
コンディション情報

トラック審判長 衛藤　憲生 跳躍審判長 大久保　信夫

投てき審判長 大久保　信夫 招集所審判長 山崎　道弘

記録主任 伊藤　健二

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風速(ｍ) 風向 測定場所

2008/07/26 13:30 晴 33.5 61.0 1.6 南東

14:00 晴 33.5 61.0 1.6 南東

15:00 晴 33.0 61.0 3.4 東南東

16:00 晴 33.0 61.0 2.3 東南東

17:00 晴 32.0 70.0 2.8 東

2008/07/27 09:00 晴 32.0 70.0 1.7 東南東

10:00 晴 33.0 70.0 1.7 東南東

11:00 晴 33.0 67.0 1.3 東

12:00 晴 33.0 64.0 1.4 東

13:00 晴 33.0 64.0 1.9 東南東

14:00 晴 33.5 58.0 0.8 南東

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合



審判長 トラック 衛藤　憲生

審判長 フィールド 大久保信夫

場所 下関市営陸上競技場 審判長 招集所 山崎　道弘

期日 平成20年7月26日(土）～27日(日） 記録主任 伊藤　健二

日付 種目
2008/07/26 M65　60m 髙林鐵雄 8.51 +2.3 海原誠二 8.71 +2.3 大小田　靖男 9.20 +3.4 見藤　宣晃 9.36 +2.3 山近範久 9.37 +3.4 中村　　義光 9.48 +3.4 福田和文 9.57 +3.4 谷口 　　重眞 9.63 +2.3

山口：山口 島根：島根 広島：広島 広島：広島 山口：山口 鳥取：鳥取 島根：島根 鳥取：鳥取
2008/07/26 M70　60m 前田正人 9.23 福場　良二 9.27 杉村正寿 9.31

風:+2.2 山口：山口 岡山：岡山 島根：島根
2008/07/26 M75　60m 片寄哲男 9.03 畑野幸雄 10.77

風:+2.8 島根：島根 山口：山口
2008/07/26 M80　60m 石黒　昭雄 10.41

風:+2.8 広島：広島
2008/07/26 M85　60m 竹内信雄 14.56 的場義夫 17.91

風:+2.8 島根：島根 山口：山口

20080727 SM30　100m 山本　晃太郎 13.72
風:+2.0 広島：広島

20080727 M35　100m 神徳 毅 11.66 金子隆明 11.87 池辺恭一朗 11.87
風:+2.0 山口：山口 山口：山口 島根：島根

M40　100m 加地　真 11.48 +0.3 小川　博正 11.69 +0.3 亀岡　洋海 11.94 +2.9 田熊康一郎 12.37 +0.3 森元隆雄 12.44 +2.9 池田博之 12.62 +2.9 廣兼　裕史 13.31 +2.9 造酒　　　毅 14.22 +2.9
島根：島根 NGR 広島：広島 広島：広島 山口：山口 山口：山口 山口：山口 広島：広島 山口：山口

20080727 M45　100m 藤原　和也 12.31 石田正成 12.41 鮎川和彦 12.94 黒田　一彦 13.64 児玉利昭 14.48
風:+0.7 岡山：岡山 山口：山口 山口：山口 岡山：岡山 山口：山口

20080727 M50　100m 幡田静彦 12.45 岩本邦宏 12.88 小山健司 12.97 水野鉄雄 13.24 桧山　堅宗 13.97 伊狩　英緒 14.24
風:+1.8 山口：山口 島根：島根 島根：島根 山口：山口 広島：広島 広島：広島

M55　100m 海崎　俊二 12.38 +1.5 澤本　保海 12.57 +1.5 山根　孝之 13.05 +1.5 河田　慎司 13.07 +1.7 中本　裕正 13.15 +1.7 松里博利 13.20 +1.5 須田雅昭 13.61 +1.5 吉松和義 13.67 +1.5
広島：広島 NGR 広島：広島 NGR 広島：広島 広島：広島 広島：広島 山口：山口 山口：山口 山口：山口

20080727 M60　100m 築﨑　弘 13.50 皆木　しげる 13.61 天野　千秋 13.68 二瀬武博 14.88
風:+1.9 島根：島根 岡山：岡山 広島：広島 島根：島根

20080727 M65　100m 髙林鐵雄 13.96 海原誠二 14.10 山近範久 15.32 福田和文 15.86
風:+0.7 山口：山口 島根：島根 山口：山口 島根：島根

20080727 M70　100m 河村元治 14.71 前田正人 14.99 福場　良二 15.78 江原　幸男 15.83
風:+0.6 山口：山口 山口：山口 岡山：岡山 岡山：岡山

20080727 M75　100m 片寄哲男 14.69
風:+2.2 島根：島根

20080727 M80　100m 若松正昭 16.84 石黒　昭雄 17.39
風:+2.2 山口：山口 広島：広島

20080727 M85　100m 的場義夫 31.05
風:+2.2 山口：山口

2008/07/26 M35　200m 神徳 毅 23.86 藤岡　健二 24.82 福田　勝也 25.28
風:+1.4 山口：山口 岡山：岡山 広島：広島

2008/07/26 M40　200m 亀岡　洋海 24.72 澤本康彦 24.94 坪根一行 25.52
風:+1.4 広島：広島 山口：山口 山口：山口

2008/07/26 M45　200m 石田正成 25.40 花木　陽一郎 25.47 鮎川和彦 26.50 山本芳裕 29.71 児玉利昭 29.78
風:+2.0 山口：山口 鳥取：鳥取 山口：山口 山口：山口 山口：山口

2008/07/26 M50　200m 幡田静彦 25.36 岩本邦宏 26.62 水野鉄雄 27.52 隅 　　聖典 27.89
風:+3.1 山口：山口 島根：島根 山口：山口 山口：山口

2008/07/26 M55　200m 松里博利 26.71 山根　孝之 27.19 中本　裕正 27.24 須田雅昭 28.03 吉松和義 28.29 堀岡　茂 29.06
風:+1.2 山口：山口 広島：広島 広島：広島 山口：山口 山口：山口 広島：広島

2008/07/26 M60　200m 築﨑　弘 27.47 皆木　しげる 28.23 柳井善男 31.84
風:+2.4 島根：島根 岡山：岡山 山口：山口

2008/07/26 M65　200m 石川 徹 28.79 仁平　勝雄 29.49 山近範久 31.49 中村　　義光 31.88
風:+4.8 山口：山口 広島：広島 山口：山口 鳥取：鳥取

2008/07/26 M70　200m 河村元治 30.78 前田正人 31.24 江原　幸男 32.83
風:+2.9 山口：山口 山口：山口 岡山：岡山

2008/07/26 M75　200m 片寄哲男 30.96 内田浩次 33.35
風:+2.9 島根：島根 山口：山口

2008/07/26 M80　200m 若松正昭 36.65
風:+2.9 山口：山口

20080727 SM30　400m 森田和隆 0.57.42
広島：広島

20080727 M35　400m 神徳 毅 0.54.77 柿並 剛 0.57.96 松永和宏 0.59.30
山口：山口 山口：山口 山口：山口

20080727 M40　400m 澤本康彦 0.56.33 坪根一行 0.59.46
山口：山口 山口：山口

20080727 M45　400m 澤田祥二 0.57.88 鮎川和彦 1.02.19 石井　直仁 1.08.42
山口：山口 山口：山口 広島：広島

20080727 M50　400m 隅 　　聖典 1.03.21
山口：山口

20080727 M55　400m 松里博利 1.01.09 澤本　保海 1.04.62 高橋　利明 1.04.98 堀岡　茂 1.05.30 原田泰彦 1.15.89
山口：山口 広島：広島 広島：広島 広島：広島 山口：山口

20080727 M60　400m 天野　千秋 1.03.79 二瀬武博 1.09.73 皆木　しげる
広島：広島 島根：島根 岡山：岡山 DNS

20080727 M65　400m 石川 徹 1.08.48 仁平　勝雄 1.09.35 中村　　義光 1.13.47 宮本敏行 1.15.87 迫田　優 1.27.77
山口：山口 広島：広島 鳥取：鳥取 山口：山口 広島：広島

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

第２７回　中国マスターズ陸上競技選手権大会

主催：中国マスターズ陸上競技連盟
期日：平成20年7月26日(土）～27日(日）
会場：下関市営陸上競技場



審判長 トラック 衛藤　憲生

審判長 フィールド 大久保信夫

場所 下関市営陸上競技場 審判長 招集所 山崎　道弘

期日 平成20年7月26日(土）～27日(日） 記録主任 伊藤　健二

日付 種目 7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

第２７回　中国マスターズ陸上競技選手権大会

主催：中国マスターズ陸上競技連盟
期日：平成20年7月26日(土）～27日(日）
会場：下関市営陸上競技場

20080727 M70　400m 玉置　隆也 1.21.20
岡山：岡山

20080727 M80　400m

2008/07/26 M35　800m 柿並 剛 2.11.30 岡崎輝義 2.20.50
山口：山口 山口：山口

2008/07/26 M40　800m 木下　剛夫 2.23.30 原　宏治 2.42.35
広島：広島 広島：広島

2008/07/26 M45　800m 澤田祥二 2.13.85 石井　直仁 2.36.69
山口：山口 広島：広島

2008/07/26 M50　800m 田中勝男 2.18.48 湊 圭三 2.44.20
山口：山口 山口：山口

2008/07/26 M55　800m 高橋　利明 2.23.09
広島：広島

2008/07/26 M60　800m 波多　伸樹 2.28.68 伊藤　功 2.44.83
広島：広島 広島：広島

2008/07/26 M65　800m 前田　征四郎 2.35.53 木村　　 勇 2.43.67 迫田　優 3.26.35
広島：広島 山口：山口 広島：広島

2008/07/26 M70　800m 荒田　茂夫 2.58.22 世羅　繁治 3.04.10
広島：広島 広島：広島

20080727 M35　1500m 岡崎輝義 4.31.56 新屋　謙 4.51.83 西中 文仁 5.28.20
山口：山口 広島：広島 広島：広島

20080727 M40　1500m 満井　康雄 4.29.52 池上　貴雄 4.47.00 前田 茂 5.12.48 造酒　　　毅 5.19.56 原　宏治 5.33.76
広島：広島 広島：広島 広島：広島 山口：山口 広島：広島

20080727 M45　1500m 豊田康正 4.37.30
山口：山口

20080727 M50　1500m 田中勝男 4.36.97 末岡良一 4.52.70 天野　隆 5.34.72
山口：山口 山口：山口 広島：広島

20080727 M55　1500m 清水　初男 5.14.68 村田光秋 5.30.67 横沼康男 5.38.38 上田繁幸 5.42.01
広島：広島 山口：山口 山口：山口 山口：山口

20080727 M60　1500m 波多　伸樹 5.07.49 伊藤　功 5.36.19 吾郷昭夫 5.49.42
広島：広島 広島：広島 島根：島根

20080727 M65　1500m 前田　征四郎 5.12.11 岩垣　　成紀 5.30.63 木村　　 勇 5.42.20 福留　征二 5.54.39 石原　諒司 6.05.43
広島：広島 鳥取：鳥取 山口：山口 広島：広島 広島：広島

20080727 M70　1500m 世羅　繁治 6.31.04
広島：広島

2008/07/26 M35　5000m 岡崎輝義 18.08.35 新屋　謙 18.12.52 内田修二 18.28.55 西中 文仁 21.51.87
山口：山口 広島：広島 山口：山口 広島：広島

2008/07/26 M40　5000m 久村哲志 16.50.88 満井　康雄 17.09.23 造酒　　　毅 21.02.63 原　宏治 21.48.15
山口：山口 広島：広島 山口：山口 広島：広島

2008/07/26 M45　5000m 豊田康正 17.24.18 吉田 勉 17.30.41 前田満弘 18.20.80 村田哲之 19.56.96
山口：山口 広島：広島 山口：山口 島根：島根

2008/07/26 M50　5000m 天野　隆 23.20.55 篠原公一 25.59.29
広島：広島 福岡：福岡

2008/07/26 M55　5000m 清水　初男 18.43.48 村田光秋 21.54.79
広島：広島 山口：山口

2008/07/26 M60　5000m 村上文男 20.06.17 吾郷昭夫 22.03.63 大森　康明 22.23.55 原田　一成 22.30.32
山口：山口 島根：島根 岡山：岡山 広島：広島

2008/07/26 M65　5000m 岩垣　　成紀 21.05.60 石原　諒司 21.31.56 福留　征二 23.20.02
鳥取：鳥取 広島：広島 広島：広島

2008/07/26 M70　5000m 佐藤　久 28.08.08
広島：広島

2008/07/26 M75　80mH 畑野幸雄 19.41
風:+3.3 山口：山口

2008/07/26 M50　100mH 幡田静彦 15.61
風:+1.6 山口：山口 NGR

2008/07/26 M55　100mH 光宗　皇彦 17.53
風:+1.6 岡山：岡山

2008/07/26 M60　100mH 中村政武 17.15 丸山一生 21.07
風:+2.3 山口：山口 山口：山口

2008/07/26 M40　110mH 岡村　 　剛 16.96
風:+2.7 山口：山口

2008/07/26 M45　110mH 黒田　一彦 18.61
風:+2.7 岡山：岡山



審判長 トラック 衛藤　憲生

審判長 フィールド 大久保信夫

場所 下関市営陸上競技場 審判長 招集所 山崎　道弘

期日 平成20年7月26日(土）～27日(日） 記録主任 伊藤　健二

日付 種目 7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

第２７回　中国マスターズ陸上競技選手権大会

主催：中国マスターズ陸上競技連盟
期日：平成20年7月26日(土）～27日(日）
会場：下関市営陸上競技場

20080727 M60　300mH 鳥飼　　 卓 0.53.00 伊藤俊廣 1.17.49
大阪：大阪 山口：山口

20080727 M65　300mH 宮崎　紀男 0.54.42 鎌田　真澄 0.57.56
広島：広島 岡山：岡山

20080727 M70　300mH 玉置　隆也 1.00.88
岡山：岡山

20080727 M40　400mH 岡村　 　剛 1.05.14
山口：山口 NGR

20080727 M50　400mH

20080727 M60　2000mSC 村上文男 7.46.19
山口：山口 NGR

20080727 M65　2000mSC 高野　兼夫 8.06.04
広島：広島 NGR

20080727 M70　2000mSC 荒田　茂夫 9.15.29
広島：広島 NGR

20080727 SM30　3000mSC 星野敏正 11.03.07
山口：山口 NGR

20080727 M40　3000mSC 松枝健児 10.44.24
山口：山口

20080727 M45　3000mSC 吉田 勉 11.04.31
広島：広島

20080727 M50　3000mSC 桧山　堅宗 15.56.20
広島：広島

20080727 M55　3000mSC

2008/07/27 M50　5000mW 守屋　常男 34.42.56
岡山：岡山

2008/07/27 M55　5000mW 清水　進 32.02.55
岡山：岡山

2008/07/27 M60　5000mW 伊藤俊廣 38.41.99
山口：山口

2008/07/27 M65　5000mW 山下　勝裕 41.47.44
広島：広島

2008/07/27 M70　5000mW 世羅　繁治 32.58.75
広島：広島

20080727 男子　4X100mR 広島：広島県チーム0.47.83 島根：島根県チーム0.48.42 広島：広島県チーム0.51.50 鳥取：鳥取県チーム0.58.09
天野　千秋 築﨑　弘 仁平　勝雄 岩垣　　成紀

海崎　俊二 小山健司 桧山　堅宗 谷口 　　重眞

小川　博正 加地　真 廣兼　裕史 中村　　義光

亀岡　洋海 池辺恭一朗 田中　道彦 花木　陽一郎

20080727 男子　4X400mR 山口：山口県チーム4.06.27 広島：広島県チーム4.16.96 広島：広島県チーム4.32.75 広島：広島県チーム4.53.76 広島：広島県チーム5.07.98
石川 徹 高野　兼夫 前田　征四郎 福留　征二 石原　諒司

松里博利 高橋　利明 堀岡　茂 清水　初男 伊藤　功

澤本康彦 吉田 勉 波多　伸樹 前田 茂 原　宏治

松永和宏 田中　道彦 新屋　謙 満井　康雄 西中 文仁

20080726 還暦　4×100mR 山口：山口県チーム 55.63 島根：島根県チーム 55.99 岡山：岡山県チーム 62.35
河村元治 片寄哲男 福場　良二

石川 徹 海原誠二 江原　幸男

髙林鐵雄 杉村正寿 鎌田　真澄

中村政武 築﨑　弘 皆木　しげる



審判長 トラック 衛藤　憲生

審判長 フィールド 大久保信夫

場所 下関市営陸上競技場 審判長 招集所 山崎　道弘

期日 平成20年7月26日(土）～27日(日） 記録主任 伊藤　健二

日付 種目 7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

第２７回　中国マスターズ陸上競技選手権大会

主催：中国マスターズ陸上競技連盟
期日：平成20年7月26日(土）～27日(日）
会場：下関市営陸上競技場

20080727 SM30　走高跳 山本　晃太郎 1m40
広島：広島

20080727 M35　走高跳 佐藤　宏幸 1m76 田中　道彦 1m65
広島：広島 広島：広島

20080727 M40　走高跳 半田　浩基 1m70
広島：広島

20080727 M50　走高跳 森田　啓一 1m50 今元恵二 1m30
広島：広島 山口：山口

20080727 M55　走高跳

20080727 M60　走高跳 井手　利忠 1m45 丸山一生 1m25
岡山：岡山 NGR 山口：山口

20080727 M65　走高跳 見藤　宣晃 1m25 宮崎　紀男 1m20 福田和文 1m15
広島：広島 広島：広島 島根：島根

20080727 M70　走高跳 田中　等 1m03
島根：島根

20080727 M75　走高跳 畑野幸雄 1m12
山口：山口

20080727 M80　走高跳 山内　　壽一 1m08
鳥取：鳥取

2008/07/26 M50　棒高跳

2008/07/26 M60　棒高跳 山根達夫 2m80
山口：山口

2008/07/26 M65　棒高跳 鎌田　真澄 2m80
岡山：岡山

2008/07/26 M70　棒高跳 玉置　隆也 2m10
岡山：岡山

20080727 SM30　走幅跳 森田和隆 5m64 +2.3 山本　晃太郎 5m02 +1.6
広島：広島 広島：広島

20080727 M35　走幅跳 田中　道彦 6m45 +0.3 平野博一 6m25 +1.0
広島：広島 山口：山口

20080727 M40　走幅跳 森下哲夫 6m30 +0.7 小川　博正 6m28 +1.8 亀岡　洋海 6m06 +1.4 曽根文夫 5m34 +0.3 桐島　一成 5m13 +1.2 山廣　哲也 4m02 +2.2
山口：山口 広島：広島 広島：広島 山口：山口 岡山：岡山 広島：広島

