
第34回埼玉マスターズ陸上競技記録会                            2019年5月5日（日） 

埼玉マスターズ陸上競技連盟 

男子	 ４００ｍ	 決勝(6組)	 
【1組】	 

1	 [	 4]	 111182	 	 近藤 	 幸治	 75	 (	 入間･埼玉	 )	 1:23.05	 

1	 [	 2]	 110578	 	 大畑 	 勝治	 83	 (	 蓮田･埼玉	 )	 1:34.53	 

2	 [	 3]	 110847	 	 加藤 	 惣二	 81	 (	 さいたま･埼玉	 )	 1:57.33	 
	 

	 【2組】	 

1	 [	 6]	 142122	 	 藤 村 	 陽	 56	 (	 神奈川･神奈川	 )	 59.43	 

1	 [	 4]	 110482	 	 森下 	 敬介	 60	 (	 新座･埼玉	 )	 1:01.13	 (県新.大会新)	 

1	 [	 2]	 31103	 	 佐々木	 文夫	 67	 (	 岩手･岩手	 )	 1:04.68	 (大会新)	 

2	 [	 5]	 133188	 	 畠山 	 直樹	 57	 (	 東京･東京	 )	 1:07.82	 

	 [	 3]	 110314	 	 横山 	 正信	 65	 (	 久喜･埼玉	 )	 欠場	 
	 

	 【3組】	 

1	 [	 4]	 110959	 	 小山田	 直明	 52	 (	 新座･埼玉	 )	 57.45	 

2	 [	 2]	 90439	 	 平岡 	 達哉	 54	 (	 栃木･栃木	 )	 58.41	 

3	 [	 5]	 111489	 	 中野 	 大助	 52	 (	 さいたま･埼玉	 )	 1:01.53	 

4	 [	 6]	 111488	 	 高瀬 	 和也	 49	 (	 寄居･埼玉	 )	 1:10.06	 

5	 [	 3]	 90645	 	 山田 	 浩二	 53	 (	 茨城･茨城	 )	 1:17.80	 
	 

	 【4組】	 

1	 [	 6]	 111420	 	 町田	 健一朗	 46	 (	 所沢･埼玉	 )	 55.41	 

2	 [	 7]	 133412	 	 藤本 	 茂宏	 46	 (	 東京･東京	 )	 57.55	 

3	 [	 4]	 200398	 	 宮原 	 清司	 48	 (	 長野･長野	 )	 1:02.50	 

4	 [	 1]	 110982	 	 西尾 	 真治	 47	 (	 さいたま･埼玉	 )	 1:03.02	 

5	 [	 5]	 121272	 	 金子 	 英夫	 46	 (	 千葉･千葉	 )	 1:04.92	 

6	 [	 8]	 121513	 	 田口 	 茂和	 45	 (	 千葉･千葉	 )	 1:06.56	 

7	 [	 2]	 111591	 	 新井 	 健一	 49	 (	 東京･東京	 )	 1:07.37	 

	 [	 3]	 111606	 	 難 波 	 聡	 48	 (	 坂戸･埼玉	 )	 欠場	 
	 

	 【5組】	 

1	 [	 4]	 111130	 	 金 子 	 純	 42	 (	 東京･東京	 )	 51.46	 (大会新)	 

2	 [	 5]	 110831	 	 川島 	 周作	 42	 (	 春日部･埼玉	 )	 1:03.90	 

	 [	 3]	 111529	 	 宮本 	 雅規	 44	 (	 和光･埼玉	 )	 欠場	 

	 [	 6]	 111116	 	 熊田 	 大樹	 41	 (	 川越･埼玉	 )	 欠場	 

	 [	 7]	 111584	 	 有岡	 賢太郎	 40	 (	 さいたま･埼玉	 )	 欠場	 
	 

	 【6組】	 

1	 [	 3]	 111146	 	 小島 	 俊紀	 38	 (	 志木･埼玉	 )	 51.29	 (大会新)	 

