  (59)
ｽｸﾞﾛ ﾂﾖｼ

静　岡
静　岡

  ×  21m70   ×   × 21m70

  4  3  328
松本　伸一  (59)

ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｲﾁ
神奈川
神奈川

 12m95  13m42 13m42

男子M60 ハンマー投(5.000kg) 決勝 10月27日 10:25

世界記録(WM)  63m32    Arild Busterud  (NOR)   2008
日本記録(NM)  54m33    室伏　重信  (日本)   　 2007
大会記録(GR)  54m33    室伏　重信  (日本)   　 2007

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  3  309
武藤　勝美  (60)

ﾑﾄｳ ｶﾂﾐ
岐　阜
岐　阜

 41m61   ×   × 41m61

  2  4  264
福田　逸男  (62)

ﾌｸﾀﾞ ｲﾂｵ
大　阪
大　阪

 39m86   × 39m86

  3  1  303
船引　規正  (60)

ﾌﾅﾋﾞｷ ﾉﾘﾏｻ
兵　庫
兵　庫

 29m75 29m75

  4  2  276
廣垣　正治  (61)

ﾋﾛｶﾞｷ ﾏｻﾊﾙ
三　重
三　重

 15m62 15m62

凡例（DNS:欠    場）



男子M65 ハンマー投(5.000kg) 決勝 10月27日 10:25

世界記録(WM)  60m65    Arild Busterud  (NOR)   2013
日本記録(NM)  50m24    山田　博嗣  (愛知)   　 2007
大会記録(GR)  44m76    山田　博嗣  (愛知)   　 2007

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  3  165
中村　勉  (68)
ﾅｶﾑﾗ ﾂﾄﾑ

愛　知
愛　知

  ×  35m31   × 35m31

  2  2  204
平野　芳男  (66)

ﾋﾗﾉ ﾖｼｵ
大　阪
大　阪

 34m75   × 34m75

  3  8  200
殿城　幸雄  (66)

ﾄﾉｼﾛ ﾕｷｵ
滋　賀
滋　賀

 29m72   × 29m72

  4  1  153
杉野　雅博  (69)

ｽｷﾞﾉ ﾏｻﾋﾛ
広　島
広　島

 25m68   × 25m68

  5  4  184
髙石　重幸  (67)

ﾀｶｲｼ ｼｹﾞﾕｷ
大　阪
大　阪

 23m47   ×   × 23m47

  6  9  148
中川路　博  (69)

ﾅｶｶﾜｼﾞ ﾋﾛｼ
鹿児島
鹿児島

 23m17   ×   × 23m17

  7  5  168
尾崎　靜夫  (68)

ｵｻﾞｷ ｼｽﾞｵ
東　京
東　京

 19m78 19m78

  8  6  173
仲嶌　正一  (67)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻｶｽﾞ
福　井
福  井

  ×   ×   9m95  9m95

  7  154
駒崎　秀雄  (69)

ｺﾏｻﾞｷ ﾋﾃﾞｵ
埼　玉
埼　玉

DNS

男子M70 ハンマー投(4.000kg) 決勝 10月27日 10:25

世界記録(WM)  59m04    Edward Burke  (USA)   2010
日本記録(NM)  52m95    高橋　　實  (秋田)    2003
大会記録(GR)  47m90    山田　博嗣  (愛知)    2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2  132
松本　正丈  (70)

ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾀｹ
香　川
香  川

  ×  37m10  37m52 37m52

  2  3   96
外山　修  (73)
ﾄﾔﾏ ｵｻﾑ

愛　知
愛　知

 35m50 35m50

  3  5  135
岡田　節男  (70)

ｵｶﾀﾞ ｾﾂｵ
群　馬
群　馬

 35m46 35m46

  4  1  107
国本　英一  (72)

ｸﾆﾓﾄ ｴｲｲﾁ
山　口
山　口

  ×  30m33   × 30m33

  5  6  103
三上　照夫  (72)

ﾐｶﾐ ﾃﾙｵ
神奈川
神奈川

 29m60   ×   × 29m60

  6  4  112
新藤　隆  (71)
ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ

北海道
北海道

 23m45  24m41 24m41

男子M75 ハンマー投(4.000kg) 決勝 10月27日 10:25

世界記録(WM)  51m51    Robert Ward  (USA)   2008
日本記録(NM)  45m95    山田　博嗣  (愛知)   2017
大会記録(GR)  43m00    河添　義澄  (茨城)   2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  4   70
山田　博嗣  (77)

ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ
愛　知
愛　知

  ×  41m94   ×   × 41m94

  2  2   61
甲斐　忠行  (78)

ｶｲ ﾀﾀﾞﾕｷ
大　分
大　分

 34m84   ×   × 34m84

  3  3   88
目　利雄  (75)
ｻｶﾞﾝ ﾄｼｵ

大　阪
大　阪

 27m83   ×   × 27m83

  4  1   78
齋藤　功  (76)
ｻｲﾄｳ ｲｻｵ

群　馬
群　馬

 23m05   ×   × 23m05

凡例（DNS:欠    場）



男子M80 ハンマー投(3.000kg) 決勝 10月27日 10:25

世界記録(WM)  49m53    Jose Sanza Agreda  (ESP)   2015
日本記録(NM)  37m85    麻生　勝弥  (福岡)   　　　2006
大会記録(GR)  33m50    麻生　勝彌  (福岡)   　　　2007

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  3   50
河添　義澄  (80)

ｶﾜｿﾞｴ ﾖｼｽﾞﾐ
茨　城
茨　城

 35m47   ×   × 35m47 NGR

  2  1   32
由川　昇  (81)
ﾖｼｶﾜ ﾉﾎﾞﾙ

三　重
三　重

 29m65  30m10 30m10

  3  2   18
山本　康雄  (83)

ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｵ
京　都
京　都

 24m04   × 24m04

男子M85 ハンマー投(3.000kg) 決勝 10月27日 10:25

世界記録(WM)  33m18    Harvey Lewellen  (USA)   2015
日本記録(NM)  30m06    中川　幸吉  (石川)   　  2016
大会記録(GR)  21m70    小倉　尚志  (神奈川)     2009

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2   13
柴野　三郎  (85)

ｼﾊﾞﾉ ｻﾌﾞﾛｳ
新　潟
新　潟

 23m74  23m80 23m80 NGR

  2  1    7
平田　数秋  (86)

ﾋﾗﾀ ｶｽﾞｱｷ
愛　媛
愛　媛

 21m16  21m93 21m93 NGR

  3   10
田口　英雄  (86)

ﾀｸﾞﾁ ｴｲｵ
秋　田
石  川

DNS

男子M90 ハンマー投(3.000kg) 決勝 10月27日 10:25

世界記録(WM)  25m28    Curt Davison  (USA)   2017
日本記録(NM)  19m00    遠藤　　隆  (静岡)    2013
大会記録(GR)  19m00    遠藤　　隆  (静岡)    2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1    2
駒崎　実  (90)
ｺﾏｻﾞｷ ﾐﾉﾙ

埼　玉
埼　玉

 13m03 13m03

男子M35 やり投(0.800kg) 決勝 10月28日  9:30

世界記録(WM)  92m80    Jan Zelezny  (CZE)   2001
日本記録(NM)  70m39    平岡　秀樹  (大阪)   2007
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2  756
新藤　洋平  (36)

ｼﾝﾄﾞｳ ﾖｳﾍｲ
山　口
山　口

 54m41 54m41

  2  4  742
桐村　啓志  (38)

ｷﾘﾑﾗ ｹｲｼ
京　都
京　都

 46m88 46m88

  3  727
井戸　慎一  (39)

ｲﾄﾞ ｼﾝｲﾁ
奈　良
奈　良

  ×   ×   ×   × NM 

  1  771
間島　慶介  (36)

ﾏｼﾞﾏ ｹｲｽｹ
奈　良
奈　良

DNS

凡例（NGR:大会新記録/ NM :記録なし/ DNS:欠    場）



男子M40 やり投(0.800kg) 決勝 10月28日  9:30

世界記録(WM)  85m92    Jan Zelezny  (CZE)   2006
日本記録(NM)  63m87    中田　周作  (大阪)   2017
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2  697
花井　章宏  (41)

ﾊﾅｲ ｱｷﾋﾛ
愛　知
愛　知

 53m53 53m53

  2  3  718
中村　航  (40)
ﾅｶﾑﾗ ﾜﾀﾙ

奈　良
奈　良

 50m37   × 50m37

  3  7  656
遠藤　毅  (43)
ｴﾝﾄﾞｳ ﾂﾖｼ

京　都
京　都

 46m38 46m38

  4  4  671
石塚　浩司  (43)

ｲｼﾂﾞｶ ｺｳｼﾞ
静　岡
静　岡

 45m62 45m62

  5  6  691
石倉　秀明  (41)

ｲｼｸﾗ ﾋﾃﾞｱｷ
滋　賀
滋　賀

 41m13   × 41m13

  6  5  714
上山　聡司  (40)

ｳｴﾔﾏ ｻﾄｼ
奈　良
奈　良

 18m36   × 18m36

  1  693
澤井　勝徳  (41)

ｻﾜｲ ｶﾂﾉﾘ
奈　良
奈　良

DNS

男子M45 やり投(0.800kg) 決勝 10月28日  9:30

世界記録(WM)  77m15    Peter Blank  (GER)   2007
日本記録(NM)  60m40    金子　健司  (群馬)   2006
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  9  529
中根　裕司  (49)

ﾅｶﾈ ﾕｳｼﾞ
愛　知
愛　知

 48m35   × 48m35

  2 11  596
前田　宏紀  (46)

ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｷ
大　阪
大　阪

 47m92  48m29 48m29

  3  4  590
吉澤　博  (46)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾛｼ

京　都
京　都

 45m10 45m10

  4  7  549
古澤　賢一郎  (48)

ﾌﾙｻﾜ ｹﾝｲﾁﾛｳ
千　葉
千　葉

 44m06  44m77 44m77

  5 10  555
杉田　隆宏  (48)

ｽｷﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ
滋　賀
滋　賀

 32m32  33m94 33m94

  6  6  558
仲田　浩一朗  (48)

ﾅｶﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ
兵　庫
兵　庫

 27m53   －   － 27m53

  1  527
山本　高輝  (49)

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾃﾙ
徳　島
徳  島

DNS

  2  604
川島　康裕  (46)

ｶﾜｼﾏ ﾔｽﾋﾛ
和歌山
和歌山

DNS

  3  567
小松原　健一  (47)

ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｹﾝｲﾁ
神奈川
神奈川

DNS

  5  609
上久保　研司  (46)

ｶﾐｸﾎﾞ ｹﾝｼﾞ
奈　良
奈　良

DNS

  8  597
中村　達也  (46)

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾔ
埼　玉
埼　玉

DNS

凡例（DNS:欠    場）



男子M50 やり投(0.700kg) 決勝 10月28日 14:55

世界記録(WM)  76m16    Roald Bradstock  (GBR)   2012
日本記録(NM)  59m30    栗山　佳也  (奈良)   　　2005
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  497
對田　俊二  (50)

ﾂｲﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ
神奈川
神奈川

 47m22 47m22

  2  3  423
高橋　博文  (54)

ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾌﾐ
広　島
広　島

 40m71 40m71

  3  4  486
本郷　健二  (51)

ﾎﾝｺﾞｳ ｹﾝｼﾞ
神奈川
神奈川

 36m01  40m00 40m00

  4  7  457
豊島　雅康  (51)

ﾄﾖｼﾏ ﾏｻﾔｽ
岐　阜
岐　阜

 37m66 37m66

  5  2  504
小長　賢二  (50)

ｺﾁｮｳ ｹﾝｼﾞ
長　崎
長　崎

 27m10  30m64 30m64

  6  6  500
渡部　繁生  (50)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｹﾞｵ
兵　庫
兵　庫

  ×  22m72  25m50 25m50

  5  475
井指　康裕  (51)

ｲｻｼ ﾔｽﾋﾛ
大　阪
大　阪

DNS

男子M55 やり投(0.700kg) 決勝 10月28日 14:55

世界記録(WM)  66m76    Roald Bradstock  (GBR)   2017
日本記録(NM)  55m31    坂口　正芳  (山梨)   　　2016
大会記録(GR)  52m18    奥野　孝司  (京都)   　　2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  4  394
土屋　至朗  (55)

ﾂﾁﾔ ｼﾛｳ
静　岡
静　岡

 43m94   ×   × 43m94

  2  6  322
里　康博  (59)
ｻﾄ ﾔｽﾋﾛ

兵　庫
兵　庫

 35m78 35m78

  3  8  385
村井　克行  (56)

ﾑﾗｲ ｶﾂﾕｷ
三　重
三　重

 33m85   × 33m85

  4  1  338
河野　浩史  (58)

ｶﾜﾉ ﾋﾛﾌﾐ
福　岡
福　岡

 32m71 32m71

  5  7  384
湯浅　総一郎  (56)

ﾕｱｻ ｿｳｲﾁﾛｳ
東　京
東　京

  ×  32m14   × 32m14

  6  3  389
前　秀幸  (55)
ﾏｴ ﾋﾃﾞﾕｷ

和歌山
和歌山

 30m87 30m87

  2  326
三宅　克之  (59)

ﾐﾔｹ ｶﾂﾕｷ
滋　賀
滋　賀

DNS

  5  351
百瀬　晶文  (57)

ﾓﾓｾ ｱｷﾌﾐ
長　野
長  野

DNS

凡例（DNS:欠    場）



男子M60 やり投(0.600kg) 決勝 10月28日 12:33

世界記録(WM)  62m47    Esa Kiuru  (FIN)   　2007
日本記録(NM)  53m16    宮本　健治  (佐賀)   2016
大会記録(GR)  44m13    松村　憲二  (千葉)   2007

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  3  295
奥野　孝司  (60)

ｵｸﾉ ﾀｶｼ
京　都
京　都

 47m02 47m02 NGR

  2  5  285
松橋　昭彦  (61)

ﾏﾂﾊｼ ｱｷﾋｺ
秋　田
秋　田

 41m56 41m56

  3  7  237
植田　　淳  (64)

ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝ
大　阪
大　阪

 37m38   × 37m38

  4  8  306
山口　不二雄  (60)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌｼﾞｵ
福　井
福  井

 35m07 35m07

  5  4  312
安井　洋次  (60)

ﾔｽｲ ﾖｳｼﾞ
奈　良
奈　良

 31m31   ×   － 31m31

  6  1  251
河田　弘文  (63)

ｶﾜﾀ ﾋﾛﾌﾐ
秋　田
秋　田

 30m83 30m83

  7  6  303
船引　規正  (60)

ﾌﾅﾋﾞｷ ﾉﾘﾏｻ
兵　庫
兵　庫

 27m66   ×   ×  29m91 29m91

  8  2  231
上薗　修一  (64)

ｳｴｿﾞﾉ ｼｭｳｲﾁ
大　阪
大　阪

 20m62 20m62

男子M65 やり投(0.600kg) 決勝 10月28日 12:33

世界記録(WM)  58m58    Esa Kiuru  (FIN)   　2012
日本記録(NM)  50m87    中西　健二  (熊本)   2012
大会記録(GR)  42m93    中西　健二  (熊本)   2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  164
橋田　俊介  (68)

ﾊｼﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ
高　知
高　知

 35m71 35m71

  2  3  158
鈴木　千春  (69)

ｽｽﾞｷ ﾁﾊﾙ
神奈川
神奈川

 35m30   ×   × 35m30

  3  4  210
能美　俊彦  (65)

ﾉｳﾐ ﾄｼﾋｺ
山　口
山　口

 29m32 29m32

  4  2  214
玉置　操  (65)
ﾀﾏｷ ﾐｻｵ

奈　良
奈　良

  ×   ×   ×  14m13 14m13

男子M70 やり投(0.500kg) 決勝 10月28日 12:33

世界記録(WM)  53m13    Esa Kiuru  (FIN)   2018
日本記録(NM)  43m60    吉川　　修  (新潟)    2007
大会記録(GR)  40m62    吉川　　修  (新潟)    2007

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2  116
松村　憲二  (71)

ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝｼﾞ
千　葉
千　葉

 36m69 36m69

  2  6  100
竹中　壽男  (73)

ﾀｹﾅｶ ﾋｻｵ
香　川
香  川

 33m80   ×   ×  35m72 35m72

  3  5   96
外山　修  (73)
ﾄﾔﾏ ｵｻﾑ

愛　知
愛　知

 34m33 34m33

  4  3  113
和田　尚  (71)
ﾜﾀﾞ ﾋｻｼ

大　阪
大　阪

 29m73   －   － 29m73

  5  1  103
三上　照夫  (72)

ﾐｶﾐ ﾃﾙｵ
神奈川
神奈川

 28m60   × 28m60

  4  120
庭野　忠一  (71)

ﾆﾜﾉ ﾁｭｳｲﾁ
神奈川
神奈川

DNS

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



男子M75 やり投(0.500kg) 決勝 10月28日 12:33

世界記録(WM)  47m12    Gary Stenlund  (USA)   2016
日本記録(NM)  40m90    羽鳥　邦彦  (新潟)   　2016
大会記録(GR)  38m11    吉川　　修  (新潟)   　2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1   69
木村　友一  (77)

ｷﾑﾗ ﾄﾓｲﾁ
神奈川
神奈川

  ×   ×  24m27  25m38 25m38

  2  2   63
髙橋　澄  (78)
ﾀｶﾊｼ ｷﾖｼ

滋　賀
滋　賀

 24m97  25m28 25m28

  3   52
今泉　良三  (79)

ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾖｼｿﾞｳ
愛　知
愛　知

DNS

女子W35 ６０ｍ 決勝 10月28日 14:55

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  7.92    酒井　あおい  (愛知)   2014
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.6

  1   7  197
杉本　真美  (38)

ｽｷﾞﾓﾄ ﾏﾐ
福　井        ・福  井    8.66

  2   6  201
武川　由加里  (35)

ﾀｹｶﾜ ﾕｶﾘ
神奈川        ・神奈川    9.05

  3   9  198
八橋　美香  (37)

