
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Ａ	 ５０００ｍ	 決勝	 
1	 [11]	 121513	 	 田口 	 茂和	 45	 (	 千葉･千葉	 )	 17:15.50	 

1	 [16]	 111570	 	 當金 	 卓大	 38	 (	 朝霞･埼玉	 )	 17:25.40	 

1	 [14]	 111530	 	 金児 	 史仁	 41	 (	 三郷･埼玉	 )	 18:00.14	 

1	 [	 7]	 110947	 	 松 山 	 健	 52	 (	 小川･埼玉	 )	 18:23.38	 

1	 [	 3]	 111588	 	 細田 	 義之	 56	 (	 所沢･埼玉	 )	 19:54.36	 

2	 [17]	 111302	 	 坂田 	 俊行	 37	 (	 毛呂山･埼玉	 )	 17:28.45	 

2	 [	 9]	 111422	 	 籾山 	 勇次	 48	 (	 戸田･埼玉	 )	 18:26.47	 

2	 [13]	 111507	 	 鈴 木 	 均	 43	 (	 飯能･埼玉	 )	 19:53.12	 

2	 [	 2]	 111541	 	 内村 	 英徳	 56	 (	 熊谷･埼玉	 )	 21:13.49	 
	 

	 3	 [10]	 121272	 	 金子 	 英夫	 46	 (	 千葉･千葉	 )	 18:55.33	 

3	 [15]	 111319	 	 細井 	 雅之	 42	 (	 小川･埼玉	 )	 25:55.13	 

4	 [12]	 133677	 	 牧之瀬 	 修	 45	 (	 東京･東京	 )	 20:20.36	 

	 [	 1]	 111428	 	 笠 原 	 篤	 56	 (	 行田･埼玉	 )	 欠場	 

	 [	 4]	 133663	 	 森 	 秀 一	 55	 (	 東京･東京	 )	 欠場	 

	 [	 5]	 110780	 	 田村 	 一也	 55	 (	 さいたま･埼玉	 )	 欠場	 

	 [	 6]	 110501	 	 岡田 	 全弘	 53	 (	 坂戸･埼玉	 )	 欠場	 

	 [	 8]	 111220	 	 新井 	 鉄也	 50	 (	 坂戸･埼玉	 )	 欠場	 
	 

	 	 
部門別	 
【M35】	 

1	 111570	 	 當金 	 卓大	 38	 (	 朝 霞 ･ 埼 玉	 )	 17:25.40	 

2	 111302	 	 坂田 	 俊行	 37	 (	 毛呂山･埼玉	 )	 17:28.45	 
	 

	 【M40】	 

1	 111530	 	 金児 	 史仁	 41	 (	 三 郷 ･ 埼 玉	 )	 18:00.14	 

2	 111507	 	 鈴 木 	 均	 43	 (	 飯 能 ･ 埼 玉	 )	 19:53.12	 

3	 111319	 	 細井 	 雅之	 42	 (	 小 川 ･ 埼 玉	 )	 25:55.13	 
	 

	 【M45】	 

1	 121513	 	 田口 	 茂和	 45	 (	 千 葉 ･ 千 葉	 )	 17:15.50	 

2	 111422	 	 籾山 	 勇次	 48	 (	 戸 田 ･ 埼 玉	 )	 18:26.47	 

3	 121272	 	 金子 	 英夫	 46	 (	 千 葉 ･ 千 葉	 )	 18:55.33	 

4	 133677	 	 牧之瀬 	 修	 45	 (	 東 京 ･ 東 京	 )	 20:20.36	 
	 

	 【M50】	 

1	 110947	 	 松 山 	 健	 52	 (	 小 川 ･ 埼 玉	 )	 18:23.38	 
	 

	 【M55】	 

1	 111588	 	 細田 	 義之	 56	 (	 所 沢 ･ 埼 玉	 )	 19:54.36	 

2	 111541	 	 内村 	 英徳	 56	 (	 熊 谷 ･ 埼 玉	 )	 21:13.49	 
	 

	 	 