20080727 M50　走幅跳 桧山　堅宗 4m45 +1.1 今元恵二 4m27 +1.5
広島：広島 山口：山口

20080727 M55　走幅跳 澤本　保海 5m47 +1.8 河田　慎司 5m01 +2.9 藤井芳雄 4m94 +1.1
広島：広島 広島：広島 山口：山口

20080727 M60　走幅跳 梅田　敬造 3m89 +1.5
広島：広島

20080727 M65　走幅跳 仁平　勝雄 4m24 +2.1
広島：広島

20080727 M70　走幅跳 杉村正寿 3m75 +1.5
島根：島根

20080727 M75　走幅跳 内田浩次 3m84 +2.4 木村三雄 2m61 +1.6
山口：山口 山口：山口

20080727 M80　走幅跳 山内　　壽一 3m49 +1.8
鳥取：鳥取

20080727 M85　走幅跳

2008/07/26 SM30　三段跳 森田和隆 11m67 +2.5
広島：広島

2008/07/26 M35　三段跳 田中　道彦 12m33 +1.4
広島：広島

2008/07/26 M40　三段跳 岡村　 　剛 12m37 -0.1
山口：山口

2008/07/26 M45　三段跳 黒田　一彦 10m38 +3.2
岡山：岡山

2008/07/26 M50　三段跳 今元恵二 9m52 +0.2
山口：山口

2008/07/26 M55　三段跳 休場輝一 11m30 +0.6 光宗　皇彦 11m13 +1.5 藤井芳雄 10m47 +2.1
山口：山口 岡山：岡山 山口：山口

2008/07/26 M60　三段跳 山根達夫 9m15 +4.8 丸山一生 8m75 +4.9
山口：山口 山口：山口

2008/07/26 M65　三段跳 大小田　靖男 8m40 +2.4
広島：広島

2008/07/26 M70　三段跳 清水俊男 7m02 +5.7
山口：山口



審判長 トラック 衛藤　憲生

審判長 フィールド 大久保信夫

場所 下関市営陸上競技場 審判長 招集所 山崎　道弘

期日 平成20年7月26日(土）～27日(日） 記録主任 伊藤　健二

日付 種目 7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

第２７回　中国マスターズ陸上競技選手権大会

主催：中国マスターズ陸上競技連盟
期日：平成20年7月26日(土）～27日(日）
会場：下関市営陸上競技場

2008/07/26 M35　砲丸投 かな口　剛 9m54 倉永栄作 8m27
広島：広島 山口：山口

2008/07/26 M50　砲丸投 船引規正 12m39 林　敏光 9m07 小山健司 8m36
兵庫：兵庫 岡山：岡山 島根：島根

2008/07/26 M55　砲丸投 柴田茂徳 12m71 松本昭平 10m60 郷力　礼三 7m52
兵庫：兵庫 島根：島根 広島：広島

2008/07/26 M60　砲丸投 福永　維夫 9m37 俊成　茂哲 8m94
山口：山口 広島：広島

2008/07/26 M70　砲丸投 林　良夫 9m89 原　俊三郎 8m99 吾郷辰郎 7m23
岡山：岡山 広島：広島 島根：島根

2008/07/26 M75　砲丸投 中川京佳 7m55
島根：島根

2008/07/26 M85　砲丸投 神野喬雄 5m88
島根：島根

20080727 M35　円盤投 かな口　剛 27m62
広島：広島

20080727 M50　円盤投 森本　謙二 26m32 守屋　常男 23m56
広島：広島 岡山：岡山

20080727 M55　円盤投 松本昭平 32m95 和田武彦 27m89 槇本　豊 26m03 中本　裕正 22m24
島根：島根 福岡：福岡 広島：広島 広島：広島

20080727 M60　円盤投 国本英一 36m24 俊成　茂哲 26m02
山口：山口 広島：広島

20080727 M65　円盤投 川上　泰雄 28m34 高野　兼夫 23m46
広島：広島 広島：広島

20080727 M70　円盤投 林　良夫 31m68 半田　保彦 26m32 原　俊三郎 25m78 田中　等 21m03 丸田　忠衛 16m55
岡山：岡山 NGR 広島：広島 広島：広島 島根：島根 広島：広島

20080727 M75　円盤投 中川京佳 20m18
島根：島根

20080727 M85　円盤投 神野喬雄 13m64
島根：島根

20080726 M35　ハンマー投 かな口　剛 36m34
広島：広島

20080726 M50　ハンマー投 船引規正 38m13 林　敏光 26m24 守屋　常男 14m76
兵庫：兵庫 岡山：岡山 岡山：岡山

20080726 M55　ハンマー投 河添　文夫 37m77 和田武彦 32m36 郷力　礼三 24m26
広島：広島 福岡：福岡 広島：広島

20080726 M60　ハンマー投 国本英一 39m80 胡　素之 29m92 伊藤　守男 27m83
山口：山口 広島：広島 広島：広島

20080726 M70　ハンマー投 林　良夫 33m69
岡山：岡山 NGR

20080726 M75　ハンマー投 新羅　武 21m09
広島：広島

20080727 M35　やり投 大野利喜男 46m55
山口：山口

20080727 M40　やり投 堀 浩 47m46
山口：山口

20080727 M45　やり投 児玉利昭 21m35
山口：山口

20080727 M50　やり投 森本　謙二 34m91
広島：広島

20080727 M55　やり投 和田武彦 39m51 中村賢治 34m96 槇本　豊 32m63
福岡：福岡 山口：山口 広島：広島

20080727 M60　やり投 西村信彦 38m55 梅田　敬造 35m26
山口：山口 広島：広島

20080727 M65　やり投 川上　泰雄 38m56
広島：広島

20080727 M70　やり投 原　俊三郎 29m94
広島：広島

20080727 M75　やり投 中川京佳 21m57
島根：島根

20080727 M80　やり投 門田　可宗 18m82
岡山：岡山



場所 下関市営陸上競技場

期日 平成20年7月26日(土）～27日(日）

審判長 トラック 衛藤　憲生

審判長 フィールド 大久保信夫

審判長 招集所 山崎　道弘

記録主任 伊藤　健二

日付 種目

20080726 W70　60m 成石　玲子 10.05
風:+2.1 広島：広島

20080727 W35　100m 河島　享子 14.09 高橋　博美 14.95
風:+1.9 広島：広島 広島：広島

20080727 W45　100m 児玉　真里子 14.17
風:+1.9 広島：広島

20080727 W50　100m 神田美代子 14.50
風:+1.9 島根：島根

20080727 W55　100m 石野令子 15.82 長崎　ひな子 16.02
風:+1.8 島根：島根 広島：広島

20080727 W60　100m
風:0.0

20080727 W70　100m 成石　玲子 16.98
風:+1.8 広島：広島 NGR

20080726 W35　200m 河島　享子 29.84
風:+1.9 広島：広島

20080726 W50　200m 神田美代子 30.16
風:+1.9 島根：島根 NGR

20080726 W65　200m 有田　富久恵 37.44
風:+1.9 鳥取：鳥取

20080727 W45　400m 児玉　真里子 1.06.51
広島：広島 NGR

20080727 W50　400m 神田美代子 1.11.96 須田郁子
島根：島根 NGR 山口：山口 DNS

20080726 W45　800m 児玉　真里子 2.40.14
広島：広島

20080726 W60　800m 山本　恭子 3.07.36
広島：広島

20080726 W65　800m 嵐　直子 3.17.29
島根：島根 NGR

20080726 W70　800m 吾郷久枝 3.48.97
島根：島根

20080726 W75　800m 山根　　倫子 3.46.87
鳥取：鳥取

20080727 W35　1500m 高橋　博美 5.28.06 高津美鈴
広島：広島 島根：島根 DNS

20080727 W60　1500m 山本　恭子 6.28.09 西川　八重子 7.30.66 二瀬笑子
広島：広島 広島：広島 島根：島根 DNS

20080727 W65　1500m 片寄眞千子 7.45.81 嵐　直子
島根：島根 島根：島根 DNS

20080727 W70　1500m 吾郷久枝 7.36.42
島根：島根

20080726 W60　5000m 山本　恭子 24.37.55 西川　八重子 28.14.65
広島：広島 広島：広島

20080726 W65　5000m 嵐　直子 25.01.07
島根：島根 NGR

20080726 W50　80mH 岩谷美保子 17.82
風:+1.3 島根：島根

20080726 W60　80mH
風:0.0

20080727 W65　300mH 有田　富久恵 1.07.03
鳥取：鳥取 NNR,NGR

20080727 W70　300mH 寺谷　　克江 1.44.35
鳥取：鳥取

20080727 W35　2000mSC 高橋　博美 8.11.95
広島：広島

20080727 女子　4X100mR 広島：広島県チーム0.57.84
尾﨑　悦子

児玉　真里子

高橋　博美

河島　享子

20080727 W40　走幅跳 小林 洋子 4m26 +0.8
広島：広島

20080727 W50　走幅跳 尾﨑　悦子 4m15 +2.7
広島：広島

20080727 W60　走幅跳

20080727 W70　走幅跳 寺谷　　克江 2m52 +3.6
鳥取：鳥取

20080726 W50　三段跳

20080726 W70　三段跳 寺谷　　克江 5m99 +2.8
鳥取：鳥取

20080726 W40　砲丸投 曽根涼子 7m38
山口：山口

20080726 W50　砲丸投 岩谷美保子 7m09
島根：島根

20080726 W55　砲丸投 植野　英子 8m65
広島：広島

20080726 W60　砲丸投 加藤敦子 9m30
愛知：愛知

20080726 W75　砲丸投

20080727 W40　円盤投 曽根涼子 22m84
山口：山口

20080727 W55　円盤投 植野　英子 22m61 山田　悦子 20m67
広島：広島 広島：広島

20080727 W60　円盤投 加藤敦子 27m88
愛知：愛知

20080727 W55　やり投 山田　悦子 24m76 長崎　ひな子 20m25
広島：広島 広島：広島

20080727 W75　やり投 山根　　倫子 12m20
鳥取：鳥取

20080726 W60　ハンマー投 加藤敦子 32m76
愛知：愛知

1位 2位 3位 4位

第２７回　中国マスターズ陸上競技選手権大会

主催：中国マスターズ陸上競技連盟
期日：平成20年7月26日(土）～27日(日）
会場：下関市営陸上競技場



M65　60m

日本記録　　 (NR) 8.19 八木　実 (福　井) 2006 7月26日 14:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ
大会記録 (GR) 8.72 海原誠二 ((67)島根) 2007

ﾀｲﾑﾚｰｽ

1組 2組
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

オオコダ　ヤスオ ﾀｶﾊﾞﾔｼﾃﾂｵ
1 2 6521 大小田　靖男 広島 9.20 1 4 6504 髙林鐵雄 山口 8.51

ﾔﾏﾁｶﾉﾘﾋｻ ｳﾅﾊﾞﾗｾｲｼﾞ
2 3 6505 山近範久 山口 9.37 2 5 6526 海原誠二 島根 8.71

ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾐﾂ ミトウ　ノブアキ
3 5 6508 中村　　義光 鳥取 9.48 3 3 6517 見藤　宣晃 広島 9.36

ﾌｸﾀﾞｶｽﾞﾌﾐ ﾀﾅｸﾞﾁ ｼｹﾞﾐ
4 4 6525 福田和文 島根 9.57 4 2 6507 谷口 　　重眞 鳥取 9.63

ニノミヤ　ヤサオ
6 6512 二宮　優男 広島 DNS

M70　60m

日本記録　　 (NR) 8.31 佐伯　勇 (愛　媛) 2006 7月26日 14:10 決勝
大会記録 (GR) 8.65 田中昭雄 ((73)鳥取) 2006

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏｴﾀﾞﾏｻﾄ

1 4 7002 前田正人 山口 9.23
ﾌｸﾊﾞ　ﾘｮｳｼﾞ

2 2 7014 福場　良二 岡山 9.27
ｽｷﾞﾑﾗﾏｻﾄｼ

3 5 7018 杉村正寿 島根 9.31

ｻﾜﾀﾞ ﾁｮｳﾀﾛｳ

3 7005 沢田　長太郎 鳥取 DNS

マルタ　タダエ

6 7011 丸田　忠衛 広島 DNS

M75　60m

日本記録　　 (NR) 8.61 石神　三郎 (鹿児島) 2006 7月26日 14:10 決勝
大会記録 (GR) 9.73 槙野茂樹 ((75)島根) 2005

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾀﾖｾﾃﾂｵ

1 4 7507 片寄哲男 島根 9.03
ﾊﾀﾉｻﾁｵ

2 3 7504 畑野幸雄 山口 10.77
ｷﾑﾗﾐﾂｵ

5 7502 木村三雄 山口 DNF

ﾓﾘﾜｷｲﾜｵ

2 7503 森脇 巌 山口 DNS

審 判 長：衛藤　憲生

記録主任：伊藤　健二

風: +3.4 風: +2.3

審 判 長：衛藤　憲生

記録主任：伊藤　健二

風: +2.2

審 判 長：衛藤　憲生

記録主任：伊藤　健二

風: +2.8

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 DNS：欠場 1/2



M80　60m

日本記録　　 (NR) 9.41 山﨑　英也 (東　京) 2006 7月26日 14:10 決勝
大会記録 (GR) 9.83 村井精一 ((80)岡山) 2006

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
イシグロ　アキオ

1 6 8003 石黒　昭雄 広島 10.41

M85　60m

日本記録　　 (NR) 10.46 野原　泰正 (沖　縄) 2006 7月26日 14:10 決勝
大会記録 (GR) 12.89 木谷　甫 ((85)広島) 2006

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｹｳﾁﾉﾌﾞｵ

1 7 8503 竹内信雄 島根 14.56
ﾏﾄﾊﾞﾖｼｵ

2 8 8501 的場義夫 山口 17.91

審 判 長：衛藤　憲生

記録主任：伊藤　健二

風: +2.8

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

風: +2.8

凡例 DNS：欠場 2/2



SM30　100m

7月27日 11:05 決勝
大会記録 (GR) 11.38 浜野隆一 ((30)広島) 1994

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ヤマモト　コウタロウ広島

1 2 3002 山本　晃太郎 広島 13.72

M35　100m

日本記録　　 (NR) 10.71 青戸　慎司 (愛　知) 2002 7月27日 11:05 決勝
大会記録 (GR) 11.19 加地　真 ((35)島根) 2003

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺｳﾄｸﾂﾖｼ 山口

1 3 3508 神徳 毅 山口 11.66
ｶﾈｺﾀｶｱｷ 山口

2 5 3505 金子隆明 山口 11.87
ｲｹﾍﾞｷｮｳｲﾁﾛｳ 島根

3 6 3521 池辺恭一朗 島根 11.87
ｸｽﾞﾒ ﾖｳｲﾁ 岡山

4 3519 楠目　洋一 岡山 DNS
ﾌｼﾞｵｶ ｹﾝｼﾞ 岡山

7 3520 藤岡　健二 岡山 DNS

M40　100m

日本記録　　 (NR) 10.9 貝原　幸三 (長　崎) 1986 7月27日 11:05 決勝
日本記録　　 (NR) 11.06 貝原　幸三 (長　崎) 1986
大会記録 (GR) 11.57 小谷幸敏 ((40)鳥取) 1999

ﾀｲﾑﾚｰｽ

1組 2組
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

カメオカ　ナダミ 広島 ｶｼﾞ　ﾏｺﾄ 島根
1 4 4022 亀岡　洋海 広島 11.94 1 2 4026 加地　真 島根 11.48 NGR

ﾓﾘﾓﾄﾀｶｵ 山口 オガワ　ヒロマサ 広島
2 7 4012 森元隆雄 山口 12.44 2 5 4019 小川　博正 広島 11.69

ｲｹﾀﾞﾋﾛﾕｷ 山口 ﾀｸﾏｺｳｲﾁﾛｳ 山口
3 2 4013 池田博之 山口 12.62 3 6 4008 田熊康一郎 山口 12.37

ヒロカネ　ヤスシ 広島 ﾓﾘｼﾀﾃﾂｵ 山口
4 6 4018 廣兼　裕史 広島 13.31 4 4001 森下哲夫 山口 DNS

ﾐｷﾂﾖｼ 山口 ﾂﾎﾞﾈｶｽﾞﾕｷ 山口
5 5 4005 造酒　　　毅 山口 14.22 3 4009 坪根一行 山口 DNS

ﾀﾑﾗｶｽﾞｱｷ 山口
3 4002 田村和昭 山口 DNS

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

風: +2.0

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

風: +2.0

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

風: +2.9 風: +0.3

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 1/4



M50　100m

日本記録　　 (NR) 11.6 貝原　幸三 (長　崎) 1996 7月27日 10:40 決勝
日本記録　　 (NR) 11.69 貝原　幸三 (長　崎) 1997
大会記録 (GR) 11.86 海崎俊二 ((50)広島) 2003