ﾔﾂﾊｼ ﾐｶ
兵　庫        ・兵　庫    9.77

  8  195
榎本　愛  (38)
ｴﾉﾓﾄ ｱｲ

和歌山        ・和歌山 DNS

女子W40 ６０ｍ 決勝 10月28日 14:55

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  7.93    坂本　美智世  (福井)   2015
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.5

  1   9  178
浅井　紀子  (44)

ｱｻｲ ﾉﾘｺ
愛　知        ・愛　知    8.52

  2   7  189
小塚　美弥  (40)

ｺﾂｶ ﾐﾔ
京　都        ・京　都    8.77

  3   6  191
種子田　いずみ  (40)

ﾀﾈﾀﾞ ｲｽﾞﾐ
滋　賀        ・滋　賀    8.86

  4   5  183
石川　千里  (43)

ｲｼｶﾜ ﾁｻﾄ
北海道        ・北海道    9.15

  5   8  181
川又　裕美子  (44)

ｶﾜﾏﾀ ﾕﾐｺ
奈　良        ・奈　良    9.66

凡例（DNS:欠    場）



女子W45 ６０ｍ タイムレース(2) 10月28日 14:55

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  7.98    宮田　直美  (茨城)   2009
大会記録(GR)           

タイムレース 全2組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.5

  1   8  165
八雲　初美  (46)

ﾔｸﾓ ﾊﾂﾐ
兵　庫        ・兵　庫    8.76

  2   5  146
北　知子  (49)
ｷﾀ ﾄﾓｺ

福　岡        ・福　岡    9.44

  3   9  167
丸山　和恵  (46)

ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞｴ
三　重        ・三　重    9.94

  4   6  172
平塚　道生  (45)

ﾋﾗﾂｶ ﾐﾁｦ
奈　良        ・奈　良   10.00

  5   7  157
福井　純子  (47)

ﾌｸｲ ｼﾞｭﾝｺ
三　重        ・三　重   10.50

  4  153
羽根　由紀子  (48)

ﾊﾈ ﾕｷｺ
三　重        ・三　重 DNS

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-3.3

  1   7  161
坂本　美智世  (46)

ｻｶﾓﾄ ﾐﾁﾖ
福　井        ・福  井    8.41

  2   4  158
松本　由佳  (47)

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｶ
奈　良        ・奈　良    8.88

  3   6  159
笹森　比呂子  (47)

ｻｻﾓﾘ ﾋﾛｺ
青　森        ・青　森    8.91

  4   9  156
上村　サユリ  (47)

ｶﾐﾑﾗ ｻﾕﾘ
愛　知        ・愛　知    9.62

  5   5  154
比嘉　勤子  (48)

ﾋｶﾞ ｲｿｺ
沖　縄        ・沖　縄    9.74

  6   8  162
丸山　佳代  (46)

ﾏﾙﾔﾏ ｶﾖ
滋　賀        ・滋　賀    9.98

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   7  161
坂本　美智世  (46)

ｻｶﾓﾄ ﾐﾁﾖ
福　井        ・福  井    8.41/-3.3

  2   8  165
八雲　初美  (46)

ﾔｸﾓ ﾊﾂﾐ
兵　庫        ・兵　庫    8.76/-1.5

  3   4  158
松本　由佳  (47)

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｶ
奈　良        ・奈　良    8.88/-3.3

  4   6  159
笹森　比呂子  (47)

ｻｻﾓﾘ ﾋﾛｺ
青　森        ・青　森    8.91/-3.3

  5   5  146
北　知子  (49)
ｷﾀ ﾄﾓｺ

福　岡        ・福　岡    9.44/-1.5

  6   9  156
上村　サユリ  (47)

ｶﾐﾑﾗ ｻﾕﾘ
愛　知        ・愛　知    9.62/-3.3

  7   5  154
比嘉　勤子  (48)

ﾋｶﾞ ｲｿｺ
沖　縄        ・沖　縄    9.74/-3.3

  8   9  167
丸山　和恵  (46)

ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞｴ
三　重        ・三　重    9.94/-1.5

  9   8  162
丸山　佳代  (46)

ﾏﾙﾔﾏ ｶﾖ
滋　賀        ・滋　賀    9.98/-3.3

 10   6  172
平塚　道生  (45)

ﾋﾗﾂｶ ﾐﾁｦ
奈　良        ・奈　良   10.00/-1.5

 11   7  157
福井　純子  (47)

ﾌｸｲ ｼﾞｭﾝｺ
三　重        ・三　重   10.50/-1.5

女子W50 ６０ｍ 決勝 10月28日 14:35

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  8.18    宮田　直美  (茨城)   2016
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.3

  1   4  110
宮田　直美  (54)

ﾐﾔﾀ ﾅｵﾐ
茨　城        ・茨　城    8.51

  2   9  124
中尾　晴実  (52)

ﾅｶｵ ﾊﾙﾐ
神奈川        ・神奈川    8.74

  3   6  109
金子　葉子  (54)

ｶﾈｺ ﾖｳｺ
愛　知        ・愛　知    9.03

  4   7  128
八幡　晶子  (51)

ﾔﾜﾀ ｱｷｺ
新　潟        ・新　潟    9.10

  5   5  116
廣島　琢美  (53)

ﾋﾛｼﾏ ﾀｸﾐ
三　重        ・三　重    9.59

  6   8  117
大久保　広美  (53)

ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛﾐ
香　川        ・香  川   10.08

  7   3  104
山口　育子  (54)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｲｸｺ
三　重        ・三　重   10.80

凡例（DNS:欠    場）



女子W55 ６０ｍ 決勝 10月28日 14:35

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  8.83    山崎　真千子  (神奈川)   2017
大会記録(GR)  9.25    須田　郁子  (山口)   　　2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.5

  1   6   98
鈴木　美貴  (55)

ｽｽﾞｷ ﾐｷ
静　岡        ・静　岡    9.23 NGR

  2   2   76
高橋　葉子  (59)

ﾀｶﾊｼ ﾖｳｺ
神奈川        ・神奈川    9.25 =GR

  3   1   79
山崎　真千子  (58)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾁｺ
神奈川        ・神奈川    9.29

  4   9   83
石川　順子  (57)

ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｺ
愛　知        ・愛　知    9.65

  5   8   91
藤原　恵美子  (56)

ﾌｼﾞﾜﾗ ｴﾐｺ
神奈川        ・神奈川    9.88

  6   7  102
堀　聡子  (55)
ﾎﾘ ｻﾄｺ

埼　玉        ・埼　玉    9.98

  7   5   81
山中　智視  (58)

ﾔﾏﾅｶ ｻﾄﾐ
香　川        ・香  川   10.12

  8   3   84
百相　明美  (57)

ﾓﾏｲ ｱｹﾐ
香　川        ・香  川   10.44

  4   87
内藤　京子  (57)

ﾅｲﾄｳ ｷｮｳｺ
神奈川        ・神奈川 DNS

女子W60 ６０ｍ タイムレース(2) 10月28日 14:35

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  8.90    大日向　暁子  (長野)   2010
大会記録(GR)  9.02    西内　久美子  (高知)   2007

タイムレース 全2組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+2.2

  1   7   67
須田　郁子  (61)

ｽﾀﾞ ｲｸｺ
山　口        ・山　口    9.45

  2   5   49
山崎　和子  (64)

ﾔﾏｻｷ ｶｽﾞｺ
奈　良        ・奈　良    9.96

  3   6   59
臼田　香津子  (62)

ｳｽﾀﾞ ｶﾂﾞｺ
群　馬        ・群　馬   10.30

  4   8   65
向井　京子  (62)

ﾑｶｲ ｷｮｳｺ
愛　媛        ・愛　媛   10.41

  5   9   54
渡邉　登美子  (63)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾐｺ
東　京        ・東　京   10.60

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.7

  1   5   58
山田　嘉子  (62)

ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｺ
奈　良        ・奈　良    9.69

  2   8   63
細谷　好子  (62)

ﾎｿﾔ ﾖｼｺ
群　馬        ・群　馬   10.34

  3   7   66
江口　満喜子  (62)

ｴｸﾞﾁ ﾏｷｺ
新　潟        ・新　潟   10.95

  4   9   72
林　有子  (60)
ﾊﾔｼ ﾕｳｺ

東　京        ・東　京   11.74

  6   64
柏原　典子  (62)

ｶｼﾊﾗ ﾉﾘｺ
広　島        ・広　島 DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   7   67
須田　郁子  (61)

ｽﾀﾞ ｲｸｺ
山　口        ・山　口    9.45/+2.2

  2   5   58
山田　嘉子  (62)

ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｺ
奈　良        ・奈　良    9.69/-2.7

  3   5   49
山崎　和子  (64)

ﾔﾏｻｷ ｶｽﾞｺ
奈　良        ・奈　良    9.96/+2.2

  4   6   59
臼田　香津子  (62)

ｳｽﾀﾞ ｶﾂﾞｺ
群　馬        ・群　馬   10.30/+2.2

  5   8   63
細谷　好子  (62)

ﾎｿﾔ ﾖｼｺ
群　馬        ・群　馬   10.34/-2.7

  6   8   65
向井　京子  (62)

ﾑｶｲ ｷｮｳｺ
愛　媛        ・愛　媛   10.41/+2.2

  7   9   54
渡邉　登美子  (63)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾐｺ
東　京        ・東　京   10.60/+2.2

  8   7   66
江口　満喜子  (62)

ｴｸﾞﾁ ﾏｷｺ
新　潟        ・新　潟   10.95/-2.7

  9   9   72
林　有子  (60)
ﾊﾔｼ ﾕｳｺ

東　京        ・東　京   11.74/-2.7

凡例（NGR:大会新記録/ =GR:大会ﾀｲ記録/ DNS:欠    場）



女子W65 ６０ｍ 決勝 10月28日 14:35

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  9.42    中村　和代  (岩手)   2018
大会記録(GR)  9.80    長田　順子  (宮崎)   2007

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+2.0

  1   8   39
松尾　真弓  (66)

ﾏﾂｵ ﾏﾕﾐ
神奈川        ・神奈川    9.39 NNM NGR

  2   7   41
長﨑　ひな子  (66)

ﾅｶﾞｻｷ ﾋﾅｺ
広　島        ・広　島    9.67 NGR

  3   5   33
亀岡　妃美子  (66)

ｶﾒｵｶ ｷﾐｺ
愛　媛        ・愛　媛   10.24

  4   9   30
片山　悦子  (68)

ｶﾀﾔﾏ ｴﾂｺ
奈　良        ・奈　良   11.18

  3   42
田中　やす子  (65)

ﾀﾅｶ ﾔｽｺ
愛　媛        ・愛　媛 DNS

  4   40
加藤　恵子  (66)

ｶﾄｳ ｹｲｺ
和歌山        ・和歌山 DNS

  6   35
飯澤　陽子  (66)

ｲｲｻﾞﾜ ﾖｳｺ
三　重        ・三　重 DNS

女子W70 ６０ｍ 決勝 10月28日 14:35

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  9.57    井尻　けさ代  (長野)   2018
大会記録(GR)  9.82    細川　峯子  (京都)   　2009

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.1

  1   8   23
中村　ひろ子  (70)

ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｺ
神奈川        ・神奈川   10.34

  4   18
宮本　洋子  (74)

ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛｺ
東　京        ・東　京 DNS

女子W75 ６０ｍ 決勝 10月28日 14:35

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  9.57     井尻　けさ代  (長野)   2018
大会記録(GR)  10.36    細川　峯子  (京都)   　2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.1

  1   5   15
渥美　裕子  (75)

ｱﾂﾐ ﾋﾛｺ
滋　賀        ・滋　賀   10.04 NGR

  2   6    9
秋田　ソノ子  (79)

ｱｷﾀ ｿﾉｺ
奈　良        ・奈　良   10.95

  3   7   10
鶴見　文子  (79)

ﾂﾙﾐ ﾌﾐｺ
長　野        ・長  野   12.65

女子W80 ６０ｍ 決勝 10月28日 14:35

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  11.29    加藤　敏子  (岩手)   2016
大会記録(GR)

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.1

  1   3    5
宮前　美代子  (80)

ﾐﾔﾏｴ ﾐﾖｺ
滋　賀        ・滋　賀   12.89

女子W90 ６０ｍ 決勝 10月28日 14:35

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  13.63    守田　満  (熊本)   2013
大会記録(GR)  13.63    守田　満  (熊本)   2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.1

  1   9    1
辻　ミツヱ  (90)

ﾂｼﾞ ﾐﾂｴ
奈　良        ・奈　良   14.04凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場/ NNM:日本マスターズ新記録）



女子W35 １００ｍ 決勝 10月27日  9:20

世界記録(WM)  10.74    Merlene Ottey  (JAM)   1996
日本記録(NM)  12.51    田川　さなえ  (京都)   2001
日本記録(NM)  12.1(手) 村山　律子  (佐賀)   　1989
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.6

  1   8  197
杉本　真美  (38)

ｽｷﾞﾓﾄ ﾏﾐ
福　井        ・福  井   13.54

  2   9  199
川野　真里  (36)

ｶﾜﾉ ﾏﾘ
大　分        ・大　分   13.58

  3   6  198
八橋　美香  (37)

ﾔﾂﾊｼ ﾐｶ
兵　庫        ・兵　庫   15.43

  4   7  194
三輪　研子  (39)

ﾐﾜ ﾄｷｺ
奈　良        ・奈　良   16.00

女子W40 １００ｍ 決勝 10月27日  9:20

世界記録(WM)  11.09    Merlene Ottey  (SLO)   2004
日本記録(NM)  12.36    村山　律子  (佐賀)   　1993
日本記録(NM)  12.3(手) 西内　久美子  (高知)   1988
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.2

  1   4  178
浅井　紀子  (44)

ｱｻｲ ﾉﾘｺ
愛　知        ・愛　知   13.66

  2   7  179
森本　博美  (44)

ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐ
徳　島        ・徳  島   13.74

  3   8  189
小塚　美弥  (40)

ｺﾂｶ ﾐﾔ
京　都        ・京　都   13.79

  4   5  190
佐藤　望  (40)
ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ

京　都        ・京　都   14.60

  5   9  181
川又　裕美子  (44)

ｶﾜﾏﾀ ﾕﾐｺ
奈　良        ・奈　良   15.53

  3  187
新田　かおり  (42)

ﾆｯﾀ ｶｵﾘ
奈　良        ・奈　良 DNS

  6  183
石川　千里  (43)

ｲｼｶﾜ ﾁｻﾄ
北海道        ・北海道 DNS

凡例（DNS:欠    場）



女子W45 １００ｍ タイムレース(2) 10月27日  9:20

世界記録(WM)  11.34    Merlene Ottey  (SLO)   2008
日本記録(NM)  12.76    宮田　直美  (茨城)   　2010
日本記録(NM)  12.6(手) 西内　久美子  (高知)   1993
大会記録(GR)           

タイムレース 全2組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.6

  1   8  161
坂本　美智世  (46)

ｻｶﾓﾄ ﾐﾁﾖ
福　井        ・福  井   13.19

  2   4  154
比嘉　勤子  (48)

ﾋｶﾞ ｲｿｺ
沖　縄        ・沖　縄   15.34

  3   5  169
芹川　ゆかり  (46)

ｾﾘｶﾜ ﾕｶﾘ
奈　良        ・奈　良   15.78

  4   7  172
平塚　道生  (45)

ﾋﾗﾂｶ ﾐﾁｦ
奈　良        ・奈　良   16.16

  5   6  157
福井　純子  (47)

ﾌｸｲ ｼﾞｭﾝｺ
三　重        ・三　重   17.43

  3  167
丸山　和恵  (46)

ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞｴ
三　重        ・三　重 DNS

  9  146
北　知子  (49)
ｷﾀ ﾄﾓｺ

福　岡        ・福　岡 DNS

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.5

  1   4  158
松本　由佳  (47)

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｶ
奈　良        ・奈　良   14.05

  2   8  149
芦原　広美  (49)

ｱｼﾊﾗ ﾋﾛﾐ
広　島        ・広　島   14.30

  3   6  166
法貴　みさこ  (46)

ﾎｳｷ ﾐｻｺ
奈　良        ・奈　良   17.29

  4   7  164
武田　瑞子  (46)

ﾀｹﾀﾞ ﾐｽﾞｺ
宮　崎        ・宮　崎   17.34

  5  160 Togoo Batsuren  (47) ＭＧＬ        ・ＭＧＬ DNS

  9  153
羽根　由紀子  (48)

ﾊﾈ ﾕｷｺ
三　重        ・三　重 DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8  161
坂本　美智世  (46)

ｻｶﾓﾄ ﾐﾁﾖ
福　井        ・福  井   13.19/-0.6

  2   4  158
松本　由佳  (47)

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｶ
奈　良        ・奈　良   14.05/-0.5

  3   8  149
芦原　広美  (49)

ｱｼﾊﾗ ﾋﾛﾐ
広　島        ・広　島   14.30/-0.5

  4   4  154
比嘉　勤子  (48)

ﾋｶﾞ ｲｿｺ
沖　縄        ・沖　縄   15.34/-0.6

  5   5  169
芹川　ゆかり  (46)

ｾﾘｶﾜ ﾕｶﾘ
奈　良        ・奈　良   15.78/-0.6

  6   7  172
平塚　道生  (45)

ﾋﾗﾂｶ ﾐﾁｦ
奈　良        ・奈　良   16.16/-0.6

  7   6  166
法貴　みさこ  (46)

ﾎｳｷ ﾐｻｺ
奈　良        ・奈　良   17.29/-0.5

  8   7  164
武田　瑞子  (46)

ﾀｹﾀﾞ ﾐｽﾞｺ
宮　崎        ・宮　崎   17.34/-0.5

  9   6  157
福井　純子  (47)

ﾌｸｲ ｼﾞｭﾝｺ
三　重        ・三　重   17.43/-0.6

凡例（DNS:欠    場）



女子W50 １００ｍ タイムレース(2) 10月27日  9:00

世界記録(WM)  11.67    Merlene Ottey  (SLO)   2010
日本記録(NM)  12.99    宮田　直美  (茨城)   　2015
大会記録(GR)           