	 	 
男子Ｂ	 ５０００ｍ	 決勝	 
1	 [11]	 111522	 	 鎌倉 	 孝明	 61	 (	 さいたま･埼玉	 )	 18:46.54	 

1	 [	 4]	 111076	 	 古 屋 	 馨	 71	 (	 本庄･埼玉	 )	 21:59.18	 

1	 [	 7]	 120961	 	 藤原 	 由秋	 67	 (	 千葉･千葉	 )	 22:48.60	 

1	 [	 3]	 110641	 	 福岡 	 豊則	 75	 (	 鳩山･埼玉	 )	 23:45.06	 

1	 [	 1]	 110294	 	 熊本 	 道夫	 87	 (	 所沢･埼玉	 )	 28:35.52	 

2	 [	 8]	 110849	 	 内藤 	 敏彦	 64	 (	 上尾･埼玉	 )	 20:36.24	 
	 

	 2	 [	 5]	 110047	 	 神保 	 芳雄	 71	 (	 飯能･埼玉	 )	 22:20.76	 

2	 [	 6]	 110906	 	 嶋田 	 豊一	 69	 (	 飯能･埼玉	 )	 24:06.78	 

3	 [12]	 111339	 	 宮崎 	 順一	 61	 (	 川越･埼玉	 )	 20:57.06	 

	 [	 2]	 111318	 	 所 	 和 男	 78	 (	 川越･埼玉	 )	 欠場	 

	 [	 9]	 110881	 	 柄川 	 昭彦	 64	 (	 所沢･埼玉	 )	 欠場	 

	 [10]	 110150	 	 梅沢 	 正幸	 62	 (	 川越･埼玉	 )	 欠場	 
	 

	 	 
部門別	 
【M60】	 

1	 111522	 	 鎌倉 	 孝明	 61	 (	 さいたま･埼玉	 )	 18:46.54	 

2	 110849	 	 内藤 	 敏彦	 64	 (	 上 尾 ･ 埼 玉	 )	 20:36.24	 

3	 111339	 	 宮崎 	 順一	 61	 (	 川 越 ･ 埼 玉	 )	 20:57.06	 
	 

	 【M65】	 

1	 120961	 	 藤原 	 由秋	 67	 (	 千 葉 ･ 千 葉	 )	 22:48.60	 

2	 110906	 	 嶋田 	 豊一	 69	 (	 飯 能 ･ 埼 玉	 )	 24:06.78	 
	 

	 【M70】	 

1	 111076	 	 古 屋 	 馨	 71	 (	 本 庄 ･ 埼 玉	 )	 21:59.18	 

2	 110047	 	 神保 	 芳雄	 71	 (	 飯 能 ･ 埼 玉	 )	 22:20.76	 
	 

	 【M75】	 

1	 110641	 	 福岡 	 豊則	 75	 (	 鳩 山 ･ 埼 玉	 )	 23:45.06	 
	 

	 【M85】	 

1	 110294	 	 熊本 	 道夫	 87	 (	 所 沢 ･ 埼 玉	 )	 28:35.52	 
	 

	 	 

	 



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Ｂ	 ５０００ｍ	 決勝	 
1	 [	 2]	 111608	 	 佐藤 	 仁美	 27	 (	 上尾･埼玉	 )	 18:47.27	 (大会新）	 

1	 [	 1]	 121406	 	 安田 	 美雪	 47	 (	 千葉･千葉	 )	 18:49.66	 (大会新）	 
	 

	 	 

	 	 
部門別	 
【W25】	 

1	 111608	 	 佐藤 	 仁美	 27	 (	 上 尾 ･ 埼 玉	 )	 18:47.27	 (大会新）	 
	 

	 【W45】	 

1	 121406	 	 安田 	 美雪	 47	 (	 千 葉 ･ 千 葉	 )	 18:49.66	 (大会新）	 
	 

	 	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


