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第 9 回三重県スポレクマスターズ陸上競技大会 

 
平成 19 年 10 月 21 日(日)午前 9時 30 分競技開始 

三 重 県 営 総 合 競 技 場 陸 上 競 技 場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主 催  三重県・三重県教育委員会 

             (財)三 重 県 体 育 協 会 

伊勢市・伊勢市教育委員会 

三 重 陸 上 競 技 協 会 

三重マスターズ陸上競技連盟 

主 管  三 重 陸 上 競 技 協 会 

大会 コード 07240010―07240009 

競技場コード 241010 



ＳＭ３０-６０ｍ Ｍ３５-６０ｍ

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｸｲ ﾋｻﾄ ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ

1 2 3338 奥井　久登 IseTC 7.34 1 4 3177 伊藤進一郎 S.C.MAX 7.18
ﾊﾀﾉ ﾔｽﾐﾁ

2 5 3515 羽多野泰道 ASSA-TC 8.17

Ｍ４０-６０ｍ Ｍ４５-６０ｍ

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｽﾊﾏ ﾖｼﾕｷ ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾋｺ

1 6 3242 須濱　吉之 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 7.83 1 3 3044 中川　弥彦 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 7.74
ﾅｶﾆｼ　ﾖｼｶｽﾞ

2 8 3258 中西　由和 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 7.94
ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏｻｶﾂ

3 9 3047 出口　昌且 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 8.17

Ｍ５０-６０ｍ Ｍ６０-６０ｍ

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾓﾘｵｶ ｹﾝﾔ ﾊﾔﾏ　ﾏｻﾐ

1 4 3603 森岡　健也 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 9.33 1 5 3267 羽山　雅美 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 8.88

Ｍ７０-６０ｍ

県Ｍ記録 (MR)           9.66      田端　純冶(74) (三重マスターズ)                             2001        
大会記録 (GR)           9.56      加藤　重臣(74) (愛知マスターズ)                             2004        

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｵ

1 6 535 鈴木　芳郎 大阪ﾏｽﾀｰｽﾞ 10.06
ﾅﾏｲ　ｷｻﾌﾞﾛｳ

2 7 3259 生井喜三郎 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 10.27

Ｍ７５-６０ｍ

県Ｍ記録 (MR)           11.90     大内　　武(77) (三重マスターズ)                             2001        

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾏｻｶ　ﾐﾂﾙ

1 8 3266 濱坂 　 實　　 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 12.75

ＳＭ３０-１００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           11.16     伊藤進一郎(33) (S.C.MAX)                                    2006        
大会記録 (GR)           11.20     中川　忠則(30) (IseTC)                                      2005        

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾔｼ ｷｮｳｽｹ

1 2 3353 林　　教介 (30) IseTC 11.22
ﾉﾑﾗ ｴｲｼﾞ

2 3 3607 野村　英二 (34) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 12.79

風:  +3.1

風:  +3.1

風:  +5.1

風:  +1.5 風:  +3.1

風:  +3.1

風:  +1.5 風:  +1.5

風:  +3.1

凡例    MR:県マスターズ記録　GR：大会記録



Ｍ３５-１００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           11.16     伊藤進一郎(35) (S.CMAX)                                     2006        
大会記録 (GR)           11.16     伊藤進一郎(35) (S.C.MAX)                                    2006        

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ

1 5 3177 伊藤進一郎 (36) S.C.MAX 10.84
ﾔﾌﾞﾅｶ  ﾕｽﾞﾙ

2 7 3284 薮中　　譲 (39) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 12.28
ｶﾄｳ ﾖｼﾉﾘ

3 6 3575 加藤　禎徳 (38) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 12.56
ﾊﾀﾉ ﾔｽﾐﾁ

4 4 3515 羽多野泰道 (36) ASSA-TC 12.89

Ｍ４５-１００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           12.35     中川　弥彦(45) (三重マスターズ)                             2006        
大会記録 (GR)           12.35     中川　弥彦45) (三重マスターズ)                              2006        

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾋｺ

1 4 3044 中川　弥彦 (46) ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 12.38
ﾘｭｳﾎｳ　ﾏｻﾐ

2 2 3291 隆宝　政見 (45) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 12.58
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｶﾖｼ

3 7 3385 水谷　隆義 (47) 四日市TFC 13.54
ﾌｸﾀﾞ ﾏｱｶｽﾞ

4 3 1149 福田　雅一 (45) 沖縄ﾏｽﾀｰｽﾞ 13.90
ｶﾉ  ﾓﾘﾏｻ

5 6 3230 狩野　守正 (47) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 13.95

Ｍ５０-１００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           12.43     中田　　保(51) (三重マスターズ)                             1985        
大会記録 (GR)           12.84     小林　　栄(54) (三重マスターズ)                             2002        

