
 男子Ｍ-２４ ６０ｍ
日本記録　　6.91　　森川　雄太　　24　　近畿マ選手権　　2021
　県記録　　7.38　　山上　稜真　　19　　鹿児島マ選手権　2020
大会記録　　7.38　　山上　稜真　　19　　第36回　　　　　2020

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.7

  1   1 1225
勇島　海斗(24)
ﾕｳｼﾞﾏ ｶｲﾄ

鹿児島AC      ・鹿児島    7.54

 男子Ｍ２５ ６０ｍ
日本記録　　6.93　　所　京佑　　　　28　　岐阜マ選手権　　2021
　県記録　　7.03　　ﾗﾝｽﾞﾎﾞﾛｰ ｻﾐｭｴﾙ　28　　鹿児島マ選手権　2021　　
大会記録　　7.03　　ﾗﾝｽﾞﾎﾞﾛｰ ｻﾐｭｴﾙ　28　　第37回　　　　　2021　

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.7

  1   2 1187
ﾗﾝｽﾞﾎﾞﾛｰ ｻﾐｭｴﾙ(29)

ﾗﾝｽﾞﾎﾞﾛｰ ｻﾐｭｴﾙ
鹿児島AC      ・鹿児島    6.98 NGR NPR

  2   3 1199
岡田　竜二(26)
ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ

SCC           ・鹿児島    7.50

 男子Ｍ３０ ６０ｍ
日本記録    6.84    白木　謙吉    30    福井マ選手権    2016
  県記録    7.00    川路　龍世    30    鹿児島マ選手権  2019
大会記録    7.00    川路　龍世    30    第35回          2019

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.7

  1   4 1204
鵜狩　陽輔(34)
ｳｶﾘ ﾖｳｽｹ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島    7.64

 男子Ｍ３５ ６０ｍ
日本記録    6.87    譜久里　武    38    全日本マ選手権  2009
  県記録    7.01    児玉　安昭    36    九州マ選手権  　2019
大会記録    7.14    児玉　安昭    36    第35回          2019

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.7

  1   8  989
児玉　　安昭(39)

ｺﾀﾞﾏ  ﾔｽｱｷ
鹿児島AC      ・鹿児島    7.61

  2   6 1194
古田　真悟(35)
ﾌﾙﾀ ｼﾝｺﾞ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島    7.78

  3   5 1217
餅井　祥太(35)
ﾓﾁｲ ｼｮｳﾀ

鹿児島陸協    ・鹿児島    7.93

  4   7 1198
餅井　潤(38)
ﾓﾁｲ ｼﾞｭﾝ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島    8.06

 男子Ｍ４５ ６０ｍ
日本記録    7.05    水口　政人    45   東京トラック記録会  2019
  県記録    7.70    熊澤　典良    46   鹿児島マ選手権 　　 2014

 大会記録    7.70    熊澤　典良    46   第30回              2014

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-3.2

  1   4  943
内田　大介(45)
ｳﾁﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

鹿児島AC      ・鹿児島    7.68 NPR NGR

  2   5 1163
松山　茂晴(46)
ﾏﾂﾔﾏ ｼｹﾞﾊﾙ

宮崎ｱｽﾘｰﾄ     ・宮　崎    7.82

  3   8 1156
中川　拓郎(46)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾛｳ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島    7.94

  4   2 1285
光田　武(49)
ﾐﾂﾀﾞ ﾀｹｼ

福岡マスターズ・福　岡    8.09

  5   7  826
溝川　卓也(46)
ﾐｿﾞｶﾜ ﾀｸﾔ

福岡マスターズ・福　岡    8.16

  6   6 1061
西田　希人(47)
ﾆｼﾀﾞ ﾏﾚﾄ

鹿児島陸協    ・鹿児島    8.37

  3 1203
湯之前　清和(46)

ﾕﾉﾏｴ ｷﾖｶｽﾞ
鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 DNS

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場/ NPR：県新記録）
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 男子Ｍ５０ ６０ｍ
日本記録    7.22 　 宮本　義久 　 50 　 長野マ選手権　  2018
  県記録    7.78    牧　陽一      50    鹿児島マ選手権  2009
大会記録    7.78    牧　陽一   　 50    第25回          2009

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.4

  1   6 1113
ｽﾛｰﾝ ﾛﾊﾞｰﾄ(53)
ｽﾛｰﾝ ﾛﾊﾞｰﾄ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島    7.87

  2   7 1112
島津　健児(53)
ｼﾏﾂﾞ ｹﾝｼﾞ

鹿児島陸協    ・鹿児島    8.14

  3   5 1133
谷川　和夫(53)
ﾀﾆｶﾞﾜ ｶｽﾞｵ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島    8.25

  4   4  938
熊澤　典良(54)
ｸﾏｻﾞﾜ ﾉﾘﾖｼ

鹿児島陸協    ・鹿児島    8.29

  5   3  384
井手口　勝博(53)

ｲﾃﾞｸﾞﾁ ｶﾂﾋﾛ
鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島    9.20

  6   8 1200
津曲　隆志(51)
ﾂﾏｶﾞﾘ ﾀｶｼ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島    9.53

 男子Ｍ５５ ６０ｍ
日本記録　　7.53　　高木　弘一　　55　　全日本マ選手権　　2009
　県記録　　7.99　　徳田　和昭　　58　　　　　　　　　　　2008　
大会記録　　8.06　　牧　陽一　　　55　　第30回　　　　　　2014　

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.5

  1   7 1129
四本　信仁(57)
ﾖﾂﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋﾄ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島    8.35

  2   3  784
花北　孝一(57)
ﾊﾅｷﾀ ｺｳｲﾁ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島    8.79

  3   4 1188
長野　勝悟(56)
ﾅｶﾞﾉ ｼｮｳｺﾞ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島    8.84

  4   6  573
林　高宏(57)
ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ

大分ﾏｽﾀｰｽﾞ    ・大　分    8.95

  5 1189
関戸　達哉(55)
ｾｷﾄﾞ ﾀﾂﾔ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 DNS

 男子Ｍ６０ ６０ｍ
日本記録    7.62    浅村　史郎    　　60    愛知マ選手権    2004
  県記録    8.01    肥後　秀憲   　　 60    県選手権        2007
大会記録    8.01    肥後　秀憲   　　 60    第23回          2007

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.9

  1   7  295
牧　陽一(63)
ﾏｷ ﾖｳｲﾁ

NIFS・SC      ・鹿児島    8.50

  2   2 1063
前田　正幸(63)
ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾕｷ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島    8.83

  3   8  780
岩元　博(62)
ｲﾜﾓﾄ ﾋﾛｼ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島    9.16

  4   4 1135
泊　輝善(63)
ﾄﾏﾘ ﾃﾙﾖｼ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   10.07

  3 1102
中村　英樹(63)
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 DNS

  5  983
辻　浩二(64)
ﾂｼﾞ ｺｳｼﾞ

NIFS・SC      ・鹿児島 DNS

  6  666
沖田　隆雄(63)
ｵｷﾀ ﾀｶｵ

熊本マスターズ・熊　本 DNS

凡例（DNS:欠    場）
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 男子Ｍ６５ ６０ｍ
日本記録    8.01    高橋　政幸    65    全日本マ選手権  2015
  県記録    8.51    福永　進汎    66    全国スポレク    2001
大会記録    8.68    肥後　秀彦    67    第19回          2003

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.1

  1   4  633
松本　良幸(67)
ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾕｷ

熊本マスターズ・熊　本    8.74

  2   2  905
井上　憲治(65)
ｲﾉｳｴ ｹﾝｼﾞ

福岡マスターズ・福　岡    8.94

  3   3 1079
元栄　紀夫(68)
ﾓﾄｴ ﾉﾘｵ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島    9.46

 男子Ｍ７０ ６０ｍ
日本記録    8.31    佐伯　　勇    71    愛媛マ選手権    2006
  県記録    8.70    福永　進汎    70    県選手権        2005
大会記録    8.70    福永　進汎    70    第21回          2005

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.1

  1   6 1067
柴田　哲(71)
ｼﾊﾞﾀ ｻﾄｼ

NIFS・SC      ・鹿児島    9.37

  2   7  887
森木　隆(73)
ﾓﾘｷ ﾀｶｼ

NIFS・SC      ・鹿児島    9.98

  3   5  290
佐武　義郎(71)
ｻﾀｹ ﾖｼﾛｳ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   11.16

  8   72
坂本　敏雄(73)
ｻｶﾓﾄ ﾄｼｵ

熊本マスターズ・熊　本 DNS

 男子Ｍ７５ ６０ｍ
日本記録    8.59    中村　勝利　　75     大分マ選手権　　2018
  県記録    8.61    石神　三郎    76    宮崎・鹿児島合同 2006
大会記録　　9.47　　福永　進汎　　75　　第26回　　　　　 2010
　　　　　　9.47　　下新原　明人　78　　第34回           2017

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.5

  1   4  657
栄　正孝(77)
ｻｶｴ ﾏｻﾀｶ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   10.28

  3  153
徳永　良一(76)
ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｮｳｲﾁ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 DNS

 男子Ｍ８０ ６０ｍ
日本記録　　8.92　　泥谷　久光　　80　　九州マ選手権　　 2012
　県記録　　9.27　　石神　三郎　　81　　全日本選手権　　 2011
大会記録　　9.50　　石神　三郎　　80　　第26回　　　　　 2010

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.5

  5  917
赤﨑　冨千郎(82)

ｱｶｻｷ ﾌｼﾞﾛｳ
鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 DNS

 男子Ｍ９０+ ６０ｍ
日本記録　　10.13　　田中　博男　　90　　青森マ選手権 　2021
　県記録　　－
大会記録　　－　

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.5

  6   23
石神　三郎(91)
ｲｼｶﾞﾐ ｻﾌﾞﾛｳ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 DNS

凡例（DNS:欠    場）
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 男子Ｍ-２４ １００ｍ
日本記録　　10.55　　与那原　良貴　24　　国体陸上競技選手権　2020
　県記録　　11.58　　横田　心晟　　23　　鹿児島マ選手権　2020
大会記録　　11.58　　横田　心晟　　23　　第36回　　　　　2020　　　　

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.5

  1   2 1225
勇島　海斗(24)
ﾕｳｼﾞﾏ ｶｲﾄ

鹿児島AC      ・鹿児島   11.54 NGR NPR

 男子Ｍ２５ １００ｍ
日本記録　　10.50　　与那原　良貴　25　　名桜大学記録会　2021
 県記録　　 10.85　　川路　龍世　　26　　鹿児島マ選手権　2015
大会記録　　10.85　　川路　龍世　　26　　第31回　　　　　2015

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.5

  1   5 1187
ﾗﾝｽﾞﾎﾞﾛｰ ｻﾐｭｴﾙ(29)

ﾗﾝｽﾞﾎﾞﾛｰ ｻﾐｭｴﾙ
鹿児島AC      ・鹿児島   10.85 =GR =PR

  2   3 1154
豊留　雅也(29)
ﾄﾖﾄﾞﾒ ﾏｻﾔ

鹿児島AC      ・鹿児島   11.39

  3   4 1199
岡田　竜二(26)
ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ

SCC           ・鹿児島   11.71

 男子Ｍ３０ １００ｍ
日本記録　　10.40　　白木　謙吉　　33　　東海選手権　　　2018
 県記録 　　10.92　　川路　龍世　　30　　鹿児島マ選手権　2019
大会記録　　10.92　　川路　龍世　　30　　第35回　　　　　2019

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.5

  1   8 1204
鵜狩　陽輔(34)
ｳｶﾘ ﾖｳｽｹ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   11.93

  2   6 1223
石田　千貴(32)
ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ

レザAC        ・鹿児島   12.12

  3   7 1153
山田　翔太(33)
ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   12.59

 男子Ｍ３５ １００ｍ
日本記録　　10.53　　矢野　昌幸　　35　　沖縄春季記録会　2021
 県記録 　　10.99　　児玉　安昭　　35　　九州マ選手権　　2017
大会記録　　11.29　　児玉　安昭　　35　　第33回　　　　　2017

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.4

  1   5  989
児玉　　安昭(39)