タイムレース 全2組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.6

  1   4  110
宮田　直美  (54)

ﾐﾔﾀ ﾅｵﾐ
茨　城        ・茨　城   13.58

  2   8  132
青木　みのり  (51)

ｱｵｷ ﾐﾉﾘ
東　京        ・東　京   15.93

  3   7  117
大久保　広美  (53)

ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛﾐ
香　川        ・香  川   16.30

  4   6  108
清水　恵里  (54)

ｼﾐｽﾞ ｴﾘ
奈　良        ・奈　良   16.73

  5  113
田端　明子  (53)

ﾀﾊﾞﾀ ｱｷｺ
千　葉        ・千　葉 DNS

  9  128
八幡　晶子  (51)

ﾔﾜﾀ ｱｷｺ
新　潟        ・新　潟 DNS

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.3

  1   6  124
中尾　晴実  (52)

ﾅｶｵ ﾊﾙﾐ
神奈川        ・神奈川   13.97

  2   3  109
金子　葉子  (54)

ｶﾈｺ ﾖｳｺ
愛　知        ・愛　知   14.10

  3   7  116
廣島　琢美  (53)

ﾋﾛｼﾏ ﾀｸﾐ
三　重        ・三　重   15.43

  4   9  125
一井　弘子  (52)

ｲﾁｲ ﾋﾛｺ
大　阪        ・大　阪   15.60

  5   4  120
小室　和子  (52)

ｺﾑﾛ ｶｽﾞｺ
神奈川        ・神奈川   15.84

  6   5  104
山口　育子  (54)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｲｸｺ
三　重        ・三　重   17.38

  8  137
村上　由香  (50)

ﾑﾗｶﾐ ﾕｶ
奈　良        ・奈　良 DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  110
宮田　直美  (54)

ﾐﾔﾀ ﾅｵﾐ
茨　城        ・茨　城   13.58/-0.6

  2   6  124
中尾　晴実  (52)

ﾅｶｵ ﾊﾙﾐ
神奈川        ・神奈川   13.97/-0.3

  3   3  109
金子　葉子  (54)

ｶﾈｺ ﾖｳｺ
愛　知        ・愛　知   14.10/-0.3

  4   7  116
廣島　琢美  (53)

ﾋﾛｼﾏ ﾀｸﾐ
三　重        ・三　重   15.43/-0.3

  5   9  125
一井　弘子  (52)

ｲﾁｲ ﾋﾛｺ
大　阪        ・大　阪   15.60/-0.3

  6   4  120
小室　和子  (52)

ｺﾑﾛ ｶｽﾞｺ
神奈川        ・神奈川   15.84/-0.3

  7   8  132
青木　みのり  (51)

ｱｵｷ ﾐﾉﾘ
東　京        ・東　京   15.93/-0.6

  8   7  117
大久保　広美  (53)

ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛﾐ
香　川        ・香  川   16.30/-0.6

  9   6  108
清水　恵里  (54)

ｼﾐｽﾞ ｴﾘ
奈　良        ・奈　良   16.73/-0.6

 10   5  104
山口　育子  (54)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｲｸｺ
三　重        ・三　重   17.38/-0.3

女子W55 １００ｍ タイムレース(2) 10月27日  9:00

世界記録(WM)  12.80    Nicole Alexis  (FRA)   2015
日本記録(NM)  14.07    中村　正子  (沖縄)   　2005
大会記録(GR)  14.84    有川　朝子  (京都)   　2013

タイムレース 全2組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.5

  1   8   76
高橋　葉子  (59)

ﾀｶﾊｼ ﾖｳｺ
神奈川        ・神奈川   14.76 NGR

  2   6   78
林　啓海  (58)
ﾊﾔｼ ﾋﾛﾐ

愛　知        ・愛　知   15.59

  3   5   81
山中　智視  (58)

ﾔﾏﾅｶ ｻﾄﾐ
香　川        ・香  川   15.97

  4   9   84
百相　明美  (57)

ﾓﾏｲ ｱｹﾐ
香　川        ・香  川   16.72

  7   99
児玉　真里子  (55)

ｺﾀﾞﾏ ﾏﾘｺ
広　島        ・広　島 DNS

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.7

  1   8   98
鈴木　美貴  (55)

ｽｽﾞｷ ﾐｷ
静　岡        ・静　岡   14.75 NGR

  2   6   83
石川　順子  (57)

ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｺ
愛　知        ・愛　知   15.57

  3   9   91
藤原　恵美子  (56)

ﾌｼﾞﾜﾗ ｴﾐｺ
神奈川        ・神奈川   16.14

  5   79
山崎　真千子  (58)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾁｺ
神奈川        ・神奈川 DNS

  7   87
内藤　京子  (57)

ﾅｲﾄｳ ｷｮｳｺ
神奈川        ・神奈川 DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8   98
鈴木　美貴  (55)

ｽｽﾞｷ ﾐｷ
静　岡        ・静　岡   14.75/-0.7 NGR

  2   8   76
高橋　葉子  (59)

ﾀｶﾊｼ ﾖｳｺ
神奈川        ・神奈川   14.76/-0.5 NGR

  3   6   83
石川　順子  (57)

ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｺ
愛　知        ・愛　知   15.57/-0.7

  4   6   78
林　啓海  (58)
ﾊﾔｼ ﾋﾛﾐ

愛　知        ・愛　知   15.59/-0.5

  5   5   81
山中　智視  (58)

ﾔﾏﾅｶ ｻﾄﾐ
香　川        ・香  川   15.97/-0.5

  6   9   91
藤原　恵美子  (56)

ﾌｼﾞﾜﾗ ｴﾐｺ
神奈川        ・神奈川   16.14/-0.7

  7   9   84
百相　明美  (57)

ﾓﾏｲ ｱｹﾐ
香　川        ・香  川   16.72/-0.5

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



女子W60 １００ｍ 決勝 10月27日  9:00

世界記録(WM)  13.63    Karla Del Grande  (CAN)   2014
日本記録(NM)  14.41    中村　紀子  (神奈川)      2002
大会記録(GR)  15.02    加藤　恵子  (和歌山)      2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.3

  1   6   58
山田　嘉子  (62)

ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｺ
奈　良        ・奈　良   15.21

  2   9   67
須田　郁子  (61)

ｽﾀﾞ ｲｸｺ
山　口        ・山　口   15.53

  3   7   73
川合　頼子  (60)

ｶﾜｲ ﾖﾘｺ
三　重        ・三　重   16.39

  4   5   63
細谷　好子  (62)

ﾎｿﾔ ﾖｼｺ
群　馬        ・群　馬   16.69

  5   3   59
臼田　香津子  (62)

ｳｽﾀﾞ ｶﾂﾞｺ
群　馬        ・群　馬   16.73

  6   2   47
北田　昌子  (64)

ｷﾀﾀﾞ ﾏｻｺ
奈　良        ・奈　良   16.92

  4   60
長尾　典子  (62)

ﾅｶﾞｵ ﾉﾘｺ
愛　知        ・愛　知 DNS

  8   48
有川　朝子  (64)

ｱﾘｶﾜ ｱｻｺ
京　都        ・京　都 DNS

女子W65 １００ｍ 決勝 10月27日  9:00

世界記録(WM)  14.10    Nadine O'Connor  (USA)   2007
日本記録(NM)  14.91    中村　紀子  (神奈川)   　2005
大会記録(GR)  15.64    貝守　久美子  (北海道)   2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.7

  1   7   39
松尾　真弓  (66)

ﾏﾂｵ ﾏﾕﾐ
神奈川        ・神奈川   15.57 NGR

  2   9   41
長﨑　ひな子  (66)

ﾅｶﾞｻｷ ﾋﾅｺ
広　島        ・広　島   16.27

  3   6   33
亀岡　妃美子  (66)

ｶﾒｵｶ ｷﾐｺ
愛　媛        ・愛　媛   16.71

  8   35
飯澤　陽子  (66)

ｲｲｻﾞﾜ ﾖｳｺ
三　重        ・三　重 DNS

女子W70 １００ｍ 決勝 10月27日  9:00

世界記録(WM)  14.73    Ingrid Meier  (GER)    2017
日本記録(NM)  15.68    井尻　けさ代  (長野)   2018
大会記録(GR)  16.26    渡川　孝子  (徳島)   　2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.4

  1   6   23
中村　ひろ子  (70)

ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｺ
神奈川        ・神奈川   16.92

  2   5   22
樋渡　久子  (70)

ﾋﾜﾀﾘ ﾋｻｺ
北海道        ・北海道   17.18

女子W75 １００ｍ 決勝 10月27日  9:00

世界記録(WM)  15.15    Carol LaFayette-Boyd  (CAN)   2017
日本記録(NM)  16.01    渥美　裕子  (滋賀)   　　　　 2018
大会記録(GR)  16.64    細川　峯子  (京都)   　　　　 2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.4

  1   7   10
鶴見　文子  (79)

ﾂﾙﾐ ﾌﾐｺ
長　野        ・長  野   21.66

  8    8
中村　紀子  (79)

ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘｺ
神奈川        ・神奈川 DNS

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



女子W80 １００ｍ 決勝 10月27日  9:00

世界記録(WM)  16.81    Irene Obera  (USA)   2014
日本記録(NM)  17.96    加藤　敏子  (岩手)   2016
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.4

  1   9    5
宮前　美代子  (80)

ﾐﾔﾏｴ ﾐﾖｺ
滋　賀        ・滋　賀   19.72

女子W35 ２００ｍ 決勝 10月28日  9:25

世界記録(WM)  21.93    Merlene Ottey  (JAM)   1995
日本記録(NM)  25.40    村山　律子  (佐賀)   　1989
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.8

  1   1  197
杉本　真美  (38)

ｽｷﾞﾓﾄ ﾏﾐ
福　井        ・福  井   28.46

女子W40 ２００ｍ 決勝 10月28日  9:25

世界記録(WM)  22.72    Merlene Ottey  (SLO)   2004
日本記録(NM)  25.90    村山　律子  (佐賀)   　1993
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.8

  1   4  179
森本　博美  (44)

ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐ
徳　島        ・徳  島   28.60

  2   3  191
種子田　いずみ  (40)

ﾀﾈﾀﾞ ｲｽﾞﾐ
滋　賀        ・滋　賀   28.80

  3   2  183
石川　千里  (43)

ｲｼｶﾜ ﾁｻﾄ
北海道        ・北海道   30.34

  4   8  181
川又　裕美子  (44)

ｶﾜﾏﾀ ﾕﾐｺ
奈　良        ・奈　良   33.30

  5  184 Oyun Ichinnorov  (42) ＭＧＬ        ・ＭＧＬ DNS

  6  187
新田　かおり  (42)

ﾆｯﾀ ｶｵﾘ
奈　良        ・奈　良 DNS

  7  186 CHULUUNBAATAR ENKHTUYA  (42) ＭＧＬ        ・ＭＧＬ DNS

女子W45 ２００ｍ 決勝 10月28日  9:25

世界記録(WM)  23.82    Merlene Ottey  (SLO)   2006
日本記録(NM)  26.93    宮本　百合  (愛知)   　2016
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.1

  1   5  159
笹森　比呂子  (47)

ｻｻﾓﾘ ﾋﾛｺ
青　森        ・青　森   29.42

  2   6  156
上村　サユリ  (47)

ｶﾐﾑﾗ ｻﾕﾘ
愛　知        ・愛　知   30.98

  3   2  146
北　知子  (49)
ｷﾀ ﾄﾓｺ

福　岡        ・福　岡   32.01

  4   3  162
丸山　佳代  (46)

ﾏﾙﾔﾏ ｶﾖ
滋　賀        ・滋　賀   32.97

  5   4  169
芹川　ゆかり  (46)

ｾﾘｶﾜ ﾕｶﾘ
奈　良        ・奈　良   33.51

  6   7  167
丸山　和恵  (46)

ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞｴ
三　重        ・三　重   33.63

  8  155
田中　美香  (48)

ﾀﾅｶ ﾐｶ
兵　庫        ・兵　庫 DNS

凡例（DNS:欠    場）



女子W50 ２００ｍ タイムレース(2) 10月28日  9:25

世界記録(WM)  24.33    Merlene Ottey  (SLO)   2010
日本記録(NM)  27.08    宮本　百合  (愛知)   　2017
大会記録(GR)           

タイムレース 全2組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.3

  1   5  121
熊取谷　信子  (52)

ｸﾏﾄﾘﾔ ﾉﾌﾞｺ
大　阪        ・大　阪   29.71

  2   4  128
八幡　晶子  (51)

ﾔﾜﾀ ｱｷｺ
新　潟        ・新　潟   30.15

  3   8  120
小室　和子  (52)

ｺﾑﾛ ｶｽﾞｺ
神奈川        ・神奈川   33.68

  4   7  117
大久保　広美  (53)

ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛﾐ
香　川        ・香  川   33.97

  5   6  142
柴田　佳代  (50)

ｼﾊﾞﾀ ｶﾖ
三　重        ・三　重   43.06

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.6

  1   7  109
金子　葉子  (54)

ｶﾈｺ ﾖｳｺ
愛　知        ・愛　知   29.14

  2   8  116
廣島　琢美  (53)

ﾋﾛｼﾏ ﾀｸﾐ
三　重        ・三　重   31.88

  3   6  119
森脇　りさ子  (53)

ﾓﾘﾜｷ ﾘｻｺ
三　重        ・三　重   33.95

  4   5  137
村上　由香  (50)

ﾑﾗｶﾐ ﾕｶ
奈　良        ・奈　良   34.06

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   7  109
金子　葉子  (54)

ｶﾈｺ ﾖｳｺ
愛　知        ・愛　知   29.14/+1.6

  2   5  121
熊取谷　信子  (52)

ｸﾏﾄﾘﾔ ﾉﾌﾞｺ
大　阪        ・大　阪   29.71/-0.3

  3   4  128
八幡　晶子  (51)

ﾔﾜﾀ ｱｷｺ
新　潟        ・新　潟   30.15/-0.3

  4   8  116
廣島　琢美  (53)

ﾋﾛｼﾏ ﾀｸﾐ
三　重        ・三　重   31.88/+1.6

  5   8  120
小室　和子  (52)

ｺﾑﾛ ｶｽﾞｺ
神奈川        ・神奈川   33.68/-0.3

  6   6  119
森脇　りさ子  (53)

ﾓﾘﾜｷ ﾘｻｺ
三　重        ・三　重   33.95/+1.6

  7   7  117
大久保　広美  (53)

ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛﾐ
香　川        ・香  川   33.97/-0.3

  8   5  137
村上　由香  (50)

ﾑﾗｶﾐ ﾕｶ
奈　良        ・奈　良   34.06/+1.6

  9   6  142
柴田　佳代  (50)

ｼﾊﾞﾀ ｶﾖ
三　重        ・三　重   43.06/-0.3

女子W55 ２００ｍ タイムレース(2) 10月28日  9:25

世界記録(WM)  26.36    Nicole Alexis  (FRA)   2015
日本記録(NM)  29.38    中村　紀子  (神奈川)   1997
大会記録(GR)  30.92    有川　朝子  (京都)   　2013

タイムレース 全2組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.4

  1   6   98
鈴木　美貴  (55)

ｽｽﾞｷ ﾐｷ
静　岡        ・静　岡   30.37 NGR

  2   7   79
山崎　真千子  (58)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾁｺ
神奈川        ・神奈川   30.39 NGR

  3   4   82
碓井　由紀子  (57)

ｳｽｲ ﾕｷｺ
愛　知        ・愛　知   30.49 NGR

  4   8   93
本間　明子  (56)

ﾎﾝﾏ ｱｷｺ
兵　庫        ・兵　庫   30.74 NGR

  5   5   76
高橋　葉子  (59)

ﾀｶﾊｼ ﾖｳｺ
神奈川        ・神奈川   31.23

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-3.0

  1   7   99
児玉　真里子  (55)

ｺﾀﾞﾏ ﾏﾘｺ
広　島        ・広　島   32.36

  2   5   78
林　啓海  (58)
ﾊﾔｼ ﾋﾛﾐ

愛　知        ・愛　知   32.63

  3   4   81
山中　智視  (58)

ﾔﾏﾅｶ ｻﾄﾐ
香　川        ・香  川   34.80

  4   6   84
百相　明美  (57)

ﾓﾏｲ ｱｹﾐ
香　川        ・香  川   35.89

  8   83
石川　順子  (57)

ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｺ
愛　知        ・愛　知 DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6   98
鈴木　美貴  (55)

ｽｽﾞｷ ﾐｷ
静　岡        ・静　岡   30.37/-0.4 NGR

  2   7   79
山崎　真千子  (58)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾁｺ
神奈川        ・神奈川   30.39/-0.4 NGR

  3   4   82
碓井　由紀子  (57)

ｳｽｲ ﾕｷｺ
愛　知        ・愛　知   30.49/-0.4 NGR

  4   8   93
本間　明子  (56)

ﾎﾝﾏ ｱｷｺ
兵　庫        ・兵　庫   30.74/-0.4 NGR

  5   5   76
高橋　葉子  (59)

ﾀｶﾊｼ ﾖｳｺ
神奈川        ・神奈川   31.23/-0.4

  6   7   99
児玉　真里子  (55)

ｺﾀﾞﾏ ﾏﾘｺ
広　島        ・広　島   32.36/-3.0

  7   5   78
林　啓海  (58)
ﾊﾔｼ ﾋﾛﾐ

愛　知        ・愛　知   32.63/-3.0

  8   4   81
山中　智視  (58)

ﾔﾏﾅｶ ｻﾄﾐ
香　川        ・香  川   34.80/-3.0

  9   6   84
百相　明美  (57)

ﾓﾏｲ ｱｹﾐ
香　川        ・香  川   35.89/-3.0

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



女子W60 ２００ｍ 決勝 10月28日  9:15

世界記録(WM)  28.11    Karla Del Grande  (CAN)   2013
日本記録(NM)  29.92    中村　紀子  (神奈川)      2002
大会記録(GR)  32.85    長崎　ひな子  (広島)      2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.4

  1   2   48
有川　朝子  (64)

