
審判長：
記録主任：

1組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

コイケ　ユウキ カシワザキシ

M30 1  729 小池　優輝 柏崎市 4  7.24
ゴウ　テツロウ ナガオカシ

M30 2  705 郷　哲郎 長岡市 3  7.85
カイセ　ケイタ ミナミウオヌマシ

-  636 貝瀬　啓太 南魚沼市 5 DNS
ヤマダ　ヤスヒロ ニイガタシ

-  812 山田　泰弘 新潟市 6 DNS
チュウマ　ノブカツ

-  1042 中馬　賢克 東京都 7 DNS

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

サトウ　マサシ ナガオカシ

M45 1  509 佐藤　政志 長岡市 4  7.55
クロサカ　アキノリ カシワザキシ

M45 3  622 黒坂　昭則 柏崎市 5  8.28
ツチダ　カツノリ ニイガタシ

M45 5  691 土田　克則 新潟市 7  8.35
サトウ　コウキ ニイガタシ

M45 6  413 佐藤　興喜 新潟市 3  8.36
ヒウラ　ヨシヒロ ニイガタシ

-  665 樋浦　義浩 新潟市 6 DNS

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

ムトウ　ヒロミツ

M45 2  777 武藤　洋光 長岡市 4  8.05
ヤナギ　ヨシエイ ニイガタシ

M45 4  701 柳　吉栄 新潟市 3  8.31
クメ　タカシ

M45 7  1037 久米　隆 埼玉県 6  8.51
スギウラ　タカシ ニイガタシ

M45 8  808 杉浦　崇 新潟市 5  9.64
ヤギ　ヒロシ

-  1045 八木　博 富山県 7 DNS

4組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

アツイ　ツヨシ

M55 1  1034 温井　剛 群馬県 7  8.46
ナカバヤシ　ヒデト

M55 2  1033 中林　秀人 群馬県 6  8.55
イセキ　マサヒコ ゴセンシ

M50 1  449 井関　正彦 五泉市 2  8.72
ワタナベ　シンジ サンジョウシ

M50 2  714 渡辺　真司 三条市 3  8.85
ワタナベ　ミツハル ムラカミシ

M55 3  390 渡部　光晴 村上市 5  9.05
カトウ　シンジ サンジョウシ

-  790 加藤　伸治 三条市 4 DNS

5組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

ナカムラ　シゲオ ニイガタシ

M65 1  248 中村　繁男 新潟市 4  8.65
カワサキ　ショウジ

M60 1  1040 川崎　昭二 東京都 3  9.19
ヤギ　ノリオ ミツケシ

M60 2  792 八木　則夫 見附市 2  9.74
キタヤ　ショウジ ナガオカシ

M65 2  793 北谷　正二 長岡市 6  9.88
オオシロ　タダヤス

M70 1  1046 大城　忠泰 富山県 7  9.95
ウチダ　ケンイチ サドシ

M65 3  460 内田　賢一 佐渡市 5  10.31

6組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

イマイ　モリオ ナガオカシ

M75 1  14 今井　守雄 長岡市 1  10.70
メグロ　シズオ カシワザキシ

M80 1  807 目黒　靜夫 柏崎市 6  12.02
アカルマ　カツゾウ アガノシ

M80 2  18 明間　勝蔵 阿賀野市 4  12.32
イイズミ　トシオ ニイガタシ

M75 2  791 飯泉　俊雄 新潟市 3  13.02
カマタ　タダシ ニイガタシ

M85 1  367 鎌田　正 新潟市 7  13.23
ヤマザキ　エイヤ ムラカミシ

M80 3  68 山崎　英弥 村上市 5  13.33
ヨシハラ　マサル オヂヤシ

M85 2  653 吉原　豊 小千谷市 8  14.97
タカハシ　ススム

-  25 高橋　進 出雲崎町 2 DNS

M 男子 60m 19/5/26 09:05 ( 6組 ) 

リザルトリスト

第37回新潟マスタ－ズ [19160002] 小山　勝弘
新潟市陸上競技場 [162080] 山崎　健

《 決勝 》

風速 (-1.2 m/s)

風速 (-2.0 m/s)

風速 (-0.5 m/s)

風速 (-2.2 m/s)

風速 (-1.6 m/s)

風速 (-3.0 m/s)

DNS (Did Not Start) : 欠場
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審判長：
記録主任：

