
第26回県マスターズ陸上競技選手権大会                                            

T O P 8
女  子 【競技場】202060  佐久総合運動公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
06/14 女子W30 清水 理江 5,59.78

1500m 伊那市
06/14 女子W35  -2.5 熊谷 香織 8.08 青木 江里 9.17 青地 実樹 9.58

60m 長野市 佐久市 小諸市
06/14 女子W35  -2.5 熊谷 香織 12.96 青木 江里 14.53 青地 実樹 15.68

100m 長野市 佐久市 小諸市
06/14 女子W35  -2.5 青木 江里 30.66

200m 佐久市
06/14 女子W35 高橋 三紗子 10,57.64

3000m 須坂市
06/14 女子W35 小野 智子 7.55

砲丸投(4.000kg) 宮田村
06/14 女子W35 塩川 真澄 20.62

やり投(0.600kg) 小諸市
06/14 女子W40  -2.5 中山 英子 9.04

60m 松本市
06/14 女子W40  -2.5 清原 美香 13.63

100m 山梨
06/14 女子W40  -2.5 矢ヶ崎 三枝 30.16

200m 山梨
06/14 女子W40 矢ヶ崎 三枝 1,09.74

400m 山梨
06/14 女子W40 向山 ますみ 24.58

やり投(0.600kg) 伊那市
06/14 女子W45  -2.5 西澤 香 14.61

100m 長野市
06/14 女子W50  -2.5 宮田 直美 8.47

60m 茨城
06/14 女子W50  -3.1 宮田 直美 13.63 杉崎 百合子 15.94

100m 茨城 神奈川
06/14 女子W50 宮崎 明代 20.09 高山 理恵 18.96

円盤投(1.000kg) 富山 大町市
06/14 女子W50  -3.4 杉崎 百合子 17.21

80mH(0.762) 神奈川
06/14 女子W55 宮澤 玲子 1.10

走高跳 駒ｹ根市
06/14 女子W60 矢澤 美代子 15,14.00

3000m 飯田市
06/14 女子W60 建部 園枝 6.47

砲丸投(3.000kg) 新潟
06/14 女子W60 建部 園枝 20.07

やり投(0.500kg) 新潟
06/14 女子W65  -2.5 大日向 暁子 9.72

60m 松本市
06/14 女子W65  -3.1 井尻 けさ代 16.46

100m 千曲市
06/14 女子W65  -2.5 井尻 けさ代 34.13

200m 千曲市
06/14 女子W65 大日向 暁子 9.81(+1.2)

三段跳 松本市
06/14 女子W70 市川 節子 18.21

円盤投(1.000kg) 安曇野市
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06/14 女子W70 市川 節子 7.89

砲丸投(3.000kg) 安曇野市
06/14 女子W70 市川 節子 17.42

やり投(0.500kg) 安曇野市
06/14 女子W75  -2.5 鶴見 文子 13.16

60m 安曇野市
06/14 女子W75 鶴見 文子 2.40(+0.5)

走幅跳 安曇野市