ｱﾘｶﾜ ｱｻｺ
京　都        ・京　都   32.33 NGR

  2   3   56
夏原　かず子  (63)

ﾅﾂﾊﾗ ｶｽﾞｺ
滋　賀        ・滋　賀   33.42

  3   4   60
長尾　典子  (62)

ﾅｶﾞｵ ﾉﾘｺ
愛　知        ・愛　知   34.01

女子W65 ２００ｍ 決勝 10月28日  9:15

世界記録(WM)  28.83    Karla Del Grande  (CAN)   2018
日本記録(NM)  30.74    中村　紀子  (神奈川)   　2004
大会記録(GR)  32.82    樋渡　久子  (北海道)   　2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.4

  1   6   41
長﨑　ひな子  (66)

ﾅｶﾞｻｷ ﾋﾅｺ
広　島        ・広　島   34.26

  2   8   33
亀岡　妃美子  (66)

ｶﾒｵｶ ｷﾐｺ
愛　媛        ・愛　媛   36.27

  5   35
飯澤　陽子  (66)

ｲｲｻﾞﾜ ﾖｳｺ
三　重        ・三　重 DNS

  7   38
森　弥生  (66)
ﾓﾘ ﾔﾖｲ

徳　島        ・徳  島 DNS

女子W70 ２００ｍ 決勝 10月28日  9:15

世界記録(WM)  31.30    Ingrid Meier  (GER)    2017
日本記録(NM)  32.74    中村　紀子  (神奈川)   2010
大会記録(GR)  34.95    本間　百合子  (奈良)   2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.0

  1   4   22
樋渡　久子  (70)

ﾋﾜﾀﾘ ﾋｻｺ
北海道        ・北海道   36.81

女子W75 ２００ｍ 決勝 10月28日  9:15

世界記録(WM)  31.56    Carol LaFayette-Boyd  (CAN)   2017
日本記録(NM)  35.11    中村　紀子  (神奈川)   　　　 2014
大会記録(GR)  35.95    細川　峯子  (京都)   　　　　 2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.0

  1   6   14
本間　百合子  (76)

ﾎﾝﾏ ﾕﾘｺ
奈　良        ・奈　良   41.54

  5    8
中村　紀子  (79)

ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘｺ
神奈川        ・神奈川 DNS

女子W80 ２００ｍ 決勝 10月28日  9:15

世界記録(WM)  36.80    Irene Obera  (USA)   2014
日本記録(NM)  40.78    守田　　満  (熊本)   2003
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.0

  1   7    2
鈴木　郁子  (81)

ｽｽﾞｷ ｲｸｺ
北海道        ・北海道   45.03

  2   8    5
宮前　美代子  (80)

ﾐﾔﾏｴ ﾐﾖｺ
滋　賀        ・滋　賀   49.40

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



女子W35 ４００ｍ 決勝 10月27日 15:20

世界記録(WM)  50.27    Jearl Miles Clark  (USA)   2002
日本記録(NM)  58.32    黒川　由子  (富山)   　　　2011
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  4  202
山口　陽子  (35)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳｺ
岐　阜        ・岐　阜 DNS

女子W40 ４００ｍ 決勝 10月27日 15:20

世界記録(WM)  53.68    Sara Montecinos  (CHI)   1994
日本記録(NM)  58.96    黒川　由子  (富山)   　　2013
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   5  183
石川　千里  (43)

ｲｼｶﾜ ﾁｻﾄ
北海道        ・北海道  1:10.39

  6  187
新田　かおり  (42)

ﾆｯﾀ ｶｵﾘ
奈　良        ・奈　良 DNS

女子W45 ４００ｍ 決勝 10月27日 15:20

世界記録(WM)  56.15　    Marie Lande Mathieu  (PUR)   2003
日本記録(NM)  1.01.18    碓井　由紀子  (愛知)   　　　2008
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   7  152
久下　直子  (48)

ｸｹﾞ ﾅｵｺ
千　葉        ・千　葉  1:09.84

  2   8  163
三好　裕代  (46)

ﾐﾖｼ ﾋﾛﾖ
山　口        ・山　口  1:28.18

女子W50 ４００ｍ 決勝 10月27日 15:20

世界記録(WM)  57.66　    Marie Lande Mathieu  (PUR)   2007
日本記録(NM)  1.03.72    碓井　由紀子  (愛知)   　　　2014
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   2  121
熊取谷　信子  (52)

ｸﾏﾄﾘﾔ ﾉﾌﾞｺ
大　阪        ・大　阪  1:09.25

  2   3  120
小室　和子  (52)

ｺﾑﾛ ｶｽﾞｺ
神奈川        ・神奈川  1:20.27

  3   8  142
柴田　佳代  (50)

ｼﾊﾞﾀ ｶﾖ
三　重        ・三　重  1:47.78

  1  113
田端　明子  (53)

ﾀﾊﾞﾀ ｱｷｺ
千　葉        ・千　葉 DNS

  4  109
金子　葉子  (54)

ｶﾈｺ ﾖｳｺ
愛　知        ・愛　知 DNS

  5  114
高橋　典子  (53)

ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｺ
東　京        ・東　京 DNS

  6  115
渡辺　幸江  (53)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｴ
愛　知        ・愛　知 DNS

  7  135
中島　智子  (50)

ﾅｶｼﾏ ﾄﾓｺ
佐　賀        ・佐　賀 DNS

凡例（DNS:欠    場）



女子W55 ４００ｍ 決勝 10月27日 15:05

世界記録(WM)  1.00.56　  Marie Mathieu  (PUR)   2013
日本記録(NM)  1.05.66    碓井　由紀子  (愛知)   2016
大会記録(GR)  1.11.13    長尾　典子  (愛知)   　2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8   82
碓井　由紀子  (57)

ｳｽｲ ﾕｷｺ
愛　知        ・愛　知  1:08.85 NGR

  2   4   99
児玉　真里子  (55)

ｺﾀﾞﾏ ﾏﾘｺ
広　島        ・広　島  1:13.07

  3   3  101
佐藤　くみ子  (55)

ｻﾄｳ ｸﾐｺ
三　重        ・三　重  1:14.69

  4   2   78
林　啓海  (58)
ﾊﾔｼ ﾋﾛﾐ

愛　知        ・愛　知  1:15.22

  5   7   95
磯山　智美  (56)

ｲｿﾔﾏ ｻﾄﾐ
茨　城        ・茨　城  1:19.29

  6   5   84
百相　明美  (57)

ﾓﾏｲ ｱｹﾐ
香　川        ・香  川  1:25.28

  6   87
内藤　京子  (57)

ﾅｲﾄｳ ｷｮｳｺ
神奈川        ・神奈川 DNS

女子W60 ４００ｍ 決勝 10月27日 15:05

世界記録(WM)  1.04.31　  Caroline Powell  (GBR)   2015
日本記録(NM)  1.09.58    有川　朝子  (京都)   　　2016
大会記録(GR)  1.22.12    樋渡　久子  (北海道)     2007

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6   48
有川　朝子  (64)

ｱﾘｶﾜ ｱｻｺ
京　都        ・京　都  1:14.08 NGR

  2   5   60
長尾　典子  (62)

ﾅｶﾞｵ ﾉﾘｺ
愛　知        ・愛　知  1:17.84 NGR

女子W65 ４００ｍ 決勝 10月27日 15:05

世界記録(WM)  1.08.21    Diane Palmason  (CAN)   2003
日本記録(NM)  1.16.23    堀　　良子  (神奈川)    2018
大会記録(GR)  1.21.00    本間　百合子  (奈良)    2007

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  7   38
森　弥生  (66)
ﾓﾘ ﾔﾖｲ

徳　島        ・徳  島 DNS

  8   35
飯澤　陽子  (66)

ｲｲｻﾞﾜ ﾖｳｺ
三　重        ・三　重 DNS

女子W70 ４００ｍ 決勝 10月27日 15:05

世界記録(WM)  1.13.97    Aletta Ungerer  (RSA)   2016
日本記録(NM)  1.23.29    相馬　勝子  (秋田)      2016
大会記録(GR)  1.25.19    本間　百合子  (奈良)    2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   5   22
樋渡　久子  (70)

ﾋﾜﾀﾘ ﾋｻｺ
北海道        ・北海道  1:31.23

女子W75 ４００ｍ 決勝 10月27日 15:05

世界記録(WM)  1.19.53    Christa Bortignon  (CAN)   2013
日本記録(NM)  1.32.05    守田　　満  (熊本)   　　　1999
大会記録(GR)  1.52.54    岡野　なつみ  (神奈川)   　2009

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6   14
本間　百合子  (76)

ﾎﾝﾏ ﾕﾘｺ
奈　良        ・奈　良  1:42.60 NGR

  2   7    7
戸部　啓子  (79)

ﾄﾍﾞ ｹｲｺ
北海道        ・北海道  2:05.15凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



女子W80 ４００ｍ 決勝 10月27日 15:05

世界記録(WM)  1.31.21    Emma Mazzenga  (ITA)   2013
日本記録(NM)  1.32.58    中野　陽子  (東京)   　2016
大会記録(GR)  2.19.79    Zhu　Xuebao  （CHN）   2007

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8    2
鈴木　郁子  (81)

ｽｽﾞｷ ｲｸｺ
北海道        ・北海道  1:55.58 NGR

女子W35 ８００ｍ 決勝 10月27日 11:50

世界記録(WM)  1.56.53    Lyubov Gurina  (RUS)   1994
日本記録(NM)  2.08.77    黒川　由子  (富山)   　2011
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   5  193
稲垣　水美  (39)

ｲﾅｶﾞｷ ﾐｽﾞﾐ
奈　良        ・奈　良  2:28.89

ラウンド 組 ４００ｍ

決勝
 

  :  .

女子W45 ８００ｍ 決勝 10月27日 11:50

世界記録(WM)  2.02.82    Yekatarina Podkopayeva  (URS)   1998
日本記録(NM)  2.24.5(手) 東　恵美子  (大阪)   　　　　　 1995
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8  145
伊神　佐登美  (49)

ｲｶﾞﾐ ｻﾄﾐ
滋　賀        ・滋　賀  2:35.53

  2   7  151
内谷　美由紀  (48)

ｳﾁﾀﾆ ﾐﾕｷ
大　阪        ・大　阪  3:40.35

  6  168 Dugersuren Enkhbayar  (46) ＭＧＬ        ・ＭＧＬ DNS

ラウンド 組 ４００ｍ

決勝
 

  :  .

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



女子W50 ８００ｍ 決勝 10月27日 11:40

世界記録(WM)  2.13.05    Nicole Weijling-Dissel  (NED)   2017
日本記録(NM)  2.29.52    末吉　真規子  (石川)    2013
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8  118
今泉　愛子  (53)

ｲﾏｲｽﾞﾐ ｱｲｺ
兵　庫        ・兵　庫  2:36.99

  2   1  130
甲斐　早苗  (51)

ｶｲ ｻﾅｴ
徳　島        ・徳  島  2:42.66

  3   2  115
渡辺　幸江  (53)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｴ
愛　知        ・愛　知  2:50.04

  4   3  112
三尾　朋子  (53)

ﾐｵ ﾄﾓｺ
三　重        ・三　重  3:06.93

  5   7  114
高橋　典子  (53)

ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｺ
東　京        ・東　京  3:12.86

  6   6  111
鈴木　裕子  (53)

ｽｽﾞｷ ﾋﾛｺ
静　岡        ・静　岡  4:39.10

  4  135
中島　智子  (50)

ﾅｶｼﾏ ﾄﾓｺ
佐　賀        ・佐　賀 DNS

  5  134
堀田　美穂  (50)

ﾎｯﾀ ﾐﾎ
三　重        ・三　重 DNS

ラウンド 組 ４００ｍ

決勝
118

 1:17

女子W55 ８００ｍ 決勝 10月27日 11:30

世界記録(WM)  2.21.98    Jeanette Flynn  (AUS)   2007
日本記録(NM)  2.33.47    高橋　美津子  (京都)   2003
大会記録(GR)  2.52.03    大谷　妙子  (千葉)      2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3   85
深尾　真美  (57)

ﾌｶｵ ﾏﾐ
大　阪        ・大　阪  2:46.84 NGR

  2   4   75 HA  YOUSUK  (59) ＫＯＲ        ・ＫＯＲ  2:46.93 NGR

ラウンド 組 ４００ｍ

決勝
 

  :  .

女子W65 ８００ｍ 決勝 10月27日 11:30

世界記録(WM)  2.39.61    Sabra Harvey  (USA)    2016
日本記録(NM)  2.48.08    京谷　こまえ  (奈良)   2014
大会記録(GR)  3.04.73    山﨑　美惠子  (熊本)   2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  5   26
京谷　こまえ  (69)

ｷｮｳﾀﾆ ｺﾏｴ
奈　良        ・奈　良 DNS

ラウンド 組 ４００ｍ

決勝
 

  :  .

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



女子W70 ８００ｍ 決勝 10月27日 11:30

世界記録(WM)  2.51.49    Angela Copson  (GBR)   2017
日本記録(NM)  3.12.80    山崎　滋子  (三重)      2015
大会記録(GR)  3.21.01    鈴木　郁子  (北海道)   2007

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6   19
今津　毬子  (73)

ｲﾏﾂﾞ ﾏﾘｺ
徳　島        ・徳  島  3:41.49

ラウンド 組 ４００ｍ

決勝
 

  :  .

女子W75 ８００ｍ 決勝 10月27日 11:30

世界記録(WM)  3.07.35    Jeanne Daprano  (USA)   2011
日本記録(NM)  3.20.79    中野　陽子　  (東京)   2012
大会記録(GR)  3.20.88    中野　陽子  (東京)      2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   7    7
戸部　啓子  (79)

ﾄﾍﾞ ｹｲｺ
北海道        ・北海道  4:15.50

ラウンド 組 ４００ｍ

決勝
 

  :  .

女子W80 ８００ｍ 決勝 10月27日 11:30

世界記録(WM)  3.38.15    Yoko Nakano  (JPN)   　2016
日本記録(NM)  3.38.15    中野　陽子  (東京)   　　　　　　2016
大会記録(GR)  5.00.90    Zhu　Xuebao  （CHN）   2007

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8    2
鈴木　郁子  (81)

ｽｽﾞｷ ｲｸｺ
北海道        ・北海道  4:13.58 NGR

ラウンド 組 ４００ｍ

決勝
 

  :  .

女子W35 １５００ｍ 決勝 10月28日 10:30

世界記録(WM)  3.57.73    Maricica Puica  (ROM)   1985
日本記録(NM)  4.35.78    坂本　喜子  (三重)      2016
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  193
稲垣　水美  (39)

ｲﾅｶﾞｷ ﾐｽﾞﾐ
奈　良        ・奈　良 DNS

  2  202
山口　陽子  (35)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳｺ
岐　阜        ・岐　阜 DNS

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



女子W40 １５００ｍ 決勝 10月28日 10:30

世界記録(WM)  3.59.78    Yekatarina Podkopayeva  (URS)   1994
日本記録(NM)  4.44.73    橋本　春子  (神奈川)   　　　　 2009
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3  182 LIN YU-JU  (44) ＴＰＥ        ・ＴＰＥ  8:07.96

女子W45 １５００ｍ 決勝 10月28日 10:30

世界記録(WM)  4.05.44    Yekatarina Podkopayeva  (URS)   1998
日本記録(NM)  4.56.61    幸田　昌代  (茨城)   　　　　　 2009
日本記録(NM)  4.55.7(手) 東　恵美子  (大阪)   　　　　 　1995
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  145
伊神　佐登美  (49)

ｲｶﾞﾐ ｻﾄﾐ
滋　賀        ・滋　賀  5:18.90

女子W50 １５００ｍ 決勝 10月28日 10:30

世界記録(WM)  4.35.40    Nicole Weijling-Dissel  (NED)   2017
日本記録(NM)  5.00.33    相澤　幸枝  (茨城)   　　　　　 2015
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   5  118
今泉　愛子  (53)

ｲﾏｲｽﾞﾐ ｱｲｺ
兵　庫        ・兵　庫  5:19.64

  2   6  130
甲斐　早苗  (51)

ｶｲ ｻﾅｴ
徳　島        ・徳  島  5:31.60

  3   8  134
堀田　美穂  (50)

ﾎｯﾀ ﾐﾎ
三　重        ・三　重  6:27.19

  4   7  114
高橋　典子  (53)

ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｺ
東　京        ・東　京  6:33.79

女子W55 １５００ｍ 決勝 10月28日 10:30

世界記録(WM)  4.51.26    Silke Schmidt  (GER)   　2015
日本記録(NM)  5.07.50    弓削田  眞理子  (埼玉)   2015
大会記録(GR)  5.41.56    村上　初美  (和歌山)   　2013

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  12   85
深尾　真美  (57)

ﾌｶｵ ﾏﾐ
大　阪        ・大　阪  5:34.12 NGR

  2  11   75 HA  YOUSUK  (59) ＫＯＲ        ・ＫＯＲ  5:44.88

  3   9   78
林　啓海  (58)
ﾊﾔｼ ﾋﾛﾐ

愛　知        ・愛　知  6:11.88

 10   97
小出　裕子  (55)

ｺｲﾃﾞ ﾕｳｺ
和歌山        ・和歌山 DNS

女子W60 １５００ｍ 決勝 10月28日 10:30

世界記録(WM)  5.06.65    Lidia Zentner  (GER)   2013
日本記録(NM)  5.26.46    中山　淳子  (愛知)   　2018
大会記録(GR)  5.50.24    松田　瑞江  (東京)   　2007

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  13   53
谷口　圭子  (63)

ﾀﾆｸﾞﾁ ｹｲｺ
滋　賀        ・滋　賀  6:28.39

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



女子W65 １５００ｍ 決勝 10月28日 10:30

世界記録(WM)  5.25.65    Kathryn Martin  (USA)   2017
日本記録(NM)  5.49.32    京谷　こまえ  (奈良)    2015
大会記録(GR)  6.28.37    Chen Xuhua  （CHN）   　2007

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  14   31
小嶋　祐子  (67)