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ

1 2 3377 佐藤　英治 (51) 四日市TFC 14.25
ﾓﾘｵｶ ｹﾝﾔ

2 3 3603 森岡　健也 (51) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 15.48

Ｍ５５-１００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           12.69     中田　　保(55) (三重マスターズ)                             1989        
大会記録 (GR)           12.95     小林　　栄(55) (三重マスターズ)                             2003        

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌｼﾞｵｶ ﾀﾓﾂ

1 5 3614 藤岡　　保 (58) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 14.79

Ｍ６０-１００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           13.43     久保嘉一郎(60) (三重マスターズ)                             2001        
大会記録 (GR)           12.80     鈴木　　勲(61) (愛知マスターズ)                             2003        

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶｷﾓﾄ  ｶｽﾞｵ

1 6 3228 柿本　和男 (60) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 13.38
ﾊﾔﾏ　ﾏｻﾐ

2 7 3267 羽山　雅美 (64) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 14.31

風:  +2.5

風:  +3.1

風:  +3.1

風:  +3.1

風:  +5.1

凡例    MR:県マスターズ記録　GR：大会記録



Ｍ７０-１００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           15.02     横矢　一夫(74) (三重マスターズ)                             2001        
大会記録 (GR)           15.51     丹羽　　貢(70) (岐阜マスターズ)                             2004        

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅﾏｲ　ｷｻﾌﾞﾛｳ

1 2 3259 生井喜三郎 (72) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 16.34
ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｵ

2 3 535 鈴木　芳郎 (74) 大阪ﾏｽﾀｰｽﾞ 16.71

Ｍ７５-１００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           15.53     横矢　一夫(76) (三重マスターズ)                             2003        

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾏｻｶ　ﾐﾂﾙ

1 4 3266 濱坂 　 實 (79) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 21.08

ＳＭ３０-２００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           22.64     伊藤進一郎(34) (S.C.MAX)                                    2006        
大会記録 (GR)           22.91     伊藤進一郎(34) (S.C.MAX)                                    2005        

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾔｼ ｷｮｳｽｹ

1 2 3353 林　　教介 IseTC 22.84

Ｍ３５-２００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           22.64     伊藤進一郎(35) (S.C.MAX)                                    2006        
大会記録 (GR)           22.64     伊藤進一郎(35) (S.C.MAX)                                    2006        

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ

1 3 3177 伊藤進一郎 M.C.MAX 22.18

Ｍ４０-２００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           25.22     中川　弥彦(42) (三重マスターズ)                             2003        
大会記録 (GR)           25.22     中川　弥彦(42) (三重マスターズ)                             2003        

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｽﾊﾏ ﾖｼﾕｷ

1 5 3242 須濱　吉之 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 24.64
ﾐﾔﾏ ﾄｼｶｽﾞ

2 6 3281 宮間　敏和 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 27.86

風:  +4.0

風:  +4.0

風:  +2.9

風:  +2.9

風:  +2.9

凡例    MR:県マスターズ記録　GR：大会記録



Ｍ４５-２００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           25.49     中川　弥彦(45) (三重マスターズ)                             2006        
大会記録 (GR)           25.49     中川　弥彦(48) (岐阜マスターズ)                             2006        

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾋｺ

1 4 3044 中川　弥彦 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 25.31
ﾘｭｳﾎｳ　ﾏｻﾐ

2 3 3291 隆宝　政見 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 25.84
ﾌｸﾀﾞ ﾏｱｶｽﾞ

3 2 1149 福田　雅一 沖縄ﾏｽﾀｰｽﾞ 28.25
ｶﾉ  ﾓﾘﾏｻ

4 5 3230 狩野　守正 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 30.08
ﾏﾂｵｶ　ﾕﾀｶ

5 6 3494 松岡　　裕 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 30.35

Ｍ５０-２００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           26.55     小川　竹男(54) (三重マスターズ)                             2001        

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ

1 2 3377 佐藤　英治 四日市TFC 29.57

Ｍ６０-２００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           28.86     久保嘉一郎(61) (三重マスターズ)                             2002        
大会記録 (GR)           26.68     鈴木　　勲(61) (愛知マスターズ)                             2003        

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶｷﾓﾄ  ｶｽﾞｵ

1 3 3228 柿本　和男 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 28.71 GR,MR
ﾊﾔﾏ　ﾏｻﾐ

2 4 3267 羽山　雅美 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 34.18

ＳＭ３０-４００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           53.77     大西　武彦(30) (IseTC)                                      2005        
大会記録 (GR)           53.77     大西　武彦(30) (IseTC)                                      2005        

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾔｼ ｷｮｳｽｹ

1 2 3353 林　　教介 IseTC 54.78

Ｍ３５-４００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           54.40     田中　由一(35) (三重マスターズ)                             1992        