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾀﾀﾞｼｽﾞﾋｺ 山口

1 4 5004 幡田静彦 山口 12.45
ｲﾜﾓﾄｸﾆﾋﾛ 島根

2 6 5019 岩本邦宏 島根 12.88
ｺﾔﾏｹﾝｼﾞ 島根

3 3 5021 小山健司 島根 12.97
ﾐｽﾞﾉﾃﾂｵ 山口

4 2 5009 水野鉄雄 山口 13.24
ヒヤマ　ケンソウ 広島

5 5 5013 桧山　堅宗 広島 13.97
イカリ　ヒデオ 広島

6 7 5014 伊狩　英緒 広島 14.24
ｵｶｻﾞｷ　ﾄｼﾋｺ 岡山

1 5016 岡崎　俊彦 岡山 DNS

M55　100m

日本記録　　 (NR) 11.5 鶴巻　良助 (新　潟) 1993 7月27日 10:40 決勝
日本記録　　 (NR) 11.80 鶴巻　良助 (新　潟) 1993
大会記録 (GR) 12.78 沢本保海 ((55)広島) 2007

ﾀｲﾑﾚｰｽ

1組 2組
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

カワダ　シンジ 広島 カイザキ　シュンジ広島
1 4 5525 河田　慎司 広島 13.07 1 5 5515 海崎　俊二 広島 12.38 NGR

ナカモト　ヒロマサ広島 サワモト　ヤスミ 広島
2 6 5519 中本　裕正 広島 13.15 2 7 5520 澤本　保海 広島 12.57 NGR

ホリオカ　シゲル 広島 ヤマネ　タカユキ 広島
3 2 5523 堀岡　茂 広島 14.23 3 2 5517 山根　孝之 広島 13.05

ﾊﾗﾀﾞﾔｽﾋｺ 山口 ﾏﾂｻﾞﾄﾋﾛﾄｼ 山口
4 3 5505 原田泰彦 山口 14.76 4 6 5508 松里博利 山口 13.20

ﾅｶﾑﾗｹﾝｼﾞ 山口 ｽﾀﾞﾏｻｱｷ 山口
5 5512 中村賢治 山口 DNS 5 4 5511 須田雅昭 山口 13.61

ﾖｼﾏﾂｶｽﾞﾖｼ 山口
6 3 5503 吉松和義 山口 13.67

M60　100m

日本記録　　 (NR) 12.21 浅村　史郎 (東　京) 2004 7月27日 10:30 決勝
大会記録 (GR) 13.06 田中昭雄 ((63)鳥取) 1996

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾁｸｻﾞｷﾋﾛｼ 島根

1 3 6025 築﨑　弘 島根 13.50
ﾐﾅｷﾞ　ｼｹﾞﾙ 岡山

2 5 6023 皆木　しげる 岡山 13.61
アマノ　チアキ 広島

3 2 6017 天野　千秋 広島 13.68
ﾆﾉｾﾀｹﾋﾛ 島根

4 6 6026 二瀬武博 島根 14.88
イトウ　モリオ 広島

7 6012 伊藤　守男 広島 DNS
ウメダ　ケイゾウ 広島

4 6018 梅田　敬造 広島 DNS

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

風: +1.8

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

風: +1.7 風: +1.5

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

風: +1.9

凡例 2/4



M65　100m

日本記録　　 (NR) 12.72 伊藤　恒夫 (福　岡) 1997 7月27日 10:30 決勝
大会記録 (GR) 13.20 杉村正寿 ((67)島根) 2002

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｶﾊﾞﾔｼﾃﾂｵ 山口

1 5 6504 髙林鐵雄 山口 13.96
ｳﾅﾊﾞﾗｾｲｼﾞ 島根

2 4 6526 海原誠二 島根 14.10
ﾔﾏﾁｶﾉﾘﾋｻ 山口

3 2 6505 山近範久 山口 15.32
ﾌｸﾀﾞｶｽﾞﾌﾐ 島根

4 7 6525 福田和文 島根 15.86
ﾀﾅｸﾞﾁ ｼｹﾞﾐ 鳥取

6 6507 谷口 　　重眞 鳥取 DNS
オオコダ　ヤスオ 広島

3 6521 大小田　靖男 広島 DNS

M70　100m

日本記録　　 (NR) 13.35 佐伯　勇 (愛　媛) 2006 7月27日 10:20 決勝
大会記録 (GR) 14.00 片寄哲男 ((71)島根) 2004

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾜﾑﾗﾓﾄｼﾞ 山口

1 3 7001 河村元治 山口 14.71
ﾏｴﾀﾞﾏｻﾄ 山口

2 6 7002 前田正人 山口 14.99
ﾌｸﾊﾞ　ﾘｮｳｼﾞ 岡山

3 4 7014 福場　良二 岡山 15.78
ｴﾊﾞﾗ　ﾕｷｵ 岡山

4 7 7013 江原　幸男 岡山 15.83
ｻﾜﾀﾞ ﾁｮｳﾀﾛｳ 鳥取

2 7005 沢田　長太郎 鳥取 DNS
ｽｷﾞﾑﾗﾏｻﾄｼ 島根

5 7018 杉村正寿 島根 DNS

M75　100m

日本記録　　 (NR) 13.82 石神　三郎 (鹿児島) 2005 7月27日 10:20 決勝
大会記録 (GR) 15.15 金森　栄 ((75)島根) 2001

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾀﾖｾﾃﾂｵ 島根

1 3 7507 片寄哲男 島根 14.69
ｳﾁﾀﾞｺｳｼﾞ 山口

4 7501 内田浩次 山口 DNS
ｷﾑﾗﾐﾂｵ 山口

2 7502 木村三雄 山口 DNS
ﾓﾘﾜｷｲﾜｵ 山口

1 7503 森脇 巌 山口 DNS

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

風: +0.7

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

風: +0.6

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

風: +2.2

凡例 3/4



M80　100m

日本記録　　 (NR) 14.75 山崎　英也 (東　京) 2005 7月27日 10:20 決勝
大会記録 (GR) 16.22 村井精一 ((80)岡山) 2006

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾜｶﾏﾂﾏｻｱｷ 山口

1 6 8001 若松正昭 山口 16.84
イシグロ　アキオ 広島

2 5 8003 石黒　昭雄 広島 17.39

M85　100m

日本記録　　 (NR) 16.16 須田　義一 (東　京) 1998 7月27日 10:20 決勝
大会記録 (GR) 21.93 竹内信雄 ((85)島根) 2007

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾄﾊﾞﾖｼｵ 山口

1 8 8501 的場義夫 山口 31.05
ﾀｹｳﾁﾉﾌﾞｵ 島根

7 8503 竹内信雄 島根 DNS

記録主任：伊藤　健二

風: +2.2

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

風: +2.2

審 判 長：衛藤　憲生

凡例 4/4



M35　200m

日本記録　　 (NR) 22.1 河原　紀彦 (大　阪) 1991 7月26日 15:30 決勝
日本記録　　 (NR) 22.23 赤田　　豊 (千　葉) 1989
大会記録 (GR) 23.50 坪根一行 ((36)山口) 2002

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺｳﾄｸﾂﾖｼ

1 4 3508 神徳 毅 山口 23.86
ﾌｼﾞｵｶ ｹﾝｼﾞ

2 1 3520 藤岡　健二 岡山 24.82
フクダ　カツヤ

3 3 3516 福田　勝也 広島 25.28
ｶﾈｺﾀｶｱｷ

2 3505 金子隆明 山口 DNS

M40　200m

日本記録　　 (NR) 22.57 井指　康裕 (大　阪) 2007 7月26日 15:30 決勝
大会記録 (GR) 23.76 幡田静彦 ((43)山口) 2000

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
カメオカ　ナダミ

1 6 4022 亀岡　洋海 広島 24.72
ｻﾜﾓﾄﾔｽﾋｺ

2 7 4011 澤本康彦 山口 24.94
ﾂﾎﾞﾈｶｽﾞﾕｷ

3 5 4009 坪根一行 山口 25.52

ｿﾈﾌﾐｵ

8 4010 曽根文夫 山口 DNS

M45　200m

日本記録　　 (NR) 23.50 河原　紀彦 (大　阪) 2004 7月26日 15:30 決勝
大会記録 (GR) 24.06 沢本保海 ((47)広島) 1999

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｼﾀﾞﾏｻｼｹﾞ

1 3 4505 石田正成 山口 25.40
ﾊﾅｷ ﾖｳｲﾁﾛｳ

2 4 4509 花木　陽一郎 鳥取 25.47
ｱﾕｶﾜｶｽﾞﾋｺ

3 5 4501 鮎川和彦 山口 26.50

ﾔﾏﾓﾄﾖｼﾋﾛ

4 7 4508 山本芳裕 山口 29.71

ｺﾀﾞﾏﾄｼｱｷ

5 2 4506 児玉利昭 山口 29.78

ﾌｼﾞﾜﾗ　ｶｽﾞﾔ

6 4513 藤原　和也 岡山 DNS

審 判 長：衛藤　憲生

記録主任：伊藤　健二

風: +1.4

審 判 長：衛藤　憲生

記録主任：伊藤　健二

風: +1.4

審 判 長：衛藤　憲生

記録主任：伊藤　健二

風: +2.0

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 DNS：欠場 1/4



M50　200m

日本記録　　 (NR) 23.91 貝原　幸三 (長　崎) 1997 7月26日 15:20 決勝
大会記録 (GR) 24.30 光岡薫明 ((52)広島) 1999

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾀﾀﾞｼｽﾞﾋｺ

1 4 5004 幡田静彦 山口 25.36
ｲﾜﾓﾄｸﾆﾋﾛ

2 5 5019 岩本邦宏 島根 26.62
ﾐｽﾞﾉﾃﾂｵ

3 2 5009 水野鉄雄 山口 27.52

ｽﾐｼｮｳﾉﾘ

4 6 5006 隅 　　聖典 山口 27.89

ｵｶｻﾞｷ　ﾄｼﾋｺ

3 5016 岡崎　俊彦 岡山 DNS

M55　200m

日本記録　　 (NR) 24.39 鶴巻　良助 (新　潟) 1993 7月26日 15:20 決勝
大会記録 (GR) 26.24 皆木しげる ((58)岡山) 1999

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾂｻﾞﾄﾋﾛﾄｼ

1 5 5508 松里博利 山口 26.71
ヤマネ　タカユキ

2 6 5517 山根　孝之 広島 27.19
ナカモト　ヒロマサ

3 7 5519 中本　裕正 広島 27.24

ｽﾀﾞﾏｻｱｷ

4 4 5511 須田雅昭 山口 28.03

ﾖｼﾏﾂｶｽﾞﾖｼ

5 2 5503 吉松和義 山口 28.29

ホリオカ　シゲル

6 3 5523 堀岡　茂 広島 29.06

M60　200m

日本記録　　 (NR) 25.3 内田　　保 (熊　本) 1994 7月26日 15:10 決勝
日本記録　　 (NR) 25.63 木下　尚徳 (福　井) 1998
大会記録 (GR) 27.06 田中昭雄 ((61)鳥取) 1994

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾁｸｻﾞｷﾋﾛｼ

1 4 6025 築﨑　弘 島根 27.47
ﾐﾅｷﾞ　ｼｹﾞﾙ

2 3 6023 皆木　しげる 岡山 28.23

ﾔﾅｲﾖｼｵ

3 5 6010 柳井善男 山口 31.84

ﾄﾘｶﾞｲ ｽｸﾞﾙ

2 6001 鳥飼　　 卓 大阪 DNS

審 判 長：衛藤　憲生

記録主任：伊藤　健二

風: +3.1

記録主任：伊藤　健二

風: +2.4

審 判 長：衛藤　憲生

記録主任：伊藤　健二

風: +1.2

審 判 長：衛藤　憲生

凡例 DNS：欠場 2/4



M65　200m

日本記録　　 (NR) 26.7 山崎　英也 (東　京) 1991 7月26日 15:10 決勝
日本記録　　 (NR) 26.71 内田　　保 (熊　本) 1996
大会記録 (GR) 27.61 田中昭雄 ((67)鳥取) 2000

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｼｶﾜﾄｵﾙ

1 5 6502 石川 徹 山口 28.79
ニヘイ　カツオ

2 6 6513 仁平　勝雄 広島 29.49

ﾔﾏﾁｶﾉﾘﾋｻ

3 3 6505 山近範久 山口 31.49

ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾐﾂ

4 2 6508 中村　　義光 鳥取 31.88

ｳﾅﾊﾞﾗｾｲｼﾞ

4 6526 海原誠二 島根 DNS

ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛｼ

7 6523 馬場　紘 岡山 DNS

M70　200m

日本記録　　 (NR) 27.88 田中　博男 (青　森) 2002 7月26日 15:05 決勝
大会記録 (GR) 29.20 田中昭雄 ((71)鳥取) 2004

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾜﾑﾗﾓﾄｼﾞ

1 1 7001 河村元治 山口 30.78
ﾏｴﾀﾞﾏｻﾄ

2 3 7002 前田正人 山口 31.24
ｴﾊﾞﾗ　ﾕｷｵ

3 2 7013 江原　幸男 岡山 32.83

ｻﾜﾀﾞ ﾁｮｳﾀﾛｳ

4 7005 沢田　長太郎 鳥取 DNS

M75　200m

日本記録　　 (NR) 29.42 川島　鐵男 (群　馬) 2001 7月26日 15:05 決勝
大会記録 (GR) 33.19 坂本幸夫 ((77)鳥取) 1996

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾀﾖｾﾃﾂｵ

1 5 7507 片寄哲男 島根 30.96
ｳﾁﾀﾞｺｳｼﾞ

2 6 7501 内田浩次 山口 33.35
ﾓﾘﾜｷｲﾜｵ

7 7503 森脇 巌 山口 DNS

審 判 長：衛藤　憲生

記録主任：伊藤　健二

風: +4.8

審 判 長：衛藤　憲生

記録主任：伊藤　健二

風: +2.9

審 判 長：衛藤　憲生

記録主任：伊藤　健二

風: +2.9

凡例 DNS：欠場 3/4



M80　200m

日本記録　　 (NR) 32.53 財部　重彦 (宮　崎) 1997 7月26日 15:05 決勝
大会記録 (GR) 34.54 村井精一 ((80)岡山) 2006

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾜｶﾏﾂﾏｻｱｷ

1 8 8001 若松正昭 山口 36.65

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

風: +2.9

凡例 DNS：欠場 4/4



SM30　400m

7月27日 13:20 決勝
大会記録 (GR) 0.55.00 松本圭司 ((31)岡山) 2001

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
モリタ　カズタカ 広島

1 2 3003 森田和隆 広島 0.57.42

M35　400m

日本記録　　 (NR) 0.50.2 橋本　哲夫 (大　阪) 1992 7月27日 13:20 決勝
日本記録　　 (NR) 0.50.25 小森　勝 (北海道) 2006
大会記録 (GR) 0.53.90 末広欣也 ((36)山口) 1994

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺｳﾄｸﾂﾖｼ 山口

1 3 3508 神徳 毅 山口 0.54.77
ｶｷﾅﾐﾂﾖｼ 山口

2 4 3502 柿並 剛 山口 0.57.96
ﾏﾂﾅｶﾞｶｽﾞﾋﾛ 山口

3 5 3504 松永和宏 山口 0.59.30

M40　400m

日本記録　　 (NR) 0.51.7 鴻池　清司 (和歌山) 1977 7月27日 13:10 決勝
日本記録　　 (NR) 0.52.03 井指　康裕 (大　阪) 2007
大会記録 (GR) 0.55.31 幡田静彦 ((41)山口) 1998

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾜﾓﾄﾔｽﾋｺ 山口

1 1 4011 澤本康彦 山口 0.56.33
ﾂﾎﾞﾈｶｽﾞﾕｷ 山口

2 3 4009 坪根一行 山口 0.59.46
キノシタ　タケオ 広島

2 4021 木下　剛夫 広島 DNS

M45　400m

日本記録　　 (NR) 0.52.4 高瀬　幸男 (大　分) 1981 7月27日 13:10 決勝
日本記録　　 (NR) 0.53.18 森下　啓介 (広　島) 2003
大会記録 (GR) 0.55.53 幡田静彦 ((45)山口) 2002

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾜﾀﾞｼｮｳｼﾞ 山口

1 5 4507 澤田祥二 山口 0.57.88
ｱﾕｶﾜｶｽﾞﾋｺ 山口

2 6 4501 鮎川和彦 山口 1.02.19
イシイ　ナオヒト 広島

3 7 4511 石井　直仁 広島 1.08.42
ﾊﾅｷ ﾖｳｲﾁﾛｳ 鳥取

4 4509 花木　陽一郎 鳥取 DNS
ﾔﾏﾓﾄﾖｼﾋﾛ 山口

8 4508 山本芳裕 山口 DNS

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 1/3



M50　400m

日本記録　　 (NR) 0.55.29 正岡　建雄 (愛　媛) 1994 7月27日 13:10 決勝
大会記録 (GR) 0.57.61 松里博利 ((51)山口) 2003

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｽﾐｼｮｳﾉﾘ 山口

1 1 5006 隅 　　聖典 山口 1.03.21

M55　400m

日本記録　　 (NR) 0.56.8 染田　忠利 (宮　崎) 1985 7月27日 13:10 決勝
日本記録　　 (NR) 0.56.8 松木　雅晴 (宮　崎) 1998
日本記録　　 (NR) 0.57.14 川村　幸市 (徳　島) 1996
大会記録 (GR) 1.00.04 吾郷辰郎 ((58)島根) 1994

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾂｻﾞﾄﾋﾛﾄｼ 山口

1 5 5508 松里博利 山口 1.01.09
サワモト　ヤスミ 広島

2 6 5520 澤本　保海 広島 1.04.62
タカハシ　トシアキ広島

3 4 5518 高橋　利明 広島 1.04.98
ホリオカ　シゲル 広島

4 2 5523 堀岡　茂 広島 1.05.30
ﾊﾗﾀﾞﾔｽﾋｺ 山口

5 8 5505 原田泰彦 山口 1.15.89
ﾖｼﾏﾂｶｽﾞﾖｼ 山口

7 5503 吉松和義 山口 DNS
ｽﾀﾞﾏｻｱｷ 山口

3 5511 須田雅昭 山口 DNS

M60　400m

日本記録　　 (NR) 0.58.76 福永　義雄 (熊　本) 1996 7月27日 12:55 決勝
大会記録 (GR) 1.00.20 澤本　要 ((62)鳥取) 1994