ｺｼﾞﾏ ﾕｳｺ
滋　賀        ・滋　賀  7:03.36

  2  15   44
阪本　勝子  (65)

ｻｶﾓﾄ ｶﾂｺ
奈　良        ・奈　良  8:27.60

女子W70 １５００ｍ 決勝 10月28日 10:30

世界記録(WM)  5.46.9     Angela Copson  (GBR)   2017
日本記録(NM)  6.24.58    井手　雅子　(茨城)     2012
大会記録(GR)  6.48.32    松岡　和子  (大阪)   　2007

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 16   20
牧野　節子  (73)

ﾏｷﾉ ｾﾂｺ
兵　庫        ・兵　庫 DNS

女子W35 １マイル 決勝 10月27日 14:30

世界記録(WM)  4.17.33    Maricica Puica  (ROM)   1985
日本記録(NM)     
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  202
山口　陽子  (35)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳｺ
岐　阜        ・岐　阜 DNS

女子W45 １マイル 決勝 10月27日 14:30

世界記録(WM)  4.48.42    Yekatarina Podkopayeva  (URS)   1997
日本記録(NM)  5.54.42    甲斐　早苗  (徳島)   　　　　　 2013
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   2  151
内谷　美由紀  (48)

ｳﾁﾀﾆ ﾐﾕｷ
大　阪        ・大　阪  7:59.43

女子W50 １マイル 決勝 10月27日 14:30

世界記録(WM)  5.00.59    Gitte Karlshoj  (DEN)   2010
日本記録(NM)  6.01.84    糸氏　明子  (大阪)      2013
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   7  139
松尾　典子  (50)

ﾏﾂｵ ﾉﾘｺ
大　阪        ・大　阪  5:49.68 NNM NGR

  2   5  130
甲斐　早苗  (51)

ｶｲ ｻﾅｴ
徳　島        ・徳  島  6:07.80

  3   6  115
渡辺　幸江  (53)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｴ
愛　知        ・愛　知  6:20.20

  4   3  111
鈴木　裕子  (53)

ｽｽﾞｷ ﾋﾛｺ
静　岡        ・静　岡 10:26.68

  4  143
濱村　由佳  (50)

ﾊﾏﾑﾗ ﾕｶ
愛　知        ・愛　知 DNS

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場/ NNM:日本マスターズ新記録）



女子W55 １マイル 決勝 10月27日 14:30

世界記録(WM)  5.17.37    Silke Schmidt  (GER)   2015
日本記録(NM)  6.04.36    大谷　妙子  (千葉)   　2013
大会記録(GR)  6.04.36    大谷　妙子  (千葉)   　2013

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8   88
糸氏　明子  (56)

ｲﾄｳｼﾞ ｱｷｺ
大　阪        ・大　阪  6:30.63

  2   9   95
磯山　智美  (56)

ｲｿﾔﾏ ｻﾄﾐ
茨　城        ・茨　城  7:14.25

女子W60 １マイル 決勝 10月27日 14:30

世界記録(WM)  5.42.65    Kathryn Martin  (USA)    2013
日本記録(NM)  6.25.21    大小田　ふみ子  (京都)   2013
大会記録(GR)  6.25.21    大小田　ふみ子  (京都)   2013

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  10   55
太田　君子  (63)

ｵｵﾀ ｷﾐｺ
滋　賀        ・滋　賀  6:40.65

女子W65 １マイル 決勝 10月27日 14:30

世界記録(WM)  5.54.59    Angela Copson  (GBR)   2015
日本記録(NM)  6.57.90    松田　瑞江  (東京)   　2013
大会記録(GR)  6.57.90    松田　瑞江  (東京)   　2013

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  12   32
松村　政子  (67)

ﾏﾂﾑﾗ ﾏｻｺ
大　阪        ・大　阪  6:27.18 NNM NGR

  2  11   44
阪本　勝子  (65)

ｻｶﾓﾄ ｶﾂｺ
奈　良        ・奈　良  9:20.68

女子W70 １マイル 決勝 10月27日 14:30

世界記録(WM)  6.38.30    Sharon Gerl  (USA)   2018
日本記録(NM)  8.02.96    松岡　和子  (大阪)   2009
大会記録(GR)  8.02.96    松岡　和子  (大阪)   2009

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  13   19
今津　毬子  (73)

ｲﾏﾂﾞ ﾏﾘｺ
徳　島        ・徳  島  7:53.95 NNM NGR

女子W75 １マイル 決勝 10月27日 14:30

世界記録(WM)  6.58.44    Jeanne Daprano  (USA)   2012
日本記録(NM)     
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  14    7
戸部　啓子  (79)

ﾄﾍﾞ ｹｲｺ
北海道        ・北海道  9:39.85

凡例（NGR:大会新記録/ NNM:日本マスターズ新記録）



女子W50 ３０００ｍ 決勝 10月28日  9:00

世界記録(WM)  9.47.20    Gitte Karlsh?j  (DEN)   2009
日本記録(NM)  10.41.97    高橋　美津子  (京都)   1998
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   1  107
古家　雅恵  (54)

ﾌﾙﾔ ﾉﾘｴ
滋　賀        ・滋　賀 11:45.05

  2   3  143
濱村　由佳  (50)

ﾊﾏﾑﾗ ﾕｶ
愛　知        ・愛　知 12:03.11

  3   4  126
水内　喜美代  (52)

ﾐｽﾞｳﾁ ｷﾐﾖ
奈　良        ・奈　良 12:21.38

  4   2  113
田端　明子  (53)

ﾀﾊﾞﾀ ｱｷｺ
千　葉        ・千　葉 15:27.65

  5   5  111
鈴木　裕子  (53)

ｽｽﾞｷ ﾋﾛｺ
静　岡        ・静　岡 20:31.68

女子W55 ３０００ｍ 決勝 10月28日  9:00

世界記録(WM)  10.03.90    Silke Schmidt  (GER)   　2015
日本記録(NM)  10.34.89    弓削田　眞理子  (埼玉)   2015
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8   75 HA  YOUSUK  (59) ＫＯＲ        ・ＫＯＲ 11:43.81

  6   97
小出　裕子  (55)

ｺｲﾃﾞ ﾕｳｺ
和歌山        ・和歌山 DNS

  7   86
姉川　和子  (57)

ｱﾈｶﾜ ｶｽﾞｺ
兵　庫        ・兵　庫 DNS

女子W60 ３０００ｍ 決勝 10月28日  9:00

世界記録(WM)  10.54.04    Lidia Zentner  (GER)   　2013
日本記録(NM)  11.26.10    弓削田　眞理子  (埼玉)   2018
大会記録(GR)
           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  11   55
太田　君子  (63)

ｵｵﾀ ｷﾐｺ
滋　賀        ・滋　賀 13:09.72

  2   9   51
大本　明子  (63)

ｵｵﾓﾄ ｱｷｺ
奈　良        ・奈　良 14:19.95

 10   50
松平　久美子  (64)

ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ｸﾐｺ
兵　庫        ・兵　庫 DNS

女子W70 ３０００ｍ 決勝 10月28日  9:00

世界記録(WM)  12.52.03    Lavinia Petrie  (AUS)   2014
日本記録(NM)  13.36.64    村本　みのる  (大阪)    2011
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  12   19
今津　毬子  (73)

ｲﾏﾂﾞ ﾏﾘｺ
徳　島        ・徳  島 15:17.46

女子W40 ５０００ｍ 決勝 10月28日 14:00

世界記録(WM)  15.04.87    Joanne Pavey  (GBR)   2014
日本記録(NM)  16.59.91    広浜　良子  (富山)    1989
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   1  182 LIN YU-JU  (44) ＴＰＥ        ・ＴＰＥ 31:53.46
凡例（DNS:欠    場）



女子W45 ５０００ｍ 決勝 10月28日 14:00

世界記録(WM)  15.55.71    Nicole Leveque  (FRA)   1996
日本記録(NM)  17.37.81    三枝　恵美  (兵庫)      2005
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3  155
田中　美香  (48)

ﾀﾅｶ ﾐｶ
兵　庫        ・兵　庫 18:12.19

  2   2  144  PYUN  INYOUNG  (49) ＫＯＲ        ・ＫＯＲ 26:34.82

  3   4  148 JO  MINGYEONG  (49) ＫＯＲ        ・ＫＯＲ 30:33.17

女子W40 ８０ｍＨ(0.762m) 決勝 10月28日 11:25

世界記録(WM)  11.24    Monica Pellegrinelli  (SUI)   2005
日本記録(NM)  11.77    大朝　尚子  (東京)   　　　　 2009
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.5

  1   5  192
髙畑　志野  (40)

ﾀｶﾊﾀ ｼﾉ
長　野        ・長  野   13.61

  2   6  176
山本　百合香  (44)

ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾘｶ
千　葉        ・千　葉   15.34

女子W45 ８０ｍＨ(0.762m) 決勝 10月28日 11:25

世界記録(WM)  11.51    Christine Muller  (SUI)   2004
日本記録(NM)  11.94    大朝　尚子  (東京)        2013
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.5

  1   8  175
田村　泉美  (45)

ﾀﾑﾗ ｲｽﾞﾐ
神奈川        ・神奈川   13.26

  2   7  170
大南　央恵  (45)

ｵｵﾐﾅﾐ ﾋｻｴ
北海道        ・北海道   15.47

  3   9  149
芦原　広美  (49)

ｱｼﾊﾗ ﾋﾛﾐ
広　島        ・広　島   21.86

女子W50 ８０ｍＨ(0.762m) 決勝 10月28日 11:25

世界記録(WM)  12.08    Christine Muller  (SUI)   2009
日本記録(NM)  13.05    中尾　晴実  (神奈川)      2018
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.2

  1   4  124
中尾　晴実  (52)

ﾅｶｵ ﾊﾙﾐ
神奈川        ・神奈川   13.22

  2   5  128
八幡　晶子  (51)

ﾔﾜﾀ ｱｷｺ
新　潟        ・新　潟   14.74

  3   6  129
大江　由子  (51)

ｵｵｴ ﾕｳｺ
滋　賀        ・滋　賀   15.25

女子W55 ８０ｍＨ(0.762m) 決勝 10月28日 11:25

世界記録(WM)  12.31    Helgi Lamp  (EST)   　　 1999
日本記録(NM)  13.95    山崎　真千子  (神奈川)   2017
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.2

  1   7   94
安東　由香利  (56)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｶﾘ
岡　山        ・岡　山   14.39

  2   9  100
横山　恭子  (55)

ﾖｺﾔﾏ ｷｮｳｺ
福　井        ・福  井   16.78

  8   98
鈴木　美貴  (55)

ｽｽﾞｷ ﾐｷ
静　岡        ・静　岡 DNS凡例（DNS:欠    場）



女子W60 ８０ｍＨ(0.700m) 決勝 10月28日 11:25

世界記録(WM)  12.9     Jane Horder  (GBR)   　　2017
日本記録(NM)  14.19    高橋　理恵子  (北海道)   2010
大会記録(GR)  16.84    玉田　ゆみ子  (宮崎)   　2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.4

  1   5   67
須田　郁子  (61)

ｽﾀﾞ ｲｸｺ
山　口        ・山　口   14.32 NGR

  2   6   69
木村　和代　  (61)

ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾖ
愛　知        ・愛　知   16.65 NGR

  3   4   54
渡邉　登美子  (63)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾐｺ
東　京        ・東　京   19.30

女子W65 ８０ｍＨ(0.700m) 決勝 10月28日 11:25

世界記録(WM)  14.03    Edith Graff  (BEL)   　　2008
日本記録(NM)  15.45    高橋　理恵子  (北海道)   2016
大会記録(GR)  15.94    Teng Fuen  （CHN）   　　2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.4

  1   7   43
玉田　ゆみ子  (65)

ﾀﾏﾀﾞ ﾕﾐｺ
宮　崎        ・宮　崎   18.45

女子W70 ８０ｍＨ(0.700m) 決勝 10月28日 11:25

世界記録(WM)  15.72    Marianne Maier  (AUT)   2016
日本記録(NM)  17.09    鈴木　昌子  (静岡)   　 2016
大会記録(GR)  19.48    馬渕　弘子  (大阪)      2009

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.4

  8   18
宮本　洋子  (74)

ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛｺ
東　京        ・東　京 DNS

  9   21
鈴木　昌子  (72)

ｽｽﾞｷ ﾏｻｺ
静　岡        ・静　岡 DNS

女子W35 １００ｍＨ(0.838m) 決勝 10月28日 12:00

世界記録(WM)  12.40    Gail Devers  (USA)   2002
日本記録(NM)  16.32    徳地　和子  (三重)   1995
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.1

  1   3  201
武川　由加里  (35)

ﾀｹｶﾜ ﾕｶﾘ
神奈川        ・神奈川   17.11

女子W50 ３００ｍＨ(0.762m) 決勝 10月27日 14:00

世界記録(WM)  44.9     Barbara G?hling  (GER)   2015
日本記録(NM)  49.99    山崎　真千子  (神奈川)   2012
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3  131
西澤　香  (51)
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｵﾘ

長　野        ・長  野   57.54

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



女子W55 ３００ｍＨ(0.762m) 決勝 10月27日 14:00

世界記録(WM)  48.74    Susan Frisby  (GBR)      2017
日本記録(NM)  50.52    山崎　真千子  (神奈川)   2016
大会記録(GR)  54.38    太田　くるみ  (千葉)   　2009

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4   94
安東　由香利  (56)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｶﾘ
岡　山        ・岡　山   54.85

女子W60 ３００ｍＨ(0.700m) 決勝 10月27日 14:00

世界記録(WM)  49.8       Jane Horder  (GBR)   　　2017
日本記録(NM)  55.81    　太田　くるみ  (千葉)   　2015
大会記録(GR)  1.18.91    Shirahata Ryoko  (BRA)   2007

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  6   67
須田　郁子  (61)

ｽﾀﾞ ｲｸｺ
山　口        ・山　口 DNS

女子W65 ３００ｍＨ(0.700m) 決勝 10月27日 14:00

世界記録(WM)  54.06　    Marge Alison  (AUS)      2011
日本記録(NM)  1.02.92    宮本　洋子  (東京)       2009
日本記録(NM)  1.02.92    高橋　理恵子  (北海道)   2016
大会記録(GR)  1.03.71    宮本　洋子  (東京)   　　2009

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  7   46
太田　くるみ  (65)

ｵｵﾀ ｸﾙﾐ
茨　城        ・茨　城 DNS

女子W40 ４００ｍＨ(0.762m) 決勝 10月27日 14:35

世界記録(WM)  58.35　    Barbara G?hling  (GER)   2007
日本記録(NM)  1.07.33    黒川　由子  (富山)   　　2014
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  192
髙畑　志野  (40)

ﾀｶﾊﾀ ｼﾉ
長　野        ・長  野  1:16.99

  2   3  176
山本　百合香  (44)

ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾘｶ
千　葉        ・千　葉  1:18.94

女子W35 ２０００ｍＳＣ 決勝 10月28日 13:10

世界記録(WM)  6.27.11    Victoria Mitchell  (AUS)   2017
日本記録(NM)  7.32.72    石井　幸枝  (茨城)   　　　2001
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  202
山口　陽子  (35)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳｺ
岐　阜        ・岐　阜 DNS

凡例（DNS:欠    場）



女子W55 ２０００ｍＳＣ 決勝 10月28日 13:10

世界記録(WM)  7.58.43    Margaret Orman  (NZL)   1997
日本記録(NM)  8.17.04    末吉　真規子  (石川)    2017
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3   89
末吉　真規子  (56)

ｽｴﾖｼ ﾏｷｺ
石　川        ・石  川  8:34.61

  2   2   88
糸氏　明子  (56)

ｲﾄｳｼﾞ ｱｷｺ
大　阪        ・大　阪  9:50.94

ラウンド 組 １０００ｍ

決勝
89

 4:13

女子W45 ３０００ｍＷ 決勝 10月27日  9:30

世界記録(WM)  13.57.43    Lynette Ventris  (AUS)   2002
日本記録(NM)  17.23.02    佐々木　あさみ  (青森)   2014
日本記録(NM)  15.43.7(手) 伊丹　玉江  (愛知)   　　1992
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   1  151
内谷　美由紀  (48)

ｳﾁﾀﾆ ﾐﾕｷ
大　阪        ・大　阪 25:49.74

女子W50 ３０００ｍＷ 決勝 10月27日  9:30

世界記録(WM)  13.54.3    Lynette Ventris  (AUS)   2007
日本記録(NM)  16.41.50    長手　雅子  (千葉)      1994
日本記録(NM)  15.53.8(手) 岡田　志美子  (東京)    1995
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3  103
増岡　美由紀  (54)

ﾏｽｵｶ ﾐﾕｷ
奈　良        ・奈　良 18:59.10

  2   2  105
杉田　とき美  (54)

ｽｷﾞﾀ  ﾄｷﾐ
愛　知        ・愛　知 22:23.67

女子W60 ３０００ｍＷ 決勝 10月27日  9:30

世界記録(WM)  15.21.94    Heather Carr  (AUS)    2011
日本記録(NM)  17.13.36    矢沢　美代子  (長野)   2013
日本記録(NM)  17.01.5(手) 岡田　志美子  (東京)   2003
大会記録(GR)  17.32.44    矢沢　美代子  (長野)   2013

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   5   71
松原　良子  (60)

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｮｳｺ
愛　知        ・愛　知 21:06.29

  2   4   64
柏原　典子  (62)

ｶｼﾊﾗ ﾉﾘｺ
広　島        ・広　島 23:12.59



女子W65 ３０００ｍＷ 決勝 10月27日 10:17

世界記録(WM)  16.22.1     Brenda Riley  (AUS)   　　2006
日本記録(NM)  17.53.72    岡田　志美子  (東京)      2008
大会記録(GR)  22.33.59    Rosalind Pakkiam  (SIN)   2007

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6   37
矢澤　美代子  (66)

ﾔｻﾞﾜ ﾐﾖｺ
長　野        ・長  野 19:17.15 NGR

  2   7   28
斎藤　充子  (68)

