
第１９回長野マスターズ長野市大会 樹立された新記録（2016.10.9） 

女子W60 800m 友野 優子 上伊那 県新 3,12.41 

男子M30 800m 小林 祐也 長野市 大会新 2,07.55 

女子W50 100m 宮田 直美 茨城 大会新 13.31(+1.1) 

男子M85 100m 渡辺 整二 池田町 県新 17.29(+1.3) 

男子M55 100m 畠中 一起 愛知 大会新 12.12(+0.7) 

男子M50 5000m 百瀬 州一 安曇野市 大会新 17,53.74 

男子M55 400m 米倉 秀人 石川 大会新 1,00.82 

女子W50 60m 宮田 直美 茨城 日本新・大会新 8.26(+0.6) 

女子W35 60m 熊谷 香織 長野市 大会新 8.03 (-0.8) 

男子M45 60m 氷見 和人 富山 大会新 7.36(+2.0) 

男子M45 60m 柴田 伸孝 岐阜 大会新 7.46(+2.0) 

男子M45 60m 中嶋 憲一 上伊那 県新・大会新 7.63(+2.0) 

男子M55 60m 畠中 一起 愛知 大会新 7.66(+0.6) 

男子M55 60m 山下 哲司 東京 大会新 7.92(+0.6) 

女子W40 3000m 小林 美香 長野市 大会新 11,25.62 

女子W60 3000m 友野 優子 上伊那 県新・大会新 13,14.70 

男子M50 3000m 鳥羽 一彦 安曇野市 大会新 10,00.62 

男子M30 110mH 佐々木 洵 新潟 大会新 16.44(+0.6) 

男子M30 110mH 加賀 喬 長野市 県新・大会新 16.67(+0.6) 

男子M35 200m 池田 千明 富山 大会新 22.76(+1.4) 

男子M55 200m 畠中 一起 愛知 大会新 24.58(+1.0) 

男子M55 200m 田中 淳 佐久市 大会新 26.21(+1.0) 

女子W40 1500m 小林 美香 長野市 県新・大会新 5,27.75 

女子W35 1500m 高橋 三紗子 中野須坂 大会新 5,04.26 

男子M30 1500m 小林 祐也 長野市 大会新 4,26.11 

男子M55 棒高跳 小山 吉明 長野市 県新 3.20 

男子M30 ハンマー投 上原 隆伸 松本市 県新・大会新 45.47 

男子M45 ハンマー投 丑澤 和彦 宮城 大会新 43.30 

女子W60 ハンマー投 村上 美乃 静岡 大会新 19.57 

男子M55 走幅跳 山下 哲司 東京 大会新 5.31(+1.2) 

男子M55 走幅跳 山本 大八 中野須坂 大会タイ 5.30(+1.1) 

男子M55 走幅跳 川崎 昭二 東京 大会タイ 5.30(+1.1) 

男子M55 砲丸投 川口 均 神奈川 大会新 11.18 

女子W30 砲丸投 中田 裕美 佐久 県新 10.03 

男子M30 やり投 小林 聖典 長野市 大会新 32.67 

男子M30 やり投 佐藤 秀一 福島 大会新 26.14 

男子M45 やり投 須崎 一弘 上田市 大会新 47.71 

男子M75 やり投 布施 元弘 佐久 大会新 37.12 

男子M80 やり投 佐々木 敏夫 上田市 大会新 21.48 

女子W70 やり投 市川 節子 安曇野市 大会新 17.62 

男子M55 走高跳 百瀬 晶文 松本市 大会新 1.55 

女子W45 三段跳 西澤 香 長野市 大会新 10.67(+1.3) 

女子W45 三段跳 内藤 知華 茨城 大会新 10.01(+1.0) 

女子W65 三段跳 大日向 暁子 松本市 大会新 9.73(+1.5) 

女子W40 円盤投 向山 ますみ 上伊那 大会新 16.46 

女子W60 円盤投 村上 美乃 静岡 大会新 22.69 

女子W70 円盤投 市川 節子 安曇野市 大会新 17.76 

女子W75 円盤投 馬場 重子 千曲市 県新・大会新 17.38 

男子M75 円盤投 布施 元弘 佐久市 大会新 30.64 

男子M55 円盤投 川口 均 神奈川 大会新 35.35 

男子M30 円盤投 上原隆伸 松本市 県新・大会新 33.46 