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
アマノ　チアキ 広島

1 5 6017 天野　千秋 広島 1.03.79
ﾆﾉｾﾀｹﾋﾛ 島根

2 4 6026 二瀬武博 島根 1.09.73
ﾐﾅｷﾞ　ｼｹﾞﾙ 岡山

3 6023 皆木　しげる 岡山 DNS

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

凡例 2/3



M65　400m

日本記録　　 (NR) 1.01.12 岡本　一夫 (静　岡) 1997 7月27日 12:55 決勝
大会記録 (GR) 1.04.67 月森昭治 ((65)島根) 1994

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｼｶﾜﾄｵﾙ 山口

1 5 6502 石川 徹 山口 1.08.48
ニヘイ　カツオ 広島

2 6 6513 仁平　勝雄 広島 1.09.35
ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾐﾂ 鳥取

3 2 6508 中村　　義光 鳥取 1.13.47
ﾐﾔﾓﾄﾄｼﾕｷ 山口

4 3 6503 宮本敏行 山口 1.15.87
サコダ　マサル 広島

5 8 6519 迫田　優 広島 1.27.77
ｶﾏﾀ ﾏｽﾐ 岡山

4 6522 鎌田　真澄 岡山 DNS
ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛｼ 岡山

7 6523 馬場　紘 岡山 DNS

M70　400m

日本記録　　 (NR) 1.02.91 田中　博男 (青　森) 2001 7月27日 12:55 決勝
大会記録 (GR) 1.09.11 澤本　要 ((71)鳥取) 2003

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾏｷ ﾀｶﾔ 岡山

1 5 7016 玉置　隆也 岡山 1.21.20
ｱｺﾞｳﾀﾂﾛｳ 島根

4 7017 吾郷辰郎 島根 DNS
ｲｸﾏﾀｹﾋﾛ 島根

3 7020 生馬武弘 島根 DNS

M80　400m

日本記録　　 (NR) 1.17.85 渡邉源太郎 (大　阪) 1998 7月27日 12:55 決勝
大会記録 (GR) 1.27.04 内田径矩 ((80)鳥取) 2004

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾜｶﾏﾂﾏｻｱｷ 山口

6 8001 若松正昭 山口 DNS

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

凡例 3/3



M35　800m

日本記録　　 (NR) 1.57.16 中野　哲也 (愛知) 2004 7月26日 14:35 決勝
大会記録 (GR) 1.58.90 田中和人 ((37)鳥取) 1992

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶｷﾅﾐﾂﾖｼ

1 2 3502 柿並 剛 山口 2.11.30
ｵｶｻﾞｷﾃﾙﾖｼ

2 4 3511 岡崎輝義 山口 2.20.50
シロ　エイジ

3 3514 城　英二 広島 DNS

M40　800m

日本記録　　 (NR) 1.58.7 田中　和人 (鳥　取) 1995 7月26日 14:35 決勝
大会記録 (GR) 2.02.52 田中和人 ((41)鳥取) 1996

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
キノシタ　タケオ

1 5 4021 木下　剛夫 広島 2.23.30
ハラ　コウジ

2 7 4017 原　宏治 広島 2.42.35
ｻｲﾄｳﾖｼﾕｷ

6 4027 齋藤嘉之 島根 DNS

M45　800m

日本記録　　 (NR) 2.03.3 吾郷　辰郎 (島　根) 1982 7月26日 14:35 決勝
大会記録 (GR) 2.04.03 田中和人 ((45)鳥取) 2000

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾜﾀﾞｼｮｳｼﾞ

1 2 4507 澤田祥二 山口 2.13.85
イシイ　ナオヒト

2 1 4511 石井　直仁 広島 2.36.69
ｳﾁﾔﾏ　ﾌﾐｷ

3 4515 内山　文樹 岡山 DNS

M50　800m

日本記録　　 (NR) 2.06.54 青柳　頼光 (東　京) 1999 7月26日 14:35 決勝
大会記録 (GR) 2.08.5 吾郷辰郎 ((50)島根) 1986

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾅｶｶﾂｵ

1 4 5003 田中勝男 山口 2.18.48
ﾐﾅﾄｹｲｿﾞｳ

2 6 5005 湊 圭三 山口 2.44.20
ｶﾜﾑﾗｷｸﾉﾘ

5 5010 河村菊典 山口 DNS

審 判 長：衛藤　憲生

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生

記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 DNS：欠場 1/2



M55　800m

日本記録　　 (NR) 2.10.4 渡辺　守男 (東　京) 1982 7月26日 14:35 決勝
大会記録 (GR) 2.13.6 吾郷辰郎 ((55)島根) 1991

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
タカハシ　トシアキ

1 8 5518 高橋　利明 広島 2.23.09
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｻﾄ

7 5514 山口　　久人 鳥取 DNS

M60　800m

日本記録　　 (NR) 2.17.31 福岡　豊則 (埼　玉) 2003 7月26日 14:35 決勝
大会記録 (GR) 2.23.08 澤本　要 ((62)鳥取) 1994

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ハダ　ノブキ

1 3 6013 波多　伸樹 広島 2.28.68
イトウ　イサオ

2 2 6014 伊藤　功 広島 2.44.83

M65　800m

日本記録　　 (NR) 2.23.5 緑川　七郎 (福　島) 1998 7月26日 14:35 決勝
大会記録 (GR) 2.27.89 岩本邦史 ((65)広島) 2004

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
マエダ　セイシロウ

1 4 6516 前田　征四郎 広島 2.35.53
ｷﾑﾗｲｻﾑ

2 5 6501 木村　　 勇 山口 2.43.67
サコダ　マサル

3 6 6519 迫田　優 広島 3.26.35

M70　800m

日本記録　　 (NR) 2.32.85 田中　博男 (青　森) 2001 7月26日 14:35 決勝
大会記録 (GR) 2.40.82 河崎五郎 ((72)広島) 1997

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
アラタ　シゲオ

1 8 7007 荒田　茂夫 広島 2.58.22
セラ　シゲハル

2 7 7009 世羅　繁治 広島 3.04.10

審 判 長：衛藤　憲生

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生

記録主任：伊藤　健二

凡例 DNS：欠場 2/2



M35　1500m

日本記録　　 (NR) 4.02.52 小西　亘 (栃　木) 2007 7月27日 13:50 決勝
大会記録 (GR) 4.08.6 沖　順治 ((36)広島) 1991

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｶｻﾞｷﾃﾙﾖｼ 山口

1 1 3511 岡崎輝義 山口 4.31.56
シンヤ　ケン 広島

2 2 3512 新屋　謙 広島 4.51.83
ニシナカ　フミヒト広島

3 3 3517 西中 文仁 広島 5.28.20
シロ　エイジ 広島

4 3514 城　英二 広島 DNS

M40　1500m

日本記録　　 (NR) 4.04.0 中村　昭三 (大　分) 1993 7月27日 13:50 決勝
大会記録 (GR) 4.15.58 田中和人 ((40)鳥取) 1995

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ミツイ　ヤスオ 広島

1 9 4020 満井　康雄 広島 4.29.52
イケガミ　タカオ 広島

2 12 4015 池上　貴雄 広島 4.47.00
マエダ　シゲル 広島

3 11 4016 前田 茂 広島 5.12.48
ﾐｷﾂﾖｼ 山口

4 7 4005 造酒　　　毅 山口 5.19.56
ハラ　コウジ 広島

5 10 4017 原　宏治 広島 5.33.76
ｻｲﾄｳﾖｼﾕｷ 島根

5 4027 齋藤嘉之 島根 DNS
キノシタ　タケオ 広島

13 4021 木下　剛夫 広島 DNS
ｸﾑﾗﾃﾂｼ 山口

6 4004 久村哲志 山口 DNS
ﾏﾂｴﾀﾞｹﾝｼﾞ 山口

8 4007 松枝健児 山口 DNS

M45　1500m

日本記録　　 (NR) 4.10.2 青柳　頼光 (東　京) 1994 7月27日 13:50 決勝
大会記録 (GR) 4.18.73 井次幸二 ((47)鳥取) 2002

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾄﾖﾀﾔｽﾏｻ 山口

1 14 4504 豊田康正 山口 4.37.30
カラサワ　マサト 広島

OP 15 4510 唐澤　正人 広島 DNS

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 DNS：欠場 1/3



M35　1500m

日本記録　　 (NR) 4.02.52 小西　亘 (栃　木) 2007 7月27日 13:50 決勝
大会記録 (GR) 4.08.6 沖　順治 ((36)広島) 1991

決勝

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

M50　1500m

日本記録　　 (NR) 4.17.88 三川　和夫 (山　形) 2000 7月27日 13:50 決勝
大会記録 (GR) 4.28.2 澤本　要 ((50)鳥取) 1982

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾅｶｶﾂｵ 山口

1 16 5003 田中勝男 山口 4.36.97
ｽｴｵｶﾘｮｳｲﾁ 山口

2 17 5007 末岡良一 山口 4.52.70
アマノ　タカシ 広島

3 19 5011 天野　隆 広島 5.34.72
ﾐﾅﾄｹｲｿﾞｳ 山口

20 5005 湊 圭三 山口 DNS
ｶﾜﾑﾗｷｸﾉﾘ 山口

18 5010 河村菊典 山口 DNS

M55　1500m

日本記録　　 (NR) 4.24.90 保坂　好久 (静　岡) 2004 7月27日 13:35 決勝
大会記録 (GR) 4.38.91 波多伸樹 ((55)広島) 2003

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
シミズ　ハツオ 広島

1 4 5524 清水　初男 広島 5.14.68
ﾑﾗﾀﾐﾂｱｷ 山口

2 1 5504 村田光秋 山口 5.30.67
ﾖｺﾇﾏ ﾔｽｵ 山口

3 5 5530 横沼康男 山口 5.38.38
ｳｴﾀﾞｼｹﾞﾕｷ 山口

4 3 5506 上田繁幸 山口 5.42.01
ﾐﾀﾗｲｹｲｼﾞ 山口

2 5510 御手洗計治 山口 DNS

M60　1500m

日本記録　　 (NR) 4.34.86 前田　利保 (宮　崎) 2000 7月27日 13:35 決勝
大会記録 (GR) 4.49.9 福重　豊 ((60)山口) 1991

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ハダ　ノブキ 広島

1 9 6013 波多　伸樹 広島 5.07.49
イトウ　イサオ 広島

2 7 6014 伊藤　功 広島 5.36.19
ｱｺﾞｳｱｷｵ 島根

3 6 6027 吾郷昭夫 島根 5.49.42
カン　マサル 広島

8 6020 菅　勝 広島 DNS

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

凡例 DNS：欠場 2/3



M35　1500m

日本記録　　 (NR) 4.02.52 小西　亘 (栃　木) 2007 7月27日 13:50 決勝
大会記録 (GR) 4.08.6 沖　順治 ((36)広島) 1991

決勝

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

M65　1500m

日本記録　　 (NR) 4.49.98 緑川　七郎 (福　島) 1997 7月27日 13:35 決勝
大会記録 (GR) 5.04.51 前田征四郎 ((66)広島) 2007

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
マエダ　セイシロウ広島

1 14 6516 前田　征四郎 広島 5.12.11
ｲﾜｶﾞｷ ｼｹﾞｷ 鳥取

2 10 6506 岩垣　　成紀 鳥取 5.30.63
ｷﾑﾗｲｻﾑ 山口

3 11 6501 木村　　 勇 山口 5.42.20
フクトメ　セイジ 広島

4 12 6509 福留　征二 広島 5.54.39
イシハラ　リョウジ広島

5 15 6515 石原　諒司 広島 6.05.43
ニシカワ　アキラ 広島

13 6511 西川　昭 広島 DNS

M70　1500m

日本記録　　 (NR) 5.08.71 宮内　義光 (鹿児島) 1995 7月27日 13:35 決勝
大会記録 (GR) 5.34.43 阿蘇和祐也 ((71)広島) 2006

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
セラ　シゲハル 広島

1 18 7009 世羅　繁治 広島 6.31.04
ｲｸﾏﾀｹﾋﾛ 島根

17 7020 生馬武弘 島根 DNS
サトウ　ヒサシ 広島

16 7008 佐藤　久 広島 DNS

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

凡例 DNS：欠場 3/3



M35　5000m

日本記録　　 (NR) 14.43.89 利根川　裕雄 (長　野) 2007 7月26日 16:15 決勝
大会記録 (GR) 15.07.08 米田博文 ((35)鳥取) 1995

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｶｻﾞｷﾃﾙﾖｼ

1 2 3511 岡崎輝義 山口 18.08.35
シンヤ　ケン

2 4 3512 新屋　謙 広島 18.12.52
ｳﾁﾀﾞｼｭｳｼﾞ

3 1 3503 内田修二 山口 18.28.55
ニシナカ　フミヒト

4 5 3517 西中 文仁 広島 21.51.87
シロ　エイジ

3 3514 城　英二 広島 DNS

M40　5000m

日本記録　　 (NR) 14.48.28 宮崎　祐行 (熊　本) 2007 7月26日 16:15 決勝
大会記録 (GR) 15.37.4 西橋孝政 ((42)鳥取) 1993

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｸﾑﾗﾃﾂｼ

1 6 4004 久村哲志 山口 16.50.88
ミツイ　ヤスオ

2 8 4020 満井　康雄 広島 17.09.23
ﾐｷﾂﾖｼ

3 7 4005 造酒　　　毅 山口 21.02.63

ハラ　コウジ

4 11 4017 原　宏治 広島 21.48.15

イケガミ　タカオ

9 4015 池上　貴雄 広島 DNF

マエダ　シゲル

10 4016 前田 茂 広島 DNS

M45　5000m

日本記録　　 (NR) 14.56.48 岩永　義次 (佐　賀) 2006 7月26日 16:15 決勝
大会記録 (GR) 16.00.24 山根定雄 ((45)鳥取) 1995

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾄﾖﾀﾔｽﾏｻ

1 15 4504 豊田康正 山口 17.24.18
ヨシダ　ツトム

2 18 4512 吉田 勉 広島 17.30.41
ﾏｴﾀﾞﾐﾂﾋﾛ

3 14 4502 前田満弘 山口 18.20.80

ﾑﾗﾀﾃﾂﾕｷ

4 13 4516 村田哲之 島根 19.56.96

ｳﾁﾔﾏ　ﾌﾐｷ

12 4515 内山　文樹 岡山 DNS

カラサワ　マサト

OP 17 4510 唐澤　正人 広島 DNS

ｲﾜｻｷｻﾄｼ

16 4503 岩崎左敏 山口 DNS

審 判 長：衛藤　憲生

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生

記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 DNS：欠場 1/3



M50　5000m

日本記録　　 (NR) 15.48.58 長谷川　和正 (兵　庫) 2007 7月26日 16:15 決勝
大会記録 (GR) 16.53.11 白浜重利 ((51)岡山) 1995

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
アマノ　タカシ

1 20 5011 天野　隆 広島 23.20.55
ｼﾉﾊﾗ ｺｳｲﾁ

2 19 5002 篠原公一 福岡 25.59.29

M55　5000m

日本記録　　 (NR) 16.21.53 入江　俊市 (福　岡) 1994 7月26日 15:45 決勝
大会記録 (GR) 17.30.90 山根定雄 ((55)鳥取) 2006

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
シミズ　ハツオ

1 2 5524 清水　初男 広島 18.43.48
ﾑﾗﾀﾐﾂｱｷ

2 1 5504 村田光秋 山口 21.54.79

M60　5000m

日本記録　　 (NR) 16.52.4 前田　利保 (宮　崎) 2000 7月26日 15:45 決勝
大会記録 (GR) 17.52.0 宮本太一 ((61)山口) 1991

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾑﾗｶﾐﾌﾐｵ

1 6 6003 村上文男 山口 20.06.17
ｱｺﾞｳｱｷｵ

2 4 6027 吾郷昭夫 島根 22.03.63
ｵｵﾓﾘ　ﾔｽｱｷ

3 3 6022 大森　康明 岡山 22.23.55

ハラダ　カズナリ

4 8 6016 原田　一成 広島 22.30.32

ハダ　ノブキ

9 6013 波多　伸樹 広島 DNF

ｺﾏﾂﾊﾞﾗﾉﾌﾞｵ

5 6024 小松原信夫 島根 DNS

イトウ　イサオ

10 6014 伊藤　功 広島 DNS

カン　マサル

7 6020 菅　勝 広島 DNS

審 判 長：衛藤　憲生

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生

記録主任：伊藤　健二

凡例 DNS：欠場 2/3



M65　5000m

日本記録　　 (NR) 17.45.48 緑川　七郎 (福　島) 1999 7月26日 15:45 決勝
大会記録 (GR) 18.56.33 前田征四郎 ((65)広島) 2006

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾜｶﾞｷ ｼｹﾞｷ

1 11 6506 岩垣　　成紀 鳥取 21.05.60
イシハラ　リョウジ

2 14 6515 石原　諒司 広島 21.31.56
フクトメ　セイジ

3 12 6509 福留　征二 広島 23.20.02

ニシカワ　アキラ

13 6511 西川　昭 広島 DNS

M70　5000m

日本記録　　 (NR) 19.01.77 宮内　義光 (鹿児島) 1995 7月26日 15:45 決勝
大会記録 (GR) 20.27.78 河崎五郎 ((70)広島) 1995