ｻｲﾄｳ ﾐﾁｺ
東　京        ・東　京 19:21.54 NGR

女子W70 ３０００ｍＷ 決勝 10月27日 10:52

世界記録(WM)  18.05.0     Britta Tibbling  (SWE)   1989
日本記録(NM)  18.41.55    松本　初枝  (千葉)   　　2014
大会記録(GR)  20.46.00    小沢　鈴香  (千葉)   　　2013

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  8   20
牧野　節子  (73)

ﾏｷﾉ ｾﾂｺ
兵　庫        ・兵　庫 DNS

女子W75 ３０００ｍＷ 決勝 10月27日  9:30

世界記録(WM)  19.23.50    Hatue Matumoto  (JPN)   2017
日本記録(NM)  19.23.50    松本　初枝  (千葉)   　 2017
大会記録(GR)  23.43.08    阪田　八恵子  (京都)    2013

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   9   16
山田　セツ  (75)

ﾔﾏﾀﾞ ｾﾂ
大　阪        ・大　阪 26:02.63

女子W80 ３０００ｍＷ 決勝 10月27日  9:30

世界記録(WM)  21.08.2     Aina Engberg  (SWE)    2003
日本記録(NM)  25.33.96    阪田　八惠子  (京都)   2018
大会記録(GR)           

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  10    3
阪田　八恵子  (81)

ｻｶﾀ ﾔｴｺ
京　都        ・京　都 25:18.63 NNM

女子W40 ４×１００ｍ 決勝 10月27日 16:40

世界記録(WM)  48.01   Mogentale,Brims,Bezuidenhout,Strong  (AUS)   2009
日本記録(NM)  50.85   斎藤、赤峰、田崎、村山  (日本)   　　　　　　1993
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ チーム ﾅﾝﾊﾞｰ 走者名 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1
 

  3
 

奈良県
ﾅﾗｹﾝ

 181
 169
 172
  58

川又　裕美子  (44)

芹川　ゆかり  (46)

平塚　道生  (45)

山田　嘉子  (62)

ｶﾜﾏﾀ ﾕﾐｺ
ｾﾘｶﾜ ﾕｶﾘ
ﾋﾗﾂｶ ﾐﾁｦ
ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｺ

1:00.22
 

 

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場/ NNM:日本マスターズ新記録）



女子W45 ４×１００ｍ 決勝 10月27日 16:40

世界記録(WM)  48.92   Motti,Brims,Forster,Mogentale  (AUS)   2011
日本記録(NM)  51.80   中尾、岡崎、宮本、宮田  (日本)   　　　2014
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ チーム ﾅﾝﾊﾞｰ 走者名 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1
 

  4
 

三重県
ﾐｴｹﾝ

 157
 116
 104
  73

福井　純子  (47)

廣島　琢美  (53)

山口　育子  (54)

川合　頼子  (60)

ﾌｸｲ ｼﾞｭﾝｺ
ﾋﾛｼﾏ ﾀｸﾐ
ﾔﾏｸﾞﾁ ｲｸｺ
ｶﾜｲ ﾖﾘｺ

1:02.84
 

 

女子W55 ４×１００ｍ 決勝 10月27日 16:40

世界記録(WM)  54.05    Triolo,Allen,Shook,Upshaw  (USA)   2018
日本記録(NM)  57.84    川野、中村、山本、成石  (日本)   　　　　　 1993
大会記録(GR)  1.19.43  タイチーム  （THA）                         2009

決勝
順位 ﾚｰﾝ チーム ﾅﾝﾊﾞｰ 走者名 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1
 

  5
 

神奈川県
ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ

  39
  79
  91
  76

松尾　真弓  (66)

山崎　真千子  (58)

藤原　恵美子  (56)

高橋　葉子  (59)

ﾏﾂｵ ﾏﾕﾐ
ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾁｺ
ﾌｼﾞﾜﾗ ｴﾐｺ
ﾀｶﾊｼ ﾖｳｺ

58.14
 

NGR
 

女子W60 ４×４００ｍ 決勝 10月28日 16:35

世界記録(WM)  4.41.85   West,Godsell,Horder,Powell  (GBR)   2018
日本記録(NM)  5.59.54   前田、越川、長田、中村  (日本)   　2002
大会記録(GR)           

決勝
順位 ﾚｰﾝ チーム ﾅﾝﾊﾞｰ 走者名 記録 ｺﾒﾝﾄ
   3

 
滋賀県
ｼｶﾞｹﾝ

 DNS
 

女子W40 走高跳 決勝 10月27日 15:58

世界記録(WM)  1m87    Iryna Myhalchenko  (UKR)   2012
日本記録(NM)  1m75    福本　　幸  (兵庫)   　　　2017
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属

1m00
1m50

1m05
1m55

1m10
1m60

1m15
1m65

1m20
1m70

1m25
1m73

1m30
　

1m35
　

1m40
　

1m45
　

記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  3  188
福本　幸  (41)
ﾌｸﾓﾄ ﾐﾕｷ

兵　庫
兵　庫

-
-

 
 

 
 

-
-

 
 

 
 

-
-

 
 

 
 

-
o

 
 

 
 

-
x

 
o

 
 

-
x

 
x

 
x

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

1m70

  2  2  190
佐藤　望  (40)
ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ

京　都
京　都

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

o
 

 
 

 
 

x
 

x
 

x
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1m20

  3  1  192
髙畑　志野  (40)

ﾀｶﾊﾀ ｼﾉ
長　野
長  野

o
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

x
 

x
 

x
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1m00

  4  180
高橋　祐子  (44)

ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺ
京　都
京　都

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DNS

女子W50 走高跳 決勝 10月27日 13:58

世界記録(WM)  1m61    Petra Bajeat  (FRA)    2018
日本記録(NM)  1m40    淵脇　令子  (神奈川)   1996
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 0m90 0m95 1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 1m25 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  129
大江　由子  (51)

ｵｵｴ ﾕｳｺ
滋　賀
滋　賀

-   -   -   -   -   o   o   x x x 1m20

  2  2  104
山口　育子  (54)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｲｸｺ
三　重
三　重

-   -   -   o   o   x x x       1m10
凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



女子W55 走高跳 決勝 10月27日 13:58

世界記録(WM)  1m55    Florence Picaut  (FRA)   2008
日本記録(NM)  1m36    弥生　さつき  (宮﨑)   　2017
大会記録(GR)  1m15    臼田　香津子  (群馬)   　2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 0m85 0m90 0m95 1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1   80
渡邉　久美  (58)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾐ
埼　玉
埼　玉

-   -   -   o   o   o   o   x x x 1m15 =GR

女子W60 走高跳 決勝 10月27日 13:58

世界記録(WM)  1m47    Weia Reinboud  (NED)   2010
日本記録(NM)  1m25    佐藤　洋子  (神奈川)   2001
日本記録(NM)  1m25    佐伯　信子  (富山)   　2009
大会記録(GR)  1m05    玉田　ゆみ子  (宮崎)   2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 0m85 0m90 0m95 1m00 1m05 1m10 1m15 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1   59
臼田　香津子  (62)

ｳｽﾀﾞ ｶﾂﾞｺ
群　馬
群　馬

-   -   o   o   o   x o  x x x 1m10 NGR

女子W65 走高跳 決勝 10月27日 13:58

世界記録(WM)  1m42    Weia Reinboud  (NED)   2015
日本記録(NM)  1m20    長田　順子  (宮崎)   　2007
大会記録(GR)  1m20    長田　順子  (宮崎)   　2007

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 0m80 0m85 0m90 0m95 1m00 1m05 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1   43
玉田　ゆみ子  (65)

ﾀﾏﾀﾞ ﾕﾐｺ
宮　崎
宮　崎

-   -   o   o   o   x x x 1m00

女子W75 走高跳 決勝 10月27日 13:58

世界記録(WM)  1m24    Carol LaFayette-Boyd  (CAN)   2018
日本記録(NM)  1m11    馬渕　弘子  (大阪)   　　　　 2011
大会記録(GR)  1m02    奈良　タカ子  (秋田)   　　　 2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 0m80 0m85 0m90 0m95 1m00 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1   11
藤岡　裕子  (78)

ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳｺ
神奈川
神奈川

o   o   o   x o  x x r 0m95

女子W50 棒高跳 決勝 10月28日  9:35

世界記録(WM)  3m40    Dawn Hartigan  (AUS)   　2007
日本記録(NM)  3m00    山崎　真千子  (神奈川)   2013
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1m40 1m50 1m60 1m70 1m80 1m90 2m00 2m10 2m20 2m30 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2  106
泉　恵子  (54)
ｲｽﾞﾐ ｹｲｺ

三　重
三　重

-   -   -   -   -   -   -   o   o   x x x 2m20

  2  1  127
築山　弘実  (51)

ﾂｷﾔﾏ ﾋﾛﾐ
茨　城
茨　城

-   -   -   -   x o  x o  x o  x x x       2m00

凡例（NGR:大会新記録/ =GR:大会ﾀｲ記録）



女子W65 棒高跳 決勝 10月28日  9:35

世界記録(WM)  3m19    Nadine O'Connor  (USA)   2009
日本記録(NM)  2m32    山本　　翠  (兵庫)   　　2003
大会記録(GR)  1m80    関　めり子  (和歌山)   　2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1m30 1m40 1m50 1m60 1m70 1m80 1m90 2m00 2m10 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2   25
山本　益美  (69)

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｽﾐ
奈　良
奈　良 -   -   -   -   -   -   x x o x x o x x x 2m00 NGR

  2  1   27
加古　文子  (69)

ｶｺ ﾌﾐｺ
滋　賀
滋　賀

-   -   -   -   o   o   x o  x x x    1m90 NGR

女子W70 棒高跳 決勝 10月28日  9:35

世界記録(WM)  2m95    Nadine O'Connor  (USA)   2012
日本記録(NM)  2m35    山本　　翠  (兵庫)   　　2004
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1m30 1m40 1m50 1m60 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1   24
関　めり子  (70)

ｾｷ ﾒﾘｺ
和歌山
和歌山

-   -   x x o x x x 1m50

女子W35 走幅跳 決勝 10月28日 13:30

世界記録(WM)  6m99    Heike Drechsler  (GER)   2000
日本記録(NM)  5m72    西内　久美子  (高知)   　1985
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  200
金城　麻華  (35)

ｷﾝｼﾞｮｳ ｵﾊﾅ
沖　縄
沖　縄

  4m71
+0.2

  ×
  4m91
-1.2

  4m75
-1.1

 4m91
-1.2

  2  3  199
川野　真里  (36)

ｶﾜﾉ ﾏﾘ
大　分
大　分

  4m58
+0.3

  4m68
+1.6

  4m57
-0.7

  4m42
-0.7

 4m68
+1.6

  3  2  196
山内　やよい  (38)

ﾔﾏﾉｳﾁ ﾔﾖｲ
神奈川
神奈川

  4m61
+0.4

  4m56
+1.0

  4m64
-1.2

  ×  4m64
-1.2

女子W40 走幅跳 決勝 10月28日 13:30

世界記録(WM)  6m55    Tatyana Ter-Mesrobian  (RUS)   2008
日本記録(NM)  5m71    西内　久美子  (高知)   　　　　1988
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  5  178
浅井　紀子  (44)

ｱｻｲ ﾉﾘｺ
愛　知
愛　知

  4m59
+1.4

  4m71
+1.9

  4m83
-1.4

  4m67
+0.6

 4m83
-1.4

  2  4  185
矢吹　絵里子  (42)

ﾔﾌﾞｷ ｴﾘｺ
岡　山
岡　山

  3m28
+0.8

  4m62
+1.0

  4m61
-0.2

  ×  4m62
+1.0

  3  3  189
小塚　美弥  (40)

ｺﾂｶ ﾐﾔ
京　都
京　都

  4m38
+0.2

  4m60
+1.1

  4m58
-2.3

  4m49
-2.5

 4m60
+1.1

  4  1  177
藤井　美智子  (44)

ﾌｼﾞｲ ﾐﾁｺ
岐　阜
岐　阜

  4m27
-0.2

  4m60
+1.6

  4m21
-2.0

  4m23
-1.5

 4m60
+1.6

  5  2  181
川又　裕美子  (44)

ｶﾜﾏﾀ ﾕﾐｺ
奈　良
奈　良

  4m01
-0.1

  3m79
+1.1

  3m81
-2.2

  3m88
-1.4

 4m01
-0.1

凡例（NGR:大会新記録）



女子W45 走幅跳 決勝 10月28日 13:30

世界記録(WM)  5m62    Kriemhild Mann  (GER)   2012
日本記録(NM)  5m52    渡川　孝子  (徳島)      1988
日本記録(NM)  5m52    大日向　暁子  (長野)    1995
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  3  149
芦原　広美  (49)

ｱｼﾊﾗ ﾋﾛﾐ
広　島
広　島

  ×
  4m47
+1.5

  4m19
-0.0

  ×
 4m47
+1.5

  2  1  170
大南　央恵  (45)

ｵｵﾐﾅﾐ ﾋｻｴ
北海道
北海道

  4m15
+0.6

  ×   3m70
+0.9

  3m95
-2.6

 4m15
+0.6

  3  2  150
山下　美木  (49)

ﾔﾏｼﾀ ﾐｷ
鳥　取
鳥　取

  3m78
-0.5

  ×   3m54
-0.6

  3m42
-1.4

 3m78
-0.5

女子W50 走幅跳 決勝 10月28日 13:30

世界記録(WM)  5m41    Marie Kay  (AUS)   　　2010
日本記録(NM)  5m14    大日向　暁子  (長野)   2004
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2  131
西澤　香  (51)
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｵﾘ

長　野
長  野

  4m15
-0.5

  4m32
+1.4

  4m21
-0.6

  4m18
-1.1

 4m32
+1.4

  2  3  136
内藤　知華  (50)

ﾅｲﾄｳ ﾁｶ
埼　玉
埼　玉

  3m81
-0.4

  4m02
+0.4

  3m95
-2.0

  3m89
-0.8

 4m02
+0.4

  3  5  112
三尾　朋子  (53)

ﾐｵ ﾄﾓｺ
三　重
三　重

  3m67
-1.1

  ×
  3m08
-0.8

  3m22
-2.6

 3m67
-1.1

  4  1  122
澤　やよい  (52)

ｻﾜ ﾔﾖｲ
奈　良
奈　良

  ×   2m32
+0.4

  2m40
 0.0

  ×  2m40
 0.0

  4  133
堀　琴乃  (50)
ﾎﾘ ｺﾄﾉ

奈　良
奈　良

  ×   ×   ×   × NM 

女子W55 走幅跳 決勝 10月28日 13:00

世界記録(WM)  5m06    Ramona Pfeiffer  (GER)   2016
日本記録(NM)  4m95    西内　久美子  (高知)   　2003
大会記録(GR)  4m26    徳地　和子  (三重)   　　2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2   93
本間　明子  (56)

ﾎﾝﾏ ｱｷｺ
兵　庫
兵　庫

  4m10
-1.1

  4m08
+0.0

  3m87
-2.9

  4m08
-0.2

 4m10
-1.1

  2  3  101
佐藤　くみ子  (55)

ｻﾄｳ ｸﾐｺ
三　重
三　重

  3m94
-0.3

  3m81
+0.7

  3m86
-1.1

  3m89
+0.5

 3m94
-0.3

  3  1  100
横山　恭子  (55)

ﾖｺﾔﾏ ｷｮｳｺ
福　井
福  井

  3m60
-0.6

  2m43
+1.6

  3m74
-1.2

  3m58
+2.1

 3m74
-1.2

  4  5  102
堀　聡子  (55)
ﾎﾘ ｻﾄｺ

埼　玉
埼　玉

  3m71
-0.9

  ×   3m70
+0.1

  －  3m71
-0.9

  5  4   87
内藤　京子  (57)

ﾅｲﾄｳ ｷｮｳｺ
神奈川
神奈川

  3m48
+1.0

  3m33
+0.1

  3m33
-1.6

  ×  3m48
+1.0

凡例（NM :記録なし）



女子W60 走幅跳 決勝 10月28日 13:00

世界記録(WM)  4m75    Christiane Schmalbruch  (GER)   1997
日本記録(NM)  4m54    西内　久美子  (高知)   　　　　 2008
大会記録(GR)  4m38    西内　久美子  (高知)   　　　　 2007

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1   62
尾崎　悦子  (62)

ｵｻﾞｷ ｴﾂｺ
広　島
広　島

  3m40
-1.2

  ×
  3m71
-1.4

  ×
 3m71
-1.4

  2  3   69
木村　和代　  (61)

ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾖ
愛　知
愛　知

  3m27
-1.1

  3m21
+1.0

  3m38
-0.7

  3m13
+0.6

 3m38
-0.7

  3  2   65
向井　京子  (62)

ﾑｶｲ ｷｮｳｺ
愛　媛
愛　媛

  3m06
-0.4

  3m26
-0.4

  2m91
-2.9

  －  3m26
-0.4

  4  4   49
山崎　和子  (64)

ﾔﾏｻｷ ｶｽﾞｺ
奈　良
奈　良

  2m82
+0.2

  3m11
+1.3

  3m00
-2.0

  －
 3m11
+1.3

女子W65 走幅跳 決勝 10月28日 13:30

世界記録(WM)  4m64    Christiane Schmalbruch  (GER)   2002
日本記録(NM)  4m18    大日向　暁子  (長野)   　　　　 2015
大会記録(GR)  3m46    長田　順子  (宮崎)   　　　　　 2007

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1   42
田中　やす子  (65)

ﾀﾅｶ ﾔｽｺ
愛　媛
愛　媛

  2m64
-0.5

  2m69
+1.3

  3m00
-0.1

  3m00
-0.2

 3m00
-0.2

  2   40
加藤　恵子  (66)

ｶﾄｳ ｹｲｺ
和歌山
和歌山

  －   －   －   － NM 

  3   29
大日向　暁子  (68)

ｵｵﾋﾅﾀ ｱｷｺ
長　野
長  野

DNS

女子W75 走幅跳 決勝 10月28日 13:30

世界記録(WM)  4m09    Carol LaFayette-Boyd  (CAN)   2017
日本記録(NM)  3m47    倉津　　緑  (長崎)   　　　　 2015
大会記録(GR)  3m07    奈良　タカ子  (秋田)   　　　 2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  203
渡川　孝子 (75)