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏｳｴ ﾔｽﾕｷ

1 3 3501 山上　康晋 三重陸協 64.81

風:  +0.6

風:  +2.4

風:  +0.6

凡例    MR:県マスターズ記録　GR：大会記録



Ｍ４０-４００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           55.83     大澤　光正(41) (三重マスターズ)                             2006        
大会記録 (GR)           55.83     大澤　光正(41) (三重マスターズ)                             2006        

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾏｼﾞ ﾏﾓﾙ

1 4 3525 浜地　　守 NTN三雲 DNS

Ｍ４５-４００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           59.43     藤井　芳則(45) (三重マスターズ)                             2004        
大会記録 (GR)           59.43     藤井　芳則(45) (三重マスターズ)                             2004        

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｸﾛ　ﾋﾛｼ

1 6 3236 黒　　宏志 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 62.51
ﾌｸﾀﾞ ﾏｱｶｽﾞ

2 5 1149 福田　雅一 沖縄ﾏｽﾀｰｽﾞ 63.83

Ｍ６０-４００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           66.12     栗田　昌弘(62) (三重マスターズ)                             2005        
大会記録 (GR)           65.88     今木　光夫(63) (岐阜マスターズ)                             2005        

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾔﾏ　ﾏｻﾐ

1 9 3267 羽山　雅美 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 78.79

Ｍ３５-８００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           2.02.01   古保　達也(37) (三重マスターズ)                             2001        
大会記録 (GR)           2.05.81   古保　達也(37) (三重マスターズ)                             2001        

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾂｼﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

1 2 3010 逵　　一弘 神鋼電機 2.23.30

Ｍ４０-８００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           2.05.87   浜地　　守(40) (三重陸協)                                   2005        
大会記録 (GR)           2.18.12   稲塚　貴開(42) (三重マスターズ)                             2000        

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾏｼﾞ ﾏﾓﾙ

1 3 3525 浜地　　守 NTN三雲 2.19.22
ﾓﾘ ﾖｼｵ

2 4 3283 森　　芳夫 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 2.21.29

Ｍ４５-８００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           2.17.45   西田　英男(46) (三重マスターズ)                             1995        
大会記録 (GR)           2.18.31   大治　　晃(49) (三重マスターズ)                             2000        

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾆｼ　ｴｲｲﾁﾛｳ

1 6 3256 中西英一郎 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 2.22.25
ﾌｸﾀﾞ ﾏｱｶｽﾞ

2 5 1149 福田　雅一 沖縄ﾏｽﾀｰｽﾞ 2.23.49
ﾔﾏﾀﾞ  ｷﾖｼ

3 8 3286 山田　　潔 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 2.32.13

凡例    MR:県マスターズ記録　GR：大会記録



Ｍ５０-８００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           2.15.81   柏原　敏郎(50) (三重マスターズ)                             2005        
大会記録 (GR)           2.20.97   大治　　晃(53) (三重マスターズ)                             2004        

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｿﾉ  ﾏｻｵ

1 2 3243 曽野　政男 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 2.21.66

Ｍ５５-８００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           2.27.09   川北　　勝(58) (三重マスターズ)                             2000        
県Ｍ記録 (MR)           2.27.09   西田　英男(55) (三重マスターズ)                             2004        
大会記録 (GR)           2.27.09   川北　　勝(58) (三重マスターズ)                             2000        

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾆｼﾀﾞ　ﾋﾃﾞｵ

1 4 3262 西田　英男 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 2.34.31

Ｍ６０-８００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           2.30.17   川北　　勝(60) (三重マスターズ)                             2002        
大会記録 (GR)           2.38.57   川北　　勝(62) (三重マスターズ)                             2004        

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｸﾛﾐﾔ  ｱｷﾗ

1 5 3493 黒宮　　章 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 2.50.89

Ｍ６５-８００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           2.47.49   市川　年壽65) (三重マスターズ)                              2006        
大会記録 (GR)           2.48.59   田澤　　浩(65) (三重マスターズ)                             2003        

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾁｶﾜ　ﾄｼﾋｻ

1 7 3218 市川　年壽 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 2.51.55
ﾓﾘ　ｶﾂﾕｷ

2 6 3282 森　　勝之 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 3.02.73

Ｍ３５-１５００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           4.16.34   浜地　　守(35) (三重陸協)                                   2000        
大会記録 (GR)           4.22.10   浜地　　守(35) (三重陸協)                                   2000        

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾋﾗﾉ  ﾖｼﾊﾙ

1 3 3314 平野　義晴 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 4.27.73
ﾂｼﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