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
サトウ　ヒサシ

1 16 7008 佐藤　久 広島 28.08.08
ﾔﾏﾑﾗﾊｶﾙ

15 7003 山村 計 山口 DNF

審 判 長：衛藤　憲生

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生

記録主任：伊藤　健二

凡例 DNS：欠場 3/3



M70　80mH

日本記録　　 (NR) 13.9 田崎　元一 (山　形) 1999 7月26日 13:50 決勝
日本記録　　 (NR) 13.91 田崎　元一 (山　形) 2001
大会記録 (GR) 14.82 黒木文夫 ((71)岡山) 2006

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｸﾛｷ ﾌﾐｵ

3 7015 黒木　文夫 岡山 DNS

M75　80mH

日本記録　　 (NR) 14.56 田崎　元一 (山　形) 2002 7月26日 13:50 決勝
大会記録 (GR) 18.28 畑野幸雄 ((76)山口) 2006

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾀﾉｻﾁｵ

1 4 7504 畑野幸雄 山口 19.41

M80　80mH

日本記録　　 (NR) 14.91 田中　重治 (山　梨) 2003 7月26日 13:50 決勝
大会記録 (GR) 19.11 山内寿一 ((80)鳥取) 2004

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏｳﾁ ﾄｼｶｽﾞ

5 8002 山内　　壽一 鳥取 DNS

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

風: 0.0

審 判 長：衛藤　憲生

風: 0.0

記録主任：伊藤　健二

風: +3.3

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 DNS：欠場 1/1



M50　100mH

日本記録　　 (NR) 14.60 酒井　秀樹 (徳　島) 2004 7月26日 13:45 決勝
大会記録 (GR) 15.87 中川　稔 ((51)山口) 2003

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾀﾀﾞｼｽﾞﾋｺ

1 3 5004 幡田静彦 山口 15.61 NGR

M55　100mH

日本記録　　 (NR) 14.53 高橋　政幸 (長　野) 2005 7月26日 13:45 決勝
大会記録 (GR) 16.48 中村政武 ((55)山口) 1999

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐﾂﾑﾈ　ﾀﾀﾞﾋｺ

1 4 5527 光宗　皇彦 岡山 17.53

M60　100mH

日本記録　　 (NR) 15.17 芳賀　一博 (青　森) 2004 7月26日 13:40 決勝
大会記録 (GR) 18.21 中村政武 ((63)山口) 2007

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾑﾗﾏｻﾑ

1 4 6011 中村政武 山口 17.15
ﾏﾙﾔﾏｶｽﾞｵ

2 3 6008 丸山一生 山口 21.07

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

風: +1.6

審 判 長：衛藤　憲生

風: +2.3

記録主任：伊藤　健二

風: +1.6

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 NGR：大会新記録 1/1



M40　110mH

日本記録　　 (NR) 14.85 前田　祥紀 (長　崎) 2005 7月26日 13:30 決勝
大会記録 (GR) 15.89 三井　亘 ((41)岡山) 2004

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｶﾑﾗﾂﾖｼ

1 3 4006 岡村　 　剛 山口 16.96

M45　110mH

日本記録　　 (NR) 16.25 芳賀　一博 (青　森) 1988 7月26日 13:30 決勝
大会記録 (GR) 17.52 中川　稔 ((47)山口) 1999

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｸﾛﾀﾞ　ｶｽﾞﾋｺ

1 5 4514 黒田　一彦 岡山 18.61
ﾌｼﾞﾜﾗ　ｶｽﾞﾔ

4 4513 藤原　和也 岡山 DNS

記録主任：伊藤　健二

風: +2.7

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

風: +2.7

審 判 長：衛藤　憲生

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 1/1



M60　300mH

日本記録　　 (NR) 0.46.38 芳賀　一博 (青　森) 2002 7月27日 11:50 決勝
大会記録 (GR) 0.51.19 鎌田真澄 ((64)岡山) 2005

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾄﾘｶﾞｲ ｽｸﾞﾙ 大阪

1 3 6001 鳥飼　　 卓 大阪 0.53.00
ｲﾄｳﾄｼﾋﾛ 山口

2 4 6004 伊藤俊廣 山口 1.17.49

M65　300mH

日本記録　　 (NR) 0.49.25 芳賀　一博 (青　森) 2007 7月27日 11:50 決勝
大会記録 (GR) 0.52.65 鎌田真澄 ((66)岡山) 2007

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ミヤザキ　ノリオ 広島

1 6 6514 宮崎　紀男 広島 0.54.42
ｶﾏﾀ ﾏｽﾐ 岡山

2 5 6522 鎌田　真澄 岡山 0.57.56

M70　300mH

日本記録　　 (NR) 0.50.99 肥後　秀彦 (鹿児島) 2004 7月27日 11:55 決勝
大会記録 (GR) 0.56.53 玉置隆也 ((70)岡山) 2004

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾏｷ ﾀｶﾔ 岡山

1 3 7016 玉置　隆也 岡山 1.00.88
アラタ　シゲオ 広島

4 7007 荒田　茂夫 広島 DNS

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 1/1



M40　400mH

日本記録　　 (NR) 0.55.35 佐藤　憲明 (山　形) 2005 7月27日 11:40 決勝
大会記録 (GR) 1.06.57 陶山寿雄 ((42)鳥取) 1996

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｶﾑﾗﾂﾖｼ 山口

1 3 4006 岡村　 　剛 山口 1.05.14 NGR

M50　400mH

日本記録　　 (NR) 1.02.92 鴻池　清司 (和歌山) 1987 7月27日 11:40 決勝
大会記録 (GR) 1.10.06 宮永汪仁 ((50)岡山) 1997

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐﾅﾄｹｲｿﾞｳ 山口

4 5005 湊 圭三 山口 DNS

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 NGR：大会新記録 1/1



M60　2000mSC

日本記録　　 (NR) 7.15.35 鹿野　克夫 (福　島) 2003 7月27日 12:40 決勝
大会記録 (GR) 8.07.49 高野兼夫 ((61)広島) 2004

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾑﾗｶﾐﾌﾐｵ 山口

1 1 6003 村上文男 山口 7.46.19 NGR

M65　2000mSC

日本記録　　 (NR) 8.01.18 堀内　克巳 (東　京) 1993 7月27日 12:40 決勝
大会記録 (GR) 8.19.59 岩本邦史 ((65)広島) 2004

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
タカノ　カネオ 広島

1 2 6510 高野　兼夫 広島 8.06.04 NGR

M70　2000mSC

日本記録　　 (NR) 8.21.40 市川　邦夫 (東　京) 2003
大会記録 (GR) 16.20.96 橋本七郎 ((74)広島) 1997

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
アラタ　シゲオ 広島

1 3 7007 荒田　茂夫 広島 9.15.29 NGR

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 NGR：大会新記録 1/1



SM30　3000mSC

7月27日 12:20 決勝
大会記録 (GR) 12.17.13 渡辺昭英 ((34)岡山) 2002

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾎｼﾉﾄｼﾏｻ 山口

1 1 3001 星野敏正 山口 11.03.07 NGR

M40　3000mSC

日本記録　　 (NR) 9.48.19 片桐　　亮 (神奈川) 2001 7月27日 12:20 決勝
大会記録 (GR) 10.39.26 堀尾昌志 ((40)鳥取) 2006

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾂｴﾀﾞｹﾝｼﾞ 山口

1 2 4007 松枝健児 山口 10.44.24

M45　3000mSC

日本記録　　 (NR) 10.12.60 生井沢吉幹 (茨　城) 2003 7月27日 12:20 決勝
大会記録 (GR) 10.49.92 吉田　勉 ((47)広島) 2007

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ヨシダ　ツトム 広島

1 3 4512 吉田 勉 広島 11.04.31

M50　3000mSC

日本記録　　 (NR) 10.26.65 吉田　信夫 (神奈川) 1996 7月27日 12:20 決勝
大会記録 (GR) 11.29.74 村上文男 ((50)山口) 1998

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ヒヤマ　ケンソウ 広島

1 4 5013 桧山　堅宗 広島 15.56.20

M55　3000mSC

日本記録　　 (NR) 11.14.61 加藤　啓一 (山　形) 2001 7月27日 12:20 決勝
大会記録 (GR) 11.17.79 小林孝幸 ((55)島根) 2004

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｻﾄ 鳥取

5 5514 山口　　久人 鳥取 DNS

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 NGR：大会新記録 1/1



M50　5000mW

日本記録　　 (NR) 23.47.93 佐々木　茂 (青　森) 2004 7月27日 09:30 決勝
大会記録 (GR) 28.39.40 辻谷真一郎 ((54)岡山) 2007

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾓﾘﾔ　ﾂﾈｵ

1 1 5018 守屋　常男 岡山 34.42.56

M55　5000mW

日本記録　　 (NR) 24.50.85 内田　隆幸 (石　川) 2002 7月27日 09:30 決勝
大会記録 (GR) 29.21.30 内藤靖雄 ((59)広島) 2002

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾐｽﾞ　ｽｽﾑ

1 2 5528 清水　進 岡山 32.02.55

M60　5000mW

日本記録　　 (NR) 25.08.41 木村　岩蔵 (北海道) 2000 7月27日 09:30 決勝
大会記録 (GR) 27.30.57 世羅繁治 ((64)広島) 2002

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾄｳﾄｼﾋﾛ

1 3 6004 伊藤俊廣 山口 38.41.99

M65　5000mW

日本記録　　 (NR) 26.45.0 田中　利明 (大　阪) 1999 7月27日 09:30 決勝
大会記録 (GR) 29.12.92 世羅繁治 ((68)広島) 2006

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ヤマシタ　カツヒロ

1 4 6520 山下　勝裕 広島 41.47.44

M70　5000mW

日本記録　　 (NR) 28.23.04 中道　　伸 (京　都) 2001 7月27日 09:30 決勝
大会記録 (GR) 31.17.05 枡川一之 ((70)広島) 2002

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
セラ　シゲハル

1 5 7009 世羅　繁治 広島 32.58.75

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 1/1



男子　4X100mR

7月27日 12:05 決勝
大会記録 (GR) 0.47.15 仁平勝雄65,海崎俊二54,小川博正41,田辺幹雄35 (広島) 2007

決勝

1着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 広島県チームA 0.47.83 2着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 島根県チーム 0.48.42
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

アマノ　チアキ ﾁｸｻﾞｷﾋﾛｼ
1 6017 天野　千秋 広島 広島 1 6025 築﨑　弘 島根 島根

カイザキ　シュンジ ｺﾔﾏｹﾝｼﾞ
2 5515 海崎　俊二 広島 広島 2 5021 小山健司 島根 島根

オガワ　ヒロマサ ｶｼﾞ　ﾏｺﾄ
3 4019 小川　博正 広島 広島 3 4026 加地　真 島根 島根

カメオカ　ナダミ ｲｹﾍﾞｷｮｳｲﾁﾛｳ
4 4022 亀岡　洋海 広島 広島 4 3521 池辺恭一朗 島根 島根

3着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 広島県チームB 0.51.50 4着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 鳥取県チーム 0.58.09
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ニヘイ　カツオ ｲﾜｶﾞｷ ｼｹﾞｷ
1 6513 仁平　勝雄 広島 広島 1 6506 岩垣　　成紀 鳥取 鳥取

ヒヤマ　ケンソウ ﾀﾅｸﾞﾁ ｼｹﾞﾐ
2 5013 桧山　堅宗 広島 広島 2 6507 谷口 　　重眞 鳥取 鳥取

ヒロカネ　ヤスシ ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾐﾂ
3 4018 廣兼　裕史 広島 広島 3 6508 中村　　義光 鳥取 鳥取

タナカ　ミチヒコ ﾊﾅｷ ﾖｳｲﾁﾛｳ
4 3515 田中　道彦 広島 広島 4 4509 花木　陽一郎 鳥取 鳥取

5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口県チーム DNF
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

ﾀｶﾊﾞﾔｼﾃﾂｵ
1 6504 髙林鐵雄 山口 山口

ｽﾀﾞﾏｻｱｷ
2 5511 須田雅昭 山口 山口

ﾓﾘﾓﾄﾀｶｵ
3 4012 森元隆雄 山口 山口

ｶﾈｺﾀｶｱｷ
4 3505 金子隆明 山口 山口

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 DNF：途中棄権 1/1



男子　4X400mR

7月27日 14:20 決勝
大会記録 (GR) 4.05.57 河村元治65,木村　勇60,松里博利51,幡田静彦46 (山口) 2003

決勝

1着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口県チーム 4.06.27 2着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 広島県チームA 4.16.96
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｲｼｶﾜﾄｵﾙ タカノ　カネオ
1 6502 石川 徹 山口 1 6510 高野　兼夫 広島

ﾏﾂｻﾞﾄﾋﾛﾄｼ タカハシ　トシアキ
2 5508 松里博利 山口 2 5518 高橋　利明 広島

ｻﾜﾓﾄﾔｽﾋｺ ヨシダ　ツトム
3 4011 澤本康彦 山口 3 4512 吉田 勉 広島

ﾏﾂﾅｶﾞｶｽﾞﾋﾛ タナカ　ミチヒコ
4 3504 松永和宏 山口 4 3515 田中　道彦 広島

3着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 広島県チームB 4.32.75 4着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 広島県チームC 4.53.76
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

マエダ　セイシロウ フクトメ　セイジ
1 6516 前田　征四郎 広島 1 6509 福留　征二 広島

ホリオカ　シゲル シミズ　ハツオ
2 5523 堀岡　茂 広島 2 5524 清水　初男 広島

ハダ　ノブキ マエダ　シゲル
3 6013 波多　伸樹 広島 3 4016 前田 茂 広島

シンヤ　ケン ミツイ　ヤスオ
4 3512 新屋　謙 広島 4 4020 満井　康雄 広島

5着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 広島県チームD 5.07.98
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

イシハラ　リョウジ
1 6515 石原　諒司 広島

イトウ　イサオ
2 6014 伊藤　功 広島

ハラ　コウジ
3 4017 原　宏治 広島

ニシナカ　フミヒト
4 3517 西中 文仁 広島

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例



還暦　4×100mR

7月26日 17:10 決勝
大会記録 (GR) 53.94 槙野茂樹73,片寄哲男69,杉村正寿67,海原誠二62 (島根) 2002

決勝

1着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 山口県チーム 55.63 2着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 島根県チーム 55.99
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｶﾜﾑﾗﾓﾄｼﾞ ｶﾀﾖｾﾃﾂｵ
1 7001 河村元治 山口 1 7507 片寄哲男 島根

ｲｼｶﾜﾄｵﾙ ｳﾅﾊﾞﾗｾｲｼﾞ
2 6502 石川 徹 山口 2 6526 海原誠二 島根

ﾀｶﾊﾞﾔｼﾃﾂｵ ｽｷﾞﾑﾗﾏｻﾄｼ
3 6504 髙林鐵雄 山口 3 7018 杉村正寿 島根

ﾅｶﾑﾗﾏｻﾑ ﾁｸｻﾞｷﾋﾛｼ
4 6011 中村政武 山口 4 6025 築﨑　弘 島根

3着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 岡山県チーム 62.35 DNS 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 広島県チームB DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾌｸﾊﾞ　ﾘｮｳｼﾞ
1 7014 福場　良二 岡山

ｴﾊﾞﾗ　ﾕｷｵ
2 7013 江原　幸男 岡山

ｶﾏﾀ ﾏｽﾐ
3 6522 鎌田　真澄 岡山

ﾐﾅｷﾞ　ｼｹﾞﾙ
4 6023 皆木　しげる 岡山

DNS 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 広島県チームA DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 DNS：欠場 1/1



SM30　走高跳

大会記録 (GR) 1m75 伊藤芳雄 ((32)鳥取) 1994 7月27日 13:00 決勝

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ヤマモト　コウタロウ ○ ○ × × ×

1 1 3002 山本　晃太郎 広島 広島 1m40

M35　走高跳

日本記録　　 (NR) 2m10 野中　　悟 (京　都) 1998 7月27日 13:00 決勝

大会記録 (GR) 1m85 森沢　整 ((35)岡山) 1990

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

サトウ　ヒロユキ － × ○ × ○ － ○ × × ×

1 2 3513 佐藤　宏幸 広島 広島 1m76

タナカ　ミチヒコ × × ○ × ○ × × ×

2 3 3515 田中　道彦 広島 広島 1m65

M40　走高跳

日本記録　　 (NR) 2m00 野中　　悟 (京　都) 2003 7月27日 13:00 決勝

大会記録 (GR) 1m83 半田浩基 ((43)広島) 2007

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ハンダ　ヒロキ × × ○ × ○ × × ×

1 5 4023 半田　浩基 広島 広島 1m70

ｼﾗｲﾀｶｼ

4 4014 白井隆司 山口 山口 DNS

M50　走高跳

日本記録　　 (NR) 1m80 安里　勝正 (沖　縄) 1998 7月27日 13:00 決勝

大会記録 (GR) 1m60 中川　稔 ((50)山口) 2002

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

モリタ　ケイイチ － ○ ○ ○ ○ × × ×

1 7 5012 森田　啓一 広島 広島 1m50

ｲﾏﾓﾄｹｲｼﾞ ○ × × ×

2 6 5008 今元恵二 山口 山口 1m30

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

1m35 1m40 1m45

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

1m60 1m65 1m70 1m73 1m76 1m80

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

1m65 1m70 1m75

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 1/3



M55　走高跳

日本記録　　 (NR) 1m69 安里　勝正 (沖　縄) 2003 7月27日 13:00 決勝

大会記録 (GR) 1m55 山本　登 ((56)山口) 1982

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞｲﾖｼｵ × × ×

8 5513 藤井芳雄 山口 山口 NM

M60　走高跳

日本記録　　 (NR) 1m58 田中　義平 (北海道) 1995 7月27日 11:50 決勝

日本記録　　 (NR) 1m58 島田　泰正 (京　都) 1995

大会記録 (GR) 1m43 見藤宣晃 ((60)広島) 2001

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾃﾞ　ﾄｼﾀﾀﾞ － － － ○ ○ ○ ○ ○

1 2 6021 井手　利忠 岡山 岡山 × × × 1m45 NGR

ﾏﾙﾔﾏｶｽﾞｵ ○ ○ × ○ × ○ × × ×

2 1 6008 丸山一生 山口 山口 1m25

M65　走高跳

日本記録　　 (NR) 1m55 田中　義平 (北海道) 1999 7月27日 11:50 決勝

日本記録　　 (NR) 1m55 木場本　弘治 (東　京) 2007

大会記録 (GR) 1m40 山本　登 ((65)山口) 1991

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ミトウ　ノブアキ － ○ ○ ○ × × ×

1 5 6517 見藤　宣晃 広島 広島 1m25

ミヤザキ　ノリオ － － ○ × × －

2 4 6514 宮崎　紀男 広島 広島 1m20

ﾌｸﾀﾞｶｽﾞﾌﾐ ○ × ○ × × ×

3 3 6525 福田和文 島根 島根 1m15

M70　走高跳

日本記録　　 (NR) 1m46 田中　義平 (北海道) 2005 7月27日 11:50 決勝

大会記録 (GR) 1m30 黒木文夫 ((70)岡山) 2005

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅｶﾋﾄｼ ○ ○

1 6 7019 田中　等 島根 島根 1m03

ｸﾛｷ ﾌﾐｵ

7 7015 黒木　文夫 岡山 岡山 DNS

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

1m15

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

1m10
1m50

1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

1m10 1m15 1m20 1m25 1m30

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

1m00 1m03 1m06

凡例 2/3



M75　走高跳

日本記録　　 (NR) 1m31 三浦　卓郎 (大　阪) 1994 7月27日 11:50 決勝

大会記録 (GR) 1m20 山内寿一 ((76)鳥取) 2000

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾀﾉｻﾁｵ ○ － ○ ○ ○ × × －

1 8 7504 畑野幸雄 山口 山口 1m12

M80　走高跳

日本記録　　 (NR) 1m28 三浦　卓郎 (大　阪) 1998 7月27日 11:50 決勝

大会記録 (GR) 1m15 青山　弘 ((82)鳥取) 1991

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｳﾁ ﾄｼｶｽﾞ × ○ － ○ － ○ × ○ ○ × × ×

