
No. 1

男子　決勝成績一覧表

総　　務 黒　木　通　哲
主催：宮崎マスターズ陸上競技連盟・鹿児島マスターズ陸上競技連盟

審 判 長 綾　部　誠　二
期日：平成18年10月1日（日）
会場：宮崎県総合運動公園陸上競技場 記録主任 一　井　俊　広

日付 種目
10/1 60m (M60) 永野　雄造 8.71 村山　末隆 9.33

風：+1.8 佐土原町 串間市
10/1 60m (M65) 松本　英毅 8.58 島田　鳴海 15.61

風：+1.8 東臼杵郡 大会新 串間市
10/1 60m (M70) 後藤　政己 8.90 田尻　文宏 8.95 　 　 　 　 　

風：+1.9　 宮崎市西 東諸県郡 　 　
10/1 60m (M75) 石神　三郎 8.61 井上　哲郎 9.64

風：+1.9　 鹿児島県　 日本新,鹿児島県新,大会日南市 　
10/1 60m(M80) 竹内　敬郎 10.45 前田　忠喜 12.12

風：+2.0 宮崎市北 宮崎県新,大会新 串間市
10/1 100m (SM30) 松山　茂晴 11.76   

風：+2.4 宮崎市北  
10/1 100m (M35) 永井　修仁 12.08 斉藤　伸也 12.59 盛本　利信 14.15 　

風：+2.4 日南市 宮崎市北 東臼杵郡 　　
10/1 100m (M40) 乙守　信 12.49 大久保　陽一 12.87 　 　 　 　 　 　

風：+2.5 宮崎市南 日南市 　 　 　
10/1 100m(M45) 梯　良行 13.10 松田　照秋 13.41

風：+2.5 宮崎市西 日南市
10/1 100m (M50) 村山　弘之 13.12 安楽　明 13.32 持留　秀明 13.55

風：+3.7　 鹿児島県 日南市 鹿児島県
10/1 100m (M55) 徳田　和昭 12.63 福田　積 13.08

風：+3.0 鹿児島県 延岡市
10/1 100m (M60) 村山　末隆 14.66 　 　

風：+3.0 串間市 　
10/1 100m (M65) 松本　英毅 13.60 下新原　明人 13.83 西澤　文治 14.26

風：+4.1 東臼杵郡 鹿児島県 日向市
10/1 100m (M70) 田尻　文宏 14.42 後藤　政己 14.49 佐藤　勝男 14.60 坂元　敏夫 15.42 　

風：+1.7 東諸県郡 宮崎市西 串間市 宮崎市北
10/1 100m (M75) 石神　三郎 13.99 泥谷　久光 14.16 井上　哲郎 15.93 杉田　政幸 16.93

風：+1.6 鹿児島県 大会新 児湯郡 宮崎県新,大会新 日南市 宮崎市南
10/1 100m (M80) 竹内　敬郎 17.78

風：+1.4　 宮崎市北 大会新
10/1 200m (M35) 盛本　利信 29.92

風：+3.5　 東臼杵郡
10/1 200m (M45) 梯　良行 28.32

風：+3.5 延岡市
10/1 200m (M50) 持留　秀明 28.82 　

風：+3.5　 鹿児島県
10/1 200m (M55) 徳田　和昭 26.40 福田　積 28.00

風：+1.8 鹿児島県 延岡市
10/1 200m(M60) 永野　雄造 28.85 　 　

風：+1.8 佐土原町 　 　 　
10/1 200m(M65) 下新原　明人 28.98

風：+1.8 鹿児島県
10/1 200m(M70) 佐藤　勝男 30.60 田尻　文宏 31.76

風：+2.2 串間市 東諸県郡
10/1 400m (SM30) 別府　倫和 53.52

宮崎市南 宮崎県新,大会新
10/1 400m(M60) 永野　雄造 68.21

佐土原町
10/1 400m(M65) 黒木　廣美 73.91

延岡市
10/1 400m (M70) 井園　九州男 95.90

佐土原町
10/1 400m (M75) 前原　和夫 82.32 徳重　益雄 88.42 塩満　啓蔵 88.80

宮崎市南 鹿児島県 延岡市
10/1 800m(SM30) 森　浩平 2.09.93

西都市 宮崎県新,大会新
10/1 800m (M55) 増田　三郎 2.25.65 竹町　勝伸 2.39.27

鹿児島県 北諸県郡
10/1 800m (M60) 徳永　義文 3.04.61 　 　

鹿児島県 　
10/1 800m (M65) 黒木　廣美 2.51.99 川添　時義 3.01.99

延岡市 清武町
10/1 800m (M70) 山之内　吉光 3.08.19

北諸県郡 大会新
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No. 2
10/1 1500m (M45) 山元　洋一 5.44.41

