
大会コード 19170527

２０１９年 ９月２９日（日）
長野市営陸上競技場（競技場コード 172070）
長野マスターズ陸上競技連盟
長野市陸上競技協会

■この競技会で樹立された記録

主 管

第22回長野マスターズ陸上競技長野市大会

期 日
会 場
主 催

記 録 集

【男子】
M35 60m 茂木 厚裕 埼玉県 大会新 7.31(-0.8)
M40 60m 矢澤 悠哉 諏訪 県タイ 7.34(-0.8)
M70 60m 小林 一雄 群馬県 大会新 8.72(+0.1)
M40 100m 矢澤 悠哉 諏訪 県新 11.62(+0.4)
M70 100m 小林 一雄 群馬県 大会新 14.10(-1.2)
M40 400m 鶴巻 亮 新潟県 大会新 55.70
M45 800m 利根川 裕雄 千曲 県新・大会新 2:07.14
M45 1500m 利根川 裕雄 千曲 大会新 4:17.21
M55 1500m 百瀬 州一 安曇平 大会新 4:48.88
M45 3000m 利根川 裕雄 千曲 大会新 9:04.04
M50 5000m 中澤 俊喜 長野市 大会新 16:57.56
M45 110mH 山岸 靖史 岐阜県 大会新 15.49(+1.3)
M50 3000mW 石毛 仁 千葉県 大会創設 17:50.70
M60 3000mW 飯塚 義博 上伊那 県新・大会新 17:17.70
M65 3000mW 山田 賢一 安曇平 大会新 23:45.15
M50 走高跳 大河原 進一 群馬県 大会タイ 1m65
M50 走高跳 宮原 清司 佐久 大会タイ 1m65
M75 走高跳 小俣 攻 上伊那 大会創設 1m05
M60 棒高跳 小山 吉明 長野市 県新 3m10
M75 三段跳 布施 元弘 佐久 県新・大会創設 8m20(+0.5)
M30 砲丸投 上原 隆伸 松本 大会新 12m03
M30 円盤投 上原 隆伸 松本 県タイ・大会新 39m23
M75 円盤投 山田 栄一郎 長野市 大会新 31m11
M90 円盤投 堀内 正美 佐久 県新・大会創設 5m82
M75 ハンマー投 山田 栄一郎 長野市 大会新 31m75
M55 やり投 森 憲之 佐久市 大会新 41m49

【女子】
W70 60m 井尻 けさ代 千曲 大会新 10.02(-2.0)
W40 100m 高畑 志野 松本 県新・大会新 13.61(+0.1)
W45 400m 渡邉 綾 埼玉県 大会新 1:13.93
W45 800m 宮澤 典子 長野市 県新・大会新 2:39.51
W40 1500m 高橋 三紗子 中野須坂 県新・大会新 5:00.44
W40 80mH 高畑 志野 松本 県新・大会新 12.61(-0.3)
W50 80mH 安田 弘江 塩尻木曽 県新・大会新 13.79(-0.1)
W35 3000mW 野池 裕子 佐久 大会新 18:07.15
W40 走高跳 高畑 志野 松本 大会新 1m35
W35 砲丸投 中田 裕美 佐久 大会新 9m71
W75 砲丸投 市川 節子 安曇平 県新・大会新 8m30
W75 円盤投 市川 節子 安曇平 県新・大会新 19m63
W75 やり投 市川 節子 安曇平 県創設・大会創設 15m87
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