1組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

コイケ　ユウキ カシワザキシ

M30 1  729 小池　優輝 柏崎市 2  11.27
ゴウ　テツロウ ナガオカシ

M30 2  705 郷　哲郎 長岡市 1  11.53
ヤマダ　ヤスヒロ ニイガタシ

M35 3  812 山田　泰弘 新潟市 4  12.34
ナカヤ　コウイチ ニイガタシ

M40 1  422 中谷　浩一 新潟市 5  12.52
ツルマキ　アキラ タガミマチ

M40 2  718 鶴巻　亮 田上町 6  12.52
チュウマ　ノブカツ

M40 3  1042 中馬　賢克 東京都 8  12.63
ホンゴウ　カズキ

M40 4  1030 本郷　和樹 福島県 7  14.84
カイセ　ケイタ ミナミウオヌマシ

-  636 貝瀬　啓太 南魚沼市 3 DNS

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

サトウ　マサシ ナガオカシ

M45 1  509 佐藤　政志 長岡市 4 w 11.66
ヒウラ　ヨシヒロ ニイガタシ

M45 2  665 樋浦　義浩 新潟市 6 w 12.20
ヤナギ　ヨシエイ ニイガタシ

M45 4  701 柳　吉栄 新潟市 8 w 12.81
クロサカ　アキノリ カシワザキシ

M45 5  622 黒坂　昭則 柏崎市 5 w 12.82
サトウ　コウキ ニイガタシ

M45 8  413 佐藤　興喜 新潟市 3 w 13.88
フルカワ　アキラ ニイガタシ

M45 10  693 古川　章 新潟市 7 w 14.09
サトウ　カズユキ ニイガタシ

M45 11  410 佐藤　和幸 新潟市 2 w 14.60

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

ムトウ　ヒロミツ ニイガタマスターズ

M45 3  777 武藤　洋光 新潟マスターズ 3  12.40
カミジョウ　タケシ ニイガタマスターズ

M45 6  1048 上條　健 新潟マスターズ 8  13.25
クメ　タカシ ニイガタマスターズ

M45 7  1037 久米　隆 新潟マスターズ 6  13.43
キムラ　カズヒロ ニイガタシ

M45 9  715 木村　和宏 新潟市 2  13.95
スギウラ　タカシ ニイガタシ

M45 12  808 杉浦　崇 新潟市 5  15.77
オオモリ　タカオ ジョウエツシ

-  796 大森　隆雄 上越市 4 DNS
ヤギ　ヒロシ ニイガタマスターズ

-  1045 八木　博 新潟マスターズ 7 DNS

4組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

ヤマダ　ヤスシ ニイガタマスターズ

M50 1  1041 山田　泰 新潟マスターズ 8  12.82
コバヤシ　カズヨシ ゴセンシ

M50 2  672 小林　一義 五泉市 5  13.10
セキネ　キヨタカ ニイガタシ

M50 3  441 関根　清隆 新潟市 2  13.51
イセキ　マサヒコ ゴセンシ

M50 4  449 井関　正彦 五泉市 3  14.04
ワダ　ヨシノリ オヂヤシ

M50 5  806 和田　義徳 小千谷市 7  15.60
タカハシ　ユウイチ ナガオカシ

-  625 高橋　祐一 長岡市 4 DNS
カトウ　シンジ サンジョウシ

-  790 加藤　伸治 三条市 6 DNS

5組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

ナカバヤシ　ヒデト

M55 1  1033 中林　秀人 群馬県 6  13.11
アツイ　ツヨシ

M55 2  1034 温井　剛 群馬県 7  13.25
ヒロタ　マサヒロ アガノシ

M55 3  621 廣田　正博 阿賀野市 4  13.68
カネコ　トミオ カシワザキシ

M55 4  688 金子　登美男 柏崎市 5  14.10
スダ　ツヨシ タガミマチ

-  368 須田　剛 田上町 2 DNS
コンドウ　ツトム ナガオカシ

-  392 近藤　努 長岡市 3 DNS

6組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

ナカムラ　シゲオ ニイガタシ

M65 1  248 中村　繁男 新潟市 6  13.54
ヒグチ　ヨシタダ ニイガタシ

M60 1  342 樋口　善唯 新潟市 2  14.93
ハセガワ　マサヒコ ニイガタシ

M60 2  657 長谷川　正彦 新潟市 3  15.58
コサカイ　ヨシアキ ニイガタシ

M60 3  740 小坂井　義昭 新潟市 4  16.65
キタヤ　ショウジ ナガオカシ

M65 2  793 北谷　正二 長岡市 7  19.84
クマガイ　シノブ ヤヒコムラ

-  34 熊谷　司伸 弥彦村 5 DNS

7組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

アベ　アツシ ニイガタシ

M70 1  72 阿部　厚 新潟市 3  14.73
オオシロ　タダヤス

M70 2  1046 大城　忠泰 富山県 4  16.10
イマイ　モリオ ナガオカシ

M75 1  14 今井　守雄 長岡市 5  16.92
タカハシ　ススム

-  25 高橋　進 出雲崎町 6 DNS
イイズミ　トシオ ニイガタシ

-  791 飯泉　俊雄 新潟市 7 DNS

8組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

クロサキ　ヒロアキ カシワザキシ

M85 1  687 黒崎　弘明 柏崎市 8  17.97
アカルマ　カツゾウ アガノシ

M80 1  18 明間　勝蔵 阿賀野市 2  20.09
ヤマザキ　エイヤ ムラカミシ

M80 2  68 山崎　英弥 村上市 3  23.02
カマタ　タダシ ニイガタシ

M85 2  367 鎌田　正 新潟市 6  25.03
ヨシハラ　マサル オヂヤシ

M85 3  653 吉原　豊 小千谷市 7  26.00
コバヤシ　トモヤ カシワザキシ

-  70 小林　友也 柏崎市 4 DNS
シモジョウ　ヨシヒコ カシワザキシ

-  153 下條　義彦 柏崎市 5 DNS

リザルトリスト

第37回新潟マスタ－ズ [19160002] 小山　勝弘
新潟市陸上競技場 [162080] 山崎　健

M 男子 100m 19/5/26 12:20 ( 8組 ) 

《 決勝 》

風速 (-1.1 m/s)

風速 (+2.9 m/s)

風速 (+0.7 m/s)

風速 (+1.6 m/s)

風速 (+0.7 m/s)

風速 (+1.8 m/s)

風速 (-0.3 m/s)

風速 (+0.9 m/s)
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w (wind assist) : 追風参考
DNS (Did Not Start) : 欠場