1	 [	 6]	 111510	 	 岡田 	 佑輔	 33	 (	 東松山･埼玉	 )	 56.17	 

2	 [	 4]	 111219	 	 小林 	 秀史	 38	 (	 川口･埼玉	 )	 54.20	 

3	 [	 5]	 111578	 	 宮 川 	 智	 37	 (	 白岡･埼玉	 )	 54.45	 
	 

	 	 
部門別	 
【M30】	 

1	 111510	 	 岡田 	 佑輔	 33	 (	 東松山･埼玉	 )	 56.17	 
	 

	 【M35】	 

1	 111146	 	 小島 	 俊紀	 38	 (	 志 木 ･ 埼 玉	 )	 51.29	 (大会新)	 

2	 111219	 	 小林 	 秀史	 38	 (	 川 口 ･ 埼 玉	 )	 54.20	 

3	 111578	 	 宮 川 	 智	 37	 (	 白 岡 ･ 埼 玉	 )	 54.45	 
	 

	 【M40】	 

1	 111130	 	 金 子 	 純	 42	 (	 東 京 ･ 東 京	 )	 51.46	 (大会新)	 

2	 110831	 	 川島 	 周作	 42	 (	 春日部･埼玉	 )	 1:03.90	 
	 

	 【M45】	 

1	 111420	 	 町田	 健一朗	 46	 (	 所 沢 ･ 埼 玉	 )	 55.41	 

2	 133412	 	 藤本 	 茂宏	 46	 (	 東 京 ･ 東 京	 )	 57.55	 

3	 200398	 	 宮原 	 清司	 48	 (	 長 野 ･ 長 野	 )	 1:02.50	 

4	 110982	 	 西尾 	 真治	 47	 (	 さいたま･埼玉	 )	 1:03.02	 

5	 121272	 	 金子 	 英夫	 46	 (	 千 葉 ･ 千 葉	 )	 1:04.92	 

6	 121513	 	 田口 	 茂和	 45	 (	 千 葉 ･ 千 葉	 )	 1:06.56	 

7	 111591	 	 新井 	 健一	 49	 (	 東 京 ･ 東 京	 )	 1:07.37	 
	 

【M50】	 

1	 110959	 	 小山田	 直明	 52	 (	 新 座 ･ 埼 玉	 )	 57.45	 

2	 90439	 	 平岡 	 達哉	 54	 (	 栃 木 ･ 栃 木	 )	 58.41	 

3	 111489	 	 中野 	 大助	 52	 (	 さいたま･埼玉	 )	 1:01.53	 

4	 111488	 	 高瀬 	 和也	 49	 (	 寄 居 ･ 埼 玉	 )	 1:10.06	 

5	 90645	 	 山田 	 浩二	 53	 (	 茨 城 ･ 茨 城	 )	 1:17.80	 
	 

	 【M55】	 

1	 142122	 	 藤 村 	 陽	 56	 (	 神奈川･神奈川	 )	 59.43	 

2	 133188	 	 畠山 	 直樹	 57	 (	 東 京 ･ 東 京	 )	 1:07.82	 
	 

【M60】	 

1	 110482	 	 森下 	 敬介	 60	 (	 新 座 ･ 埼 玉	 )	 1:01.13	 (県新.大会新)	 
	 

	 【M65】	 

1	 31103	 	 佐々木	 文夫	 67	 (	 岩 手 ･ 岩 手	 )	 1:04.68	 (大会新)	 
	 

【M75】	 

1	 111182	 	 近藤 	 幸治	 75	 (	 入 間 ･ 埼 玉	 )	 1:23.05	 
	 

	 【M80】	 

1	 110578	 	 大畑 	 勝治	 83	 (	 蓮 田 ･ 埼 玉	 )	 1:34.53	 

2	 110847	 	 加藤 	 惣二	 81	 (	 さいたま･埼玉	 )	 1:57.33	 
	 

	 
	 	 



第34回埼玉マスターズ陸上競技記録会                            2019年5月5日（日） 

埼玉マスターズ陸上競技連盟 

女子	 ４００ｍ	 決勝	 
1	 [	 4]	 133327	 	 畠山 	 由恵	 55	 (	 東京･東京	 )	 1:20.46	 (大会記録)	 

2	 [	 5]	 80715	 	 澤幡 	 美樹	 55	 (	 茨城･茨城	 )	 1:22.07	 

3	 [	 3]	 133779	 	 吉田	 佳代子	 56	 (	 東京･東京	 )	 1:23.30	 
	 

	 	 

	 	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