ｺﾀﾞﾏ  ﾔｽｱｷ
鹿児島AC      ・鹿児島   11.65

  2   4 1194
古田　真悟(35)
ﾌﾙﾀ ｼﾝｺﾞ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   12.24

  3   6 1217
餅井　祥太(35)
ﾓﾁｲ ｼｮｳﾀ

鹿児島陸協    ・鹿児島   12.34

  4   7  711
上野　聖史(39)
ｳｴﾉ ｻﾄｼ

AIAC          ・熊　本   12.36

  5   2 1198
餅井　潤(38)
ﾓﾁｲ ｼﾞｭﾝ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   12.69

  6   8 1168
今村　昌平(37)
ｲﾏﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   12.84

  7   3 1177
寺田　賢一(37)
ﾃﾗﾀﾞ ｹﾝｲﾁ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   13.45

凡例（NGR:大会新記録/ =GR:大会ﾀｲ記録/ =PR:県タイ記録/ NPR：県新記録）
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 男子Ｍ４５ １００ｍ
日本記録　　11.02　　赤堀　弘晃　　47　　加古川ナイター　2019
 県記録 　　11.78　　今給黎　忠　　46　　全日本マ選手権　1989
 　　　 　　11.78　　肥後　秀憲　　48　　県記録会　　　　1994
大会記録　　12.06　　寺園　治彦　　45　　第32回　　　　　2016

タイムレース 全2組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.9

  1   5  943
内田　大介(45)
ｳﾁﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

鹿児島AC      ・鹿児島   11.95 NGR

  2   4 1163
松山　茂晴(46)
ﾏﾂﾔﾏ ｼｹﾞﾊﾙ

宮崎ｱｽﾘｰﾄ     ・宮　崎   12.31

  3   7 1156
中川　拓郎(46)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾛｳ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   12.48

  4   3 1285
光田　武(49)
ﾐﾂﾀﾞ ﾀｹｼ

福岡マスターズ・福　岡   12.84

  5   6 1203
湯之前　清和(46)

ﾕﾉﾏｴ ｷﾖｶｽﾞ
鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   15.32

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.3

  1   7 1134
高田　隆(45)
ﾀｶﾀﾞ ﾀｶｼ

レザAC        ・鹿児島   12.31

  2   5  826
溝川　卓也(46)
ﾐｿﾞｶﾜ ﾀｸﾔ

福岡マスターズ・福　岡   12.78

  3   6 1092
髙橋　利幸(47)
ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾕｷ

鹿児島陸協    ・鹿児島   13.08

  4   3 1061
西田　希人(47)
ﾆｼﾀﾞ ﾏﾚﾄ

鹿児島陸協    ・鹿児島   13.27

  4  516
倉岡　和彦(49)
ｸﾗｵｶ ｶｽﾞﾋｺ

熊本マスターズ・熊　本 DNS

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   5  943
内田　大介(45)
ｳﾁﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

鹿児島AC      ・鹿児島   11.95/-0.9 NGR

  2   4 1163
松山　茂晴(46)
ﾏﾂﾔﾏ ｼｹﾞﾊﾙ

宮崎ｱｽﾘｰﾄ     ・宮　崎   12.31/-0.9

  3   7 1134
高田　隆(45)
ﾀｶﾀﾞ ﾀｶｼ

レザAC        ・鹿児島   12.31/-0.3

  4   7 1156
中川　拓郎(46)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾛｳ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   12.48/-0.9

  5   5  826
溝川　卓也(46)
ﾐｿﾞｶﾜ ﾀｸﾔ

福岡マスターズ・福　岡   12.78/-0.3

  6   3 1285
光田　武(49)
ﾐﾂﾀﾞ ﾀｹｼ

福岡マスターズ・福　岡   12.84/-0.9

  7   6 1092
髙橋　利幸(47)
ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾕｷ

鹿児島陸協    ・鹿児島   13.08/-0.3

  8   3 1061
西田　希人(47)
ﾆｼﾀﾞ ﾏﾚﾄ

鹿児島陸協    ・鹿児島   13.27/-0.3

  9   6 1203
湯之前　清和(46)

ﾕﾉﾏｴ ｷﾖｶｽﾞ
鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   15.32/-0.9

 男子Ｍ５０ １００ｍ
日本記録　　11.33　　宮本　義久　　50　　長野マ選手権　　2018
 県記録 　　11.96　　今給黎　忠　　50　　世界ベテランズ　1993
大会記録　　11.98　　寺園　治彦　　51　　第37回　　　　　2021

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.6

  1   8 1039
寺園　治彦(52)
ﾃﾗｿﾞﾉ ﾊﾙﾋｺ

京セラ川内    ・鹿児島   12.07

  2   5 1112
島津　健児(53)
ｼﾏﾂﾞ ｹﾝｼﾞ

鹿児島陸協    ・鹿児島   12.39

  3   6 1133
谷川　和夫(53)
ﾀﾆｶﾞﾜ ｶｽﾞｵ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   13.12

  4   7  938
熊澤　典良(54)
ｸﾏｻﾞﾜ ﾉﾘﾖｼ

鹿児島陸協    ・鹿児島   13.30

  5   4 1169
山下　陽太郎(54)

ﾔﾏｼﾀ ﾖｳﾀﾛｳ
鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   16.35

  3  384
井手口　勝博(53)

ｲﾃﾞｸﾞﾁ ｶﾂﾋﾛ
鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 DNS

 男子Ｍ５５ １００ｍ
日本記録　　11.80　　鶴巻　良助　　55　　世界ベテランズ　1993
 県記録 　　12.30　　池畠　元実　　55　　県選手権　　　　1999
大会記録　　12.30　　池畠　元実　　55　　第13回　　　　　1997

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.6

  1   4 1129
四本　信仁(57)
ﾖﾂﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋﾄ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   13.32

  2   6 1188
長野　勝悟(56)
ﾅｶﾞﾉ ｼｮｳｺﾞ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   14.12

  3   5  347
小久保　真(58)
ｺｸﾎﾞ ﾏｺﾄ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   15.55

  3 1189
関戸　達哉(55)
ｾｷﾄﾞ ﾀﾂﾔ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 DNS

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）
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 男子Ｍ６０ １００ｍ
日本記録　　12.21　　浅村　史郎　　60　　関東マ選手権　　2004
 県記録 　　12.60　　肥後　秀憲　　60　　県選手権　　　　2007
大会記録　　12.60　　肥後　秀憲　　60　　第23回　　　　　2007

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.8

  1   7  295
牧　陽一(63)
ﾏｷ ﾖｳｲﾁ

NIFS・SC      ・鹿児島   13.34

  2   6 1063
前田　正幸(63)
ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾕｷ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   13.69

  3   4  780
岩元　博(62)
ｲﾜﾓﾄ ﾋﾛｼ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   14.33

  4   3 1135
泊　輝善(63)
ﾄﾏﾘ ﾃﾙﾖｼ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   15.96

  2 1102
中村　英樹(63)
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 DNS

  5  666
沖田　隆雄(63)
ｵｷﾀ ﾀｶｵ

熊本マスターズ・熊　本 DNS

 男子Ｍ６５ １００ｍ
日本記録　　12.72　　伊藤　恒夫　　65　　全日本マ選手権　1997
 県記録 　　12.99　　今給黎　忠　　65　　全日本マ選手権　2008
大会記録　　13.18　　今給黎　忠　　66　　第25回　　　　　2009

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.6

  1   5  633
松本　良幸(67)
ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾕｷ

熊本マスターズ・熊　本   13.99

  2   6 1079
元栄　紀夫(68)
ﾓﾄｴ ﾉﾘｵ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   15.25

  3   2 1178
林　豊光(67)
ﾊﾔｼ ﾄﾖﾐﾂ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   16.68

  4  905
井上　憲治(65)
ｲﾉｳｴ ｹﾝｼﾞ

福岡マスターズ・福　岡 DNS

 男子Ｍ７０ １００ｍ
日本記録　　13.26　　山崎　雅彦　　70　　栃木マ記録会　　2017
 県記録 　　13.67　　石神　三郎　　73　　日本選手権　　　2003
大会記録　　13.75　　石神　三郎　　70　　第17回　　　　　2001

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.6

  1   7  887
森木　隆(73)
ﾓﾘｷ ﾀｶｼ

NIFS・SC      ・鹿児島   15.90

  8   72
坂本　敏雄(73)
ｻｶﾓﾄ ﾄｼｵ

熊本マスターズ・熊　本 DNS

 男子Ｍ７５ １００ｍ
日本記録　　13.73　　中村　勝利　　76　　福岡マ選手権　　2018
 県記録 　　13.82　　石神　三郎　　76　　全日本マ選手権　2005
大会記録　　15.55　　下新原　明人　77　　第33回　　　　　2017

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.8

  1   1  529
中島　敏(76)
ﾅｶｼﾏ ｻﾄｼ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   16.20

  2   3  657
栄　正孝(77)
ｻｶｴ ﾏｻﾀｶ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   16.57

  2  153
徳永　良一(76)
ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｮｳｲﾁ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 DNS

凡例（DNS:欠    場）
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 男子Ｍ８０ １００ｍ
日本記録　　14.42　　泥谷　久光　　80　　宮崎マ選手権　　2012
 県記録 　　14.77　　石神　三郎　　80　　全日本選手権　　2010
大会記録　　16.54　　赤崎　冨千郎　80　　第37回　　　　　2021

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.8

  1   4  482
橋本　洋三(80)
ﾊｼﾓﾄ ﾖｳｿﾞｳ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   18.60

  2   7   38
河北　捨己(84)
ｶﾜｷﾀ ｽﾃﾐ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   23.53

  5  917
赤﨑　冨千郎(82)

ｱｶｻｷ ﾌｼﾞﾛｳ
鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 DNS

  6 1147
中田　善勲(83)
ﾅｶﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 DNS

 男子Ｍ８５ １００ｍ
日本記録　　15.08　　田中　博男　　86　　秋田マ選手権　　2017
 県記録 　　18.12　　浜崎　行雄　　87　　鹿児島マ選手権　2021
大会記録　　18.12　　浜崎　行雄　　87　　第37回　　　　　2021

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.8

  1   8   26
浜崎　行雄(88)
ﾊﾏｻｷ ﾕｷｵ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   18.75

 男子Ｍ-２４ ２００ｍ
日本記録　　21.50　　佐藤　玄主　　21　近畿マ選手権　　2021
　県記録　　23.04　　横田　心晟　　23　鹿児島マ選手権　2020
大会記録　　23.04　　横田　心晟　　23　第36回　　　　　2020

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.4

  1   3 1225
勇島　海斗(24)
ﾕｳｼﾞﾏ ｶｲﾄ

鹿児島AC      ・鹿児島   22.77 NGR NPR

 男子Ｍ２５ ２００ｍ
日本記録　　21.69　　前田　盛翔　　　29　関西実業団　　　2021
　県記録　　22.31　　ﾗﾝｽﾞﾎﾞﾛｰ ｻﾐｭｴﾙ　28　鹿児島マ選手権　2021
大会記録　　22.31　　ﾗﾝｽﾞﾎﾞﾛｰ ｻﾐｭｴﾙ　28　第37回　　　　　2021

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.4

  1   5 1187
ﾗﾝｽﾞﾎﾞﾛｰ ｻﾐｭｴﾙ(29)

ﾗﾝｽﾞﾎﾞﾛｰ ｻﾐｭｴﾙ
鹿児島AC      ・鹿児島   21.85 NGR NPR

  2   4 1199
岡田　竜二(26)
ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ

SCC           ・鹿児島   24.62

 男子Ｍ３０ ２００ｍ
日本記録　　21.26　　當眞　裕樹　　31　　大牟田ｻﾏｰ記録会　2018
　県記録　　22.38　　児玉　安昭　　34　　九州マ選手権　 　2016
大会記録　　22.70　　児玉　安昭　　34　　第32回　　　　 　2016