審判長：
記録主任：

1組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

ゴウ　テツロウ ナガオカシ

M30 1  705 郷　哲郎 長岡市 3 w 23.50
ツルマキ　アキラ タガミマチ

M40 1  718 鶴巻　亮 田上町 6 w 25.67
チュウマ　ノブカツ

-  1042 中馬　賢克 東京都 4 DNS
ヤノ　ヒデキ ニイガタシ

-  737 矢野　秀樹 新潟市 4 DNS
カイセ　ケイタ ミナミウオヌマシ

-  636 貝瀬　啓太 南魚沼市 5 DNS

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

サトウ　マサシ ナガオカシ

M45 1  509 佐藤　政志 長岡市 1  24.29
ムトウ　ヒロミツ ニイガタマスターズ

M45 2  777 武藤　洋光 新潟マスターズ 3  26.18
コバヤシ　カズヨシ ゴセンシ

M50 1  672 小林　一義 五泉市 7  26.82
ワタナベ　シンジ サンジョウシ

M50 2  714 渡辺　真司 三条市 8  29.57
ヒウラ　ヨシヒロ ニイガタシ

-  665 樋浦　義浩 新潟市 2 DNS
オオモリ　タカオ ジョウエツシ

-  796 大森　隆雄 上越市 4 DNS
ヤギ　ヒロシ

-  1045 八木　博 富山県 5 DNS
タカハシ　ユウイチ ナガオカシ

-  625 高橋　祐一 長岡市 6 DNS

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

ナカバヤシ　ヒデト

M55 1  1033 中林　秀人 群馬県 2  27.55
アツイ　ツヨシ

M55 2  1034 温井　剛 群馬県 3  28.32
ヒグチ　ヨシタダ ニイガタシ

M60 1  342 樋口　善唯 新潟市 4  31.25
コサカイ　ヨシアキ ニイガタシ

M60 2  740 小坂井　義昭 新潟市 6  35.04
ハセガワ　マサヒコ ニイガタシ

-  657 長谷川　正彦 新潟市 5 DNS
クマガイ　シノブ ヤヒコムラ

-  34 熊谷　司伸 弥彦村 7 DNS

4組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

アベ　アツシ ニイガタシ

M70 1  72 阿部　厚 新潟市 2  31.31
ナルミ　ヤスロウ ニイガタマスターズ

-  1044 鳴海　靖郎 新潟マスターズ 3 DNS
オオシロ　タダヤス ニイガタマスターズ

-  1046 大城　忠泰 新潟マスターズ 4 DNS
イマイ　モリオ ナガオカシ

-  14 今井　守雄 長岡市 5 DNS
タカハシ　ススム ニイガタケンマスターズ

-  25 高橋　進 新潟県マスターズ 6 DNS
シモジョウ　ヨシヒコ カシワザキシ

-  153 下條　義彦 柏崎市 7 DNS
タビラ　サダオ ユザワマチ

-  480 田平　貞夫 湯沢町 8 DNS

リザルトリスト

第37回新潟マスタ－ズ [19160002] 小山　勝弘
新潟市陸上競技場 [162080] 山崎　健

M 男子 200m 19/5/26 15:30 ( 4組 ) 

《 決勝 》

風速 (+2.6 m/s)

風速 (+0.3 m/s)

風速 (+0.8 m/s)

風速 (+0.8 m/s)

DNS (Did Not Start) : 欠場
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w (wind assist) : 追風参考



審判長：
記録主任：

1組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

コバヤシ　カズヨシ ゴセンシ

M50 1  672 小林　一義 五泉市 5  1:02.76
ニシザワ　マサミ ニイガタシ