北諸県郡
10/1 1500m (M50) 奥野　義夫 5.15.34

北諸県郡
10/1 1500m (M55) 増田　三郎 4.52.35 田畑　正 4.57.40

鹿児島県 鹿児島県
10/1 1500m (M60) 徳永　義文 6.20.54 　 　

鹿児島県 　
10/1 1500m (M65) 前田　利保 5.02.32 川越　宗利 5.13.53 河野　武敏 6.27.42

北諸県郡 宮崎県新,大会新 宮崎市南 宮崎県新,大会新 児湯郡
10/1 1500m (M70) 谷口　善昭 6.42.52 乙守　實 8.03.51

宮崎市南 宮崎市南
10/1 1500m(M75) 前原　和夫 7.22.22 　 　

宮崎市南 　
10/1 3000m(SM30) 藤沢　晋太郎 10.16.35

日南市 宮崎県新,大会新
10/1 3000m (M35) 飛高　祐治 10.36.07

都城市 宮崎県新,大会新
10/1 3000m (M60) 大山　正行 11.32.67 　

鹿児島県
10/1 3000m (M65) 前田　利保 10.38.88 藤崎　利廣 11.22.25 岩切　勝美 11.26.46

北諸県郡 宮崎県新,大会新 清武町 大会新 鹿児島県 大会新
10/1 3000m(M70) 清水　常喜 12.52.26

えびの市 大会新
10/1 3000m(M75) 徳重　益雄 14.28.96 　 　

鹿児島県 　 　
10/1 5000m(M50) 奥野　義夫 19.37.89 溝口　孝義 21.11.40

北諸県郡 北諸県郡
10/1 5000m(M55) 田畑　正 18.08.14

鹿児島県
10/1 5000m (M65) 中井　逸夫 22.19.80 川添　時義 22.36.10

西諸県郡 清武町
10/1 5000m (M70) 清水　常喜 22.37.61 谷口　善昭 24.27.94 井園　九州男 27.00.80

えびの市 清武町 佐土原町
10/1 3000mW(M60） 吉元　隆 19.37.15

鹿児島県
10/1 3000mW(M75) 久世　綱雄 24.16.52

日向市
10/1 4×100m R 30-40代 48.76 鹿児島県チーム 52.99 日南チーム 53.25 60代 58.12 70代 59.82 北諸県チーム 66.05

(ｵｰﾌﾟﾝ) 　乙守　信 　石神　三朗 　安楽　明 　松本　英毅 　後藤　政己 　山之内　吉光
　梯　良行 　持留　秀明 　松田　照秋 　村山　未隆 　田尻　文宏 　中馬　信博
　斉藤　伸也 　村山　弘之 　永井　修仁 　黒木　広美 　杉田　政幸 　竹町　勝伸
　別府　倫和 　徳田　和昭 　井上　哲郎 　西澤　文治 　泥谷　久光 　尾崎　英子

10/1 走高跳(M40) 乙守　信 1.65
宮崎市南

10/1 走高跳(M50) 中山　貴明 1.35
宮崎市北

10/1 走幅跳(M50) 安楽　明 　 5.07 中山　貴明 4.74
日南市 +2.7 宮崎市北 +1.5

10/1 走幅跳(M55) 松下　香一郎 4.28
鹿児島県 +2.5

10/1 走幅跳(M65) 西澤　文治 　 3.92 　
日向市 +3.7 　

10/1 走幅跳(M70) 浜崎　行雄 4.05 坂元　敏夫 3.58 中武　和之 3.35
鹿児島県 +2.3 宮崎市北 +2.3 田野町 +1.9

10/1 走幅跳(M75) 塩満　啓蔵 3.11
延岡市 +2.7

10/1 三段跳(M55) 松下　香一郎 8.43
鹿児島県 +2.1

10/1 三段跳(M70) 浜崎　行雄 8.80
鹿児島県 +2.6

10/1 砲丸投(M50) 井手　明人 5.71
6.0kg 串間市

10/1 砲丸投(M55) 元山　雄二 10.38 日高　勝明 9.97 嘉藤　収 9.31 中馬　信博 8.81
6.0kg 鹿児島県 東臼杵郡 北諸県郡 北諸県郡