1 9 8002 山内　　壽一 鳥取 鳥取 1m08

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

1m00 1m03 1m06 1m09 1m12 1m15

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

0m90 0m93 0m96 0m99 1m02 1m05 1m08 1m23

凡例 3/3



M50　棒高跳

日本記録　　 (NR) 4m01 三宅　清房 (岩　手) 2004 7月26日 14:00 決勝

大会記録 (GR) 3m20 山根達夫 ((53)山口) 1999

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾉｳｴﾉﾎﾞﾙ × × ×

1 5020 井上　昇 島根 NM

M55　棒高跳

日本記録　　 (NR) 3m80 板倉　和廣 (栃　木) 2006

大会記録 (GR) 2m94 山根達夫 ((57)山口) 2003 7月26日 14:00 決勝

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

オカダ　タカヨシ

2 5521 岡田　孝義 広島 DNS

M60　棒高跳

日本記録　　 (NR) 3m40 田口　英雄 (石　川) 1993 7月26日 14:00 決勝

大会記録 (GR) 2m90 山根達夫 ((60)山口) 2006

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾈﾀﾂｵ ○ － × ○ ○ － × ／

1 4 6007 山根達夫 山口 2m80

ﾐﾔﾍﾞ ﾌﾐﾉﾘ

3 6002 宮部文典 熊本 DNS

M65　棒高跳

日本記録　　 (NR) 3m11 鎌田　真澄 (岡　山) 2007 7月26日 14:00 決勝

大会記録 (GR) 3m11 鎌田真澄 ((66)岡山) 2007

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾏﾀ ﾏｽﾐ ○ ○ ○ ○ － × ／

1 5 6522 鎌田　真澄 岡山 2m80

ｶﾜﾆｼ　ｼﾝｼﾞ × × ／

6 6524 川西　晋司 岡山 NM

M70　棒高跳

日本記録　　 (NR) 3m00 小林　末雄 (東　京) 2000 7月26日 14:00 決勝

大会記録 (GR) 2m20 玉置隆也 ((71)岡山) 2005

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾏｷ ﾀｶﾔ ○ × × ○ × × ×

1 7 7016 玉置　隆也 岡山 2m10

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

3m00

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

2m50 2m60 2m70 2m80 2m90 3m00

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

2m50 2m60 2m70 2m80 2m90 3m00

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

2m00 2m10 2m20

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 NM：記録なし 1/1



SM30　走幅跳

大会記録 (GR) 6m45 浜野隆一 ((30)広島) 1994 7月27日 11:00 決勝

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

モリタ　カズタカ 5m56 × 2m53 5m56 5m64 3m88 × 5m64

1 2 3003 森田和隆 広島 広島 +1.4 +2.2 +1.4 +2.3 +1.8 +2.3

ヤマモト　コウタロウ － × 4m89 4m89 × 4m94 5m02 5m02

2 1 3002 山本　晃太郎 広島 広島 +2.2 +2.2 +0.4 +1.6 +1.6

M35　走幅跳

日本記録　　 (NR) 7m25 中谷　敬二 (東　京) 1990 7月27日 11:00 決勝

大会記録 (GR) 6m68 沢本保海 ((37)広島) 1989

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

タナカ　ミチヒコ 6m16 5m88 6m13 6m16 6m25 6m30 6m45 6m45

1 3 3515 田中　道彦 広島 広島 +2.6 +0.9 +2.0 +2.6 +1.4 +1.8 +0.3 +0.3

ﾋﾗﾉﾋﾛｶｽﾞ 5m46 5m75 6m18 6m18 6m25 × 6m00 6m25

2 4 3506 平野博一 山口 山口 +1.6 +2.3 +1.8 +1.8 +1.0 +1.6 +1.0

ﾄﾀﾞｶｽﾞﾋﾛ × ×

5 3501 戸田和宏 山口 山口

M40　走幅跳

日本記録　　 (NR) 6m77 中谷　敬二 (東　京) 1996 7月27日 11:00 決勝

大会記録 (GR) 6m62 桑本　聖 ((40)島根) 1994

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾘｼﾀﾃﾂｵ 5m67 5m95 6m03 6m03 5m99 6m26 6m30 6m30

1 6 4001 森下哲夫 山口 山口 +2.7 +1.2 +1.3 +1.3 +1.0 +3.1 +0.7 +0.7

オガワ　ヒロマサ － 6m08 × 6m08 6m28 6m16 × 6m28

2 7 4019 小川　博正 広島 広島 +1.2 +1.2 +1.8 +2.2 +1.8

カメオカ　ナダミ × 6m06 5m79 6m06 × 4m82 × 6m06

3 10 4022 亀岡　洋海 広島 広島 +1.4 +0.6 +1.4 +2.8 +1.4

ｿﾈﾌﾐｵ 5m34 4m78 － 5m34 5m04 3m89 5m13 5m34

4 9 4010 曽根文夫 山口 山口 +0.3 +2.2 +0.3 +1.2 +1.8 +1.8 +0.3

ｷﾘｼﾏ ｶｽﾞﾅﾘ 5m11 × 5m13 5m13 5m11 5m09 4m81 5m13

5 8 4025 桐島　一成 岡山 岡山 +1.2 +1.2 +1.2 +2.0 +1.1 +1.8 +1.2

ヤマヒロ　テツヤ × 4m02 × 4m02 4m02

OP 12 4024 山廣　哲也 広島 広島 +2.2 +2.2 +2.2

ｼﾗｲﾀｶｼ

11 4014 白井隆司 山口 山口 DNS

M50　走幅跳

日本記録　　 (NR) 6m19 比嘉　善文 (沖　縄) 1998 7月27日 11:00 決勝

大会記録 (GR) 5m81 沢本保海 ((51)広島) 2003

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ヒヤマ　ケンソウ 4m45 4m15 × 4m45 4m19 － － 4m45

1 15 5013 桧山　堅宗 広島 広島 +1.1 +2.5 +1.1 +2.0 +1.1

ｲﾏﾓﾄｹｲｼﾞ 4m20 4m27 4m14 4m27 4m08 × － 4m27

2 14 5008 今元恵二 山口 山口 +1.3 +1.5 +2.0 +1.5 +0.5 +1.5

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 1/3



M55　走幅跳

日本記録　　 (NR) 5m92 山田　展也 (岐　阜) 1994 7月27日 11:00 決勝

大会記録 (GR) 5m66 山本　登 ((56)山口) 1982

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

サワモト　ヤスミ 4m97 5m03 5m47 5m47 5m43 × 5m43 5m47

1 17 5520 澤本　保海 広島 広島 +2.3 +2.4 +1.8 +1.8 +2.6 +2.6 +1.8

カワダ　シンジ 5m01 4m98 － 5m01 4m72 × － 5m01

2 18 5525 河田　慎司 広島 広島 +2.9 +2.1 +2.9 +1.3 +2.9

ﾌｼﾞｲﾖｼｵ 4m58 4m84 4m87 4m87 4m49 × 4m94 4m94

3 16 5513 藤井芳雄 山口 山口 +0.8 +1.9 +1.4 +1.4 +1.0 +1.1 +1.1

M60　走幅跳

日本記録　　 (NR) 5m58 大嶺　秀宣 (沖　縄) 2002 7月27日 9:50 決勝

大会記録 (GR) 5m28 山本　登 ((60)山口) 1986

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ウメダ　ケイゾウ 3m83 3m61 3m60 3m83 3m66 3m89 3m17 3m89

1 4 6018 梅田　敬造 広島 広島 +1.2 +1.5 +1.7 +1.2 +1.4 +1.5 +1.0 +1.5

ﾔﾏﾈﾀﾂｵ

2 6007 山根達夫 山口 山口 DNS

ﾀｶｻｺﾞｾｲｲﾁ

1 6009 高砂征一 山口 山口 DNS

ﾅｶﾑﾗﾏｻﾑ

3 6011 中村政武 山口 山口 DNS

M65　走幅跳

日本記録　　 (NR) 5m29 清水　久七郎 (新　潟) 2006 7月27日 9:50 決勝

大会記録 (GR) 5m03 山本　登 ((65)山口) 1991

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ニヘイ　カツオ 3m95 4m24 4m21 4m24 3m96 4m21 4m10 4m24

1 5 6513 仁平　勝雄 広島 広島 +0.9 +2.1 +1.0 +2.1 +2.0 +2.0 +0.9 +2.1

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

凡例 2/3



M70　走幅跳

日本記録　　 (NR) 5m13 石神　三郎 (鹿児島) 2000 7月27日 9:50 決勝

大会記録 (GR) 4m38 山本　登 ((70)山口) 1996

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｷﾞﾑﾗﾏｻﾄｼ 3m56 3m59 3m63 3m63 3m72 3m75 × 3m75

1 6 7018 杉村正寿 島根 島根 +1.0 +2.1 +0.7 +0.7 +2.0 +1.5 +1.5

M75　走幅跳

日本記録　　 (NR) 4m83 石神　三郎 (鹿児島) 2005 7月27日 9:50 決勝

大会記録 (GR) 3m88 山内寿一 ((79)鳥取) 2003

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳﾁﾀﾞｺｳｼﾞ 3m48 × 3m73 3m73 3m72 3m67 3m84 3m84

1 7 7501 内田浩次 山口 山口 +0.9 +1.9 +1.9 +1.1 +1.9 +2.4 +2.4

ｷﾑﾗﾐﾂｵ × × × × 2m61 × 2m61

2 8 7502 木村三雄 山口 山口 +1.6 +1.6

M80　走幅跳

日本記録　　 (NR) 4m19 森田　真積 (茨　城) 1995 7月27日 9:50 決勝

大会記録 (GR) 3m62 山内寿一 ((81)鳥取) 2005

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｳﾁ ﾄｼｶｽﾞ 3m49 3m42 3m28 3m49 3m26 － － 3m49

1 9 8002 山内　　壽一 鳥取 鳥取 +1.8 +1.2 +1.8 +1.8 +1.5 +1.8

M85　走幅跳

日本記録　　 (NR) 3m76 森田　真積 (茨　城) 1998 7月27日 9:50 決勝

大会記録 (GR) 2m84 竹内信雄 ((85)島根) 2007

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｹｳﾁﾉﾌﾞｵ

10 8503 竹内信雄 島根 島根 DNS

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

凡例 3/3



SM30　三段跳

大会記録 (GR) 14m79 浜野隆一 ((30)広島) 1994 7月26日 15:40 決勝

決勝

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 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
モリタ　カズタカ 11m62 11m67 11m49 11m67 11m52 11m53 × 11m67

1 1 3003 森田和隆 広島 +0.4 +2.5 +1.9 +2.5 +1.6 +2.2 +2.5

M35　三段跳

日本記録　　 (NR) 15m02 堤　　正徳 (佐　賀) 1988 7月26日 15:40 決勝
大会記録 (GR) 13m52 浜野隆一 ((35)広島) 1999

決勝

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 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
タナカ　ミチヒコ 12m09 11m75 × 12m09 12m17 12m33 12m15 12m33

1 2 3515 田中　道彦 広島 +2.7 +0.2 +2.7 +3.7 +1.4 +1.5 +1.4

M40　三段跳

日本記録　　 (NR) 14m57 松村　覚 (長　野) 2007 7月26日 15:40 決勝
大会記録 (GR) 13m09 浜野隆一 ((40)広島) 2004

決勝

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 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｶﾑﾗﾂﾖｼ 11m96 × 12m37 12m37 12m01 12m32 12m22 12m37

1 4 4006 岡村　 　剛 山口 +0.9 -0.1 -0.1 +1.2 +1.1 +2.7 -0.1
ヤマヒロ　テツヤ

OP 3 4024 山廣　哲也 広島 DNS

M45　三段跳

日本記録　　 (NR) 13m85 今橋　義人 (大　阪) 1993 7月26日 15:40 決勝
大会記録 (GR) 12m32 関山公郎 ((45)鳥取) 2002

決勝

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 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｸﾛﾀﾞ　ｶｽﾞﾋｺ 10m25 × 10m38 10m38 10m14 9m05 10m34 10m38

1 5 4514 黒田　一彦 岡山 +2.5 +3.2 +3.2 +0.9 +1.5 +3.5 +3.2

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 1/2



M50　三段跳

日本記録　　 (NR) 13m07 今橋　義人 (大　阪) 1998 7月26日 15:40 決勝
大会記録 (GR) 11m69 休場輝一 ((52)山口) 2003

決勝

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 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾏﾓﾄｹｲｼﾞ × × 9m52 9m52 × × ／ 9m52

1 6 5008 今元恵二 山口 +0.2 +0.2 +0.2
ヒヤマ　ケンソウ

7 5013 桧山　堅宗 広島 DNS

M55　三段跳

日本記録　　 (NR) 12m35 相部　憲郎 (大　分) 1990 7月26日 15:40 決勝
大会記録 (GR) 11m45 山本　登 ((57)山口) 1983

決勝

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 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｷｭｳﾊﾞﾃﾙｶｽﾞ 10m70 11m17 11m17 11m17 11m30 10m97 10m27 11m30

1 10 5509 休場輝一 山口 +1.4 +2.0 +1.3 +1.3 +0.6 +1.5 +0.9 +0.6
ﾐﾂﾑﾈ　ﾀﾀﾞﾋｺ 9m25 11m04 11m13 11m13 10m69 10m90 ／ 11m13

2 8 5527 光宗　皇彦 岡山 +3.4 +1.7 +1.5 +1.5 +1.5 +2.9 +1.5
ﾌｼﾞｲﾖｼｵ 10m03 10m47 10m47 10m47 10m44 10m06 10m23 10m47

3 9 5513 藤井芳雄 山口 +3.5 +2.1 +2.9 +2.1 +2.8 +3.1 +2.9 +2.1

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

凡例 2/2



M60　三段跳

日本記録　　 (NR) 12m01 相部　憲郎 (大　分) 1994 7月26日 14:30 決勝

大会記録 (GR) 11m24 山本　登 ((60)山口) 1986

決勝

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 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾈﾀﾂｵ － － － 8m54 9m15 8m72 9m15

1 1 6007 山根達夫 山口 +1.7 +4.8 +1.3 +4.8

ﾏﾙﾔﾏｶｽﾞｵ 8m46 8m53 8m72 8m72 8m75 8m43 7m81 8m75

2 2 6008 丸山一生 山口 +2.4 +5.3 +3.4 +3.4 +4.9 +2.0 +2.2 +4.9

M65　三段跳

日本記録　　 (NR) 11m48 清水　久七郎 (新　潟) 2006 7月26日 14:30 決勝

大会記録 (GR) 10m54 山本　登 ((65)山口) 1991

決勝

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 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

オオコダ　ヤスオ × 8m40 － 8m40 8m40

1 3 6521 大小田　靖男 広島 +2.4 +2.4 +2.4

M70　三段跳

日本記録　　 (NR) 10m61 伊藤　省二 (静　岡) 2000 7月26日 14:30 決勝

大会記録 (GR) 9m58 山本　登 ((71)山口) 1997

決勝

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 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾐｽﾞﾄｼｵ 6m70 7m02 － 7m02 7m02

1 4 7004 清水俊男 山口 +3.2 +5.7 +5.7 +5.7

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 1/1



M35　砲丸投

日本記録　　 (NR) 15m40 瓜田　吉久 (鹿児島) 1995 7月26日 14:40 決勝

大会記録 (GR) 13m53 小野　正 ((36)岡山) 1999

決勝

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 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

カナグチ　ツヨシ

1 1 3518 かな口　剛 広島 8m98 9m08 9m54 9m54 × × － 9m54

ｸﾗﾅｶﾞｴｲｻｸ

2 2 3509 倉永栄作 山口 8m10 7m64 8m27 8m27 8m06 7m74 8m03 8m27

M50　砲丸投

日本記録　　 (NR) 14m68 谷口　邦彦 (兵　庫) 1997 7月26日 14:40 決勝

大会記録 (GR) 11m49 向井富士男 ((50)広島) 1984

決勝

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 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌﾅﾋﾞｷ ﾉﾘﾏｻ