M55 1  769 西澤　正美 新潟市 6  1:15.29
ツルマキ　アキラ タガミマチ

-  718 鶴巻　亮 田上町 3 DNS
タカハシ　ユウイチ ナガオカシ

-  625 高橋　祐一 長岡市 4 DNS

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

カワウチ　シゲル ミナミウオヌマシ

M60 1  490 川内　茂 南魚沼市 3  1:13.13
ナルミ　ヤスロウ

M70 1  1044 鳴海　靖郎 東京都 6  1:19.73
フナヤマ　カツオ

M80 1  391 船山　勝雄 関川村 7  1:27.03
メグロ　セイジ ナガオカシ

M80 2  312 目黒　誠二 長岡市 8  1:40.19
クマガイ　シノブ ヤヒコムラ

-  34 熊谷　司伸 弥彦村 4 DNS
サトウ　トシロウ シバタシ

-  444 佐藤　敏郎 新発田市 5 DNS
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DNS (Did Not Start) : 欠場

《 決勝 》

リザルトリスト

第37回新潟マスタ－ズ [19160002] 小山　勝弘
新潟市陸上競技場 [162080] 山崎　健

M 男子 400m 19/5/26 12:05 ( 2組 ) 



審判長：
記録主任：

1組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

アベ　ショウイチ ナガオカシ

M60 1  803 阿部　昭一 長岡市 7  2:34.89
アベ　マサキ オヂヤシ

M55 1  515 阿部　正樹 小千谷市 4  2:35.97
ワタナベ　シンジ サンジョウシ

M50 1  714 渡辺　真司 三条市 1  2:39.20
ヒグチ　ヨシタダ ニイガタシ

M60 2  342 樋口　善唯 新潟市 6  2:46.20
タンゲ　ショウジ サドシ

M65 1  461 丹下　昭治 佐渡市 9  2:46.79
ツカゴシ　シンヤ ニイガタマスターズ

M50 2  1035 塚越　晋也 新潟マスターズ 2  2:54.31
ゴトウ　トシオ サドシ

-  358 後藤　俊雄 佐渡市 3 DNS
ミナガワ　ヒトシ ニイガタシ

-  327 皆川　仁 新潟市 5 DNS
ナカムラ　ノリユキ オヂヤシ

-  430 中村　則幸 小千谷市 8 DNS

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

ワカツキ　カオル ニイガタシ

M85 1  274 若槻　馨 新潟市 7  3:14.21
フナヤマ　カツオ ニイガタマスターズ

M80 1  391 船山　勝雄 新潟マスターズ 6  3:27.85
カジワラ　サトル ニイガタシ

M75 1  488 梶原　聰 新潟市 5  3:37.54
コバヤシ　トモネ ニイガタシ

M75 2  152 小林　鞆音 新潟市 4  4:03.10
マルヤマ　ユズル ニイガタシ

M70 1  270 丸山　譲 新潟市 1  4:42.13
タビラ　サダオ ユザワマチ

M85 1  480 田平　貞夫 湯沢町 8  5:22.24
タケウチ　ヤスジ ジョウエツシ

-  567 竹内　康治 上越市 2 DNS
スダ　ハチロウ ナガオカシ

-  75 須田　八郎 長岡市 3 DNS
ナガオカシ

- 312 目黒　誠二 長岡市 9 DNS

DNS (Did Not Start) : 欠場

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/05/27 09:33:46

《 決勝 》

リザルトリスト

第37回新潟マスタ－ズ [19160002] 小山　勝弘
新潟市陸上競技場 [162080] 山崎　健

M 男子 800m 19/5/26 13:05 ( 2組 ) 