2 2 3010 逵　　一弘 神鋼電機 5.07.77
ﾀﾏｷ  ﾏｻﾋｺ

3 1 3315 玉木　正彦 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 5.10.18

凡例    MR:県マスターズ記録　GR：大会記録



Ｍ４０-１５００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           4.16.74   浜地　　守(40) (三重陸協)                                   2005        
大会記録 (GR)           4.27.14   山口　直人(40) (三重マスターズ)                             2004        

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾏｼﾞ ﾏﾓﾙ

1 4 3525 浜地　　守 NTN三雲 4.36.62
ﾓﾘ ﾖｼｵ

2 5 3283 森　　芳夫 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 4.50.42

Ｍ４５-１５００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           4.25.72   柏原　敏郎(46) (三重マスターズ)                             2001        
大会記録 (GR)           4.35.11   柏原　敏郎(46) (三重マスターズ)                             2001        

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾆｼ　ｴｲｲﾁﾛｳ

1 6 3256 中西英一郎 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 4.55.53

Ｍ５０-１５００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           4.28.48   柏原　敏郎(50) (三重マスターズ)                             2005        
大会記録 (GR)           4.37.83   曽野　政男(51) (三重マスターズ)                             2005        

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｿﾉ  ﾏｻｵ

1 8 3243 曽野　政男 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 4.44.14
ｲﾀｶ ﾊﾙﾋｺ

2 9 3615 井髙　晴彦 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 6.02.33

Ｍ６０-１５００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           5.07.85   川北　　勝(60) (三重マスターズ)                             2002        
大会記録 (GR)           5.13.61   川北　　勝(60) (三重マスターズ)                             2002        

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｸﾛﾐﾔ  ｱｷﾗ

1 10 3493 黒宮　　章 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 5.40.91

Ｍ６５-１５００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           5.41.27   田澤　　浩(65) (三重マスターズ)                             2003        
大会記録 (GR)           5.47.21   吉村　　努(65) (三重マスターズ)                             2005        

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾓﾘ　ｶﾂﾕｷ

1 11 3282 森　　勝之 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 6.11.12

Ｍ７０-１５００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           6.21.02   大谷　　裕(70) (三重マスターズ)                             2005        

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾀﾔﾏ　ｼｶｵ

1 12 3229 片山　鹿夫 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 6.57.90

凡例    MR:県マスターズ記録　GR：大会記録



Ｍ６０-３０００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           10.59.84  篠原　利彦(62) (三重マスターズ)                             2005        
大会記録 (GR)           11.17.20  篠原　利彦(61) (三重マスターズ)                             2004        

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｸﾛﾐﾔ  ｱｷﾗ

1 1 3493 黒宮　　章 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 11.47.70

Ｍ６５-３０００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           12.11.43  吉村　　努(66) (三重マスターズ)                             2006        
大会記録 (GR)           12.26.12  吉村　　努(65) (三重マスターズ)                             2005        

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾁｶﾜ　ﾄｼﾋｻ

1 2 3218 市川　年壽 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 12.09.19 GR,MR

Ｍ７０-３０００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           13.39.20  濱坂　　實(72) (三重マスターズ)                             2000        

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾀﾔﾏ　ｼｶｵ

1 3 3229 片山　鹿夫 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 14.43.57

Ｍ３５-５０００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           15.13.83  西尾　昌明(38) (三重マスターズ)                             2006        
大会記録 (GR)           16.51.13  橋本　広明(35) (三重マスターズ)                             2005        

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾋﾗﾉ  ﾖｼﾊﾙ

1 1 3314 平野　義晴 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 16.07.15 GR

Ｍ４０-５０００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           16.17.72  柏原　敏郎(44) (三重マスターズ)                             1999        
大会記録 (GR)           17.09.43  青木　正志(44) (三重マスターズ)                             2002        

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾅｵﾄ

1 3 3285 山口　直人 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 16.12.60 GR,MR
ﾊﾏｼﾞ ﾏﾓﾙ

2 2 3525 浜地　　守 NTN三雲 17.07.76 GR

Ｍ５０-５０００ｍ

県Ｍ記録 (MR)           16.37.31  曽野　政男(50) (三重マスターズ)                             2004        
大会記録 (MR)           18.02.40  北井　正秋(51) (三重マスターズ)                             1998        

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｿﾉ  ﾏｻｵ

1 4 3243 曽野　政男 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 17.36.19 GR
ｲﾀｶ ﾊﾙﾋｺ

2 5 3615 井髙　晴彦 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 22.48.68

凡例    MR:県マスターズ記録　GR：大会記録



Ｍ３５-走高跳

県Ｍ記録 (MR)           2m00      谷　　映親(35) (三重マスターズ)                             1997        

大会記録 (GR)           1m90      谷　　映親(36) (三重マスターズ)                             1998        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾄｳ ﾖｼﾉﾘ － － － － － － － －