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.4

  6 1223
石田　千貴(32)
ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ

レザAC        ・鹿児島 DNS

 男子Ｍ３５ ２００ｍ
日本記録　　20.92　　藤光　謙司　　35　　ﾃﾞﾝｶﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ　2021
 県記録 　　22.31　　児玉　安昭　　35　　日本マ選手権　　2017
大会記録　　23.27　　内田　大介　　35　　第28回　　　　　2012

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.4

  1   7 1198
餅井　潤(38)
ﾓﾁｲ ｼﾞｭﾝ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   26.89

  8  989
児玉　　安昭(39)

ｺﾀﾞﾏ  ﾔｽｱｷ
鹿児島AC      ・鹿児島 DNS

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場/ NPR：県新記録）
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 男子Ｍ４５ ２００ｍ
日本記録　　22.73　　伊藤　進一郎　45　　愛知マ選手権　　2017
 県記録 　　24.30　　肥後　秀憲　　48　　鹿児島マ選手権　1994
大会記録　　24.30　　肥後　秀憲　　48　　第10回　　　　　1994

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.5

  1   4 1163
松山　茂晴(46)
ﾏﾂﾔﾏ ｼｹﾞﾊﾙ

宮崎ｱｽﾘｰﾄ     ・宮　崎   24.94

  2   3  943
内田　大介(45)
ｳﾁﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

鹿児島AC      ・鹿児島   25.23

 男子Ｍ５０ ２００ｍ
日本記録　　23.30　　小高　孝二　　50　　岐阜マ選手　　　2018
 県記録 　　24.63　　寺園　治彦　　51　　鹿児島マ選手権　2021
大会記録　　24.63　　寺園　治彦　　51　　第37回　　　　　2021

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.5

  1   8 1039
寺園　治彦(52)
ﾃﾗｿﾞﾉ ﾊﾙﾋｺ

京セラ川内    ・鹿児島   24.81

  2   6 1112
島津　健児(53)
ｼﾏﾂﾞ ｹﾝｼﾞ

鹿児島陸協    ・鹿児島   25.82

  3   7 1133
谷川　和夫(53)
ﾀﾆｶﾞﾜ ｶｽﾞｵ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   27.35

  5 1113
ｽﾛｰﾝ ﾛﾊﾞｰﾄ(53)
ｽﾛｰﾝ ﾛﾊﾞｰﾄ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 DNS

 男子Ｍ６０ ２００ｍ
日本記録　　25.49　　大江　良一　　60　みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ　2014
 県記録 　　26.18　　肥後　秀憲　　60　鹿児島マ選手権 　　2007
大会記録　　26.18　　肥後　秀憲　　60　第23回　　　　 　　2007

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.4

  1   5  295
牧　陽一(63)
ﾏｷ ﾖｳｲﾁ

NIFS・SC      ・鹿児島   28.92

  2   6  559
水流添　主税(63)

ﾂﾙｿﾞｴ ﾁｶﾗ
鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   29.82

  3   3  780
岩元　博(62)
ｲﾜﾓﾄ ﾋﾛｼ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   30.03

  4 1102
中村　英樹(63)
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 DNS

 男子Ｍ６５ ２００ｍ
日本記録　　26.30　　大江　良一　　65　　滋賀マ選手権　2019
 県記録 　　28.27　　肥後　秀彦　　65　　全日本選手権　2000
大会記録　　28.27　　肥後　秀彦　　65　　第16回　　　　2000

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.4

  1   7  905
井上　憲治(65)
ｲﾉｳｴ ｹﾝｼﾞ

福岡マスターズ・福　岡   29.90

  2   8 1079
元栄　紀夫(68)
ﾓﾄｴ ﾉﾘｵ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   32.63

 男子Ｍ７０ ２００ｍ
日本記録　　27.34　　山崎　雅彦　　70　　埼玉マ選手権　2017
 県記録 　　29.02　　肥後　秀彦　　70　　アジア選手権　2004
大会記録　　29.59　　肥後　秀彦　　71　　第21回　　　　2005

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.7

  1   2 1067
柴田　哲(71)
ｼﾊﾞﾀ ｻﾄｼ

NIFS・SC      ・鹿児島   32.72

凡例（DNS:欠    場）
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 男子Ｍ７５ ２００ｍ
日本記録　　29.35　　泥谷　久光　　78　　九州マ選手権　2009
 県記録 　　31.78　　肥後　秀彦　　77　　アジア選手権　2011
大会記録　　31.78　　肥後　秀彦　　77　　第27回　　　　2011

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.7

  1   3  529
中島　敏(76)
ﾅｶｼﾏ ｻﾄｼ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   35.48

  2   5  657
栄　正孝(77)
ｻｶｴ ﾏｻﾀｶ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   35.81

  3   4 1002
斉藤　勝(78)
ｻｲﾄｳ ﾏｻﾙ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島  1:12.03

 男子Ｍ８０ ２００ｍ
日本記録　　29.54　　泥谷　久光　　80　　宮崎マ選手権　　　2012
 県記録 　  38.90　　桑畑　芳輝　　81　　鹿・宮合同記録会　2019
大会記録　  39.42　　桑畑　芳輝　　82　　第36回　　　　　　2020

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.7

  1   7 1116
桑幡　芳輝(84)
ｸﾜﾊﾀ ﾖｼﾃﾙ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   42.04

  6  871
大曲　覃(82)
ｵｵﾏｶﾞﾘ ﾋﾛｼ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 DNS

 男子Ｍ８５ ２００ｍ
日本記録　　31.69　　泥谷　久光　　85　　全日本マ選手権　　2016
 県記録　　 40.96　　浜崎　行雄　　87　　鹿児島マ選手権　　2021
大会記録　  40.96　　浜崎　行雄　　87　　第37回　　　　　　2021

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.7

  1   8   26
浜崎　行雄(88)
ﾊﾏｻｷ ﾕｷｵ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   42.02

 男子Ｍ２５ ４００ｍ
日本記録　　48.09　　土屋　順哉　　25　　東部記録会　　　2021
 県記録　　 50.90　　中島　香寿美　27　　鹿児島マ選手権　2021
大会記録　  50.90　　中島　香寿美　27　　第37回　　　　　2021

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3 1154
豊留　雅也(29)
ﾄﾖﾄﾞﾒ ﾏｻﾔ

鹿児島AC      ・鹿児島   48.78 NGR NPR

  2   1 1216
小倉　大樹(26)
ｵｸﾞﾗ ﾀﾞｲｷ

レザAC        ・鹿児島   53.94

  3   2 1182
関山　真弥(29)
ｾｷﾔﾏ ｼﾝﾔ

レザAC        ・鹿児島   56.73

 男子Ｍ３５ ４００ｍ
日本記録　　47.91　　岩田　晃　　　35　　松本市民体育大会　2019
 県記録 　　51.16　　岡島　慶貴　　35　　鹿児島マ選手権　　2021　　
大会記録　　51.16　　岡島　慶貴　　35　　第37回　　　　　　2021

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  711
上野　聖史(39)
ｳｴﾉ ｻﾄｼ

AIAC          ・熊　本   55.09

 男子Ｍ４５ ４００ｍ
日本記録　　50.96　　米川　佳孝　　45　　三重選手権　　  2016
 県記録 　　54.87　　谷尾　政満　　45　　鹿児島マ選手権  1993
大会記録　　54.87　　谷尾　政満　　45　　第9回　　　　　 1993

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   5 1134
高田　隆(45)
ﾀｶﾀﾞ ﾀｶｼ

レザAC        ・鹿児島   54.93

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場/ NPR：県新記録）
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 男子Ｍ５０ ４００ｍ
日本記録　　52.87　　秋山　俊二　　50　　全日本マ選手権  2012
 県記録 　　56.73　　池畠　元実　　50　　　　　　　　　  1994　
大会記録　　－

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6 1010
別府　悌浩(50)
ﾍﾞｯﾌﾟ ﾖｼﾋﾛ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島  1:03.58

  7 1464
小林　裕信(53)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾉﾌﾞ

宮崎マスターズ・宮　崎 DNS

 男子Ｍ６０ ４００ｍ
日本記録　　57.80　　鈴木　久夫　　61　　京都マ選手権　2018
 県記録 　　59.38　　肥後　秀彦　　60　　県選手権　　　1994　
大会記録　1.04.98　　今村　輝實　　60　　第17回　　　　2001

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8  559
水流添　主税(63)

ﾂﾙｿﾞｴ ﾁｶﾗ
鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島  1:07.56

 男子Ｍ７５ ４００ｍ
日本記録　　1.05.32　　桑名　洋人　　75　　福岡マ選手権　2015
 県記録 　　1.10.31　　肥後　秀彦　　76　　アジア選手権　2010
大会記録　　1.25.77　　今村　輝實　　75　　第32回　　　　2016

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  898
窪田　博信(78)
ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾉﾌﾞ

NIFS・SC      ・鹿児島  1:46.42

  2   3 1002
斉藤　勝(78)
ｻｲﾄｳ ﾏｻﾙ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島  2:47.03

  3   5  219
徳永　義文(76)
ﾄｸﾅｶﾞ ﾖｼﾌﾐ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島  3:08.42

 男子Ｍ８０ ４００ｍ
日本記録　　1.10.01　　泥谷　久光　　80　　宮崎マ選手権　　2012
 県記録 　　1.47.01　　大曲　覃　　　80　　鹿児島マ選手権　2020
大会記録　　1.47.01　　大曲　覃　　　80　　第36回　　　 　 2020

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8 1116
桑幡　芳輝(84)
ｸﾜﾊﾀ ﾖｼﾃﾙ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島  1:49.85

  2   7  269
谷川　昇(84)
ﾀﾆｶﾞﾜ ﾉﾎﾞﾙ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島  2:07.92

  6  871
大曲　覃(82)
ｵｵﾏｶﾞﾘ ﾋﾛｼ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 DNS

 男子Ｍ８５ ４００ｍ
日本記録　　1.19.15　　田中　博男　　87　　東北マ選手権　　2018
 県記録 　　－
大会記録　　－

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3   26
浜崎　行雄(88)
ﾊﾏｻｷ ﾕｷｵ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島  1:59.58

 男子Ｍ９０+ ４００ｍ
日本記録　　2.36.13　　宮内　義光　　96　　鹿児島マ選手権　　2021
 県記録　　 2.36.13　　宮内　義光　　96　　鹿児島マ選手権　　2021
大会記録　  2.36.13　　宮内　義光　　96　　第37回　　　　　　2021

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4   19
宮内　義光(97)
ﾐﾔｳﾁ ﾖｼﾐﾂ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島  2:56.01

凡例（DNS:欠    場）
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 男子Ｍ３５ ８００ｍ
日本記録　　1.52.00　　矢部　泰志　　35　　実業団対抗　 　 2018
 県記録　　 2.04.21　　福永　守男　　35　　鹿児島マ選手権　1996
大会記録　  2.04.21　　福永　守男　　35　　第12回　　　　　1996

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   1 1144
宮下　周(39)
ﾐﾔｼﾀ ｼｭｳ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島  2:19.93

 男子Ｍ４５ ８００ｍ
日本記録　　2.00.15　　小西　亘　　　45　　日体大記録会　2013
 県記録 　　2.10.48　　本高　和弘　　46　　県選手権　　　2004　
大会記録　　2.10.48　　本高　和弘　　46　　第20回　　　　2004

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   2 1124
早瀬　道正(47)
ﾊﾔｾ ﾐﾁﾏｻ

鹿児島陸協    ・鹿児島  2:21.46

 男子Ｍ５５ ８００ｍ
日本記録　　2.12.19　　吾郷　辰郎　　55　　全日本マ選手権　1991
 県記録 　　2.13.92　　本高　和弘　　55　　鹿児島マ選手権　2013
大会記録　　2.13.92　　本高　和弘　　55　　第29回　　　　　2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  4   3 1090
定栄　正明(59)
ｼﾞｮｳｴｲ ﾏｻｱｷ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島  2:37.99

 男子Ｍ６０ ８００ｍ
日本記録　　2.17.31　　福岡　豊則　　60　　県民スポーツ　　2003
 県記録 　　2.24.70　　本高　和弘　　60　　鹿児島マ選手権　2017
大会記録　　2.24.70　　本高　和弘　　60　　第33回　　　　　2017