審判長：
記録主任：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考
アベ　ショウイチ ナガオカシ

M60 1  803 阿部　昭一 長岡市 9  5:13.99
アベ　マサキ オヂヤシ

M55 1  515 阿部　正樹 小千谷市 4  5:28.16
タンゲ　ショウジ サドシ

M65 1  461 丹下　昭治 佐渡市 11  5:35.41
サトウ　カズユキ ニイガタシ

M55 2  538 佐藤　和之 新潟市 5  6:09.13
スギウラ　タカシ ニイガタシ

M45 1  808 杉浦　崇 新潟市 2  6:23.10
マルヤマ　ユズル ニイガタシ

M70 1  270 丸山　譲 新潟市 12  6:28.67
アベ　カズヒコ イトイガワシ

-  602 阿部　一彦 糸魚川市 1 DNS
ゴトウ　トシオ サドシ

-  358 後藤　俊雄 佐渡市 3 DNS
ニシザワ　マサミ ニイガタシ

-  769 西澤　正美 新潟市 6 DNS
ミナガワ　ヒトシ ニイガタシ

-  327 皆川　仁 新潟市 7 DNS
サイトウ　マサユキ ムラカミシ

-  671 斉藤　正幸 村上市 8 DNS
ナカムラ　ノリユキ オヂヤシ

-  430 中村　則幸 小千谷市 10 DNS
タカノ　セイイチ ヤヒコムラ

-  565 戸叶　精一 弥彦村 13 DNS
タケウチ　ヤスジ ジョウエツシ

-  567 竹内　康治 上越市 14 DNS
スダ　ハチロウ ナガオカシ

-  75 須田　八郎 長岡市 15 DNS
カジワラ　サトル ニイガタシ

-  488 梶原　聰 新潟市 16 DNS
フナヤマ　カツオ ニイガタマスターズ

-  391 船山　勝雄 新潟マスターズ 17 DNS

DNS (Did Not Start) : 欠場

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/05/27 10:29:37

《 決勝 》

リザルトリスト

第37回新潟マスタ－ズ [19160002] 小山　勝弘
新潟市陸上競技場 [162080] 山崎　健

M 男子 1500m 19/5/26 14:50  



審判長：
記録主任：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考
アベ　ショウイチ ナガオカシ

M60 1  803 阿部　昭一 長岡市 5  11:00.15
フジマキ　ヒサユキ カシワザキシ

M50 1  397 藤巻　久之 柏崎市 1  12:10.78
タカノ　セイイチ ヤヒコムラ

M70 1  565 戸叶　精一 弥彦村 7  12:21.43
ゴトウ　トシオ サドシ

M55 1  358 後藤　俊雄 佐渡市 3  12:26.64
ツカゴシ　シンヤ

M50 2  1035 塚越　晋也 群馬県 2  12:58.17
ミナガワ　ヒトシ ニイガタシ

M60 2  327 皆川　仁 新潟市 4  13:35.12
マルヤマ　ユズル ニイガタシ

M70 2  270 丸山　譲 新潟市 6  13:37.87
タビラ　サダオ ユザワマチ

M80 1  480 田平　貞夫 湯沢町 9  24:47.05
タケウチ　ヤスジ ジョウエツシ

-  567 竹内　康治 上越市 8 DNS

M 男子 3000m 19/5/26 11:30  

リザルトリスト

第37回新潟マスタ－ズ [19160002] 小山　勝弘
新潟市陸上競技場 [162080] 山崎　健

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/05/27 08:32:57

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場



審判長：
記録主任：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考
サイトウ　マサユキ ムラカミシ

M60 1  671 斉藤　正幸 村上市 2  20:00.14
タンゲ　ショウジ サドシ

M65 1  461 丹下　昭治 佐渡市 3  20:06.39
スダ　ハチロウ ナガオカシ

M75 1  75 須田　八郎 長岡市 4  23:08.34
サトウ　カズユキ ニイガタシ

-  538 佐藤　和之 新潟市 1 DNS

M 男子 5000m 19/5/26 10:10  

リザルトリスト

第37回新潟マスタ－ズ [19160002] 小山　勝弘
新潟市陸上競技場 [162080] 山崎　健

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/05/27 08:22:41

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場



審判長：
記録主任：

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
ヤノ　ヒデキ ニイガタシ

M30 1  737 矢野　秀樹 新潟市 2  15.10

《 決勝 》

風速 (-1.0 m/s)

