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 2018年版　滋賀県記録（男子）

赤字： 新記録・創設記録・タイ記録 2019年1月31日までの判明記録
氏名欄◎：日本最高記録

男　子
従来県記録 '17 クラス 記　録 風/重 氏　名 年齢 期　日 大会名 場　所

◆６０ｍ
7.71('15) 新 M25 7.53 -0.8 増田　大次郎 29 '18.06.24 近畿マ選手権 甲賀
7.43('10) 新 M30 7.32 -0.3 一番ケ瀬　玲 32 '18.05.27 滋賀スポレク 甲賀

M35 7.31 +0.9 横江　良浩 38 '09.09.19 全日本マ選手権 瑞穂公園
M40 7.42 +0.7 金沢　利幸 40 '08.07.20 京都マ選手権 山城

7.48('17) 新 M45 7.42 +1.8 横江　良浩 47 '18.05.27 滋賀スポレク 甲賀
M50 7.64 +0.4 荒川　健 50 '17.10.14 大阪マ記録会 長居
M55 7.54 +1.9 大江　良一 55 '09.09.20 全日本マ選手権 瑞穂公園
M60 7.85 +1.7 大江　良一 60 '14.09.19 全日本マ選手権 北上
M65 8.72 +0.6 尾崎　公則 69 '12.06.17 和歌山マ選手権 紀三井寺
M70 8.70 +1.9 尾崎　公則 71 '14.06.01 滋賀スポレク 布引

9.48('16) 新 M75 9.07 +1.5 尾崎　公則 75 '18.05.27 滋賀スポレク 甲賀
M80 10.20 +0.6 木村　金蔵 80 '12.06.03 滋賀スポレク 彦根
M85 12.33 +1.9 西川　栄良 85 '14.06.01 滋賀スポレク 布引

創設 M90 18.92 -0.1 山本　昭二 90 '18.06.24 近畿マ選手権 甲賀
.

◆１００ｍ
M24- 11.73 +0.9 井上　隆輔 22 '11.10.02 滋賀マ選手権 布引

１2.19('15) 新 M25 12.02 +0.5 横江　弘貴 27 '18.08.26 滋賀マ選手権 甲賀
11.44('04) 新 M30 11.37 +2.0 一番ケ瀬　玲 33 '18.08.26 滋賀マ選手権 甲賀

M35 11.31 -0.5 横江　良浩 36 '07.09.30 近畿マ選手権 鴻ノ池
M40 11.70 +0.7 横江　良浩 42 '13.09.07 全日本マ選手権 佐賀
M45 11.80 +0.5 横江　良浩 46 17.09.10 大阪マ陸上 服部緑地
M50 12.09 +1.4 荒川　健 50 '17.10.14 大阪マ記録会 長居
M55 12.17 +1.1 大江　良一 55 '09.10.04 滋賀マ選手権 彦根
M60 12.23 +1.6 大江　良一 62 '16.10.29 世界マスターズ オーストラリア・パース

M65 13.96 +0.9 尾崎　公則 69 '12.06.17 和歌山マ選手権 紀三井寺
M70 14.08 +1.0 尾崎　公則 71 '14.06.01 滋賀スポレク 布引
M75 14.60 +0.6 尾崎　公則 75 '17.10.14 大阪マ記録会 長居
M80 17.50 -0.8 日下　善雄 80 '13.08.04 京都マ選手権 山城
M85 20.66 +1.0 西川　栄良 85 '14.06.01 滋賀スポレク 布引

創設 M90 34.62 +1.3 山本　昭二 90 '18.06.24 近畿マ選手権 甲賀

◆２００ｍ .
M24- 23.75 +1.6 井上　隆輔 24 '13.08.25 滋賀マ選手権 布引
M25 24.98 -0.3 増田　大次郎 28 '17.08.05 近畿マ選手権 山城
M30 23.70 +0.7 芝辻　悟 34 '07.04.15 滋賀スポレク 彦根
M35 23.79 +0.5 横江　良浩 36 '07.10.14 滋賀マ選手権 皇子山
M40 24.13 +0.3 野嵜　重美 41 '02.10.13 滋賀マ選手権 皇子山

24.12('17) 新 M45 23.89 +0.5 横江　良浩 47 '18.06.24 近畿マ選手権 甲賀
M50 24.41 -0.1 荒川　健 50 '17.10.14 大阪マ記録会 長居
M55 24.90 +0.3 大江　良一 55 '09.10.04 滋賀マ選手権 彦根
M60 25.49 +0.0 ◎大江　良一 60 '14.09.06 みえスポーツフェスティバル 伊勢