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   5  238
西別府　浩明(60)

ﾆｼﾍﾞｯﾌﾟ ﾋﾛｱｷ
鹿児島陸協    ・鹿児島  2:23.85 NGR NPR

  2   4 1166
中村　浩一(60)
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島  2:47.62

  6  522
箱川　道彦(64)
ﾊｺｶﾞﾜ ﾐﾁﾋｺ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 DNS

 男子Ｍ６５ ８００ｍ
日本記録　　2.21.62　　礒脇　始　　　65　　全日本マ選手権　2013
 県記録 　　2.29.54　　富奥　勝己　　66　　九州選手権　　　2007
大会記録　　2.32.01　　上村　二郎　　66　　第13回　　　　　1997

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8  920
本坊　佳満(67)
ﾎﾝﾎﾞｳ ﾖｼﾐﾂ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島  2:59.19

  2   9 1219
丸野　光男(68)
ﾏﾙﾉ ﾐﾂｵ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島  3:04.06

  7 1215
伊集院　国博(65)

ｲｼﾞｭｳｲﾝ ｸﾆﾋﾛ
TEAM R×L+    ・埼　玉 DNS

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場/ NPR：県新記録）
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 男子Ｍ７０ ８００ｍ
日本記録　　2.30.13　　礒脇　始　　　70　　福岡マ選手権　　2018
 県記録 　　2.35.22　　宮内　義光　　71　　県記録会　　　　1995
大会記録　　2.38.47　　宮内　義光　　72　　第12回　　　　　1996

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3  161
外薗　幸一(74)
ﾎｶｿﾞﾉ ｺｳｲﾁ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島  2:53.17

  1  317
轟木　文夫(71)
ﾄﾄﾞﾛｷ ﾌﾐｵ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 DNS

  2  632
増田　三郎(72)
ﾏｽﾀﾞ ｻﾌﾞﾛｳ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 DNS

 男子Ｍ７５ ８００ｍ
日本記録　　2.43.78　　吉田　昌司　　75　　関東マ選手権　　2016
 県記録 　　2.44.92　　宮内　義光　　77　　全日本選手権　　2001
大会記録　　2.48.69　　宮内　義光　　75　　第16回　　　　　2000

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  197
本村　敏英(75)
ﾓﾄﾑﾗ ﾄｼﾋﾃﾞ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島  3:27.85

  2   6  898
窪田　博信(78)
ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾉﾌﾞ

NIFS・SC      ・鹿児島  4:11.31

  3   7 1002
斉藤　勝(78)
ｻｲﾄｳ ﾏｻﾙ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島  6:19.84

  4   5  219
徳永　義文(76)
ﾄｸﾅｶﾞ ﾖｼﾌﾐ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島  6:27.14

 男子Ｍ８０ ８００ｍ
日本記録　　2.54.19　　緑川　七郎　　81　　福島マ選手権　2013
 県記録 　　2.59.63　　宮内　義光　　80　　　　　　　　　2004　
大会記録　　－

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  8  871
大曲　覃(82)
ｵｵﾏｶﾞﾘ ﾋﾛｼ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 DNS

 男子Ｍ９０+ ８００ｍ
日本記録　　5.02.72　　宮内　義光　　95　　全日本マ選手権　2019
 県記録 　　5.02.72　　宮内　義光　　95　　全日本マ選手権　2019
大会記録　  5.30.88　　宮内　義光　　96　　第36回　　　　　2020

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   9   19
宮内　義光(97)
ﾐﾔｳﾁ ﾖｼﾐﾂ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島  6:02.31

 男子Ｍ２５ １５００ｍ
日本記録　　3.57.90　　中野　弘章　　25　　鹿屋体大競技会　2020
 県記録 　　3.57.90　　中野　弘章　　25　　鹿屋体大競技会　2020
大会記録　　4.04.45　　中野　弘章　　26　　第37回　　　　　2021

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   1 1140
中野　弘章(27)
ﾅｶﾉ ﾋﾛｱｷ

NTC           ・鹿児島  4:02.55 NGR

 男子Ｍ３０ １５００ｍ
日本記録　　3.50.69　　蓑和　廣太朗　30　平成国際長距離競技会 2021
　県記録　　4.06.05　　福永　守男　　31　　　　　　　　　　　 1991
大会記録　　－

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   2 1227
中野　正貴(30)
ﾅｶﾉ ﾏｻｷ

NTC           ・鹿児島  4:34.30

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）
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 男子Ｍ４０ １５００ｍ
日本記録　　3.58.53　　竹中　泰知　　41　　中京大土曜競技会　2014
 県記録　　 4.11.37　　山内　仁志　　41　　鹿児島マ選手権　　1998
大会記録　　4.11.37　　山内　仁志　　41　　第14回　　　　　　1998

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3 1207
本田　寿雄(40)
ﾎﾝﾀﾞ ﾄｼｵ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島  4:41.20

 男子Ｍ４５ １５００ｍ
日本記録　　4.00.19　　小西　亘　　　46　　平成国際大競技会　2014
 県記録　　 4.22.33　　本高　和弘　　46　　鹿児島マ選手権　　2004
大会記録　  4.22.33　　本高　和弘　　46　　第20回　　　　　　2004

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6 1109
山口　秋伸(47)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾉﾌﾞ

鹿児島陸協    ・鹿児島  4:48.61

  2   5 1124
早瀬　道正(47)
ﾊﾔｾ ﾐﾁﾏｻ

鹿児島陸協    ・鹿児島  4:53.21

  3   4 1041
堤　由光(45)
ﾂﾂﾐ ﾖｼﾐﾂ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島  5:23.26

 男子Ｍ５０ １５００ｍ
日本記録　　4.08.49　　利根川　裕雄　50　　北信地区選手権　2021
 県記録 　　4.25.93　　本高　和弘　　50　　九州選手権　　　2007
大会記録　　4.29.10　　右田　忍　　　51　　第2回　　　　　 1986

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   9 1167
寺園　隆志(54)
ﾃﾗｿﾞﾉ ﾀｶｼ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島  4:50.51

  2   8 1213
萩木塲　啓三(53)

ﾊｷﾞｺﾊﾞ ｹｲｿﾞｳ
鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島  5:07.51

  3   7 1224
髙橋　康弘(50)
ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾋﾛ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島  5:28.58

 男子Ｍ５５ １５００ｍ
日本記録　　4.24.90　　保坂　好久　　55　　東京マ選手権　　2004
 県記録 　　4.33.49　　本高　和弘　　57　　鹿児島マ選手権　2013
大会記録　　4.33.49　　本高　和弘　　57　　第29回　　　　　2013

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  12 1176
青木　浩人(59)
ｱｵｷ ﾋﾛﾄ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島  5:17.32

  2  10  796
戸田　創(57)
ﾄﾀﾞ ｿｳ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島  5:24.34

 11  811
有村　憲治(58)
ｱﾘﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 DNS

 13 1090
定栄　正明(59)
ｼﾞｮｳｴｲ ﾏｻｱｷ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 DNS

 男子Ｍ６０ １５００ｍ
日本記録　　4.34.86　　前田　利保　　60　　世界マ大会開催記念 2000
 県記録 　　4.42.73　　富奥　勝己　　60　　県選手権　　　　　 2001
大会記録　　4.42.73　　富奥　勝己　　60　　第17回　　　　　　 2001

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   1  238
西別府　浩明(60)

ﾆｼﾍﾞｯﾌﾟ ﾋﾛｱｷ
鹿児島陸協    ・鹿児島  5:10.28

凡例（DNS:欠    場）
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 男子Ｍ６５ １５００ｍ
日本記録　　4.49.98　　緑川　七郎　　65　　東京マ選手権　　1997
 県記録 　　5.05.88　　宮内　義光　　69　　世界ベテランズ　1993
大会記録　　5.07.18　　宮内　義光　　66　　第6回　　　　　 1990

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   2  920
本坊　佳満(67)
ﾎﾝﾎﾞｳ ﾖｼﾐﾂ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島  6:03.05

 男子Ｍ７０ １５００ｍ
日本記録　　5.08.71　　宮内　義光　　71　　鹿児島マ記録会　1995
 県記録 　　5.08.71　　宮内　義光　　71　　県記録会　　　　1995
大会記録　　5.12.68　　宮内　義光　　70　　第10回　　　　　1994

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  161
外薗　幸一(74)
ﾎｶｿﾞﾉ ｺｳｲﾁ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島  5:49.91

  3  317
轟木　文夫(71)
ﾄﾄﾞﾛｷ ﾌﾐｵ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 DNF

 男子Ｍ７５ １５００ｍ
日本記録　　5.22.40　　緑川　七郎　　75　　福島マ選手権　　2007
 県記録 　　5.22.70　　宮内　義光　　75　　県選手権　　　　1999
大会記録　　5.22.70　　宮内　義光　　75　　第15回　　　　　1999

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  5  197
本村　敏英(75)
ﾓﾄﾑﾗ ﾄｼﾋﾃﾞ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 DNS

 男子Ｍ８０ １５００ｍ
日本記録　　5.59.11　　宮内　義光　　80　　全日本マ選手権　2004
 県記録 　　5.59.11　　宮内　義光　　80　　全日本マ選手権　2004
大会記録　　－

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   7   38
河北　捨己(84)
ｶﾜｷﾀ ｽﾃﾐ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島  9:42.03

  6 1147
中田　善勲(83)
ﾅｶﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 DNS

 男子Ｍ９０+ １５００ｍ
日本記録　　10.10.88　　宮内　義光　　95　　全日本マ選手権　2019
　県記録　　10.10.88　　宮内　義光　　95　　全日本マ選手権　2019
大会記録　  11.02.88　　宮内　義光　　96　　第36回　　　　　2020

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8   19
宮内　義光(97)
ﾐﾔｳﾁ ﾖｼﾐﾂ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 12:27.91

凡例（DNF:途中棄権/ DNS:欠    場）
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 男子Ｍ４０ ３０００ｍ
日本記録　　8.28.90　　 利根川　裕雄　41　北信地区記録会　　2012
 県記録 　　10.44.96　　山口　秋信　　44　鹿児島マ選手権　　2019　　　　　
大会記録　　10.44.96　　山口　秋信　　44　第35回　　　　　　2019　

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   1 1207
本田　寿雄(40)
ﾎﾝﾀﾞ ﾄｼｵ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島  9:57.57 NGR NPR

 男子Ｍ４５ ３０００ｍ
日本記録　　8.41.89　　竹中　泰知　　45　　愛知長距離競技　2018
 県記録 　　9.35.70　　本高　和弘　　46　　　　　　　　　　2003　
大会記録　　－　　

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   2 1041
堤　由光(45)
ﾂﾂﾐ ﾖｼﾐﾂ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 11:38.36

 男子Ｍ５０ ３０００ｍ
日本記録　　 8.48.17　　平塚　潤　　　51　　ﾃﾞｽﾀﾝｽﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ　2020
 県記録 　　10.18.10　　桑畑　育雄　　53　　　　　　　　　　2000　
大会記録　　－　　

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3 1224
髙橋　康弘(50)
ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾋﾛ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 12:00.61

 男子Ｍ６０ ３０００ｍ
日本記録　　 9.21.38　　岩永　義次　　60　　佐賀長距離記録会　2020
 県記録 　　10.23.68　　田中　義孝　　60　　鹿児島マ選手権　　2013
大会記録　　10.23.68　　田中　義孝　　60　　第29回　　　　　　2013

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4 1166
中村　浩一(60)
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 12:03.37

  5  522
箱川　道彦(64)
ﾊｺｶﾞﾜ ﾐﾁﾋｺ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 DNS

 男子Ｍ６５ ３０００ｍ
日本記録　　10.20.05　　緑川　七郎　　65　　東京マ選手権　1997
 県記録 　　10.46.19　　宮内　義光　　69　　全国ｽﾎﾟﾚｸ　　 1993
大会記録　　11.50.11　　加冶屋　隆　　67　　第30回　　　　2014

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   7  920
本坊　佳満(67)
ﾎﾝﾎﾞｳ ﾖｼﾐﾂ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 12:17.15