1 4 5001 船引規正 兵庫 × 11m80 12m19 12m19 12m39 × × 12m39

ﾊﾔｼ ﾄｼﾐﾂ

2 5 5017 林　敏光 岡山 8m83 9m07 8m30 9m07 8m28 － 8m07 9m07

ｺﾔﾏｹﾝｼﾞ

3 3 5021 小山健司 島根 8m36 7m73 7m77 8m36 － － － 8m36

M55　砲丸投

日本記録　　 (NR) 13m37 山田　博嗣 (愛　知) 1997 7月26日 14:40 決勝

大会記録 (GR) 11m36 松本昭平 ((55)島根) 2004

決勝

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 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾊﾞ ｼｹﾞﾉﾘ

1 6 5501 柴田茂徳 兵庫 × 12m05 12m12 12m12 12m46 12m36 12m71 12m71

ﾏﾂﾓﾄｼｮｳﾍｲ

2 7 5529 松本昭平 島根 10m29 10m49 10m52 10m52 10m60 10m57 10m41 10m60

ゴウリキ　レイソウ

3 9 5516 郷力　礼三 広島 7m23 × 7m16 7m23 7m52 × × 7m52

ｻｲﾄｳﾀﾀﾞﾋｺ

8 5507 斉藤忠彦 山口 DNS

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 1/1



M60　砲丸投

日本記録　　 (NR) 13m80 山田　博嗣 (愛　知) 2001

大会記録 (GR) 10m72 林　良夫 ((62)岡山) 2000 7月26日 13:30 決勝

決勝

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 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｸﾅｶﾞ ｱｻｵ

1 2 6028 福永　維夫 山口 8m99 9m12 8m70 9m12 9m25 9m37 9m37

トシナリ シケ゜ノリ

2 1 6015 俊成　茂哲 広島 8m63 8m78 × 8m78 × 8m94 8m54 8m94

M70　砲丸投

日本記録　　 (NR) 12m63 近藤　陽洲 (愛　知) 2005

大会記録 (GR) 10m31 福市公信 ((71)鳥取) 2002 7月26日 13:30 決勝

決勝

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 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾔｼ ﾖｼｵ

1 3 7012 林　良夫 岡山 9m89 × 9m82 9m89 × 9m82 × 9m89

ハラ　シュンサブロウ

2 5 7010 原　俊三郎 広島 8m79 8m69 8m99 8m99 8m63 × 8m86 8m99

ｱｺﾞｳﾀﾂﾛｳ

3 4 7017 吾郷辰郎 島根 6m91 7m23 7m21 7m23 6m88 6m70 6m77 7m23

マルタ　タダエ

6 7011 丸田　忠衛 広島 DNS

M75　砲丸投

日本記録　　 (NR) 10m93 三吉　吉郎 (山　口) 1986

大会記録 (GR) 10m44 三吉吉郎 ((75)山口) 1986 7月26日 13:30 決勝

決勝

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 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｶﾞﾜﾀｶﾖｼ

1 6 7508 中川京佳 島根 7m55 × 7m05 7m55 × 7m24 7m20 7m55

M85　砲丸投

日本記録　　 (NR) 8m31 野中　武雄 (宮　崎) 1999

大会記録 (GR) 7m30 浅尾賢太郎 ((85)鳥取) 2007 7月26日 13:30 決勝

決勝

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 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾝﾉﾀｶｵ

1 8 8502 神野喬雄 島根 5m88 5m88 5m61 5m88 － － － 5m88

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 1/1



M35　円盤投

日本記録　　 (NR) 47m75 大石　博暁 (広　島) 2007 7月27日 13:30 決勝

大会記録 (GR) 42m56 安部篤征 ((37)岡山) 1998

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

カナグチ　ツヨシ

1 1 3518 かな口　剛 広島 広島 26m53 26m60 26m64 26m64 × 27m62 × 27m62

M50　円盤投

日本記録　　 (NR) 46m50 斎藤登世彦 (北海道) 1997 7月27日 13:30 決勝

大会記録 (GR) 39m45 福代　裕 ((51)島根) 2005

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

モリモト　ケンジ

1 3 5015 森本　謙二 広島 広島 × 17m50 × 17m50 26m32 24m85 × 26m32

ﾓﾘﾔ　ﾂﾈｵ

2 2 5018 守屋　常男 岡山 岡山 16m55 × 23m53 23m53 20m07 23m56 18m46 23m56

M55　円盤投

日本記録　　 (NR) 42m58 上原　岩雄 (沖　縄) 1995 7月27日 13:30 決勝

大会記録 (GR) 37m45 国本英一 ((57)山口) 2004

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾓﾄｼｮｳﾍｲ

1 6 5529 松本昭平 島根 島根 32m20 32m84 32m95 32m95 × × × 32m95

ﾜﾀﾞ ﾀｹﾋｺ

2 5 5502 和田武彦 福岡 福岡 24m57 27m89 27m11 27m89 26m30 × 27m66 27m89

マキモト　ユタカ

3 8 5522 槇本　豊 広島 広島 26m03 × 25m94 26m03 × 24m90 × 26m03

ナカモト　ヒロマサ

4 4 5519 中本　裕正 広島 広島 20m93 21m14 19m52 21m14 21m82 × 22m24 22m24

ｻｲﾄｳﾀﾀﾞﾋｺ

7 5507 斉藤忠彦 山口 山口 DNS

M60　円盤投

日本記録　　 (NR) 51m00 高橋　　實 (秋　田) 1996 7月27日 12:00 決勝

大会記録 (GR) 40m60 林　良夫 ((64)岡山) 2002

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾆﾓﾄｴｲｲﾁ

1 2 6006 国本英一 山口 山口 × × 33m01 33m01 33m91 36m24 35m30 36m24

トシナリ シケ゜ノリ

2 1 6015 俊成　茂哲 広島 広島 25m06 23m78 24m10 25m06 26m02 22m25 － 26m02

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 1/2



M65　円盤投

日本記録　　 (NR) 49m74 高橋　　實 (秋　田) 1998 7月27日 12:00 決勝

大会記録 (GR) 39m70 林　良夫 ((68)岡山) 2006

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

カワカミ　ヤスオ

1 4 6518 川上　泰雄 広島 広島 26m53 × × 26m53 27m54 × 28m34 28m34

タカノ　カネオ

2 3 6510 高野　兼夫 広島 広島 23m46 21m03 － 23m46 － － － 23m46

M70　円盤投

日本記録　　 (NR) 46m27 高橋　　實 (秋　田) 2003 7月27日 12:00 決勝

大会記録 (GR) 27m21 福市公信 ((71)鳥取) 2002

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾔｼ ﾖｼｵ

1 8 7012 林　良夫 岡山 岡山 × × × － × 31m68 31m68 NGR

ハンダ　ヤスヒコ

2 9 7006 半田　保彦 広島 広島 × × 25m00 25m00 26m32 × 22m61 26m32

ハラ　シュンサブロウ

3 7 7010 原　俊三郎 広島 広島 24m57 25m78 24m95 25m78 22m78 × × 25m78

ﾀﾅｶﾋﾄｼ

4 6 7019 田中　等 島根 島根 － － － 21m03 × × 21m03

マルタ　タダエ

5 5 7011 丸田　忠衛 広島 広島 × 16m37 × 16m37 16m55 × 13m91 16m55

M75　円盤投

日本記録　　 (NR) 35m73 麻生　勝弥 (福　岡) 2001 7月27日 12:00 決勝

大会記録 (GR) 24m14 三吉吉郎 ((79)山口) 1989

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｶﾞﾜﾀｶﾖｼ

1 11 7508 中川京佳 島根 島根 19m13 × 19m94 19m94 19m24 20m18 × 20m18

ｲｸﾀ ﾋﾃﾞﾏｻ

10 7505 生田　　秀正 鳥取 鳥取 DNS

M85　円盤投

日本記録　　 (NR) 26m40 野中　武雄 (宮　崎) 1999 7月27日 12:00 決勝

大会記録 (GR) 22m76 岡崎正巳 ((85)鳥取) 1990

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾝﾉﾀｶｵ

1 12 8502 神野喬雄 島根 島根 12m54 13m38 13m64 13m64 12m94 － － 13m64

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

凡例 2/2



M35　ハンマー投
7月26日 15:50 決勝

日本記録　　 (NR) 59m02 高桑　秀郎 (山　形) 2004

大会記録 (GR) 39m64 金口　剛 ((35)広島) 2004

決勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 順位

カナグチ　ツヨシ

1 3518 かな口　剛 広島 m m m m m m m m

M50　ハンマー投

日本記録　　 (NR) 54m55 林　英昭 (千　葉) 2006 7月26日 15:50 決勝

大会記録 (GR) 41m22 新中享志 ((50)岡山) 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 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌﾅﾋﾞｷ ﾉﾘﾏｻ

1 3 5001 船引規正兵庫 38m13 × 37m09 38m13 37m18 × × 38m13

ﾊﾔｼ ﾄｼﾐﾂ

2 4 5017 林　敏光岡山 23m31 21m84 22m57 23m31 23m23 26m24 × 26m24

ﾓﾘﾔ　ﾂﾈｵ

3 2 5018 守屋　常男岡山 14m64 × 14m43 14m64 14m76 14m64 14m75 14m76

M55　ハンマー投

日本記録　　 (NR) 45m93 奈良　昭男 (埼　玉) 1999 7月26日 15:50 決勝

大会記録 (GR) 40m68 国本英一 ((57)山口) 2004

決勝

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 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

カワゾエ　フミオ

1 5 5526 河添　文夫広島 36m71 36m10 37m77 37m77 × × × 37m77

ﾜﾀﾞ ﾀｹﾋｺ

2 6 5502 和田武彦福岡 31m58 31m65 × 31m65 31m87 × 32m36 32m36

ゴウリキ　レイソウ

3 7 5516 郷力　礼三広島 20m38 23m06 24m26 24m26 × × 23m31 24m26

M60　ハンマー投

日本記録　　 (NR) 54m33 室伏　重信 (日　本) 2007 7月26日 15:50 決勝

大会記録 (GR) 43m21 国本英一 ((60)山口) 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 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾆﾓﾄｴｲｲﾁ

1 10 6006 国本英一山口 39m80 × × 39m80 × × × 39m80

エビス　モトユキ

2 8 6019 胡　素之広島 29m92 × × 29m92 × × × 29m92

イトウ　モリオ

3 9 6012 伊藤　守男広島 × × 27m24 27m24 × × 27m83 27m83

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二



M70　ハンマー投

日本記録　　 (NR) 52m95 高橋　　實 (秋　田) 2003 7月26日 15:50 決勝

大会記録 (GR) 25m02 新羅　武 ((74)広島) 2004

決勝

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 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾔｼ ﾖｼｵ

1 11 7012 林　良夫岡山 32m68 32m95 32m38 32m95 × 33m69 × 33m69 NGR

M75　ハンマー投

日本記録　　 (NR) 36m39 麻生　勝弥 (福　岡) 2002 7月26日 15:50 決勝

大会記録 (GR) 26m30 新羅　武 ((75)広島) 2005

決勝

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 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

シンラ　タケシ

1 12 7506 新羅　武広島 19m39 21m09 × 21m09 20m81 17m12 × 21m09

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二



M35　やり投

日本記録　　 (NR) 70m39 平岡　秀樹 (大　阪) 2007 7月27日 10:50 決勝

大会記録 (GR) 53m40 小倉信彦 ((37)鳥取) 1989

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾉﾘｷｵ

1 1 3510 大野利喜男 山口 山口 45m32 46m55 × 46m55 44m21 － × 46m55

ﾅｶﾑﾗｼﾞﾛｳ

2 3507 中村二朗 山口 山口 DNS

M40　やり投

日本記録　　 (NR) 62m70 栗山　佳也 (奈　良) 1996 7月27日 10:50 決勝

大会記録 (GR) 47m72 川上泰夫 ((44)広島) 1985

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾎﾘﾋﾛｼ

1 3 4003 堀 浩 山口 山口 47m46 46m22 46m21 47m46 45m62 46m66 × 47m46

ｼﾐｽﾞ ﾏｺﾄ

4 4028 清水　　真 島根 島根 DNS

M45　やり投

日本記録　　 (NR) 60m40 金子　健司 (群　馬) 2006 7月27日 10:50 決勝

大会記録 (GR) 43m20 川上泰夫 ((46)広島) 1987

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾀﾞﾏﾄｼｱｷ

1 5 4506 児玉利昭 山口 山口 21m35 － － 21m35 16m85 × － 21m35

M50　やり投

日本記録　　 (NR) 59m30 栗山　佳也 (奈　良) 2005 7月27日 10:50 決勝

大会記録 (GR) 44m87 小倉信彦 ((54)鳥取) 2006

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

モリモト　ケンジ

1 6 5015 森本　謙二 広島 広島 32m80 32m05 32m28 32m80 × 31m49 34m91 34m91

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 DNS：欠場 1/3



M55　やり投

日本記録　　 (NR) 50m13 小川　憲一 (東　京) 2006 7月27日 10:50 決勝

大会記録 (GR) 40m46 松本俊介 ((59)鳥取) 2003

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾞ ﾀｹﾋｺ

1 11 5502 和田武彦 福岡 福岡 37m00 39m51 39m06 39m51 × × × 39m51

ﾅｶﾑﾗｹﾝｼﾞ

2 8 5512 中村賢治 山口 山口 28m21 28m70 33m36 33m36 33m40 34m96 × 34m96

マキモト　ユタカ

3 9 5522 槇本　豊 広島 広島 24m20 30m91 30m19 30m91 32m63 × × 32m63

ゴウリキ　レイソウ

7 5516 郷力　礼三 広島 広島 DNS

ｻｲﾄｳﾀﾀﾞﾋｺ

10 5507 斉藤忠彦 山口 山口 DNS

M60　やり投

日本記録　　 (NR) 50m39 秋山　卯吉 (新　潟) 2000 7月27日 9:50 決勝

大会記録 (GR) 41m25 松本俊介 ((60)鳥取) 2004

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｼﾑﾗﾉﾌﾞﾋｺ

1 1 6005 西村信彦 山口 山口 36m95 × 37m63 37m63 38m55 × 35m25 38m55

ウメダ　ケイゾウ

2 2 6018 梅田　敬造 広島 広島 29m33 30m39 35m26 35m26 － － × 35m26

M65　やり投

日本記録　　 (NR) 47m36 近藤　陽洲 (愛　知) 2000 7月27日 9:50 決勝

大会記録 (GR) 40m28 横須卓美 ((68)広島) 2000

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

カワカミ　ヤスオ

1 3 6518 川上　泰雄 広島 広島 34m75 37m03 36m19 37m03 38m56 × × 38m56

M70　やり投

日本記録　　 (NR) 43m60 吉川　修 (新　潟) 2007 7月27日 9:50 決勝

大会記録 (GR) 35m57 横須卓美 ((71)広島) 2003

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ハラ　シュンサブロウ

1 4 7010 原　俊三郎 広島 広島 × × 26m50 26m50 27m76 29m43 29m94 29m94

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

凡例 DNS：欠場 2/3



M75　やり投

日本記録　　 (NR) 38m84 千須和義忠 (静　岡) 2005 7月27日 9:50 決勝

大会記録 (GR) 28m72 土居　一 ((75)岡山) 2005

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｶﾞﾜﾀｶﾖｼ

1 6 7508 中川京佳 島根 島根 20m06 21m08 20m00 21m08 19m51 20m81 21m57 21m57

ｲｸﾀ ﾋﾃﾞﾏｻ

5 7505 生田　　秀正 鳥取 鳥取 DNS

M80　やり投

日本記録　　 (NR) 32m86 麻生　勝弥 (福　岡) 2006 7月27日 9:50 決勝

大会記録 (GR) 20m01 浅尾賢太郎 ((80)鳥取) 2002

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾝﾃﾞﾝ ﾖｼﾄｷ

1 7 8004 門田　可宗 岡山 岡山 18m82 × 17m30 18m82 × 15m18 17m53 18m82

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

凡例 DNS：欠場 3/3



W70　60m

日本記録　　 (NR) 10.02 山本　　翠 (兵　庫) 2004 7月26日 14:30 決勝
大会記録 (GR) 11.61 岩間悦子 ((71)鳥取) 2007

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ナルイシ　レイコ

1 3 702 成石　玲子 広島 10.05

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

風: +2.1

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 1/1



W35　100m

日本記録　　 (NR) 12.1 村山　律子 (佐　賀) 1989 7月27日 11:25 決勝
日本記録　　 (NR) 12.51 田川さなえ (京　都) 2001
大会記録 (GR) 13.55 須田郁子 ((39)山口) 1996

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
カワシマ　キョウコ広島

1 2 352 河島　享子 広島 14.09
タカハシ　ヒロミ 広島

2 3 353 高橋　博美 広島 14.95

W45　100m

日本記録　　 (NR) 12.6 西内久美子 (高　知) 1993 7月27日 11:25 決勝
日本記録　　 (NR) 13.07 藤沢　春美 (鹿児島) 1996
大会記録 (GR) 14.13 石野令子 ((47)島根) 1998

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
コダマ　マリコ 広島

1 4 451 児玉　真里子 広島 14.17

W50　100m

日本記録　　 (NR) 13.78 田崎須磨子 (福　岡) 2003 7月27日 11:25 決勝
大会記録 (GR) 14.33 佐武ミツエ ((50)山口) 1997

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾝﾀﾞﾐﾖｺ 島根

1 5 503 神田美代子 島根 14.50
ｲﾜﾀﾆﾐﾎｺ 島根

6 504 岩谷美保子 島根 DNS
山口

7 501 須田郁子 山口 DNS

W55　100m

日本記録　　 (NR) 14.07 中村　正子 (沖　縄) 2005 7月27日 11:25 決勝
大会記録 (GR) 14.59 成石玲子 ((58)広島) 1996