1 1 3575 加藤　禎徳 (38) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ ○ ○ ○ ○ × × × 1m60

Ｍ４０-走高跳

県Ｍ記録 (MR)           1m87      谷　　映親(41) (三重マスターズ)                             2003        

大会記録 (GR)           1m81      谷　　映親(41) (三重マスターズ)                             2003        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾓﾑﾗ　ｼﾝﾔ － － － － － － ○ ○

1 2 3244 下村　真也 (42) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ × × ○ × × ○ × × × 1m50

Ｍ４５-走高跳

県Ｍ記録 (MR)           1m70      平岡　令孝(46) (S.C.MAX)                                    1997        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾆ　ﾃﾙﾁｶ － － － － － － － －

1 3 3249 谷　　映親 (45) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ － － ○ ○ × × ○ × × × 1m65

Ｍ５５-走高跳

県Ｍ記録 (MR)           1m47      平岡　令孝(55) (S.C.MAX)                                    2006        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞｵｶ ﾀﾓﾂ － － － ○ ○ ○ × ○ × × ×

1 4 3614 藤岡　　保 (58) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 1m35

1m25
1m65

1m30
1m71

1m35 1m401m00
1m45

1m05
1m50

1m10
1m55

1m20
1m60

1m25
1m65

1m30
1m71

1m35 1m401m00
1m45

1m05
1m50

1m10
1m55

1m20
1m60

1m25
1m65

1m30
1m71

1m35 1m401m00
1m45

1m05
1m50

1m10
1m55

1m20
1m60

1m00
1m45

1m05
1m50

1m10
1m55

1m20
1m60

1m25
1m65

1m30
1m71

1m35 1m40

凡例  



ＳＭ３０-走幅跳

県Ｍ記録 (MR)           6m14      東　　宏明(30) (三重マスターズ)                             2003        

大会記録 (GR)           5m94      東　　宏明(32) (三重マスターズ)                             2004        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｸｲ ﾋｻﾄ 6m72 × 6m76 6m76 － 6m76

1 1 3338 奥井　久登 (31) IseTC +1.8 +2.1 +2.1 +2.1 *F1,MR,EMR

Ｍ３５-走幅跳

県Ｍ記録 (MR)           6m33      成田　叔弘(35) (三重マスターズ)                             2000        

大会記録 (GR)           6m33      成田　叔弘(35) (三重マスターズ)                             2000        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾀﾉ ﾔｽﾐﾁ 5m60 5m53 5m43 5m60 5m53 5m60

1 2 3515 羽多野泰道 (36) ASSA-TC +1.5 +1.4 +2.0 +1.5 +1.8 +1.5

Ｍ４０-走幅跳

県Ｍ記録 (MR)           5m98      森本　次郎(40) (三重マスターズ)                             2002        

大会記録 (GR)           6m11      井上　明浩(44) (石川マスターズ)                             2005        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏｻｶﾂ × 5m24 5m58 5m58 2m44 5m58

1 10 3047 出口　昌且 (44) ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ +0.5 +1.8 +1.8 +1.4 +1.8

ﾅﾘﾀ  ﾄｼﾋﾛ 5m40 × 5m38 5m40 × 5m40

2 7 3260 成田　叔弘 (43) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ +1.6 +0.6 +1.6 +1.6

ｺﾞｳﾘｷ　ﾔｽﾏｻ 5m32 5m03 5m26 5m32 × 5m32

3 9 3237 強力　康正 (41) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ +2.4 +1.9 +2.9 +2.4 +2.4

ﾏｴｶﾜ　ﾏｻｱｷ × × 4m96 4m96 5m09 5m09

4 8 3274 前川　昌昭 (41) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ +0.2 +0.2 +2.6 +2.6

ﾀﾑﾗ　ﾊﾙﾋｺ 4m50 4m66 4m69 4m69 4m59 4m69

5 6 3250 田村　晴彦 (42) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ +1.3 +2.8 +1.2 +1.2 +2.3 +1.2

Ｍ４５-走幅跳

県Ｍ記録 (MR)           5m77      藤野　芳次(45) (三重マスターズ)                             2004        

大会記録 (GR)           5m73      藤野　芳次(45) (三重マスターズ)                             2003        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾆ　ﾃﾙﾁｶ 5m30 5m52 5m45 5m52 － 5m52

1 11 3249 谷　　映親 (45) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ +2.1 +1.5 +2.4 +1.5 +1.5

ﾘｭｳﾎｳ　ﾏｻﾐ 4m78 × 5m01 5m01 4m74 5m01

2 12 3291 隆宝　政見 (45) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ +3.3 +1.7 +1.7 +0.9 +1.7

Ｍ５５-走幅跳

県Ｍ記録 (MR)           5m10      久保嘉一郎(56) (三重マスターズ)                             1997        