30.34('01) 新 M65 30.15 +0.9 藤森　正敏 65 '18.05.27 滋賀スポレク 甲賀
M70 29.97 +1.6 木村　金蔵 70 '02.05.26 滋賀スポレク 彦根

33.24('97) 新 M75 31.28 +1.3 尾崎　公則 75 '18.06.24 近畿マ選手権 甲賀
M80 39.15 -0.1 馬場　昇三 80 '03.11.08 全日本マ混成 万博記念

.
◆４００ｍ

M30 54.91 図司　浩次 34 '95.09.10 近畿マ選手権 皇子山
M35 52.80 吉本　剛 35 '99.08.22 近畿マ選手権 山城
M40 53.18 農田　稔 44 '99.06.06 陸）滋賀県記録会 皇子山
M45 53.45 農田　稔 45 '00.11.03 静岡マ選手権 草薙
M50 57.40 寺本　太一 50 '15.10.31 全日本マ選手権 岐阜
M55 58.43 農田　稔 56 '11.08.28 全日本マ選手権 紀三井寺
M60 1.04.13 農田　稔 60 '15.10.31 全日本マ選手権 岐阜
M65 1.06.82 西村　順三 65 '15.08.30 滋賀マ選手権 甲賀

1.17.69('10) 新 M70 1.13.88 森口　芳茂 70 '18.05.27 滋賀スポレク 甲賀
M75 1.23.32 小林　優 75 '13.06.02 滋賀スポレク 甲賀

創設 M80 1.28.21 小林　優 80 '18.05.27 滋賀スポレク 甲賀
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 2018年版　滋賀県記録（男子）

従来県記録 '17 クラス 記　録 風/重 氏　名 年齢 期　日 大会名 場　所
.

◆８００ｍ
M24- 2.15.04 川副　真斗 19 '14.06.01 滋賀スポレク 布引
M25 記録なし
M30 1.59.92 中吉　徹 34 '12.07.22 近畿マ選手権 甲賀
M35 1.59.48 中吉　徹 36 '14.07.12 陸）滋賀県選手権 皇子山
M40 2.04.64 三宅　徹 40 '96.09.14 全日本マ選手権 富山
M45 2.07.83 夏原　正夫 45 '94.09.17 全日本マ選手権 上尾
M50 2.12.55 中島　洋 50 '07.10.14 滋賀マ選手権 皇子山
M55 2.16.41 豊川　稔 55 '07.10.14 滋賀マ選手権 皇子山
M60 2.25.81 小林　優 60 '98.05.17 滋賀スポレク 彦根
M65 2.37.25 西村　順三 65 '15.06.27 南部忠平大阪マ 服部緑地
M70 2.48.32 森田　長喜 70 '09.09.05 国際ゴールドマスターズ 西京極
M75 3.09.78 小林　優 75 '13.06.02 滋賀スポレク 甲賀

創設 M80 3.40.94 小林　優 80 '18.08.26 滋賀マ選手権 甲賀

◆１５００ｍ
M24- 4.19.26 川副　真斗 22 '17.05.28 滋賀スポレク 甲賀
M25 5.03.29 岡本　彰 29 '15.05.31 滋賀スポレク 布引
M30 4.15.72 中野　一郎 33 '02.05.26 滋賀スポレク 彦根
M35 4.05.56 岡村　実 36 '01.07.15 京都マ選手権 山城
M40 4.12.87 下村　悟 42 '16.07.10 滋賀県選手権 皇子山
M45 4.19.55 農添　光陽 45 '10.09.18 全日本マ選手権 国立
M50 4.28.49 農添　光陽 50 '15.10.31 全日本マ選手権 岐阜
M55 4.37.35 豊川　稔 55 '07.10.14 滋賀マ選手権 皇子山
M60 4.47.35 中島　 洋 60 '17.06.11 大津市陸上競技 皇子山
M65 5.20.75 助野　正義 66 '10.10.03 滋賀マ選手権 彦根
M70 5.39.90 森田　長喜 70 '09.10.04 滋賀マ選手権 彦根
M75 6.59.59 小林　優 75 '13.08.25 滋賀マ選手権 布引
M80 8.23.18 西川　栄良 84 '13.06.02 滋賀スポレク 甲賀
M85 8.35.55 西川　栄良 85 '14.06.01 滋賀スポレク 布引