  2   8  821
橋本　健助(68)
ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｽｹ

熊本マスターズ・熊　本 13:36.20

  6 1215
伊集院　国博(65)

ｲｼﾞｭｳｲﾝ ｸﾆﾋﾛ
TEAM R×L+    ・埼　玉 DNS

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場/ NPR：県新記録）
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 男子Ｍ７０ ３０００ｍ
日本記録　　10.49.75　　緑川　七郎　　70　　東京マ選手権　2002
 県記録 　　11.09.24　　宮内　義光　　72　　全国ｽﾎﾟﾚｸ　　 1996
大会記録　　11.44.28　　外薗　幸一　　70　　第34回　　　　2018

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  13  161
外薗　幸一(74)
ﾎｶｿﾞﾉ ｺｳｲﾁ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 12:17.46

  9  317
轟木　文夫(71)
ﾄﾄﾞﾛｷ ﾌﾐｵ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 DNS

 10 1016
恵　繁博(71)
ﾒｸﾞﾐ ｼｹﾞﾋﾛ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 DNS

 11  995
堀切　忠夫(71)
ﾎﾘｷﾘ ﾀﾀﾞｵ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 DNS

 12  632
増田　三郎(72)
ﾏｽﾀﾞ ｻﾌﾞﾛｳ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 DNS

 男子Ｍ７５ ３０００ｍ
日本記録　　11.45.90　　山口  功　　　75　　全日本マスターズ　2016
 県記録 　　12.00.94　　宮内　義光　　76　　県選手権　　　　　2000
大会記録　　12.00.94　　宮内　義光　　76　　第16回　　　　　　2000

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  14  898
窪田　博信(78)
ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾉﾌﾞ

NIFS・SC      ・鹿児島 17:53.38

 男子Ｍ８０ ３０００ｍ
日本記録　　13.02.43　　佐藤　久雄　　80　　東日本マ選手権　2015
 県記録 　　13.10.46　　宮内　義光　　80　　全国スポレク　　2004
大会記録　　14.25.37　　宮内　義光　　83　　第23回　　　　　2007

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  15   38
河北　捨己(84)
ｶﾜｷﾀ ｽﾃﾐ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 21:04.95

 男子Ｍ４０ ５０００ｍ
日本記録　　14.15.34　　利根川　裕雄　41　　北信地区記録会　2012
 県記録 　　15.33.00　　徳吉　国広　　40　　県選手権　　　　1991
大会記録　　－

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   1 1209
坂田　弘幸(44)
ｻｶﾀ ﾋﾛﾕｷ

鹿児島陸協    ・鹿児島 19:01.32

 男子Ｍ４５ ５０００ｍ
日本記録　　14.45.99　　利根川　裕雄　45　　日体大記録会　2016
 県記録 　　15.47.10　　本高　和弘　　46　　県記録会　　　2003　
大会記録　　16.05.53　　本高　和弘　　47　　第19回　　　　2003

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   2 1109
山口　秋伸(47)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾉﾌﾞ

鹿児島陸協    ・鹿児島 18:42.58

 男子Ｍ５０ ５０００ｍ
日本記録　　15.09.30　　岩永　義次　　50　　佐賀選手権　　2011
 県記録 　　15.59.20　　右田　忍　　　53　　県選手権　　　1988　
大会記録　　16.55.44　　本高　和弘　　51　　第25回　　　　2009

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3 1175
中崎　義秀(51)
ﾅｶｻﾞｷ ﾖｼﾋﾃﾞ

鹿児島陸協    ・鹿児島 20:12.69

凡例（DNS:欠    場）
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 男子Ｍ５５ ５０００ｍ
日本記録　　16.00.92　　岩永　義次　　57　　佐賀長距離記録会　2017
 県記録 　　16.42.29　　本高　和弘　　55　　
大会記録　　16.46.40　　右田　忍　　　58　　第6回　　　　　　 1990　

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  835
東　信宏(56)
ﾋｶﾞｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ

伊佐駅伝クラブ・鹿児島 17:59.29

  2   6 1176
青木　浩人(59)
ｱｵｷ ﾋﾛﾄ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 19:19.10

  3   5  796
戸田　創(57)
ﾄﾀﾞ ｿｳ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 19:49.12

 男子Ｍ６５ ５０００ｍ
日本記録　　17.16.57　　喜多　秀喜　　66　　長崎ﾅｲﾀｰ記録会　2019  
　県記録　　18.38.45　　宮内　義光　　69　　　　　　　　　　1993
大会記録　　－

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   7 1219
丸野　光男(68)
ﾏﾙﾉ ﾐﾂｵ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 23:07.54

 男子Ｍ５０ ３０００ｍＷ
日本記録　　13.24.16　　内田　隆幸　　52　　滋賀マ選手権　　1998  
　県記録　　14.40.20　　坂口　六月男　54　　　　　　　　　　1991
大会記録　　－

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   2  591
矢野　牧男(54)
ﾔﾉ ﾏｷｵ

福岡マスターズ・福　岡 17:24.24

  2   1  795
佐多　正二郎(54)

ｻﾀ ｼｮｳｼﾞﾛｳ
福岡マスターズ・福　岡 20:07.06

 男子Ｍ７５ ３０００ｍＷ
日本記録　　17.14.23　　中道　伸　　　78　　全日本マ選手権　　2007        
 県記録 　　19.23.96　　加世田　雅史　79　　鹿・宮合同記録会　2019
大会記録　　19.45.79　　加世田　雅史　78　　第35回　　　　　　2019

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4   52
満留　辰男(77)
ﾐﾂﾄﾞﾒ ﾀﾂｵ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 25:03.63

  2   3   11
吉元　隆(76)
ﾖｼﾓﾄ ﾀｶｼ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 25:17.96

 男子Ｍ８０ ３０００ｍＷ
日本記録　　17.19.51　　中道　伸　　　80　　和歌山マ選手権　2008
 県記録　　 20.07.59　　加世田　雅史　80　　鹿児島マ選手権　2020
大会記録　  20.07.59　　加世田　雅史　80　　第36回　　　　　2020　

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   5 1052
加世田　雅史(81)

ｶｾﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ
鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 20:31.22

  2   6  122
肥後　富男(81)
ﾋｺﾞ ﾄﾐｵ

福岡マスターズ・福　岡 21:24.57
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 男子Ｍ４５ 走高跳
日本記録　　１ｍ９５　　福本　義永　　45　　大阪マ選手権　　 2019
 県記録 　　１ｍ５１　　新穂　正広　　45　　　　　　　　 　　2001  
大会記録　　　－

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1m35 1m40 1m45 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1 1124
早瀬　道正(47)
ﾊﾔｾ ﾐﾁﾏｻ

鹿児島陸協
鹿児島

o   o   x x x 1m40

 男子Ｍ５５ 走高跳
日本記録　　１ｍ７５　　野村　正　　　55　　北相陸上競技会　 2020
 県記録 　　１ｍ５０　　林　伸一　　　57　　鹿児島マ選手権 　2020　　　　 
大会記録　　１ｍ５０　　林　伸一　　　57　　第36回           2020

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  2  736
林　伸一(58)
ﾊﾔｼ ｼﾝｲﾁ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

DNS

 男子Ｍ６０ 走高跳
日本記録　　１ｍ６５　　安里　勝正　　60　　沖縄マ選手権　2008
 県記録 　　１ｍ４０　　石神　三郎　　62　　　　　　　　  1992
大会記録　　１ｍ３５　　内田　節生　　60　　第28回　　　　2012

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1m30 1m35 1m40 1m45 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  3 1108
今村　純孝(60)
ｲﾏﾑﾗ ｽﾐﾀｶ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

o   x o  x o  x x x 1m40 NGR

 男子Ｍ７５ 走高跳
日本記録　　１ｍ３６　　田中　義平　　76　　北海道マ選手権　2010
 県記録 　　１ｍ０５　　満留　辰男　　76　　鹿児島マ選手権　2020
大会記録　　１ｍ０５　　満留　辰男　　76　　第36回　　　　　2020

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1m00 記録 ｺﾒﾝﾄ

  4   52
満留　辰男(77)
ﾐﾂﾄﾞﾒ ﾀﾂｵ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

x x x NM 

凡例（NGR:大会新記録/ NM :記録なし/ DNS:欠    場）
Page:18



 男子Ｍ４０ 走幅跳
日本記録　　７ｍ０１　　森長　正樹　41　　兵庫県陸上選手権　2014
 県記録 　　６ｍ７５　　安田　久憲　44　　九州マ選手権　　　2010
大会記録　　　－

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1 1212
土山　正登(41)
ﾂﾁﾔﾏ ﾏｻﾄ

NIFS・SC
鹿児島

  5m46
-1.2

  5m84
+1.1

  5m64
-0.1

  ×
  5m72
+1.8

  5m67
+0.0

 5m84
+1.1

 男子Ｍ４５ 走幅跳
日本記録　　６ｍ７１　　松原　憲治　48　　愛知選手権記録突破会 2019         
 県記録　　 ６ｍ５３　　安田　久憲　45　　日本マ選手権 　　　　2010         
大会記録　  ６ｍ３４　　安田　久憲　45　　第26回　　　　　　　 2010　　     

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2  826
溝川　卓也(46)
ﾐｿﾞｶﾜ ﾀｸﾔ

福岡マスターズ
福　岡

  5m04
+0.9

  ×
  5m45
+2.2

  5m38
-0.1

  －   －
 5m45
+2.2

  2  3  516
倉岡　和彦(49)
ｸﾗｵｶ ｶｽﾞﾋｺ

熊本マスターズ陸上

熊　本
  4m40
+0.5

  4m22
+1.2

  －   －   －   －
 4m40
+0.5

 男子Ｍ５５ 走幅跳
日本記録　　６ｍ１７　　中澤　学　55　　滋賀マ選手権　 2019 
 県記録 　　５ｍ４７　　脇　武志　55　　県記録会　　　 2008 　
大会記録　  ５ｍ３７　　脇　武志　55　　第26回　　　　 2008　　　           

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  5  784
花北　孝一(57)
ﾊﾅｷﾀ ｺｳｲﾁ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

  ×
  4m95
+2.1

  4m92
+0.4

  4m70
+0.6

  －   －
 4m95
+2.1

  2  4  573
林　高宏(57)
ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ

大分ﾏｽﾀｰｽﾞ
大　分

  ×   ×
  4m04
+1.6

  4m04
-0.1

  ×
  4m17
+0.3

 4m17
+0.3

  6  697
木下　雅徳(58)
ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾉﾘ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

DNS

 男子Ｍ６５ 走幅跳
日本記録　　５ｍ２９　　清水　久七郎　66　　群馬マクラブ対抗　2006
 県記録 　　５ｍ１５　　井手下　盛雄　65　　鹿児島・宮崎合同　2015　　　　　
大会記録　　４ｍ６６　　井手下　盛雄　66　　第32回　　　　　　2016

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  8  695
上野　浩之(65)
ｱｶﾞﾉ ﾋﾛﾕｷ

熊本マスターズ陸上

熊　本
  4m22
+1.3

  ×
  4m24
+0.5

  ×
  3m92
+0.8

  4m48
-1.5

 4m48
-1.5

  7  769
河野　彰寛(65)
ｶﾜﾉ ｱｷﾋﾛ

熊本マスターズ陸上

熊　本
DNS

 男子Ｍ７５ 走幅跳
日本記録　　４ｍ８３　　石神　三郎　　75　　全日本マ選手権　2005
 県記録 　　４ｍ８３　　石神　三郎　　75　　全日本マ選手権　2005
大会記録　　４ｍ７３　　石神　三郎　　76　　第23回　　　　　2006

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  9  821
村瀬　巌(78)
ﾑﾗｾ ｲﾜｵ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

  3m25
+1.3

  3m12
+1.5

  3m02
-0.1

  ×
  3m09
+0.6

  ×
 3m25
+1.3

凡例（DNS:欠    場）
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 男子Ｍ８０ 走幅跳
日本記録　　４ｍ３６　　石神　三郎　　80　　全日本マ選手権　2010
 県記録 　　４ｍ３６　　石神　三郎　　80　　全日本マ選手権　2010
大会記録　　３ｍ８４　　石神　三郎　　80　　第26回　　　　　2010