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/05/27 09:46:01

リザルトリスト

第37回新潟マスタ－ズ [19160002] 小山　勝弘
新潟市陸上競技場 [162080] 山崎　健

M 男子 110mH 19/5/26 14:30  



審判長：
記録主任：

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
ニシザワ　マサミ ニイガタシ

M55 1  769 西澤　正美 新潟市 3  1:43.51

《 決勝 》

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/05/27 08:31:18

リザルトリスト

第37回新潟マスタ－ズ [19160002] 小山　勝弘
新潟市陸上競技場 [162080] 山崎　健

M 男子 400mH 19/5/26 11:10  



審判長：
記録主任：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考
アベ　カズヒコ イトイガワシ

M45 1  602 阿部　一彦 糸魚川市 8  10:39.51
コジマ　テルアキ カシワザキシ

M40 1  728 小島　輝明 柏崎市 9  10:48.84

《 決勝 》

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/05/27 10:42:29

リザルトリスト

第37回新潟マスタ－ズ [19160002] 小山　勝弘
新潟市陸上競技場 [162080] 山崎　健

M 男子 3000mSC 19/5/26 16:05  



記録主任：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考
コバヤシ　ニツノリ ニイガタシ

M35 1  795 小林　光則 新潟市 1  15:22.38
サトウ　カズユキ ニイガタシ

M55 1  538 佐藤　和之 新潟市 4  17:28.62
ムトウ　ノブヨシ カシワザキシ

M65 1  214 武藤　宣義 柏崎市 6  18:18.25
ツカゴシ　シンヤ

M50 1  1035 塚越　晋也 群馬県 3  19:45.69
ヨネザワ　キヨヒコ

M75 1  1039 米澤　清彦 千葉県 8  20:25.61
コバヤシ　トモネ ニイガタシ

M75 6  152 小林　鞆音 新潟市 7  23:47.54
ヤマザキ　ケン ニイガタシ

-  105 山崎　健 新潟市 5 DNS

DNS (Did Not Start) : 欠場

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/05/27 08:15:09

《 決勝 》

リザルトリスト

第37回新潟マスタ－ズ [19160002]
新潟市陸上競技場 [162080] 山崎　健

M 男子 3000mW 19/5/26 09:30  



審判長：
記録主任：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考
シミズ　キミノリ ニイガタシ

M40 1  647 清水　公則 新潟市 6  1.75
サイトウ　コウヤ ニイガタマスターズ

M40 2  1043 斎藤　晃也 新潟マスターズ 9  1.60
ササガワ　トモノリ タガミマチ

M40 3  725 笹川　智則 田上町 8  1.55
ワタナベ　ミツハル ムラカミシ

M55 1  390 渡部　光晴 村上市 3  1.45
サトウ　ヒデオ ムラカミシ

M55 2  102 佐藤　秀穂 村上市 2  1.40
ツチダ　カツノリ ニイガタシ

M45 1  691 土田　克則 新潟市 5  1.40
ツカダ　ジュン ジョウエツシ

M40 4  662 塚田　潤 上越市 7  1.30
ウチダ　ケンイチ サドシ

M65 1  460 内田　賢一 佐渡市 1  1.15
アベ　カズヒコ イトイガワシ

-  602 阿部　一彦 糸魚川市 4 DNS

DNS (Did Not Start) : 欠場

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/05/27 07:39:37

《 決勝 》

リザルトリスト

第37回新潟マスタ－ズ [19160002] 小山　勝弘
新潟市陸上競技場 [162080] 山崎　健

M 男子 走高跳 19/5/26 09:00  



審判長：
記録主任：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考
タテベ　タケシ イトイガワシ

M65 1  43 建部　猛 糸魚川市 2  2.90
イワサキ　アキラ ニイガタシ

M70 -  588 岩崎　明 新潟市 1 NM
ササキ　マコト ニイガタシ

M30 -  661 佐々木　洵 新潟市 3 DNS

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/05/27 09:40:28

《 決勝 》

NM (No Marks) : 記録無し
DNS (Did Not Start) : 欠場

リザルトリスト

第37回新潟マスタ－ズ [19160002] 小山　勝弘
新潟市陸上競技場 [162080] 山崎　健

M 男子 棒高跳 19/5/26 13:30  



審判長：
記録主任：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 風速 備考
ツチダ　カツノリ ニイガタシ