◆３０００ｍ
創設 M24- 9.26.12 川副　真斗 23 '18.05.27 滋賀スポレク 甲賀

M30 10.04.60 立入　弘人 33 '17.08.27 滋賀マ選手権 甲賀
M35 9.12.24 福島　寿夫 38 '94.07.10 滋賀スポレク 浅井町
M40 8.59.26 下村　悟 41 '16.04.24 滋賀陸協記録会 皇子山
M45 9.16.81 夏原　正夫 45 '94.07.10 滋賀スポレク 浅井町
M50 9.28.61 農添　光陽 50 '15.11.01 陸）京都府民総合体育大会 西京極
M55 10.27.90 小林　優 56 '94.07.10 滋賀スポレク 浅井町
M60 10.14.96 中島　洋 60 '17.10.27 全日本マ選手権 紀三井寺
M65 11.31.72 助野　正義 66 '10.10.03 滋賀マ選手権 彦根
M70 12.03.06 森田　長喜 70 '09.10.04 滋賀マ選手権 彦根
M75 15.30.16 梅木　覚雄 75 '05.10.03 全国スポレク 岩手

創設 M80 19.12.88 國松　善次 80 '18.06.24 近畿マ選手権 甲賀
.

◆５０００ｍ
M24- 15.55.32 川副　真斗 22 '17.05.28 滋賀マスポレク 甲賀
M25 19.01.96 岡本　彰 29 '15.05.31 滋賀スポレク 布引
M30 15.58.32 吉村　健一 33 '01.10.14 滋賀マ選手権 彦根
M35 15.41.91 福島　寿夫 36 '93.05.29 全日本マ選手権 ユニバ
M40 15.24.60 下村　悟 43 '17.05.20 関西実業団選手権 長居
M45 16.02.78 農添　光陽 46 '11.10.02 滋賀マ選手権 布引
M50 16.29.47 農添　光陽 52 '17.10.28 全日本マ選手権 服部緑地
M55 17.21.65 中島　洋 56 '15.11.21 陸）奈良県強化長距離記録会 奈良
M60 18.00.02 中島　洋 60 '17.05.28 滋賀スポレク 甲賀
M65 20.26.36 岩瀬　恵一 65 '14.09.15 兵庫マ選手権 ユニバ
M70 21.07.41 森田　長喜 70 '09.09.20 全日本マ選手権 瑞穂公園
M75 36.22.34 國松　善次 76 '14.09.20 全日本マ選手権 北上

.
◆１００００ｍ

M25 34.48.09 沖　和彦 29 '16.07.10 滋賀県選手権 皇子山
M40 32.16.51 下村　悟 42 '16.05.20 関西実業団選手権 長居
M45 37.39.14 野方　誠 46 '16.07.10 滋賀県選手権 皇子山

43.52.22('93) 新 M50 35.23.39 農添  光陽 53 '18.05.03 南部忠平杯大阪マ陸上 服部緑地
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 2018年版　滋賀県記録（男子）

従来県記録 '17 クラス 記　録 風/重 氏　名 年齢 期　日 大会名 場　所
M55 記録なし
M60 38.18.32 久下　慎太郎 61 '08.10.09 陸）新日本全国大会 西京極
M65 43.11.09 岩瀬　恵一 68 '17.10.15 京都マ記録会 山城

.
◆１マイル

M45 5.26.56 農添　光陽 48 '13.10.05 国際ゴールドマスターズ 西京極
.

◆１００ｍH
M50 15.79 -0.1 竹村　栄一 54 '05.07.24 近畿マ選手権 山城
M55 16.93 竹村　栄一 55 '06.07.08 石川マ混成 物見山
M60 19.54 +1.5 塩貝　光生 63 '14.07.05 石川マ混成 西部緑地
M65 19.84 -0.1 塩貝　光生 65 '15.10.31 全日本マ選手権 岐阜

.
◆１１０ｍH

創設 M25 15.99 +1.5 増田　大次郎 29 '18.06.24 近畿マ選手権 甲賀
M35 16.28 +1.1 稲田　和也 37 '16.09.18 全日本マ選手権 新潟
M40 15.30 -0.9 平岡　毅 43 '15.05.06 大阪マ選手権 長居

16.16（'16) 新 M45 15.53 +1.6 平岡　毅 47 '18.10.13 大阪マ記録会 長居

◆３００ｍH
M60 47.45 大江　良一 61 '15.06.27 南部忠平大阪マ 服部緑地
M65 1.01.97 西澤　幸夫 65 '15.11.01 全日本マ選手権 岐阜