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｼﾉﾚｲｺ 島根

1 4 554 石野令子 島根 15.82
ナガサキ　ヒナコ 広島

2 3 551 長崎　ひな子 広島 16.02

W60　100m

日本記録　　 (NR) 14.41 中村　紀子 (神奈川) 2002 7月27日 11:25 決勝
大会記録 (GR) 15.60 成石玲子 ((61)広島) 1999

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
山口

5 602 上利和子 山口 DNS

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

風: 0.0

風: +1.9

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

風: +1.8

記録主任：伊藤　健二

風: +1.9

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

風: +1.9

審 判 長：衛藤　憲生

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 1/2



W70　100m

日本記録　　 (NR) 16.07 山本　　翠 (兵　庫) 2004 7月27日 11:25 決勝
大会記録 (GR) 18.31 入江展江 ((72)鳥取) 2002

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ナルイシ　レイコ 広島

1 6 702 成石　玲子 広島 16.98 NGR

記録主任：伊藤　健二

風: +1.8

審 判 長：衛藤　憲生

凡例 2/2



W35　200m

日本記録　　 (NR) 25.40 村山　律子 (佐　賀) 1989 7月26日 15:40 決勝
大会記録 (GR) 28.47 須田郁子 ((36)山口) 1994

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
カワシマ　キョウコ

1 2 352 河島　享子 広島 29.84

W50　200m

日本記録　　 (NR) 28.33 渡川　孝子 (徳　島) 1993 7月26日 15:40 決勝
大会記録 (GR) 31.95 尾崎悦子 ((50)広島) 2007

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾝﾀﾞﾐﾖｺ

1 4 503 神田美代子 島根 30.16 NGR

3 501 須田郁子 山口 DNS

W65　200m

日本記録　　 (NR) 30.74 中村　紀子 (神奈川) 2004 7月26日 15:40 決勝
大会記録 (GR) 34.61 成石玲子 ((65)広島) 2003

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱﾘﾀ ﾌｸｴ

1 5 751 有田　富久恵 鳥取 37.44

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

風: +1.9

審 判 長：衛藤　憲生

風: +1.9

記録主任：伊藤　健二

風: +1.9

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 1/1



W45　400m

日本記録　　 (NR) 1.01.39 碓井由紀子 (愛　知) 2006 7月27日 13:25 決勝
大会記録 (GR) 1.08.99 石野令子 ((47)島根) 1998

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
コダマ　マリコ 広島

1 3 451 児玉　真里子 広島 1.06.51 NGR

W50　400m

日本記録　　 (NR) 1.08.8 中村喜美子 (東　京) 1991 7月27日 13:25 決勝
日本記録　　 (NR) 1.09.13 高橋美津子 (京　都) 1998
大会記録 (GR) 1.15.3 有田富久恵 ((52)鳥取) 1995

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾝﾀﾞﾐﾖｺ 島根

1 5 503 神田美代子 島根 1.11.96 NGR
山口

4 501 須田郁子 山口 DNS

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 NGR：大会新記録 1/1



W35　800m

日本記録　　 (NR) 2.17.10 黒崎しのぶ (大　阪) 1994 7月26日 14:55 決勝
大会記録 (GR) 2.40.0 木村すみえ ((38)広島) 1989

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｶﾂﾐｽｽﾞ

2 354 高津美鈴 島根 DNS

W45　800m

日本記録　　 (NR) 2.24.5 東　恵美子 (大　阪) 1995 7月26日 14:55 決勝
大会記録 (GR) 2.39.2 汐田圭子 ((46)鳥取) 1993

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
コダマ　マリコ

1 3 451 児玉　真里子 広島 2.40.14

W60　800m

日本記録　　 (NR) 2.44.92 松田瑞江 (東　京) 2006 7月26日 14:55 決勝
大会記録 (GR) 2.54.82 嵐　直子 ((61)島根) 2004

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ヤマモト　キョウコ

1 4 603 山本　恭子 広島 3.07.36

W65　800m

日本記録　　 (NR) 2.58.16 井出　雅子 (茨　城) 2007 7月26日 14:55 決勝
大会記録 (GR) 3.17.37 山根倫子 ((65)鳥取) 1995

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱﾗｼﾅｵｺ

1 5 652 嵐　直子 島根 3.17.29 NGR

W70　800m

日本記録　　 (NR) 3.17.31 深澤　都貴子 (東　京) 2006 7月26日 14:55 決勝
大会記録 (GR) 3.30.79 吾郷久枝 ((70)島根) 2004

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱｺﾞｳﾋｻｴ

1 6 703 吾郷久枝 島根 3.48.97

審 判 長：衛藤　憲生

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生

記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 DNS：欠場 1/2



W75　800m

日本記録　　 (NR) 3.46.38 山根　倫子 (鳥　取) 2006 7月26日 14:55 決勝
大会記録 (GR) 3.46.38 山根倫子 ((76)鳥取) 2006

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾈ ﾄﾓｺ

1 7 701 山根　　倫子 鳥取 3.46.87

審 判 長：衛藤　憲生

記録主任：伊藤　健二

凡例 DNS：欠場 2/2



W35　1500m

日本記録　　 (NR) 4.35.98 黒崎しのぶ (大　阪) 1994 7月27日 14:00 決勝
大会記録 (GR) 5.08.33 金山恵美子 ((39)島根) 2002

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
タカハシ　ヒロミ 広島

1 2 353 高橋　博美 広島 5.28.06
ﾀｶﾂﾐｽｽﾞ 島根

1 354 高津美鈴 島根 DNS

W60　1500m

日本記録　　 (NR) 5.32.37 松田瑞江 (東　京) 2006 7月27日 14:00 決勝
大会記録 (GR) 5.56.68 嵐　直子 ((62)島根) 2005

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ヤマモト　キョウコ広島

1 3 603 山本　恭子 広島 6.28.09
ニシカワ　ヤエコ 広島

2 4 604 西川　八重子 広島 7.30.66
ﾆﾉｾｴﾐｺ 島根

5 605 二瀬笑子 島根 DNS

W65　1500m

日本記録　　 (NR) 6.03.08 井出　雅子 (宮　城) 2007 7月27日 14:00 決勝
大会記録 (GR) 6.38.30 山根倫子 ((65)鳥取) 1995

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾀﾖｾﾏﾁｺ 島根

1 6 653 片寄眞千子 島根 7.45.81
ｱﾗｼﾅｵｺ 島根

7 652 嵐　直子 島根 DNS

W70　1500m

日本記録　　 (NR) 6.31.63 松岡　和子 (大　阪) 2005 7月27日 14:00 決勝
大会記録 (GR) 7.11.27 吾郷久枝 ((70)島根) 2004

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱｺﾞｳﾋｻｴ 島根

1 8 703 吾郷久枝 島根 7.36.42

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 DNS：欠場 1/1



W35　5000m

日本記録　　 (NR) 16.46.12 星野　芳美 (静　岡) 2002 7月26日 16:40 決勝
大会記録 (GR) 19.49.0 五味田裕子 ((37)岡山) 1988

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｶﾂﾐｽｽﾞ

2 354 高津美鈴 島根 DNS

1 351 小早川幸子 山口 DNS

W60　5000m

日本記録　　 (NR) 20.00.71 村本みのる (大　阪) 2001 7月26日 16:40 決勝
大会記録 (GR) 21.54.73 嵐　直子 ((63)島根) 2006

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ヤマモト　キョウコ

1 3 603 山本　恭子 広島 24.37.55
ニシカワ　ヤエコ

2 4 604 西川　八重子 広島 28.14.65

W65　5000m

日本記録　　 (NR) 22.23.5 五十嵐登志子 (東　京) 2001 7月26日 16:40 決勝
大会記録 (GR) 25.43.12 岡本禎子 ((65)広島) 1995

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱﾗｼﾅｵｺ

1 5 652 嵐　直子 島根 25.01.07 NGR

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 DNS：欠場



W50　80mH

日本記録　　 (NR) 13.66 太田くるみ (千　葉) 2005 7月26日 14:00 決勝
大会記録 (GR) 14.93 尾崎悦子 ((50)広島) 2007

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾜﾀﾆﾐﾎｺ

1 4 504 岩谷美保子 島根 17.82

W60　80mH

日本記録　　 (NR) 15.51 中村千枝子 (神奈川) 2003 7月26日 14:00 決勝
大会記録 (GR) 18.02 岩間悦子 ((63)鳥取) 2000

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

5 602 上利和子 山口 DNS

記録主任：伊藤　健二

風: 0.0

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

風: +1.3

審 判 長：衛藤　憲生

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 1/1



W65　300mH

日本記録　　 (NR) 1.50.68 寺谷　克江 (鳥　取) 2007 7月27日 11:55 決勝
大会記録 (GR) 1.53.01 寺谷克江 ((68)鳥取) 2006

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱﾘﾀ ﾌｸｴ 鳥取

1 4 651 有田　富久恵 鳥取 1.07.03 NNR,NGR

W70　300mH

7月27日 11:55 決勝

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾃﾗﾀﾆ ｶﾂｴ 鳥取

1 5 701 寺谷　　克江 鳥取 1.44.35

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 NNR：日本新記録 NGR：大会新記録 1/1



W35　2000mSC

7月27日 12:40 決勝
日本記録　　 (NR) 7.32.72 石井　幸枝 (茨　城) 2001

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
タカハシ　ヒロミ 広島

1 1 353 高橋　博美 広島 8.11.95

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 1/1



女子　4X100mR

7月27日 12:10 決勝
大会記録 (GR) 0.56.90 石野令子(51)神田美代子(44)田中訓子(42)福井順子(38) (島根) 2002

決勝

1着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 広島県チーム 0.57.84 DNS 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 島根県チーム DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属

オザキ　エツコ
1 502 尾﨑　悦子 広島 広島

コダマ　マリコ
2 451 児玉　真里子 広島 広島

タカハシ　ヒロミ
3 353 高橋　博美 広島 広島

カワシマ　キョウコ
4 352 河島　享子 広島 広島

審 判 長：衛藤　憲生
記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合

凡例 DNS：欠場 1/1



W50　走高跳

日本記録　　 (NR) 1m40 淵脇　令子 (神奈川) 1996 7月27日 11:50 決勝

大会記録 (GR) 1m20 有田富久恵 ((50)鳥取) 1993

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

オザキ　エツコ × × ○ ○ × × ×

1 1 502 尾﨑　悦子 広島 広島 1m18

W65　走高跳

日本記録　　 (NR) 1m20 長田　順子 (宮　崎) 2007 7月27日 11:50 決勝

大会記録 (GR) 0m90 寺谷克江 ((65)鳥取) 2003

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾘﾀ ﾌｸｴ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

1 2 651 有田　富久恵 鳥取 鳥取 1m05 NGR

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

1m15 1m18 1m21

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

0m90 0m93 0m96 0m99 1m02 1m05 1m08
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日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
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W40　走幅跳

日本記録　　 (NR) 5m71 西内久美子 (高　知) 1988 7月27日 09:50 決勝

大会記録 (GR) 4m96 加藤淑子 ((40)鳥取) 1986

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

コバヤシ　ヨウコ 4m00 4m06 4m05 4m06 4m01 4m17 4m26 4m26

1 1 402 小林 洋子 広島 広島 +1.7 +2.2 +2.7 +2.2 +1.1 +1.6 +0.8 +0.8

W50　走幅跳

日本記録　　 (NR) 5m14 大日向暁子 (長　野) 2004 7月27日 09:50 決勝

大会記録 (GR) 4m34 佐武ミツエ ((51)山口) 1998

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

オザキ　エツコ 4m07 4m15 4m10 4m15 4m04 4m04 3m88 4m15

1 2 502 尾﨑　悦子 広島 広島 +1.4 +2.7 +1.9 +2.7 +1.7 +2.3 +1.4 +2.7

W60　走幅跳

日本記録　　 (NR) 4m38 西内久美子 (高　知) 2007 7月27日 09:50 決勝

大会記録 (GR) 3m43 有田富久恵 ((61)鳥取) 2004

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

3 602 上利和子 山口 山口 DNS

W70　走幅跳

日本記録　　 (NR) 3m78 金城　春 (沖　縄) 1997 7月27日 09:50 決勝

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾃﾗﾀﾆ ｶﾂｴ 2m49 2m52 2m52 2m52 × 2m42 2m29 2m52

1 4 701 寺谷　　克江 鳥取 鳥取 +2.4 +3.6 +0.5 +0.5 +2.9 +2.5 +3.6

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合
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W50　三段跳

日本記録　　 (NR) 11m66 大日向暁子 (長　野) 2004 7月26日 14:30 決勝

大会記録 (GR) 9m73 佐武ミツエ ((53)山口) 2000

決勝

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 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

オザキ　エツコ 8m88 8m92 9m00 9m00 8m97 9m10 9m17 9m17

1 1 502 尾﨑　悦子 広島 +3.6 +2.5 +2.5 +2.5 +2.0 +0.4 +3.2 +3.2

W70　三段跳

日本記録　　 (NR) 7m77 越川日出子 (東　京) 2004 7月26日 14:30 決勝

決勝

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 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾃﾗﾀﾆ ｶﾂｴ 5m67 5m45 5m99 5m99 5m93 － － 5m99

1 2 651 寺谷　　克江 鳥取 +3.1 +2.1 +2.8 +2.8 +3.3 +2.8

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合
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W40　砲丸投

日本記録　　 (NR) 11m71 大岩　清美 (愛　知) 1990

大会記録 (GR) 8m83 山田悦子 ((40)広島) 1991

決勝

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 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 1 401 曽根涼子 山口 7m09 7m38 6m92 7m38 × 7m25 × 7m38

W50　砲丸投

日本記録　　 (NR) 12m54 大岩　清美 (愛　知) 1999

大会記録 (GR) 12m04 岩間悦子 ((51)鳥取) 1988 7月26日 13:30 決勝

決勝

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 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾜﾀﾆﾐﾎｺ

1 2 504 岩谷美保子 島根 6m58 6m82 － 6m82 － － 7m09 7m09

W55　砲丸投

日本記録　　 (NR) 11m91 大岩　清美 (愛　知) 2004

大会記録 (GR) 10m17 岩間悦子 ((59)鳥取) 1996 7月26日 13:30 決勝

決勝

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 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ウエノ　エイコ

1 3 552 植野　英子 広島 8m25 × 8m65 8m65 8m56 × × 8m65

W60　砲丸投

日本記録　　 (NR) 11m07 嘉成　倶子 (福　島) 2002

大会記録 (GR) 9m96 岩間悦子 ((62)鳥取) 1999 7月26日 13:30 決勝

決勝

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 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾄｳ ｱﾂｺ

1 4 601 加藤敦子 愛知 9m06 8m78 9m18 9m18 8m39 × 9m30 9m30

W75　砲丸投

日本記録　　 (NR) 6m96 鴻野　政代 (徳　島) 1990

大会記録 (GR) 6m11 入江展江 ((75)鳥取) 2005 7月26日 13:30 決勝

決勝

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 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾈ ﾄﾓｺ

5 701 山根　　倫子 鳥取 DNS

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合
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W40　円盤投

日本記録　　 (NR) 38m20 青木　早苗 (群　馬) 1996 7月27日 12:00 決勝

大会記録 (GR) 27m08 山田悦子 ((41)広島) 1992

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 1 401 曽根涼子 山口 山口 20m56 22m84 × 22m84 × 22m70 × 22m84

コバヤシ　ヨウコ

2 402 小林 洋子 広島 広島 DNS

W55　円盤投

日本記録　　 (NR) 31m54 嘉成　倶子 (福　島) 2000 7月27日 12:00 決勝

大会記録 (GR) 24m86 佐武ミツエ ((55)山口) 2002

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ウエノ　エイコ

1 3 552 植野　英子 広島 広島 16m21 × 20m71 20m71 21m70 22m61 20m95 22m61

ヤマダ　エツコ

2 4 553 山田　悦子 広島 広島 17m42 17m79 20m67 20m67 20m42 × × 20m67

W60　円盤投

日本記録　　 (NR) 30m56 嘉成　倶子 (福　島) 2001 7月27日 12:00 決勝

大会記録 (GR) 19m07 久葉テル子 ((61)鳥取) 2002

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾄｳ ｱﾂｺ

1 5 601 加藤敦子 愛知 愛知 21m89 × 22m13 22m13 24m76 × 27m88 27m88

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合
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W60　ハンマー投

日本記録　　 (NR) 34m64 加藤　敦子 (愛　知) 2007 7月26日 15:50 決勝

大会記録 (GR) 24m59 岩間悦子 ((63)鳥取) 2000

決勝

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 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾄｳ ｱﾂｺ

1 1 601 加藤敦子 愛知 × × 28m74 28m74 32m40 32m76 31m98 32m76

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合
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W55　やり投

日本記録　　 (NR) 34m17 佐武　ミツエ (山　口) 2004 7月27日 9:50 決勝

大会記録 (GR) 32m41 佐武ミツエ ((57)山口) 2004

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ヤマダ　エツコ

1 2 553 山田　悦子 広島 広島 × 22m64 24m76 24m76 22m87 × × 24m76

ナガサキ　ヒナコ

2 1 551 長崎　ひな子 広島 広島 × 18m64 20m04 20m04 19m68 19m45 20m25 20m25

W75　やり投

日本記録　　 (NR) 16m66 金城　　春 (沖　縄) 2004 7月27日 9:50 決勝

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属地 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾈ ﾄﾓｺ

1 3 751 山根　　倫子 鳥取 鳥取 10m89 × 12m20 12m20 × 12m02 10m10 12m20

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

審 判 長：大久保　信夫

記録主任：伊藤　健二

第27回中国マスターズ陸上競技選手権大会
日時：平成20年7月26日(土）～27日(日）
場所：下関市営下関陸上競技場
主催：中国マスターズ陸上競技連合
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