大会記録 (GR)           5m54      山田　展也(58) (岐阜マスターズ)                             1998        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞｵｶ ﾀﾓﾂ 3m82 3m97 3m90 3m97 4m14 4m14

1 14 3614 藤岡　　保 (58) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ +2.3 +2.2 +1.7 +2.2 +1.8 +1.8

凡例    *F1：１回目が公認最高  MR：県ﾏｽﾀｰｽﾞ記録  EMR：県ﾏｽﾀｰｽﾞタイ記録 2007/10/22 10:26



Ｍ３５-三段跳

県Ｍ記録 (MR)           13m15     井坂　行利(35) (三重マスターズ)                             1990        

大会記録 (GR)           13m01     中西　由和(39) (三重マスターズ)                             2004        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾀﾉ ﾔｽﾐﾁ × 10m09 10m47 10m47 10m49 10m49

1 1 3515 羽多野泰道 ASSA-TC +2.0 +1.2 +1.2 +1.6 +1.6

Ｍ４０-三段跳

県Ｍ記録 (MR)           12m94     中西　由和(40) (三重マスターズ)                             2005        

大会記録 (GR)           12m80     中西　由和(40) (三重マスターズ)                             2005        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾆｼ　ﾖｼｶｽﾞ 12m19 11m18 11m92 12m19 11m69 12m19

1 2 3258 中西　由和 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ +0.8 +2.9 +1.3 +0.8 +1.6 +0.8

凡例    *F1：１回目が公認最高  MR：県ﾏｽﾀｰｽﾞ記録  EMR：県ﾏｽﾀｰｽﾞタイ記録 2007/10/22 10:26



Ｍ４０-砲丸投

県Ｍ記録 (MR)           8m96      高山　幹也(44) (三重マスターズ)                             2002        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵﾉ　ｴｲｲﾁ

1 2 3491 小野　映一 (41) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 7m12 7m61 × 7m61 8m10 8m10

ﾏｴｶﾜ　ﾏｻｱｷ

2 1 3274 前川　昌昭 (41) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 7m06 7m92 × 7m92 × 7m92

Ｍ５０-砲丸投

県Ｍ記録 (MR)           10m97     中西　　正(53) (三重マスターズ)                             2006        

大会記録 (GR)           10m97     中西　　正(53) (三重マスターズ)                             2006        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾆｼ　ﾏｻｼ

1 4 3257 中西　　正 (54) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 9m58 9m94 10m29 10m29 10m16 10m29

ﾀｶﾔﾏ　ﾐｷﾔ

2 3 3245 高山　幹也 (50) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 8m98 × × 8m98 × 8m98

Ｍ５５-砲丸投

県Ｍ記録 (MR)           10m23     松下　良雄(56) (三重マスターズ)                             1999        

大会記録 (GR)           9m28      堀尾　昌弘(56) (三重マスターズ)                             1996        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞｵｶ ﾀﾓﾂ

1 5 3614 藤岡　　保 (58) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 7m73 7m82 7m86 7m86 8m37 8m37

ﾅｶｶﾞﾜ　ｼｮｳｲﾁ

2 6 3255 中川　正市 (59) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 6m88 × 6m91 6m91 × 6m91

Ｍ６０-砲丸投

県Ｍ記録 (MR)           12m30     近藤　陽州(64) (三重マスターズ)                             1999        

大会記録 (GR)           10m22     村居　忠一(63) (三重マスターズ)                             2003        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾞﾃ  ﾄｼﾕｷ

1 7 3248 伊達　敏行 (63) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 4m01 4m33 × 4m33 × 4m33

Ｍ６５-砲丸投

県Ｍ記録 (MR)           9m69      由川　　昇(67) (三重マスターズ)                             2004        

大会記録 (GR)           10m49     近藤　陽州(67) (愛知マスターズ)                             2002        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾏﾆｼ  ﾖｼﾋﾛ

1 8 3490 今西　義弘 (67) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 7m19 7m89 7m84 7m89 × 7m89

Ｍ７０-砲丸投

県Ｍ記録 (MR)           7m21      西村　喜孝(74) (三重マスターズ)                             2006        

大会記録 (GR)           7m21      西村　喜孝(74) (三重マスターズ)                             2006        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼｶﾜ　ﾉﾎﾞﾙ

1 9 3287 由川　　昇 (70) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 9m70 10m31 10m44 10m44 × 10m44 MR､GR

凡例  



Ｍ７５-砲丸投

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾂｻｶ  ｺｳｻﾞﾌﾞﾛｳ

1 10 3252 津坂幸三郎 (75) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 5m92 × × 5m92 5m74 5m92

Ｍ４０-円盤投

県Ｍ記録 (MR)           26m83     泉　　勝人(42) (三重マスターズ)                             2004        