.
◆４００ｍH

創設 M25 58.90 増田　大次郎 29 '18.06.24 近畿マ選手権 甲賀
M35 58.43 稲田　和也 36 '15.11.01 全日本マ選手権 岐阜
M40 1.04.69 荒川　昭治 41 '93.05.28 全日本マ選手権 ユニバ
M45 1.01.46 福島　健士 46 '15.10.17 大阪マ記録会 長居
M50 1.14.11 西澤　幸夫 53 '04.06.20 近畿マ選手権 服部緑地
M55 1.06.89 竹村　栄一 55 '06.10.15 近畿マ選手権 皇子山

.
◆２０００ｍSC

M60 7.29.61 曽野　政男 61 '15.10.30 全日本マ選手権 岐阜
.

◆３０００ｍSC
M35 9.47.35 福島　寿夫 36 '93.05.28 全日本マ選手権 ユニバ
M40 9.56.41 福島　寿夫 40 '96.09.14 全日本マ選手権 富山
M45 11.04.29 夏原　正夫 47 '96.09.14 全日本マ選手権 富山
M50 11.17.26 夏原　正夫 50 '99.06.13 和歌山マ選手権 和歌山
M55 12.33.19 曽野　政男 59 '13.10.05 国際ゴールドマスターズ 西京極

.
◆３０００ｍW

M30 19.35.20 奥野　剛太 34 '17.08.27 滋賀マ選手権 甲賀
M40 19.39.33 疋田　淳二 41 '09.10.14 滋賀マ選手権 彦根

22.27.57('13) 新 M45 21.21.27 木村　英二 46 '18.08.26 滋賀マ選手権 甲賀
M50 14.58.70 小堀　章治 52 '95.10.15 滋賀マ選手権 皇子山
M55 15.28.81 小堀　章治 55 '98.09.27 滋賀マ選手権 彦根
M60 16.04.83 小堀　章治 60 '03.10.12 滋賀マ選手権 彦根
M65 17.37.21 小堀　章治 66 '09.04.29 南部杯大阪マ 大阪
M70 18.47.48 小堀　章治 70 '13.08.25 滋賀マ選手権 布引

創設 M75 21.10.65 小堀　章治 75 '18.06.24 近畿マ選手権 甲賀
.

◆５０００ｍW
M45 37.54.10 宮本　崇司 45 '12.09.22 全日本マ選手権 岡山
M50 26.20.20 小堀　章治 52 '95.06.02 陸）滋賀県選手権 皇子山
M55 26.58.36 小堀　章治 55 '98.08.29 陸）近畿陸上選手権 皇子山
M60 27.19.27 小堀　章治 60 '03.07.13 陸）滋賀県選手権 皇子山
M65 29.05.15 小堀　章治 65 '08.10.26 大阪マ記録会 服部緑地
M70 31.45.18 小堀　章治 70 '13.05.18 大阪マ選手権 長居２

創設 M75 42.11.12 小堀　章治 75 '18.06.09 大阪マ選手権 長居

◆５ｋｍW
M50 25.24 小堀　章治 53 '97.01.01 陸）元旦競歩大会 絵画館周回
M55 28.20 小堀　章治 55 '99.01.01 陸）元旦競歩大会 東京明治神宮

M60 27.58 小堀　章治 60 '04.01.01 陸）元旦競歩大会 東京明治神宮
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 2018年版　滋賀県記録（男子）

従来県記録 '17 クラス 記　録 風/重 氏　名 年齢 期　日 大会名 場　所
.

◆１０ｋｍW
M50 54.03 小堀　章治 52 '95.09.17 陸）全日本競歩大会 根上
M55 56.39 小堀　章治 55 '98.04.12 陸）全日本競歩大会 輪島
M60 記録なし
M65 1.01.31 ◎小堀　章治 66 '09.10.12 全日本マ競歩大会 北上

.
◆２０ｋｍW

M50 1.57.38 小堀　章治 54 '97.09.21 陸）全日本競歩大会 根上
M55 2.02.59 小堀　章治 59 '02.04.14 陸）全日本競歩大会 輪島
M60 1.58.25 小堀　章治 61 '04.05.02 東京陸上選手権 東京
M65 2.11.42 小堀　章治 65 '08.09.15 全日本マ競歩大会 北上

.
◆３０ｋｍW

M50 3.00.54 小堀　章治 54 '97.09.21 陸）全日本競歩大会 根上
M55 3.11.59 小堀　章治 55 '98.03.02 世界ベテランズ選手権 神戸

.
◆５ｋｍロード

記録なし
.