M45 1  691 土田　克則 新潟市 15 w 5.37 (+2.9)
カミジョウ　タケシ

M45 2  1048 上條　健 長野県 18  5.34 (+1.9)
サトウ　ヒデオ ムラカミシ

M55 1  102 佐藤　秀穂 村上市 12  5.16 (+2.0)
オオタ　ヒロアキ ニイガタシ

M45 3  576 太田　博昭 新潟市 14  4.30 (+0.9)
ハガ　ショウイチロウ ニイガタシ

M45 4  724 羽賀　勝一郎 新潟市 17  4.20 (+0.9)
カワサキ　ショウジ

M60 1  1040 川崎　昭二 東京都 11  4.15 (+1.5)
フルカワ　アキラ ニイガタシ

M45 5  693 古川　章 新潟市 16  4.04 (+1.4)
ワタナベ　アキオ ニイガタシ

M75 1  628 渡辺　秋雄 新潟市 19  3.49 (+1.9)
アカルマ　カツゾウ アガノシ

M80 1  18 明間　勝蔵 阿賀野市 9  2.61 ( 0.0)
ヨシハラ　マサル オヂヤシ

M85 1  653 吉原　豊 小千谷市 8  2.23 (+1.5)
ヤマザキ　エイヤ ムラカミシ

-  68 山崎　英弥 村上市 10 DNS (-)
スダ　ツヨシ タガミマチ

-  368 須田　剛 田上町 13 DNS (-)

w (wind assist) : 追風参考
DNS (Did Not Start) : 欠場

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/05/27 08:19:11

《 決勝 》

リザルトリスト

第37回新潟マスタ－ズ [19160002] 小山　勝弘
新潟市陸上競技場 [162080] 山崎　健

M 男子 走幅跳 19/5/26 10:00  



審判長：
記録主任：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 風速 備考
ヤノ　ヒデキ ニイガタシ

M30 1  737 矢野　秀樹 新潟市 10  12.38 (+1.2)
サトウ　ヒデオ ムラカミシ

M55 1  102 佐藤　秀穂 村上市 6  10.64 (+0.5)
オオタ　ヒロアキ ニイガタシ

M45 1  576 太田　博昭 新潟市 7  9.70 (+1.2)
ハガ　ショウイチロウ ニイガタシ

M45 2  724 羽賀　勝一郎 新潟市 8  8.46 (+1.6)
ワタナベ　アキオ ニイガタシ

M75 1  628 渡辺　秋雄 新潟市 11 w 8.14 (+2.8)
ヤマザキ　ケン ニイガタシ

-  105 山崎　健 新潟市 5 DNS (-)
ササキ　マコト ニイガタシ

-  661 佐々木　洵 新潟市 9 DNS (-)