ﾄｶﾞﾜ ﾀｶｺ
徳  島   3m13

-1.1
  3m50
+1.9

  3m50
+0.3

  3m15
-1.3

 3m50
+0.3

NNM NGR

  2  3   11
藤岡　裕子  (78)

ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳｺ
神奈川
神奈川

  2m13
-0.9

  2m38
+1.1

  ×   2m27
-0.9

 2m38
+1.1

  3  2   10
鶴見　文子  (79)

ﾂﾙﾐ ﾌﾐｺ
長　野
長  野

  2m19
-1.4

  2m30
+1.5

  2m30
+0.8

  ×  2m30
+0.8

女子W35 三段跳 決勝 10月27日 11:30

世界記録(WM)  14m65    Yamile Aldama  (GBR)   2012
日本記録(NM)  12m27    小圷　智子  (茨城)   　2017
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  199
川野　真里  (36)

ｶﾜﾉ ﾏﾘ
大　分
大　分

 10m18
+0.5

  9m99
-0.9

  9m72
-0.2

  9m93
-1.8

10m18
+0.5

凡例（NGR:大会新記録/ NM :記録なし/ DNS:欠    場/ NNM:日本マスターズ新記録）



女子W40 三段跳 決勝 10月27日 11:30

世界記録(WM)  14m06    Yamil? Aldama  (GBR)   2013
日本記録(NM)  12m14    大日向　暁子  (長野)   1994
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  177
藤井　美智子  (44)

ﾌｼﾞｲ ﾐﾁｺ
岐　阜
岐　阜

  9m24
-0.4

  9m15
+0.4

  9m20
+0.3

  8m92
-2.7

 9m24
-0.4

女子W45 三段跳 決勝 10月27日 11:30

世界記録(WM)  12m01    Murielle Glovil  (FRA)   2015
日本記録(NM)  11m98    大日向　暁子  (長野)   　1995
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  150
山下　美木  (49)

ﾔﾏｼﾀ ﾐｷ
鳥　取
鳥　取

  ×   8m37
+1.8

  8m27
-2.0

  8m19
-1.4

 8m37
+1.8

女子W50 三段跳 決勝 10月27日 11:30

世界記録(WM)  11m66    Akiko Ohinata  (JPN)   2004
日本記録(NM)  11m66    大日向　暁子  (長野)   2004
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  131
西澤　香  (51)
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｵﾘ

長　野
長  野

  ×   ×  10m30
-1.3

  9m99
-1.0

10m30
-1.3

  2  2  136
内藤　知華  (50)

ﾅｲﾄｳ ﾁｶ
埼　玉
埼　玉

  9m76
-0.1

  9m89
-0.3

  9m46
-0.3

  9m67
-0.6

 9m89
-0.3

女子W55 三段跳 決勝 10月27日 11:30

世界記録(WM)  10m97    Akiko Ohinata  (JPN)   2006
日本記録(NM)  10m97    大日向　暁子  (長野)   2006
大会記録(GR)  9m18     徳地　和子  (三重)   　2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  102
堀　聡子  (55)
ﾎﾘ ｻﾄｺ

埼　玉
埼　玉

  7m98
-0.7

  8m51
-1.3

  7m57
+0.2

  8m19
-2.1

 8m51
-1.3

  2  2  101
佐藤　くみ子  (55)

ｻﾄｳ ｸﾐｺ
三　重
三　重

  8m19
-1.8

  8m18
-0.4

  8m39
+0.7

  ×  8m39
+0.7

女子W60 三段跳 決勝 10月27日 11:30

世界記録(WM)  11m04    Akiko Ohinata  (JPN)   2010
日本記録(NM)  11m04    大日向　暁子  (長野)   2010
大会記録(GR)  8m11     樋渡　久子  (北海道)   2009

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2   62
尾崎　悦子  (62)

ｵｻﾞｷ ｴﾂｺ
広　島
広　島

  7m73
-0.9

  7m73
+0.2

  7m74
+0.1

  7m71
-0.7

 7m74
+0.1

  2  1   66
江口　満喜子  (62)

ｴｸﾞﾁ ﾏｷｺ
新　潟
新　潟

  6m20
-2.0

  6m49
-1.1

  6m38
+1.6

  6m20
-1.3

 6m49
-1.1



女子W65 三段跳 決勝 10月27日 11:30

世界記録(WM)  9m68    Akiko Ohinata  (JPN)   2015
日本記録(NM)  9m81    大日向　暁子  (長野)   2015
大会記録(GR)  7m70    樋渡　久子  (北海道)   2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1   29
大日向　暁子  (68)

ｵｵﾋﾅﾀ ｱｷｺ
長　野
長  野

  ×   ×
  9m51
+0.9

  ×
 9m51
+0.9

NGR

  2  2   43
玉田　ゆみ子  (65)

ﾀﾏﾀﾞ ﾕﾐｺ
宮　崎
宮　崎

  6m93
-1.8

  7m03
-0.8

  6m91
-0.4

  ×  7m03
-0.8

女子W70 三段跳 決勝 10月27日 11:30

世界記録(WM)  8m65    Christiane Schmalbruch  (GER)   2009
日本記録(NM)  8m64    倉津　　緑  (長崎)   　　　　　 2010
大会記録(GR)  6m84    越川　日出子  (東京)   　　　　 2007

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1   22
樋渡　久子  (70)

ﾋﾜﾀﾘ ﾋｻｺ
北海道
北海道

  6m68
-1.7

  6m33
-0.9

  6m43
+0.4

  6m09
-2.0

 6m68
-1.7

女子W35 立五段跳 決勝 10月28日 11:00

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  12m88    久世　由香里  (愛知)   2015
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  201
武川　由加里  (35)

ﾀｹｶﾜ ﾕｶﾘ
神奈川
神奈川

 11m30  11m52  11m53   － 11m53

女子W40 立五段跳 決勝 10月28日 11:00

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  11m90    祐谷　瑞穂  (兵庫)   2017
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  191
種子田　いずみ  (40)

ﾀﾈﾀﾞ ｲｽﾞﾐ
滋　賀
滋　賀

 10m71  10m60  10m46  10m38 10m71

  2  2  177
藤井　美智子  (44)

ﾌｼﾞｲ ﾐﾁｺ
岐　阜
岐　阜

 10m40  10m47  10m42  10m16 10m47

凡例（NGR:大会新記録）



女子W45 立五段跳 決勝 10月28日 11:00

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  12m04    中村　千絵  (栃木)   2017
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2  149
芦原　広美  (49)

ｱｼﾊﾗ ﾋﾛﾐ
広　島
広　島

 10m86  10m60   －   － 10m86

  2  5  159
笹森　比呂子  (47)

ｻｻﾓﾘ ﾋﾛｺ
青　森
青　森

 10m26  10m07   9m84  10m26 10m26

  3  1  162
丸山　佳代  (46)

ﾏﾙﾔﾏ ｶﾖ
滋　賀
滋　賀

  9m03   9m40   9m49   9m13  9m49

  4  3  156
上村　サユリ  (47)

ｶﾐﾑﾗ ｻﾕﾘ
愛　知
愛　知

  8m66   9m06   8m95   9m16  9m16

  4  165
八雲　初美  (46)

ﾔｸﾓ ﾊﾂﾐ
兵　庫
兵　庫

DNS

女子W50 立五段跳 決勝 10月28日 11:00

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  11m84    宮田　直美  (茨城)   2016
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  136
内藤　知華  (50)

ﾅｲﾄｳ ﾁｶ
埼　玉
埼　玉

 10m91  10m85  10m74  11m14 11m14

  2  3  112
三尾　朋子  (53)

ﾐｵ ﾄﾓｺ
三　重
三　重

  9m88  10m16  10m30  10m16 10m30

  3  4  111
鈴木　裕子  (53)

ｽｽﾞｷ ﾋﾛｺ
静　岡
静　岡

  6m22   5m93   5m94   5m97  6m22

  2  110
宮田　直美  (54)

ﾐﾔﾀ ﾅｵﾐ
茨　城
茨　城

DNS

女子W55 立五段跳 決勝 10月28日 11:00

世界記録(WM)           
日本記録(NM)  10m64    本間　明子  (兵庫)   2017
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  4   93
本間　明子  (56)

ﾎﾝﾏ ｱｷｺ
兵　庫
兵　庫

  9m95  10m07  10m41  10m35 10m41

  2  2  102
堀　聡子  (55)
ﾎﾘ ｻﾄｺ

埼　玉
埼　玉

 10m21  10m15  10m25  10m31 10m31

  3  1  101
佐藤　くみ子  (55)

ｻﾄｳ ｸﾐｺ
三　重
三　重

 10m24   9m94  10m08  10m10 10m24

  4  3   83
石川　順子  (57)

ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｺ
愛　知
愛　知

  8m95   8m67   9m08   8m68  9m08

凡例（DNS:欠    場）



女子W60 立五段跳 決勝 10月28日 10:55

世界記録(WM)   
日本記録(NM)  10m01  尾﨑　悦子  (広島)  2017
大会記録(GR)   

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

 1  1   69
木村　和代　  (61)

ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾖ
愛　知
愛　知

 10m16  9m88  10m22  10m24 10m24 NNM

 2  3   62
尾崎　悦子 (62)

ｵｻﾞｷ ｴﾂｺ
広　島
広　島

 9m25  9m60  9m65  9m49  9m65

 3  2   66
江口　満喜子 (62)

ｴｸﾞﾁ ﾏｷｺ
新　潟
新　潟

 8m39  8m27  8m36  8m60  8m60

女子W65 立五段跳 決勝 10月28日 10:55

世界記録(WM)   
日本記録(NM)  11m64  大日向　暁子  (長野)  2017
大会記録(GR)   

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

 1  2   42
田中　やす子  (65)

ﾀﾅｶ ﾔｽｺ
愛　媛
愛　媛

 ×  ×  9m44  ×  9m44

 2  3   43
玉田　ゆみ子  (65)

ﾀﾏﾀﾞ ﾕﾐｺ
宮　崎
宮　崎

 8m61  8m94  －  8m88  8m94

 3  1   30
片山　悦子  (68)

ｶﾀﾔﾏ ｴﾂｺ
奈　良
奈　良

 8m19  8m46  8m41  8m67  8m67

 4  5   25
山本　益美  (69)

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｽﾐ
奈　良
奈　良

 8m08  8m19  8m16  7m96  8m19

 4   29
大日向　暁子  (68)

ｵｵﾋﾅﾀ ｱｷｺ
長　野
長  野

DNS

女子W75 立五段跳 決勝 10月28日 10:55

世界記録(WM)   
日本記録(NM)  8m86  秋田　ソノ子  (奈良)  2018
大会記録(GR)   

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

 1  2   15
渥美　裕子  (75)

ｱﾂﾐ ﾋﾛｺ
滋　賀
滋　賀

 8m64  8m40  8m59  8m71  8m71

 2  3   9
秋田　ソノ子  (79)

ｱｷﾀ ｿﾉｺ
奈　良
奈　良

 8m39  8m51  8m41  8m28  8m51

 3  4   7
戸部　啓子  (79)

ﾄﾍﾞ ｹｲｺ
北海道
北海道

 6m13  5m87  6m07  5m95  6m13

 1   12
嘉成　倶子  (77)

ｶﾅﾘ ﾄﾓｺ
福　島
福　島

DNS

女子W80 立五段跳 決勝 10月28日 10:55

世界記録(WM) 
日本記録(NM) 
大会記録(GR) 

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

 1  1   6
苅部　裕子  (80)

ｶﾙﾍﾞ ﾋﾛｺ
兵　庫
兵　庫

 －  －  7m63  8m04  8m04

 2  2   2
鈴木　郁子  (81)

ｽｽﾞｷ ｲｸｺ
北海道
北海道

 7m14  7m13  7m19  ×  7m19

凡例（DNS:欠  場/ NNM:日本マスターズ新記録）



女子W90 立五段跳 決勝 10月28日 10:55

世界記録(WM)           
日本記録(NM)     
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1    1
辻　ミツヱ  (90)

ﾂｼﾞ ﾐﾂｴ
奈　良
奈　良

  6m45   6m02   ×   6m40  6m45

女子W45 砲丸投(4.000kg) 決勝 10月27日 10:00

世界記録(WM)  16m95    Denka Silhava  (CZE)   1999
日本記録(NM)  11m36    成島　亮子  (三重)   　1990
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  147
喜多嶋　良子  (49)

ｷﾀｼﾞﾏ ﾖｼｺ
三　重
三　重

  ×   9m29   9m27   9m34  9m34

女子W50 砲丸投(3.000kg) 決勝 10月27日 10:00

世界記録(WM)  15m15    Alexandra Marghieva  (MOL)   2009
日本記録(NM)  12m54    大岩　清美  (愛知)   　　　　1999
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  3  141
佐藤　昭子  (50)

ｻﾄｳ ｼｮｳｺ
愛　知
愛　知

  8m45   8m90   8m75   8m70  8m90

  2  2  127
築山　弘実  (51)

ﾂｷﾔﾏ ﾋﾛﾐ
茨　城
茨　城

  7m74   7m63   8m03   7m54  8m03

  3  4  129
大江　由子  (51)

ｵｵｴ ﾕｳｺ
滋　賀
滋　賀

  7m61   7m34   7m59   7m64  7m64

  4  6  105
杉田　とき美  (54)

ｽｷﾞﾀ  ﾄｷﾐ
愛　知
愛　知

  7m17   7m09   7m24   6m72  7m24

  5  5  142
柴田　佳代  (50)

ｼﾊﾞﾀ ｶﾖ
三　重
三　重

  6m83   ×   6m40   6m16  6m83

  1  123
平塚　恵美  (52)

ﾋﾗﾂｶ ｴﾐ
福　岡
福　岡

DNS

女子W55 砲丸投(3.000kg) 決勝 10月27日 10:00

世界記録(WM)  14m47    Sigrin Kofink  (GER)   1991
日本記録(NM)  11m91    大岩　清美  (愛知)   　2004
大会記録(GR)  10m12    内田　智恵子  (長崎)   2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2   92
宮崎　貴子  (56)

ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾂｺ
香　川
香  川

  7m10   7m30   7m83   7m88  7m88

  2  3   90
山田　美智  (56)

ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾁ
愛　知
愛　知

  7m22   7m71   7m34   7m57  7m71

  3  1   77
松野　美由貴  (59)

ﾏﾂﾉ ﾐﾕｷ
兵　庫
兵　庫

  6m01   6m34   6m45   6m38  6m45

凡例（DNS:欠    場）



女子W60 砲丸投(3.000kg) 決勝 10月27日 10:00

世界記録(WM)  13m68    Loghlin Mihaela  (ROM)   2012
日本記録(NM)  11m07    嘉成　倶子  (福島)  　　 2002
大会記録(GR)  9m44     松岡　奏子  (兵庫)   　　2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2   74
内田　智恵子  (60)

ｳﾁﾀﾞ ﾁｴｺ
長　崎
長　崎

  9m75   ×   9m98   ×  9m98 NGR

  1   57
前田　賀屋子  (62)

ﾏｴﾀﾞ ｶﾔｺ
滋　賀
滋　賀

DNS

  3   68
貴志　栄子  (61)

ｷｼ ｴｲｺ
和歌山
和歌山

DNS

女子W65 砲丸投(3.000kg) 決勝 10月27日 10:00

世界記録(WM)  13m36    Loghlin Mihaela  (ROU)   2017
日本記録(NM)  10m63    嘉成　倶子  (福島)   　　2006
大会記録(GR)  10m15    嘉成　倶子  (福島)   　　2009

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  3   45
松岡　奏子  (65)

ﾏﾂｵｶ ｶﾅｺ
兵　庫
兵　庫

  9m06   ×   ×   9m11  9m11

  2  4   34
小保　富美子  (66)

ｺﾎﾞ ﾄﾐｺ
福　井
福  井

  6m94   7m34   7m57   7m32  7m57

  3  2   36
河田　たま代  (66)

ｶﾜﾀﾞ ﾀﾏﾖ
広　島
広　島

  6m35   6m42   6m89   6m85  6m89

  1   25
山本　益美  (69)

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｽﾐ
奈　良
奈　良

DNS

女子W70 砲丸投(3.000kg) 決勝 10月27日 10:00

世界記録(WM)  11m02    Rosemary Chrimes  (GBR)   2003
日本記録(NM)  9m77     嘉成　倶子  (福島)   　　 2013
大会記録(GR)  7m73     岩間　悦子  (鳥取) 　　　 2007

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   17
藤原　菅子  (74)

ﾌｼﾞﾜﾗ ｽｶﾞｺ
岩　手
岩  手

DNS

女子W75 砲丸投(2.000kg) 決勝 10月27日 10:00

世界記録(WM)  12m12    Marianne Maier  (AUT)   　　2018
日本記録(NM)  10m43    嘉成　倶子  (福島)   　　　　　2016
大会記録(GR)  9m60     Tserendolgor Tumurbat  (MNG)   2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   12
嘉成　倶子  (77)

ｶﾅﾘ ﾄﾓｺ
福　島
福　島

DNS

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



女子W80 砲丸投(2.000kg) 決勝 10月27日 10:00

世界記録(WM)  10m07   Evaun　Williams  (GBR)   2018
日本記録(NM)  8m33    児玉　澄子  (北海道)   　　　 2016
大会記録(GR)  5m87    石田　悦子  (栃木)   　　　 　2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2    6
苅部　裕子  (80)

ｶﾙﾍﾞ ﾋﾛｺ
兵　庫
兵　庫

  5m84   6m31   6m01   6m05  6m31 NGR

  1    4
平塚　悦子  (80)

ﾋﾗﾂｶ ｴﾂｺ
福　岡
福　岡

DNS

女子W90 砲丸投(2.000kg) 決勝 10月27日 10:00

世界記録(WM)  5m85    Nora Kutti  (EST)      2012
日本記録(NM)  5m48    長谷川　政子  (愛知)   2016
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1    1
辻　ミツヱ  (90)