大会記録 (GR)           25m33     泉　　勝人(42) (三重マスターズ)                             2001        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾆｼ　ﾖｼｶｽﾞ

1 2 3258 中西　由和 (42) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ × × 22m78 22m78 22m78

ｼﾓﾑﾗ　ｼﾝﾔ

2 3 3244 下村　真也 (42) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 21m10 － － 21m10 21m10

ﾀﾑﾗ　ﾊﾙﾋｺ

3 1 3250 田村　晴彦 (42) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 15m54 × － 15m54 15m54

Ｍ４５-円盤投

県Ｍ記録 (MR)           35m92     島田　達也(47) (三重マスターズ)                             1988        

大会記録 (GR)           27m09     高山　幹也(46) (三重マスターズ)                             2003        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｽﾞﾐ  ﾏｻﾄ

1 4 3217 泉  　勝人 (46) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 24m79 － － 24m79 24m79

Ｍ５０-円盤投

県Ｍ記録 (MR)           36m17     坂元　　均(50) (三重マスターズ)                             2003        

大会記録 (GR)           32m61     成瀬　安史(51) (三重マスターズ)                             1999        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾆｼ　ﾏｻｼ

1 6 3257 中西　　正 (54) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 34m34 － － 34m34 34m34 GR

ﾀｶﾔﾏ　ﾐｷﾔ

2 5 3245 高山　幹也 (50) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 24m15 － × 24m15 24m15

Ｍ５５-円盤投

県Ｍ記録 (MR)           35m63     島田　達也(59) (三重マスターズ)                             2001        

大会記録 (GR)           33m05     島田　達也(59) (三重マスターズ)                             2001        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｶﾞﾜ　ｼｮｳｲﾁ

1 7 3255 中川　正市 (59) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 24m93 － － 24m93 24m93

Ｍ６０-円盤投

県Ｍ記録 (MR)           43m79     島田　達也(64) (三重マスターズ)                             2005        

大会記録 (GR)           43m24     島田　達也(63) (三重マスターズ)                             2004        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾞﾃ  ﾄｼﾕｷ

1 8 3248 伊達　敏行 (63) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 11m88 － － 11m88 11m88

凡例  



Ｍ６５-円盤投

県Ｍ記録 (MR)           42m40     島田　達也(65) (三重マスターズ)                             2006        

大会記録 (GR)           37m58     由川　　昇(67) (三重マスターズ)                             2004        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾏﾆｼ  ﾖｼﾋﾛ

1 10 3490 今西　義弘 (67) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 22m87 － － 22m87 22m87

Ｍ７０-円盤投

県Ｍ記録 (MR)           16m25     津坂幸三郎(70) (三重マスターズ)                             2006        

大会記録 (GR)           15m79     津坂幸三郎(70) (三重マスターズ)                             2002        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼｶﾜ　ﾉﾎﾞﾙ

1 11 3287 由川　　昇 (70) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 38m41 － － 38m41 38m41 GR,MR

ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｵ

2 12 535 鈴木　芳郎 (74) 大阪ﾏｽﾀｰｽﾞ × 16m86 － 16m86 16m86 GR

Ｍ７５-円盤投

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｼﾑﾗ　ﾖｼﾀｶ

1 13 3263 西村　喜孝 (75) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 14m97 － － 14m97 14m97

ﾂｻｶ  ｺｳｻﾞﾌﾞﾛｳ

2 14 3252 津坂幸三郎 (75) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 13m96 － － 13m96 13m96

Ｍ４０-ハンマー投

県Ｍ記録 (MR)           27m96     中西　由和(40) (三重マスターズ)                             2006        

大会記録 (GR)           15m39     駒田　光一(40) (和歌山マスターズ)                           2004        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾆｼ　ﾖｼｶｽﾞ

1 1 3258 中西　由和 (42) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ × 27m36 × 27m36 × 27m36 GR

Ｍ５０-ハンマー投

県Ｍ記録 (MR)           32m48     大石　篤信(50) (三重マスターズ)                             2003        

大会記録 (GR)           24m31     大山　幸孝(52) (三重ﾏｽﾀｰｽﾞ)                                 2002        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾔﾏ　ﾐｷﾔ

1 2 3245 高山　幹也 (50) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 18m66 × × 18m66 × 18m66

Ｍ７０-ハンマー投

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼｶﾜ　ﾉﾎﾞﾙ

1 4 3287 由川　　昇 (70) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 35m18 × × 35m18 × 35m18

凡例  



Ｍ４０-やり投

県Ｍ記録 (MR)           41m39     田村　晴彦(41) (三重マスターズ)                             2006        

大会記録 (GR)           35m55     駒田　光一(40) (和歌山マスターズ)                           2004        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾑﾗ　ﾊﾙﾋｺ

