
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	 やり投[400g]	 決勝	 
【M80】	 

1	 [	 3]	 110575	 	 佐藤 	 元美	 82	 (	 上尾･埼玉	 )	 15m32	 	 

2	 [	 2]	 111287	 	 永島 	 政雄	 83	 (	 さいたま･埼玉	 )	 11m08	 	 
	 

【M90】	 

	 [	 1]	 110715	 	 藤田 	 光義	 95	 (	 さいたま･埼玉	 )	 欠場	 	 
	 

	 	 
男子	 やり投[500g]	 決勝	 
【M70】	 

1	 [	 4]	 121066	 	 前田 	 貞博	 73	 (	 千葉･千葉	 )	 31m64	 	 

2	 [	 5]	 110400	 	 矢島 	 恵治	 70	 (	 上尾･埼玉	 )	 17m23	 	 
	 

【M75】	 

1	 [	 2]	 140999	 	 安川 	 春夫	 77	 (	 神奈川･神奈川	 )	 21m88	 	 

2	 [	 1]	 110883	 	 小川 	 忠隆	 78	 (	 伊奈･埼玉	 )	 17m63	 	 

3	 [	 3]	 110252	 	 緑 川 	 勇	 77	 (	 さいたま･埼玉	 )	 15m15	 	 
	 

	 	 
男子	 やり投[600g]	 決勝	 
【M60】	 

1	 [	 3]	 110507	 	 木戸 	 宗春	 63	 (	 飯能･埼玉	 )	 31m83	 	 

2	 [	 2]	 111573	 	 髙橋 	 勝彦	 64	 (	 さいたま･埼玉	 )	 25m36	 	 
	 

【M65】	 

	 [	 1]	 110468	 	 大野 	 拓郎	 68	 (	 さいたま･埼玉	 )	 欠場	 	 
	 

	 	 
男子	 やり投[700g]	 決勝	 
【M50】	 

1	 [	 1]	 130956	 	 高橋 	 健一	 54	 (	 東京･東京	 )	 33m75	 	 

2	 [	 3]	 111427	 	 加 藤 	 浩	 50	 (	 北本･埼玉	 )	 33m19	 	 

3	 [	 2]	 111201	 	 滝口 	 俊浩	 51	 (	 上尾･埼玉	 )	 23m50	 	 
	 

	 	 
男子	 やり投[800g]	 決勝	 
【M25】	 

	 [	 6]	 111166	 	 宮島 	 卓哉	 27	 (	 越谷･埼玉	 )	 欠場	 	 
	 

【M40】	 

1	 [	 5]	 111464	 	 大久保	 秀彦	 40	 (	 熊谷･埼玉	 )	 31m85	 	 
	 

【M45】	 

1	 [	 1]	 121521	 	 古澤	 賢一郎	 49	 (	 千葉･千葉	 )	 44m03	 	 

2	 [	 3]	 111577	 	 石川 	 修一	 47	 (	 越谷･埼玉	 )	 35m37	 	 

3	 [	 2]	 111117	 	 清川 	 圭太	 48	 (	 春日部･埼玉	 )	 33m83	 	 

	 [	 4]	 111547	 	 高橋 	 照英	 45	 (	 東京･東京	 )	 欠場	 	 
	 

	 



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	 やり投[600g]	 決勝	 
【W30】	 

1	 [	 2]	 111517	 	 新 	 知 実	 30	 (	 北本･埼玉	 )	 29m17	 (大会記録)	 
	 

【W45】	 

1	 [	 1]	 141656	 	 松浦 	 和代	 45	 (	 神奈川･神奈川	 )	 22m82	 	 
	 

	 
	 