ﾂｼﾞ ﾐﾂｴ
奈　良
奈　良

  3m78   3m78   3m88   4m12  4m12

女子W45 円盤投(1.000kg) 決勝 10月28日 14:00

世界記録(WM)  64m09    Zdenka Silhava  (CZE)   1999
日本記録(NM)  37m72    影山　富子  (静岡)      2011
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2  147
喜多嶋　良子  (49)

ｷﾀｼﾞﾏ ﾖｼｺ
三　重
三　重

 37m92 37m92 NNM

  2  1  173
中村　理恵  (45)

ﾅｶﾑﾗ ﾘｴ
福　岡
福　岡

 34m46 34m46

  3  3  171
阪上　紀子  (45)

ｻｶｶﾞﾐ ﾉﾘｺ
京　都
京　都

 31m63  33m04 33m04

女子W50 円盤投(1.000kg) 決勝 10月28日 14:00

世界記録(WM)  46m11    Olga Cherniavskaia  (RUS)   2015
日本記録(NM)  34m85    影山　富子  (静岡)   　　　 2015
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  141
佐藤　昭子  (50)

ｻﾄｳ ｼｮｳｺ
愛　知
愛　知

 25m81 25m81

  2  123
平塚　恵美  (52)

ﾋﾗﾂｶ ｴﾐ
福　岡
福　岡

DNS

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場/ NNM:日本マスターズ新記録）



女子W55 円盤投(1.000kg) 決勝 10月28日 14:00

世界記録(WM)  43m36    Tamara Danilova  (RUS)   1996
日本記録(NM)  31m71    原野　みど里  (広島)   　2015
大会記録(GR)  27m78    中川　明美  (滋賀)   　　2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1   90
山田　美智  (56)

ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾁ
愛　知
愛　知

 19m50   × 19m50

  2  3   96
松本　朋子  (55)

ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓｺ
和歌山
和歌山

 18m98   × 18m98

  3  2   77
松野　美由貴  (59)

ﾏﾂﾉ ﾐﾕｷ
兵　庫
兵　庫

 14m28 14m28

女子W60 円盤投(1.000kg) 決勝 10月28日 14:00

世界記録(WM)  40m76    Carol Finsrud  (USA)   2017
日本記録(NM)  31m85    加藤　敦子  (愛知)   　2008
大会記録(GR)  27m39    加藤　敦子  (愛知)   　2007

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1   74
内田　智恵子  (60)

ｳﾁﾀﾞ ﾁｴｺ
長　崎
長　崎

 23m66 23m66

  2  4   57
前田　賀屋子  (62)

ﾏｴﾀﾞ ｶﾔｺ
滋　賀
滋　賀

 17m65   × 17m65

  2   68
貴志　栄子  (61)

ｷｼ ｴｲｺ
和歌山
和歌山

DNS

  3   52
村上　美乃  (63)

ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾉ
静　岡
静　岡

DNS

女子W65 円盤投(1.000kg) 決勝 10月28日 14:00

世界記録(WM)  37m62    Tamara Danilova  (RUS)   2005
日本記録(NM)  29m42    嘉成　倶子  (福島)   　　2008
大会記録(GR)  28m73    嘉成　倶子  (福島)   　　2007

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2   45
松岡　奏子  (65)

ﾏﾂｵｶ ｶﾅｺ
兵　庫
兵　庫

 22m26  22m76 22m76

  2  3   34
小保　富美子  (66)

ｺﾎﾞ ﾄﾐｺ
福　井
福  井

 18m12  18m83 18m83

  3  1   36
河田　たま代  (66)

ｶﾜﾀﾞ ﾀﾏﾖ
広　島
広　島

 15m59 15m59

女子W70 円盤投(1.000kg) 決勝 10月28日 14:00

世界記録(WM)  33m55    Tamara Danilova  (RUS)   2010
日本記録(NM)  28m63    嘉成　倶子  (福島)   　　2011
大会記録(GR)  12m82    Ogawa　Sumiko  (BRA)   　2007

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1   24
関　めり子  (70)

ｾｷ ﾒﾘｺ
和歌山
和歌山

 17m07   × 17m07 NGR

  2   17
藤原　菅子  (74)

ﾌｼﾞﾜﾗ ｽｶﾞｺ
岩　手
岩  手

DNS

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



女子W75 円盤投(0.750kg) 決勝 10月28日 14:00

世界記録(WM)  31m56    Tamara Danilova  (RUS)   　　　2015
日本記録(NM)  26m85    嘉成　倶子  (福島)   　　　　　2017
大会記録(GR)  22m85    Tserendolgor Tumurbat  (MNG)   2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1   13
結城　香枝子  (76)

ﾕｳｷ ｶｴｺ
兵　庫
兵　庫

 18m47   × 18m47

  2   12
嘉成　倶子  (77)

ｶﾅﾘ ﾄﾓｺ
福　島
福　島

DNS

女子W80 円盤投(0.750kg) 決勝 10月28日 14:00

世界記録(WM)  26m53    Anne Chatrine Ruhlow  (GER)   2017
日本記録(NM)  16m69    神谷　繁子  (香川)   　　　　 2017
大会記録(GR)  12m89    石田　悦子  (栃木)   　　　　 2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1    5
宮前　美代子  (80)

ﾐﾔﾏｴ ﾐﾖｺ
滋　賀
滋　賀

 14m74   －   － 14m74 NGR

  2    4
平塚　悦子  (80)

ﾋﾗﾂｶ ｴﾂｺ
福　岡
福　岡

DNS

女子W50 ハンマー投(3.000kg) 決勝 10月27日 13:35

世界記録(WM)  55m46    Oneithea Lewis  (USA)   2010
日本記録(NM)  41m36    大岩　清美  (愛知)      2002
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  127
築山　弘実  (51)

ﾂｷﾔﾏ ﾋﾛﾐ
茨　城
茨　城

 27m34   × 27m34

女子W55 ハンマー投(3.000kg) 決勝 10月27日 13:35

世界記録(WM)  51m30    Mm-Leena Parviainen  (AUS)   2002
日本記録(NM)  38m74    大岩　清美  (愛知)   　　　　2004
大会記録(GR)  28m58    貴志　栄子  (和歌山)   　　　2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  4   90
山田　美智  (56)

ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾁ
愛　知
愛　知

 28m40   × 28m40

  2  3   77
松野　美由貴  (59)

ﾏﾂﾉ ﾐﾕｷ
兵　庫
兵　庫

 23m11 23m11

  3  2   96
松本　朋子  (55)

ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓｺ
和歌山
和歌山

 23m02   ×   × 23m02

  4  1   92
宮崎　貴子  (56)

ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾂｺ
香　川
香  川

  ×  21m02   × 21m02

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



女子W60 ハンマー投(3.000kg) 決勝 10月27日 13:35

世界記録(WM)  46m09    Helen Searle  (AUS)   2001
日本記録(NM)  35m26    加藤　敦子  (愛知)    2008
大会記録(GR)  30m78    加藤　敦子  (愛知)    2007

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1   74
内田　智恵子  (60)

ｳﾁﾀﾞ ﾁｴｺ
長　崎
長　崎

  ×  12m46   × 12m46

  2   68
貴志　栄子  (61)

ｷｼ ｴｲｺ
和歌山
和歌山

DNS

  3   57
前田　賀屋子  (62)

ﾏｴﾀﾞ ｶﾔｺ
滋　賀
滋　賀

DNS

女子W65 ハンマー投(3.000kg) 決勝 10月27日 13:35

世界記録(WM)  44m38    Jutta Schafer  (GER)   1997
日本記録(NM)  31m79    加藤　敦子  (愛知)   　2011
大会記録(GR)  27m66    嘉成　倶子  (福島)   　2007

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1   45
松岡　奏子  (65)

ﾏﾂｵｶ ｶﾅｺ
兵　庫
兵　庫

 25m20 25m20

女子W75 ハンマー投(2.000kg) 決勝 10月27日 13:35

世界記録(WM)  39m64    Evaun Bm Williams  (GBR)   2013
日本記録(NM)  29m31    苅部　裕子  (兵庫)   　　　2014
大会記録(GR)  27m43    苅部　裕子  (兵庫)   　　　2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1   13
結城　香枝子  (76)

ﾕｳｷ ｶｴｺ
兵　庫
兵　庫

  ×  17m52   × 17m52

  2   12
嘉成　倶子  (77)

ｶﾅﾘ ﾄﾓｺ
福　島
福　島

DNS

女子W80 ハンマー投(2.000kg) 決勝 10月27日 13:35

世界記録(WM)  35m85    Evaun Bm Williams  (GBR)   2018
日本記録(NM)  23m33    児玉　澄子  (北海道)   　　2015
大会記録(GR)  14m26    髙見　妙子  (兵庫)   　　　2009

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1    6
苅部　裕子  (80)

ｶﾙﾍﾞ ﾋﾛｺ
兵　庫
兵　庫

  ×  25m43 25m43 NNM NGR

女子W45 やり投(0.600kg) 決勝 10月28日 11:00

世界記録(WM)  50m47    Elisabeth Wallander  (SWE)   2005
日本記録(NM)  38m84    齋藤　いづみ  (広島)   　　　2012
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  174
前山　みどり  (45)

ﾏｴﾔﾏ ﾐﾄﾞﾘ
三　重
三　重

 29m43 29m43凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場/ NNM:日本マスターズ新記録）



女子W50 やり投(0.500kg) 決勝 10月28日 11:00

世界記録(WM)  47m53    Felicea Tilea Ureche  (ESP)   2018
日本記録(NM)  41m24    藤本　江美  (兵庫)   　　　　 2013
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  6  119
森脇　りさ子  (53)

ﾓﾘﾜｷ ﾘｻｺ
三　重
三　重

 27m84  28m38 28m38

  2  1  140
安井　朋子  (50)

ﾔｽｲ ﾄﾓｺ
三　重
三　重

 25m18 25m18

  3  2  122
澤　やよい  (52)

ｻﾜ ﾔﾖｲ
奈　良
奈　良

 20m74 20m74

  4  3  142
柴田　佳代  (50)

ｼﾊﾞﾀ ｶﾖ
三　重
三　重

 17m07 17m07

  5  5  141
佐藤　昭子  (50)

ｻﾄｳ ｼｮｳｺ
愛　知
愛　知

 16m69 16m69

  4  138
中井　香奈子  (50)

ﾅｶｲ ｶﾅｺ
奈　良
奈　良

DNS

女子W55 やり投(0.500kg) 決勝 10月28日 11:00

世界記録(WM)  44m44    Natasa Bezjak  (SLO)   2002
日本記録(NM)  35m25    布施　明代  (千葉)   　2008
大会記録(GR)  29m04    加藤　恵子  (和歌山)   2009

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1   90
山田　美智  (56)

ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾁ
愛　知
愛　知

 23m90  24m14 24m14

女子W60 やり投(0.500kg) 決勝 10月28日 11:00

世界記録(WM)  37m50    Linda Cohn  (USA)      2014
日本記録(NM)  27m59    加藤　恵子  (和歌山)   2016
大会記録(GR)  30m46    鈴木　昌子  (静岡)   　2009

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  3   65
向井　京子  (62)

ﾑｶｲ ｷｮｳｺ
愛　媛
愛　媛

 28m63 28m63 NNM

  2  4   74
内田　智恵子  (60)

ｳﾁﾀﾞ ﾁｴｺ
長　崎
長　崎

 26m90 26m90

  3  2   70
中島　京子  (60)

ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｺ
三　重
三　重

 24m01  24m42 24m42

  4  1   57
前田　賀屋子  (62)

ﾏｴﾀﾞ ｶﾔｺ
滋　賀
滋　賀

 21m82 21m82

女子W65 やり投(0.500kg) 決勝 10月28日 11:00

世界記録(WM)  35m80    Linda Cohn  (USA)      2018
日本記録(NM)  28m25    加藤　恵子  (和歌山)   2018
大会記録(GR)  30m53    鈴木　昌子  (静岡)   　2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1   40
加藤　恵子  (66)

ｶﾄｳ ｹｲｺ
和歌山
和歌山

 26m12 26m12

  2  4   45
松岡　奏子  (65)

ﾏﾂｵｶ ｶﾅｺ
兵　庫
兵　庫

 23m40 23m40

  3  2   34
小保　富美子  (66)

ｺﾎﾞ ﾄﾐｺ
福　井
福  井

 15m53   × 15m53

  4  3   36
河田　たま代  (66)

ｶﾜﾀﾞ ﾀﾏﾖ
広　島
広　島

  ×  13m73 13m73
凡例（DNS:欠    場/ NNM:日本マスターズ新記録）



女子W70 やり投(0.500kg) 決勝 10月28日 11:00

世界記録(WM)  27m95    Jarmila Klimesova  (CZE)   2018
日本記録(NM)  27m79    鈴木　昌子  (静岡)   2017
大会記録(GR)  21m53    苅部　裕子  (兵庫)   2009

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1   21
鈴木　昌子  (72)

ｽｽﾞｷ ﾏｻｺ
静　岡
静　岡

 29m03 29m03
NWM NNM
NGR

  2  2   24
関　めり子  (70)

ｾｷ ﾒﾘｺ
和歌山
和歌山

  ×  12m86 12m86

男子エキシビションレース ４×１００ｍ 決勝 10月28日  9:00

世界記録(WM)  43.42   Ross,Franklyn,Oliver,Peters  (GBR)   1999

決勝
順位 ﾚｰﾝ チーム ﾅﾝﾊﾞｰ 走者名 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1
 

  3
 

ゴールドチーム

 
   3
   4
   8
  14

石田　保之  (88)

田中　博男  (87)

益田　斉  (86)
石川　董  (85)

ｲｼﾀﾞ ﾔｽﾕｷ
ﾀﾅｶ ﾋﾛｵ
ﾏｽﾀﾞ ﾋﾄｼ
ｲｼｶﾜ ﾀﾀﾞｼ

1:07.03
 

NWM
 

   4
 

Dream Team
 

 790
 791
 792
 793

武井　壮　(45)
譜久里　武　(47)

佐藤　政志　(46)

朝原　宣治　(46)

ﾀｹｲ ｿｳ
ﾌｸｻﾞﾄ ﾀｹｼ
ｻﾄｳ ﾏｻｼ
ｱｻﾊﾗ ﾉﾌﾞﾊﾙ

 DNF
 

男子M80 やり投(0.400kg) 決勝 10月28日 12:33

世界記録(WM)  42m72    Lothar Huchthausen  (GER)   2015
日本記録(NM)  39m80    吉川　　修  (新潟)   　　　 2016
大会記録(GR)  28m60    麻生　勝彌  (福岡)   　　　 2007

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  3   48
田島　清  (80)
ﾀｼﾞﾏ ｷﾖｼ

沖　縄
沖　縄

 25m95 25m95

  2  2   32
由川　昇  (81)
ﾖｼｶﾜ ﾉﾎﾞﾙ

三　重
三　重

 24m30   × 24m30

  3  1   25
山田　孟司  (82)

ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹｼ
愛　知
愛　知

 10m52   －   －   － 10m52

男子M85 やり投(0.400kg) 決勝 10月28日 12:33

世界記録(WM)  35m64    William Platts  (USA)   2013
日本記録(NM)  28m12    佐藤　三郎  (宮城)      2002
大会記録(GR)  19m19    細谷　愼一  (山形)      2007

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2    7
平田　数秋  (86)

ﾋﾗﾀ ｶｽﾞｱｷ
愛　媛
愛　媛

 18m26 18m26

  2  1   11
眞藤　壽美夫  (86)

ｼﾝﾄﾞｳ ｽﾐｵ
奈　良
奈　良

 12m47 12m47

凡例（NGR:大会新記録/ DNF:途中棄権/ NNM:日本マスターズ新記録/ NWM:世界マスターズ新記録）



男子M90 やり投(0.400kg) 決勝 10月28日 12:33

世界記録(WM)  31m46    William Platts  (USA)   2018
日本記録(NM)  19m06    佐藤　三郎  (宮城)      2007
大会記録(GR)           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1    2
駒崎　実  (90)
ｺﾏｻﾞｷ ﾐﾉﾙ

埼　玉
埼　玉

  6m72   6m96  6m96

女子W75 やり投(0.400kg) 決勝 10月28日 11:00

世界記録(WM)  29m92    Evaun Bm Williams  (GBR)   2013
日本記録(NM)  21m01    苅部　裕子  (兵庫)   　　　2014
大会記録(GR)  20m13    苅部　裕子  (兵庫)   　　　2013

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1   13
結城　香枝子  (76)

ﾕｳｷ ｶｴｺ
兵　庫
兵　庫

 18m89  19m47 19m47

女子W80 やり投(0.400kg) 決勝 10月28日 11:00

世界記録(WM)  26m06    Evaun Bm Williams  (GBR)   2018
日本記録(NM)  15m71    矢通　幸子  (宮崎)   　　2010
大会記録(GR)  11m21    髙見　妙子  (兵庫)   　　2009

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1    6
苅部　裕子  (80)

ｶﾙﾍﾞ ﾋﾛｺ
兵　庫
兵　庫

 17m17   － 17m17 NNM NGR

男子M80 ２００ｍＨ(0.700m) 決勝 10月27日 13:40

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.0

  1   6   34
鴻池　清司  (81)

ｺｳﾉｲｹ ｷﾖｼ
和歌山        ・和歌山   42.70

  2   5   17
堀野　正  (83)
ﾎﾘﾉ ﾀﾀﾞｼ

大　阪        ・大　阪  1:08.58

  4   49
山口　巌  (80)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｲﾜｵ

神奈川        ・神奈川 DNS

男子M85 ２００ｍＨ(0.700m) 決勝 10月27日 13:40

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.0

  1   7   15
玉置　隆也  (85)

ﾀﾏｷ ﾀｶﾔ
岡　山        ・岡　山   58.22

  2   8    5
内田　保  (87)
ｳﾁﾀﾞ ﾀﾓﾂ

熊　本        ・熊　本  1:16.91

女子W70 ２００ｍＨ(0.700m) 決勝 10月27日 13:30

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+2.0

  1   3   18
宮本　洋子  (74)

ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛｺ
東　京        ・東　京   51.09

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場/ NNM:日本マスターズ新記録）