1 2 3250 田村　晴彦 (42) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ × × 40m31 40m31 × 40m31 GR

ｺﾞｳﾘｷ　ﾔｽﾏｻ

2 1 3237 強力　康正 (41) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 37m93 × × 37m93 × 37m93 GR

ﾏｴｶﾜ　ﾏｻｱｷ

3 3 3274 前川　昌昭 (41) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ × × × 34m61 34m61

ｼﾓﾑﾗ　ｼﾝﾔ

4 4 3244 下村　真也 (42) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 23m39 × × 23m39 × 23m39

Ｍ５０-やり投

県Ｍ記録 (MR)           43m69     川中　昭二(51) (三重マスターズ)                             2004        

大会記録 (GR)           42m66     川中　昭二(50) (三重マスターズ)                             2003        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜﾅｶ  ｼｮｳｼﾞ

1 7 3232 川中　昭二 (54) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 38m72 × × 38m72 × 38m72

ﾀｶﾔﾏ　ﾐｷﾔ

2 6 3245 高山　幹也 (50) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ × × 31m49 31m49 × 31m49

Ｍ７０-やり投

県Ｍ記録 (MR)           21m88     西村　喜孝(74) (三重マスターズ)                             2006        

大会記録 (GR)           21m88     西村　喜孝(74) (三重マスターズ)                             2006        

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼｶﾜ　ﾉﾎﾞﾙ

1 9 3287 由川　　昇 (70) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ × 37m43 × 37m43 × 37m43 MR､GR

Ｍ７５-やり投

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｼﾑﾗ　ﾖｼﾀｶ

1 10 3263 西村　喜孝 (75) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ × × × 18m25 18m25

ﾂｻｶ  ｺｳｻﾞﾌﾞﾛｳ

2 11 3252 津坂幸三郎 (75) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ × 14m36 × 14m36 × 14m36

Ｍ８０-やり投

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾐ

1 12 982 河村　正巳 (82) 静岡ﾏｽﾀｰｽﾞ 18m05 × × 18m05 × 18m05

凡例  



Ｗ４５-走高跳

県Ｍ記録 (MR)           1m25      中島　京子(45) (三重マスターズ)                             2003        

大会記録 (GR)           1m05      加冶佐伊都(46) (三重マスターズ)                             2004        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶｼﾞｻ　ｲﾄ ○ ○ × × ×

1 5 3295 加治佐伊都 (49) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 1m05

Ｗ４５-走幅跳

県Ｍ記録 (MR)           4m32      松本恵美子(45) (三重マスターズ)                             2000        

大会記録 (GR)           4m29      中島　京子(45) (三重マスターズ)                             2003        

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 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶｼﾞｻ　ｲﾄ 3m62 3m86 3m83 3m53 3m86

1 16 3295 加治佐伊都 (49) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ +1.1 +2.9 +3.3 -0.2 +2.9

Ｗ４０-三段跳

県Ｍ記録 (MR)           10m76     徳地　和子(42) (三重マスターズ)                             2000        

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 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｽﾞﾐ  ｹｲｺ 8m43 8m02 8m37 8m51 8m51

1 5 3293 泉  　恵子 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ +1.6 +1.0 +2.1 +0.6 +0.6

1m00
1m45

1m05
1m50

1m10
1m55

1m20
1m60

1m25
1m65

1m30
1m71

1m35 1m40
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Ｗ６５-砲丸投

県Ｍ記録 (MR)           7m22      中世古房子(68) (三重マスターズ)                             2006        

大会記録 (GR)           6m18      中世古房子(68) (三重マスターズ)                             2006        

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 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｾｺ　ﾌｻｺ

1 11 3303 中世古房子 (69) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 6m59 × 6m76 7m00 7m00 GR

Ｗ４５-円盤投

県Ｍ記録 (MR)           33m86     阪田日出美(45) (三重マスターズ)                             2006        

大会記録 (GR)           32m03     阪田日出美(45) (三重マスターズ)                             2005        

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 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｶﾀ  ﾋﾃﾞﾐ

1 15 3300 阪田日出美 (47) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 33m52 × × × 33m52 GR

Ｗ６５-円盤投

県Ｍ記録 (MR)           19m97     中世古房子(66) (三重マスターズ)                             2004        

大会記録 (GR)           19m97     中世古房子(65) (三重マスターズ)                             2004        

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 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｾｺ　ﾌｻｺ

1 17 3303 中世古房子 (69) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 18m19 × × × 18m19

Ｗ４５-やり投

県Ｍ記録 (MR)           30m86     中島　京子(45) (三重マスターズ)                             2003        

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 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾆ  ﾏｽﾎ

1 13 3301 谷　　磨穂 (45) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 25m10 × × × 25m10

凡例    GR：大会記録 2007/10/22 10:27