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1 10  269
谷川　昇(84)
ﾀﾆｶﾞﾜ ﾉﾎﾞﾙ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

  ×   ×   ×
  2m22
-0.5

  2m22
+0.4

  2m33
-1.3

 2m33
-1.3

 男子Ｍ９０+ 走幅跳
日本記録　　２ｍ９７　　木村　喜三　　91　　埼玉マ選手権　　2002
　県記録　　　－
大会記録　　　－　

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

 11   23
石神　三郎(91)
ｲｼｶﾞﾐ ｻﾌﾞﾛｳ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

DNS

 男子Ｍ４５ 三段跳
日本記録　　１３ｍ８５　　今橋　義人　45　　大阪マ選手権　　 1993
 県記録 　　１３ｍ４９　　安田　久憲　45　　日本マ選手権　　 2010  
大会記録　　１３ｍ２６　　安田　久憲　45　　第26回　　　 　　2010

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  516
倉岡　和彦(49)
ｸﾗｵｶ ｶｽﾞﾋｺ

熊本マスターズ陸上

熊　本
DNS

 男子Ｍ６５ 三段跳
日本記録　　１１ｍ４８　　清水　久七郎　66　　関東マ選手権　　 2006
 県記録 　　１０ｍ２８　　井手下　盛雄　65　　鹿児島・宮崎合同 2015　　　　 
大会記録　　　９ｍ２６　　石神　三郎　　66　　第13回　　　　　 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 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2  695
上野　浩之(65)
ｱｶﾞﾉ ﾋﾛﾕｷ

熊本マスターズ陸上

熊　本
  8m84
+2.1

  8m96
+2.1

  8m93
+2.1

  8m90
+2.0

  －
  8m97
+2.8

 8m97
+2.8

  3  769
河野　彰寛(65)
ｶﾜﾉ ｱｷﾋﾛ

熊本マスターズ陸上

熊　本
DNS

 男子Ｍ７５ 三段跳
日本記録　　１０ｍ０５　　森田　真積　　75　　全日本マ選手権　1988
 県記録 　　　８ｍ００　　浜崎　行雄　　75　　九州マ選手権　　2012
大会記録　　　７ｍ９９　　浜崎　行雄　　75　　第28回　　　　　2012

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  4  821
村瀬　巌(78)
ﾑﾗｾ ｲﾜｵ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

  7m13
+2.6

  ×   ×   －   －   －
 7m13
+2.6

 男子Ｍ８０ 三段跳
日本記録　　８ｍ９５　　森田　真積　　80　　世界ベテランズ　　1993
 県記録 　　７ｍ７８　　浜崎　行雄　　80　　　　　　　　　　　2014
大会記録　　７ｍ６７　　浜崎　行雄　　80　　第30回　　　　　　2014

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  5  269
谷川　昇(84)
ﾀﾆｶﾞﾜ ﾉﾎﾞﾙ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

  ×   ×   ×   ×   ×   × NM 

凡例（NM :記録なし/ DNS:欠    場）
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 男子Ｍ３５ 立五段跳
日本記録　　１６ｍ８６　　井上　友樹　　37　　埼玉マ秋季記録会　2021
 県記録 　　１４ｍ１５　　濱　貴博　　　36　　鹿児島マ選手権　　2020
大会記録　  １４ｍ１５　　濱　貴博　　　36　　第36回　　　　　　2020

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1 1205
成田　智春(39)
ﾅﾘﾀ ﾄﾓﾊﾙ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

 14m21  14m64   －   －   －   － 14m64 NPR NGR

 男子Ｍ４０ 立五段跳
日本記録　　１５ｍ２５　　氷見　和人　44　　 全日本マ混成 　2016
 県記録 　　　－
大会記録　  　－

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2 1212
土山　正登(41)
ﾂﾁﾔﾏ ﾏｻﾄ

NIFS・SC
鹿児島

 13m22  13m55  13m41  13m29  13m26  13m02 13m55

 男子Ｍ４５ 立五段跳
日本記録　　１５ｍ３１　　氷見　和人　　46　　全日本マ選手権　2017
 県記録　　 １３ｍ２５　　宮田　裕介　　45　　全日本マ選手権　2018
大会記録　  １２ｍ９９　　宮田　裕介　　47　　第37回　　　　　2021

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  3  968
宮田　　裕介(48)

ﾐﾔﾀ ﾕｳｽｹ
鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

 12m91  12m74  12m53  12m91  12m85  12m70 12m91

 男子Ｍ５０ 立五段跳
日本記録　　１４ｍ８６　　吉田　明弘　　　51　　埼玉マ選手権　　 2017
 県記録 　　１３ｍ００　　熊澤　典良　　　51　　宮崎マ選手権　 　2019　　　 
大会記録　　１３ｍ００　　水口　英行(宮崎)53　　第37回　　　　　 2021

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  4  938
熊澤　典良(54)
ｸﾏｻﾞﾜ ﾉﾘﾖｼ

鹿児島陸協
鹿児島

 12m99  12m90  12m37  12m56  12m67  12m71 12m99

 男子Ｍ５５ 立五段跳
日本記録　　１４ｍ５２　　青木　英晴　　55　　全日本マ選手権　　2017
 県記録 　　　－ 
大会記録　  　－

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  5  784
花北　孝一(57)
ﾊﾅｷﾀ ｺｳｲﾁ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

 11m66  11m77  11m97   －   －   － 11m97

  2  7  736
林　伸一(58)
ﾊﾔｼ ｼﾝｲﾁ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

 11m61  11m87   －  11m50   －   － 11m87

  3  6  573
林　高宏(57)
ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ

大分ﾏｽﾀｰｽﾞ
大　分

 10m47  10m66  10m38  10m05  10m89  10m96 10m96

凡例（NGR:大会新記録/ NPR：県新記録）
Page:21



 男子Ｍ６０ 立五段跳
日本記録　　１３ｍ６７　　笹子　昌幸　　　60　愛知マ記録会　2021
　県記録　　　－
大会記録　　１１ｍ０４　　上野　弘之(熊本)64　37回　　　　　2021　

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  8  983
辻　浩二(64)
ﾂｼﾞ ｺｳｼﾞ

NIFS・SC
鹿児島

DNS

 男子Ｍ６５ 立五段跳
日本記録　　１２ｍ９２　　光宗　皇彦　　65　　岡山マ選手権　　2019
 県記録　　 １０ｍ３１　　柴田　哲　　　69　　鹿児島マ選手権　2019
大会記録　  １０ｍ３１　　柴田　哲　　　69　　第36回　　　　　2020

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  9  695
上野　浩之(65)
ｱｶﾞﾉ ﾋﾛﾕｷ

熊本マスターズ陸上

熊　本
 11m04  10m91  11m18   －   －   － 11m18 NPR NGR

 男子Ｍ７０ 立五段跳
日本記録　　１２ｍ１９　　田中　正延　　70　　全日本マ選手権　2019
　県記録　　１０ｍ６７　　柴田　哲　　　70　　鹿児島マ選手権　2021
大会記録　　１０ｍ６７　　柴田　哲　　　74　　第37回　　　　　2021　

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1 10 1067
柴田　哲(71)
ｼﾊﾞﾀ ｻﾄｼ

NIFS・SC
鹿児島

 10m36  10m20  10m27  10m29  10m54  10m55 10m55

 男子Ｍ７５ 立五段跳
日本記録　　１１ｍ５８　　安井　毅央　　75　　茨城マ選手権　　2017
 県記録　　 １０ｍ２６　　二宮　勝国　　78　　鹿児島マ選手権　2019
大会記録　  １０ｍ２６　　二宮　勝国　　78　　第35回　　　　　2019

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1 11  821
村瀬　巌(78)
ﾑﾗｾ ｲﾜｵ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

  9m56   9m55   9m82   9m75   9m89   9m70  9m89

 男子Ｍ９０+ 立五段跳
日本記録　　８ｍ０２　　寺尾　心一　　90　　静岡スポレク祭　　2021
　県記録　　　－
大会記録　　　－　

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

 12   23
石神　三郎(91)
ｲｼｶﾞﾐ ｻﾌﾞﾛｳ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

DNS

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場/ NPR：県新記録）
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 男子Ｍ３５ 砲丸投(7.260kg)
日本記録　　１５ｍ９４　　吉田　孝博　　39　　水戸招待　　　　2019
　県記録　　１５ｍ４０　　爪田　吉久　　35　　　　　　　　　　1996
大会記録　　　－

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1 1222
甲斐島　慎吾(38)

ｶｲｼﾞﾏ ｼﾝｺﾞ
鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

DNS

 男子Ｍ４０ 砲丸投(7.260kg)
日本記録　　１５ｍ３８　　吉田　孝博　　41　　筑波大競技会　　2021
　県記録　　１４ｍ３４　　爪田　吉久　　41　　　　　　　　　　2001
大会記録　　　－

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2 1221
若松　修平(40)
ﾜｶﾏﾂ ｼｭｳﾍｲ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

  6m74   6m75   6m76   6m43   6m72   6m02  6m76

 男子Ｍ６０ 砲丸投(5.000kg)
日本記録　　１３ｍ８０　　山田　博嗣　　60　　東海マ選手権　2001
 県記録 　　１１ｍ４３　　中尾　昭吉　　61　　　　　　　　　1995
大会記録　　　－

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  3 1081
福迫　三喜(60)
ﾌｸｻﾞｺ ﾐﾂｷ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

  ×  11m61  13m05  12m01   ×  11m66 13m05 NGR NPR

 男子Ｍ６５ 砲丸投(5.000kg)
日本記録　　１３ｍ１０　　近藤　陽洲　　65　　三重マ選手権　2000
 県記録 　　１０ｍ４４　　鹿島　邦治　　65　　　　　　　　  2002
大会記録　　１０ｍ３３　　鹿島　邦治　　67　　第20回　　　　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 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  5  779
町　泰光(67)
ﾏﾁ ﾀｲﾐﾂ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

  ×   8m17   9m02   9m83   8m95   9m42  9m83

  4  769
河野　彰寛(65)
ｶﾜﾉ ｱｷﾋﾛ

熊本マスターズ陸上

熊　本
DNS

 男子Ｍ７０ 砲丸投(4.000kg)
日本記録　　１２ｍ９１　　中村　勉　　　71　　岐阜マ選手権　2021
 県記録 　　１０ｍ３９　　鹿島　邦治　　70　　県選手権　　　2007
大会記録　　１０ｍ３９　　鹿島　邦治　　70　　第23回　　　　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 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  6  381
中川路　博(73)
ﾅｶｶﾜｼﾞ ﾋﾛｼ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

  5m63   5m64   5m37   ×   ×   5m48  5m64

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場/ NPR：県新記録）
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 男子Ｍ７５ 砲丸投(4.000kg)
日本記録　　１１ｍ９６　　神杉　佳裕　　75　　関東マ選手権　　2014
 県記録 　　　９ｍ６５　　三角　矢介　　76　　鹿児島マ選手権　1993
大会記録　　　９ｍ６５　　三角　矢介　　76　　第9回　　　　　 1993

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  8  150
古城　大四郎(78)

ｺｼﾞｮｳ ﾀﾞｲｼﾛｳ
鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

  7m34   ×   ×   7m51   ×   7m54  7m54

  2  7   52
満留　辰男(77)
ﾐﾂﾄﾞﾒ ﾀﾂｵ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

  5m76   5m71   5m67   5m83   5m89   5m61  5m89

 男子Ｍ８５ 砲丸投(3.000kg)
日本記録　　１０ｍ０５　　黒﨑　弘明　　85　　富山マ選手権　　2018
 県記録　　　 ４ｍ６４　　中尾　昭吉　　85　　鹿児島マ選手権　2019
大会記録 　　 ４ｍ６４　　中尾　昭吉　　85　　第35回　　　　　2019

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  9    5
山下　信夫(85)
ﾔﾏｼﾀ ﾉﾌﾞｵ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