w (wind assist) : 追風参考
DNS (Did Not Start) : 欠場

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/05/27 09:47:47

《 決勝 》

リザルトリスト

第37回新潟マスタ－ズ [19160002] 小山　勝弘
新潟市陸上競技場 [162080] 山崎　健

M 男子 三段跳 19/5/26 14:30  



審判長：
記録主任：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考
オカダ　セツオ

M70 1  1032 岡田　節男 群馬県 8  11.47
ミトウ　ヨシユキ ミツケシ

M55 1  612 三藤　良行 見附市 10  11.40
ウエハラ　タカノブ

M30 1  1049 上原　隆伸 長野県 14  10.97
ホリバタ　ユキノブ

M50 1  1051 堀畑　幸信 静岡県 12  9.85
クロサキ　ヒロアキ カシワザキシ

M85 1  687 黒崎　弘明 柏崎市 3  9.71
コヤマ　ツヨシ ニイガタシ

M45 1  722 小山　剛 新潟市 13  9.52
ミヤタ　シンタロウ ニイガタシ

M75 1  779 宮田　新太郎 新潟市 7  8.58
アオキ　ユウイチ ニイガタシ

M60 1  481 青木　祐一 新潟市 9  7.15
コバヤシ　トモネ ニイガタシ

M75 2  152 小林　鞆音 新潟市 6  6.25
メグロ　シズオ カシワザキシ

M80 1  807 目黒　靜夫 柏崎市 5  6.21
ヨシカワ　オサム ナガオカシ

-  28 吉川　修 長岡市 4 DNS
ワカイ　タケシ ミナミウオヌマシ

-  558 若井　武 南魚沼市 11 DNS

DNS (Did Not Start) : 欠場

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/05/27 09:21:28

《 決勝 》

リザルトリスト

第37回新潟マスタ－ズ [19160002] 小山　勝弘
新潟市陸上競技場 [162080] 山崎　健

M 男子 砲丸投 19/5/26 13:00  



審判長：
記録主任：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考
ウメダ　ヒデユキ ツバメシ

M50 1  615 梅田　秀幸 燕市 12  37.67
オカダ　セツオ

M70 1  1032 岡田　節夫 群馬県 9  30.42
サトウ　トシロウ シバタシ

M65 1  444 佐藤　敏郎 新発田市 10  28.69
コヤマ　ツヨシ ニイガタシ

M45 1  722 小山　剛 新潟市 14  27.72
クロサキ　ヒロアキ カシワザキシ

M85 1  687 黒崎　弘明 柏崎市 6  21.66
ミヤタ　シンタロウ ニイガタシ

M75 1  779 宮田　新太郎 新潟市 8  19.50
カナザワ　ヒロシ ナガオカシ

M85 2  122 金沢　宏 長岡市 5  18.69
シバノ　サブロウ カシワザキシ

M85 3  58 柴野　三郎 柏崎市 4  16.96
メグロ　シズオ カシワザキシ

-  807 目黒　靜夫 柏崎市 7 DNS
ワカイ　タケシ ミナミウオヌマシ

-  558 若井　武 南魚沼市 11 DNS
ホリバタ　ユキノブ

-  1051 堀畑　幸信 静岡県 13 DNS
ウエハラ　タカノブ

-  1049 上原　隆伸 長野県 15 DNS

DNS (Did Not Start) : 欠場

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/05/27 09:50:26

《 決勝 》

リザルトリスト

第37回新潟マスタ－ズ [19160002] 小山　勝弘
新潟市陸上競技場 [162080] 山崎　健

M 男子 円盤投 19/5/26 14:30  



審判長：
記録主任：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考
ウエハラ　タカノブ

M30 1  1049 上原　隆伸 長野県 8  45.80
クリハラ　ケイゾウ

M60 1  1036 栗原　圭三 埼玉県 5  39.84
オカダ　セツオ

M70 1  1032 岡田　節夫 群馬県 4  34.99
カミジョウ　タケシ

M45 1  1048 上條　健 長野県 7  24.44
シバノ　サブロウ カシワザキシ

M85 1  58 柴野　三郎 柏崎市 1  23.60
カナザワ　ヒロシ ナガオカシ

M85 2  122 金沢　宏 長岡市 2  21.34
ヨシカワ　オサム ナガオカシ

-  28 吉川　修 長岡市 3 DNS
ワカイ　タケシ ミナミウオヌマシ

-  558 若井　武 南魚沼市 6 DNS

リザルトリスト

第37回新潟マスタ－ズ [19160002] 小山　勝弘
新潟市陸上競技場 [162080] 山崎　健

M 男子 ハンマー投 19/5/26 11:30  

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/05/27 08:37:31



審判長：
記録主任：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考
ササキ　マコト ニイガタシ

M30 1  661 佐々木　洵 新潟市 16  47.93
コヤマ　ツヨシ ニイガタシ

M45 1  722 小山　剛 新潟市 15  44.52
ミトウ　ヨシユキ ミツケシ

M55 1  612 三藤　良行 見附市 11  42.70
カナヤマ　タケシ ミナミウオヌマシ

M50 1  652 金山　武志 南魚沼市 12  42.16
イシダ　ヒロフミ ムラカミシ

M45 2  674 石田　博史 村上市 13  39.43
タテベ　タケシ イトイガワシ

M65 1  43 建部　猛 糸魚川市 10  23.13
フルカワ　アキラ ニイガタシ

M45 3  693 古川　章 新潟市 14  19.92
ヨシカワ　オサム ナガオカシ

-  28 吉川　修 長岡市 8 DNS
ハトリ　クニヒコ ジョウエツシ

-  120 羽鳥　邦彦 上越市 9 DNS

M 男子 やり投 19/5/26 09:00  

リザルトリスト

第37回新潟マスタ－ズ [19160002] 小山　勝弘
新潟市陸上競技場 [162080] 山崎　健
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《 決勝 》
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