10/1 砲丸投(M65) 鹿島　邦治 8.94 島田　鳴海 5.94
5.0kg 鹿児島県 串間市

10/1 砲丸投(M70) 押川　満幸 9.62 川野　猛壽 7.10
4.0kg 児湯郡 大会新 串間市

10/1 砲丸投(M75) 大野　一 8.09
4.0kg 日南市

10/1 円盤投(M55) 元山　雄二 35.39 嘉藤　収 30.35
1.5kg 鹿児島県 大会新 北諸県郡

10/1 円盤投(M70) 押川　満幸 30.42 川野　猛壽 22.17 　 　
1.0kg 児湯郡 大会新 串間市 　

10/1 円盤投(M75) 大野　一 20.76
1.0kg 日南市

10/1 やり投(M55) 嘉藤　収 30.16
700g 北諸県郡 　

10/1 やり投(M70) 中武　和之 24.11 　 　
500g 田野町 　 　



No. 1

女子　決勝成績一覧表

総　　務 黒　木　通　哲

審 判 長 綾　部　誠　二
期日：平成18年10月1日（日）
会場：宮崎県総合運動公園陸上競技場 記録主任 一　井　俊　広

日付 種目
10/1 60ｍ　（Ｗ75） 矢通　幸子 11.51

風：+2.3 串間市
10/1 100ｍ　（Ｗ45） 西山　紀孔子 14.97 　 　 　 　 　

風：+2.0 鹿児島県 　 　 　
10/1 100ｍ　（Ｗ50） 植田　みよ子 14.67

風：+2.0 鹿児島県 大会新
10/1 100ｍ　（Ｗ60） 長田　順子 15.96

風：+2.0 清武町
10/1 100ｍ　（Ｗ75） 間々瀬　花子 21.67 　 　

風：+2.0 日南市 　
10/1 200ｍ　（Ｗ45） 西山　紀孔子 31.53 　 　 　 　

風：+1.9 鹿児島県 　 　 　
10/1 200ｍ　（Ｗ50） 植田　みよ子 31.38

風：+1.9 鹿児島県 大会新
10/1 200ｍ　（Ｗ75） 矢通　幸子 43.56 間々瀬　花子 48.17

風：+1.9 串間市 宮崎県新.大会新 日南市 大会新
10/1 400m (W40) 本村　鯉恵 72.52

鹿児島県 　
10/1 800m (W40) 本村　鯉恵 2.40.59

鹿児島県 　
10/1 800m (W65) 本村　タツミ 3.40.65

鹿児島県 　
10/1 1500m (W40) 本村　鯉恵 5.31.79

鹿児島県 大会新
10/1 1500m (W65) 外園　イチ子 6.26.39 本村　タツミ 7.28.57

鹿児島県 鹿児島県新 鹿児島県
10/1 3000m (W50) 尾崎　英子 13.24.45

北諸県郡
10/1 3000m (W65) 外園　イチ子 13.34.05 本村　タツミ 15.23.01

鹿児島県 鹿児島県新 鹿児島県
10/1 走高跳　（Ｗ50） 玉田　ゆみ子 1.05

東諸県郡 　
10/1 走高跳　（Ｗ６0） 長田　順子 1.16

清武町
10/1 走幅跳　（Ｗ50） 玉田　ゆみ子 3.66

東諸県郡 +1.1
10/1 砲丸投　（Ｗ65） 村山　順子 5.83

　 宮崎市南 　
10/1 砲丸投　（Ｗ70） 川野　公子 6.09

串間市
10/1 やり投　（W60） 長田　順子 20.55

清武町
10/1 やり投　（W70） 川野　公子 17.29

　 串間市 　
10/1 やり投　（Ｗ75） 矢通　幸子 16.46

　 串間市 宮崎県新.大会新

平成18年度　宮崎・鹿児島マスターズ合同記録会

主催：宮崎マスターズ陸上競技連盟・鹿児島マスターズ陸上競技連盟

５位 ６位 ７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位