DNS

 男子Ｍ４５ 円盤投(2.000kg)
日本記録　　４６ｍ２１　　藤原　潤　　　45　　三重国体選考　　2021
　県記録　　３５ｍ４４　　古城　大四郎　45　　　　　　　　　　1989
大会記録　　　－

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  990
市来　優馬(46)
ｲﾁｷ ﾕｳﾏ

福笑門
鹿児島

  ×   ×  34m95  37m34  38m12   × 38m12 NPR

 男子Ｍ５０ 円盤投(1.500kg)
日本記録　　４７ｍ４７　　山崎　祐司　　51　　茨城マ選手権　　2009
　県記録　　４０ｍ８２　　中尾　昭吉　　52　　　　　　　　　　1986
大会記録　　　－

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2 1169
山下　陽太郎(54)

ﾔﾏｼﾀ ﾖｳﾀﾛｳ
鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

 13m16  15m59  15m72   ×  17m32   × 17m32

 男子Ｍ６５ 円盤投(1.000kg)
日本記録　　４９ｍ７４　　高橋　實　　　65　　東北マ選手権　1998
　県記録　　３８ｍ１２　　中尾　昭吉　　66　　　　　　　　　2000
大会記録　　　－　

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  3  779
町　泰光(67)
ﾏﾁ ﾀｲﾐﾂ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

 26m90   ×   ×   ×   ×   × 26m90

凡例（DNS:欠    場/ NPR：県新記録）
Page:24



 男子Ｍ７０ 円盤投(1.000kg)
日本記録　　４６ｍ２７　　高橋　實　　　70　　全日本マ選手権　　2003
　県記録　　３３ｍ５９　　古城　大四郎　71　　鹿・宮合同記録会　2015
大会記録　　３３ｍ５７　　古城　大四郎　70　　第30回　　　　　　2014

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  4  381
中川路　博(73)
ﾅｶｶﾜｼﾞ ﾋﾛｼ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

 17m27  18m39   ×   ×  19m06   × 19m06

 男子Ｍ７５ 円盤投(1.000kg)
日本記録　　４１ｍ５０　　高橋　實　　　76　　秋田マ選手権　　2009
　県記録　　２７ｍ４７　　古城　大四郎　77　　鹿児島マ選手権　2021
大会記録　　２７ｍ４７　　古城　大四郎　77　　第37回　　　　　2021　

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  5  150
古城　大四郎(78)

ｺｼﾞｮｳ ﾀﾞｲｼﾛｳ
鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

 24m16   ×  24m62  25m23   ×   × 25m23

 男子Ｍ８５ 円盤投(1.000kg)
日本記録　　２６ｍ４０　　野中　武雄　　85　　世界マ開催記念　1999
　県記録　　　－
大会記録　　　－

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  6    5
山下　信夫(85)
ﾔﾏｼﾀ ﾉﾌﾞｵ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

DNS

 男子Ｍ５５ やり投(0.700kg)
日本記録　　５５ｍ３１　　坂口　正芳　　55　　世界マ選手権　　　2016
 県記録 　　４６ｍ９９　　林　伸一　　　56　　鹿・宮合同記録会　2019
大会記録　　４６ｍ５５　　谷牛　正幸　　56　　第22回　　　　　　2006

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  736
林　伸一(58)
ﾊﾔｼ ｼﾝｲﾁ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

 32m07  36m43   －   －   －   － 36m43

 男子Ｍ７０ やり投(0.500kg)
日本記録　　４３ｍ６０　　吉川　修　　　71　　全日本マ選手権　2007
　県記録　　３４ｍ５６　　山下　信夫　　70　　　　　　　　　　2007
大会記録　　　－

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2  546
谷牛　正幸(72)
ﾔｷﾞｭｳ ﾏｻﾕｷ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

 31m49   ×   ×  34m62   ×   × 34m62 NPR

 男子Ｍ８５ やり投(0.400kg)
日本記録　　２８ｍ４２　　吉川　修　　　85　　新潟マ選手権　　2021
　県記録　　　－
大会記録　　　－

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  3    5
山下　信夫(85)
ﾔﾏｼﾀ ﾉﾌﾞｵ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

DNS

凡例（DNS:欠    場/ NPR：県新記録）
Page:25



 男子Ｍ７０ ハンマー投(4.000kg)
日本記録　　５２ｍ９５　　高橋　實　　70　　秋田マ選手権　　2003
　県記録　　４１ｍ８１　　大塚　兼介　70　　鹿児島マ選手権　2006
大会記録　　４１ｍ８１　　大塚　兼介　70　　第22回　　　　　2006

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1  381
中川路　博(73)
ﾅｶｶﾜｼﾞ ﾋﾛｼ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

 17m59  18m63   ×   ×   ×   × 18m63

 男子Ｍ７５ ハンマー投(4.000kg)
日本記録　　４５ｍ９５　　山田　博嗣　　76　　全日本マ選手権　2017
　県記録　　３３ｍ６７　　中尾　昭吉　　75　　　　　　　　　　2009
大会記録　　２３ｍ４４　　古城　大四郎　77　　第37回　　　　　2021

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2  150
古城　大四郎(78)

ｺｼﾞｮｳ ﾀﾞｲｼﾛｳ
鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

  ×  21m36  23m52   ×   ×   × 23m52 NGR

 男子Ｍ-２４ ４×１００ｍ
日本記録　　42.44　　福島　　　　　　　　　　　　福島選手権　　2021
　　　　　　　　　澤田夏輝(22)・齋藤茉広(21)・赤枝弘樹(25)・菊田亜仁丸(34)
　県記録　　47.86　夏目充満・岩田航右・永江健太郎・横田心晟　鹿マ選手権 2020
大会記録　　47.86　夏目充満・岩田航右・永江健太郎・横田心晟　第36回　  2020

決勝
順位 ﾚｰﾝ チーム ﾅﾝﾊﾞｰ 走者名 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1
 

  4
 

鹿児島AC
 

 989
1187
1225
1154

児玉　　安昭(39)

ﾗﾝｽﾞﾎﾞﾛｰ ｻﾐｭｴﾙ(29)

勇島　海斗(24)
豊留　雅也(29)

ｺﾀﾞﾏ  ﾔｽｱｷ
ﾗﾝｽﾞﾎﾞﾛｰ ｻﾐｭｴﾙ
ﾕｳｼﾞﾏ ｶｲﾄ
ﾄﾖﾄﾞﾒ ﾏｻﾔ

42.74
 

NGR NPR
 

 男子Ｍ２５ ４×１００ｍ
日本記録　　41.94　　沖縄　　　　　　　　　　　　 沖縄マ選手権　　2015
　　　　　　　　　　 山川拓真(28)、山内昌也(37)、金城研(36)、新垣隆仁(30)
　県記録　　42.47　　鮫島琢也・川路龍世・児玉安昭・内田大介　鹿マ選手権 2018
大会記録　　42.47　　鮫島琢也・川路龍世・児玉安昭・内田大介　第34回 　 2018

決勝
順位 ﾚｰﾝ チーム ﾅﾝﾊﾞｰ 走者名 記録 ｺﾒﾝﾄ
   5

 
レザクションAC
ﾚｻﾞｸｼｮﾝｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

 DNS
 

 男子Ｍ５０ ４×１００ｍ
日本記録　46.04　　愛知　　　　　　　　　　　　 東海マ選手権　　2018
　　　　　　　　　 奧山雄一(54)・渡辺実(53)・徳永増美津(51)・小高孝二(50) 
　県記録　48.01　熊澤典良・寺園治彦・島津健児・ﾛﾊﾞｰﾄ ｽﾛｰﾝ　鹿マ選手権2021
大会記録　48.01　熊澤典良・寺園治彦・島津健児・ﾛﾊﾞｰﾄ ｽﾛｰﾝ　　第37回　2021

決勝
順位 ﾚｰﾝ チーム ﾅﾝﾊﾞｰ 走者名 記録 ｺﾒﾝﾄ
  1
 

  6
 

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
 

1133
1039
1112
1113

谷川　和夫(53)
寺園　治彦(52)
島津　健児(53)
ｽﾛｰﾝ ﾛﾊﾞｰﾄ(53)

ﾀﾆｶﾞﾜ ｶｽﾞｵ
ﾃﾗｿﾞﾉ ﾊﾙﾋｺ
ｼﾏﾂﾞ ｹﾝｼﾞ
ｽﾛｰﾝ ﾛﾊﾞｰﾄ

47.60
 

NGR NPR
 

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場/ NPR：県新記録）
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 女子Ｗ２５ ６０ｍ
日本記録　　7.61　　甲斐　好美　　25　　埼玉マ選手権　　2018
 県記録　　 8.68　　吉元　秋穂　　25　　鹿児島マ選手権　2020
大会記録　  8.68　　吉元　秋穂　　25　　第36回　　　　　2020

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.4

  1   2 1218
恒吉　真夕(29)
ﾂﾈﾖｼ ﾏﾕ

SCC           ・鹿児島    8.31 NGR NPR

  3 1095
川路　怜奈(29)
ｶﾜｼﾞ ﾚﾅ

鹿児島AC      ・鹿児島 DNS

 女子Ｗ４５ ６０ｍ
日本記録　　7.98　　宮田　直美　　45　　静岡マ記録会　2009
 県記録　　－
大会記録　 －

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.4

  1   4 1038
田渕　正子(45)
ﾀﾌﾞﾁ ﾏｻｺ

NIFS・SC      ・鹿児島    9.21

 女子Ｗ６０ ６０ｍ
日本記録　　8.90　　大日向暁子　　60　　長野マ選手権　2010
　県記録　　9.59　　藤井　恵子　　62　　県選手権　　　2015
大会記録　　9.59　　藤井　恵子　　62　　第31回　　　2015

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.4

  1   5 1118
三雲　明美(63)
ﾐｸﾓ ｱｹﾐ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   11.00

 女子Ｗ６５ ６０ｍ
日本記録　　9.39　　松尾　真弓　　66　　ゴールドマスターズ 2018
　県記録　　9.54　　藤井　恵子　　65　　鹿児島マ選手権　　 2018
大会記録　　9.54　　藤井　恵子　　65　　第34回　　　　　　 2018

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.4

  1   7  859
藤井　恵子(69)
ﾌｼﾞｲ ｹｲｺ

NIFS・SC      ・鹿児島    9.92

 女子Ｗ２５ １００ｍ
日本記録　　12.11　　甲斐　好美　　25　　埼玉マ選手権　2018
　県記録　　12.38　　松元　博乃　　29　　県選手権　　　2013
大会記録　　12.38　　松元　博乃　　29　　第29回　　　　2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.2

  1   3 1218
恒吉　真夕(29)
ﾂﾈﾖｼ ﾏﾕ

SCC           ・鹿児島   13.04

  4 1095
川路　怜奈(29)
ｶﾜｼﾞ ﾚﾅ

鹿児島AC      ・鹿児島 DNS

 女子Ｗ３５ １００ｍ
日本記録　　12.51　　田川　さなえ　　37　　全日本マ選手権　　2001
　県記録　　12.65　　東郷　博乃　　　36　　鹿児島マ選手権　　2020
大会記録　　12.65　　東郷　博乃　　　36　　第36回　　　　　　2020　　　 

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.2

  1   5 1075
髙谷　美代(35)
ﾀｶﾀﾆ ﾐﾖ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   18.07

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場/ NPR：県新記録）
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 女子Ｗ４０ １００ｍ
日本記録　　12.36　　村山　律子　　40　　世界ベテランズ　1993  
　県記録　　13.53　　山田　五輪子　41　　県選手権　　　　2005
大会記録　　13.53　　山田　五輪子　41　　第21回　　　　　2005

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.2

  1   6 1115
川元　英理子(42)

ｶﾜﾓﾄ ｴﾘｺ
鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   15.54

 女子Ｗ４５ １００ｍ
日本記録　　12.76　　宮田　直美　　45　　埼玉マ選手権　2010 
　県記録　　13.07　　藤澤　春美　　47　　県選手権　　　1996
大会記録　　13.07　　藤澤　春美　　47　　第12回　　　　1996

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.4

  1   3 1038
田渕　正子(45)
ﾀﾌﾞﾁ ﾏｻｺ

NIFS・SC      ・鹿児島   14.40

  2   4 1208
常田　いづみ(46)

ﾂﾈﾀﾞ ｲﾂﾞﾐ
鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   17.00

 女子Ｗ６０ １００ｍ
日本記録　　14.39　　高橋　葉子　　60　　全日本マ選手権　2019
　県記録　　14.96　　藤井　恵子　　60　　県選手権　　　　2013
大会記録　　14.96　　藤井　恵子　　60　　第29回　　　　　2013

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.4

  1   5 1118
三雲　明美(63)
ﾐｸﾓ ｱｹﾐ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   17.65

 女子Ｗ６５ １００ｍ
日本記録　　14.91　　中村　紀子　　66　　関東マ選手権　　2005
　県記録　　15.28　　藤井　恵子　　66　　鹿児島マ選手権　2019
大会記録　　15.28　　藤井　恵子　　66　　第35回　　　　　2019

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.4

  1   7  859
藤井　恵子(69)
ﾌｼﾞｲ ｹｲｺ

NIFS・SC      ・鹿児島   15.71

 女子Ｗ７５ ２００ｍ
日本記録　　35.11　　中村　紀子　　75　　東京マ混成5種　 2014
　県記録　　51.91　　本村　タツミ　76　　　　　　　　　　2016
大会記録　　－

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.5

  1   3 1206
上之薗　トシ子(75)

ｳｴﾉｿﾉ ﾄｼｺ
鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島   52.15

 女子Ｗ８５ ２００ｍ
日本記録　　41.58　　齋藤　恵美子　86　　山梨マ記録会　　2017
　県記録　　－
大会記録　　－

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.5

  4  420
本村　タツミ(85)

ﾓﾄﾑﾗ ﾀﾂﾐ
鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 DNS

凡例（DNS:欠    場）
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 女子Ｗ４０ ４００ｍ
日本記録　　　58.96　　黒川　由子　　40　　富山マ選手権　　2013
　県記録　　1.10.51　　本村　鯉恵　　40　　　　　　　　　　2006
大会記録　　－

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  5 1145
宮下　美紀(44)
ﾐﾔｼﾀ ﾐｷ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 DNS

 女子Ｗ７５ ４００ｍ
日本記録　　1.27.87　　相馬　勝子　　75　　東北マ選手権　　2019
　県記録　　2.00.77　　本村　タツミ　76　　　　　　　　　　2012
大会記録　　－

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6 1206
上之薗　トシ子(75)

ｳｴﾉｿﾉ ﾄｼｺ
鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島  2:28.76

 女子Ｗ８５ ４００ｍ
日本記録　　1.41.63　　齋藤　恵美子　86　　千葉マ記録会　　2017
　県記録　　－
大会記録　　－

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  7  420
本村　タツミ(85)

ﾓﾄﾑﾗ ﾀﾂﾐ
鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 DNS

 女子Ｗ-２４ ８００ｍ
日本記録　　2.19.82　　山﨑　彩乃　　19　　京都マ選手権　　2021
　県記録　　－
大会記録　　－　

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  10 1226
市成　杏菜(24)
ｲﾁﾅﾘ ｱﾝﾅ

南さつま市役所・鹿児島  2:39.77

 女子Ｗ３５ ８００ｍ
日本記録　　2.08.77　　黒川　由子　　38　　全日本実業団　2011
 県記録　　 2.31.99　　川　照美　　　37　　　　　　　　　2001
大会記録　  －

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  11  777
上野　真季(39)
ｳｴﾉ ﾏｷ

AIAC          ・熊　本  2:46.72

 女子Ｗ４０ ８００ｍ
日本記録　　2.11.91　　黒川　由子　　40　　全日本実業団　2013
 県記録　　 2.31.50　　岡山　玲子　　40　　　　　　　　　1992
大会記録　  2.41.81　　宮下　美紀　　42　　第36回　　　　2020

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 12 1145
宮下　美紀(44)
ﾐﾔｼﾀ ﾐｷ

鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ  ・鹿児島 DNS

凡例（DNS:欠    場）
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 女子Ｗ６５ ８０ｍＨ(0.686m)
日本記録　　15.45　　高橋　理恵子　65　　世界マ選手権　　2016
　県記録　　－
大会記録　　－　

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6  947
玉田　ゆみ子(69)

ﾀﾏﾀ ﾕﾐｺ
宮崎市陸協    ・宮　崎   20.31

 女子Ｗ５０ 走高跳
日本記録　　１ｍ４２　　小野　美津子　　52　　岡山マ選手権　　2019
　県記録　　１ｍ３０　　嶋田　小百合　　51　　鹿児島マ選手権　2021
大会記録　　１ｍ３０　　嶋田　小百合　　51　　第37回　　　　　2021　　

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  6  769
嶋田　小百合(52)

ｼﾏﾀﾞ ｻﾕﾘ
鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

DNS

 女子Ｗ-２４ 走幅跳
日本記録　　６ｍ４８　　甲斐　好美　　22　　山梨マ選手権　　2016
　県記録　　５ｍ２１　　堀切　瞳　　　20　　鹿児島マ選手権　2018
大会記録　　５ｍ２１　　堀切　瞳　　　20　　第34回　　　　　2018　　

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1 12 1164
立石　麻奈(23)
ﾀﾃｲｼ ﾏﾅ

鹿児島陸協
鹿児島

  4m65
+1.3

  4m78
+0.8

  4m82
-0.9

  4m85
+0.0

  4m94
+0.9

  4m89
-0.5

 4m94
+0.9

 女子Ｗ４０ 走幅跳
日本記録　　５ｍ７１　　西内　久美子　40　　高知選手権　　　1988
　県記録　　４ｍ６１　　下原　暁子　　40　　鹿児島マ選手権　2015
大会記録　　４ｍ６１　　下原　暁子　　40　　第31回　　　　　2015

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1 14 1143
今中　郁美(43)
ｲﾏﾅｶ ｲｸﾐ

鹿児島陸協
鹿児島

  4m56
+1.7

  －   －
  4m35
-0.3

  4m49
-0.3

  4m50
-0.7

 4m56
+1.7

  2 13 1115
川元　英理子(42)

ｶﾜﾓﾄ ｴﾘｺ
鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

  4m06
+1.0

  2m24
+2.1

  3m74
-0.5

  3m85
-0.4

  4m06
+0.4

  ×
 4m06
+1.0

 女子Ｗ６５ 走幅跳
日本記録　　４ｍ１８　　大日向　暁子　65　　全日本マ選手権　2015
　県記録　　３ｍ５７　　井手下　順子　66　　鹿児島マ選手権　2021
大会記録　  ３ｍ５７　　井手下　順子　66　　第37回　　　　　2021

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1 15  304
井手下　順子(67)

ｲﾃﾞｼﾀ ｼﾞｭﾝｺ
鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

  2m86
+1.3

  2m95
+0.9

  2m89
-0.8

  2m99
+0.7

  2m73
-0.7

  3m04
-0.2

 3m04
-0.2

 女子Ｗ-２４ 三段跳
日本記録　　１１ｍ８２　　満崎　千里　　23　　九州マ選手権　2019
　県記録　　－
大会記録　　－　　

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  6 1164
立石　麻奈(23)
ﾀﾃｲｼ ﾏﾅ

鹿児島陸協
鹿児島

  8m93
+2.3

  9m02
+2.5

  ×
  9m02
+2.7

  9m05
+2.5

  9m32
+2.9

 9m32
+2.9

凡例（DNS:欠    場）
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 女子Ｗ４０ 三段跳
日本記録　　１２ｍ１４　　大日向　暁子　44　　愛知国体　　　　1994 
　県記録　　　９ｍ９４　　今中　郁美　　42　　鹿児島マ選手権　2021  
大会記録　  　９ｍ９４　　今中　郁美　　42　　第37回　　　　　2021

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  7 1143
今中　郁美(43)
ｲﾏﾅｶ ｲｸﾐ

鹿児島陸協
鹿児島

 10m04
+1.7

  9m35
+1.6

 10m07
+1.9

 10m02
+2.8

 10m01
+2.9

 10m13
+2.6

10m13
+2.6

NGR NPR

 女子Ｗ６５ 三段跳
日本記録　　９ｍ８１　　大日向　暁子　65　　長野マ選手権　　2015
　県記録　　７ｍ６６　　井手下　順子　66　　鹿児島マ選手権　2020　
大会記録　  ７ｍ６６　　井手下　順子　66　　第36回　　　　　2020

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  8  304
井手下　順子(67)

ｲﾃﾞｼﾀ ｼﾞｭﾝｺ
鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

  6m90
+1.6

  6m86
+2.3

  7m04
+2.9

  6m95
+3.0

  6m96
+2.3

  6m81
+1.8

 7m04
+2.9

  2  9  947
玉田　ゆみ子(69)

ﾀﾏﾀ ﾕﾐｺ
宮崎市陸協
宮　崎

  6m68
+3.8

  6m98
+1.8

  －   ×
  6m82
+4.4

  6m27
+2.4

 6m98
+1.8

 女子Ｗ２５ 立五段跳
日本記録　　１３ｍ３１　　筆野　友里　　29　　全日本マ混成　　2018
　県記録　　　－
大会記録　　　－　

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1 13 1218
恒吉　真夕(29)
ﾂﾈﾖｼ ﾏﾕ

SCC
鹿児島

 11m80  11m75  11m39  11m92  11m95  11m97 11m97

 女子Ｗ４０ 立五段跳
日本記録　　１２ｍ２１　　髙畑　志野　　43　　埼玉マ秋季記録会　2021
　県記録　　１０ｍ５５　　大坪　緑　　　42　　鹿児島マ選手権　　2020
大会記録　  １０ｍ５５　　大坪　緑　　　42　　第36回　　　　　　2020　

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1 14 1115
川元　英理子(42)

ｶﾜﾓﾄ ｴﾘｺ
鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

  ×   9m34   9m85   9m78   9m67   9m92  9m92

 女子Ｗ６５ 立五段跳
日本記録　　１１ｍ６７　　大日向　暁子　69　　東海マ選手権　　2019
　県記録　　－
大会記録　　－　

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1 15  304
井手下　順子(67)

ｲﾃﾞｼﾀ ｼﾞｭﾝｺ
鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

  8m95   9m27   9m18   9m20   9m15   8m99  9m27

  2 16  947
玉田　ゆみ子(69)

ﾀﾏﾀ ﾕﾐｺ
宮崎市陸協
宮　崎

  8m18   8m24   －   －   －   －  8m24

凡例（NGR:大会新記録/ NPR：県新記録）
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 女子Ｗ２５ 砲丸投(4.000kg)
日本記録　　１１ｍ８６　　助永　仁美　　29　　全日本マ選手権　2017
　県記録　　　９ｍ５５　　川路　怜奈　　28　　鹿児島マ選手権　2020
大会記録　  　９ｍ５５　　川路　怜奈　　28　　第36回　　　　　2020

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1 10 1220
山下　かりん(29)

ﾔﾏｼﾀ ｶﾘﾝ
鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

  9m87  10m14  10m40  10m46  10m83  10m97 10m97 NGR NPR

 女子Ｗ２５ 円盤投(1.000kg)
日本記録　　３９ｍ８３　　佐藤　菜央美　26　　大分マ選手権　2017
　県記録　　　－
大会記録　　　－　

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  7 1220
山下　かりん(29)

ﾔﾏｼﾀ ｶﾘﾝ
鹿児島ﾏｽﾀｰｽﾞ
鹿児島

 25m96  25m98  27m48  27m78  28m33  28m97 28m97

 女子Ｗ４０ 円盤投(1.000kg)
日本記録　　４３ｍ２７　　山口　智子　　40　　全日本マ選手権　2012
　県記録　　３２ｍ００　　花園　利江　　43　　　　　　　　　　1993
大会記録　　　－

決勝
順位 試

順
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  8 1143
今中　郁美(43)
ｲﾏﾅｶ ｲｸﾐ

鹿児島陸協
鹿児島

  －  17m07  20m28   ×   －   － 20m28

凡例（NGR:大会新記録/ NPR：県新記録）
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