◆１０ｋｍロード
M50 40.06 松居　正治 52 '01.10.28 全日本マ選手権 草薙

.
◆ハーフマラソン

1.13.09('06) 新 M35 1.09.35 大辻　夏樹 35 '18.11.04 あいの土山ﾏﾗｿﾝ あいの土山ﾏﾗｿﾝｺｰｽ

1.09.37('17) 新 M40 1.09.33 下村　悟 43 '18.01.28 大阪ハーフマラソン 大阪
M45 1.16.43 山口　信之 45 '13.06.02 陸）わかさあじさいマラソン 若狭
M50 1.15.46 中島　洋 51 '09.03.08 陸）京都シティハーフマラソン 京都
M55 1.22.11 久下　慎太郎 58 '05.03.13 陸）京都シティハーフマラソン 京都
M60 1.23.51 久下　慎太郎 61 '08.03.09 陸）京都シティハーフマラソン 京都
M65 1.33.37 岩瀬　恵一 67 '15.12.06 陸）お伊勢さんマラソン公認の部 三重

1.42.09('08) 新 M70 1.40.59 岩瀬　恵一 70 '18.12.02 東日本マスターズ　ロードレース大会 昭和記念公園

.
◆マラソン

M35 2.49.59 日置　智也 35 '14.05.24 陸）黒部名水マラソン 黒部
M40 2.25.59 下村　悟 42 '17.03.05 びわ湖毎日マラソン 皇子山
M45 2.39.22 山口　信之 45 '13.03.03 陸）篠山ＡＢＣマラソン 篠山
M50 2.44.14 閑野　武大 51 '17.02.26 東京マラソン 東京
M55 2.54.29 中島　洋 55 '13.02.03 陸）別府大分毎日マラソン 大分
M60 2.57.17 三宅　徹 60 '17.01.29 勝田全国ﾏﾗｿﾝ 勝田全国ﾏﾗｿﾝｺｰｽ

M65 3.25.19 岩瀬　恵一 65 '14.10.19 陸）大町マラソン 大町
創設 M70 3.51.24 岩瀬　恵一 70 '18.11.25 大阪マラソン 大阪マラソン長距離走路

.
◆４×１００ｍR　年代別　（①=>M60②=>M50③=>M40④=>M35）

年代別 47.95

西村　順三
大江　良一
野嵜　重美
横江　良浩

61
56
49
39

'10.09.19 全日本マ選手権 国立

.
◆４×１００ｍR　クラス別

M35 53.73

田中　憲次郎
小南　一樹
古野　真弘
山口　乃久

36
36
36
36

'15.08.30 滋賀マ選手権 甲賀

M40 46.79

對馬　宏受
横江　良浩
芝辻　悟
池田　忍

43
44
42
43

'15.10.31 全日本マ選手権 岐阜

M45 47.52

西川　克己
横江　良浩
荒川　健
岡本　光男

46
45
49
49

'16.08.21 滋賀マ選手権 甲賀
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48.87('16) 新 M50 47.97

奥村　秀雄
荒川　 健
東　 浩一
岡本　光男

51
50
53
50

'17.08.27 滋賀マ選手権 甲賀

48.87('16) 新 M50 47.64

奥村　秀雄
荒川　 健
東　 浩一
岡本　光男

51
50
53
50

'17.10.28 全日本マ選手権 紀三井寺

◆４×１００ｍR　男子還暦　（①=>M70②=>M65③=>M55④=>M60）
還暦 記録なし

.
◆４×４００ｍR　クラス別

創設 3.54.22

西川　克己
芝辻　悟
横江　良浩
池田　忍

'18.09.24 全日本マ選手権 ｺｶｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞ

創設 3.56.02

奥村　秀雄
寺本　太一
宮本 崇司
荒川　健

'18.09.24 全日本マ選手権 ｺｶｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞ

◆走高跳 .
1.85('17) 新 M30 1.90 滝田　和也 34 '18.06.24 近畿マ選手権 甲賀
1.70('06) 新 M35 1.90 滝田　和也 35 '18.09.09 国際ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞ奈良大会（ﾌﾟﾚ） 鴻ノ池

M40 1.80 北村  正昭 44 '08.04.27 滋賀スポレク 彦根
M45 1.73 竹村　栄一 47 '99.05.30 全国スポレク 彦根
M50 1.62 竹村　栄一 51 '02.07.20 石川マ混成 松任
M55 1.60 竹村　栄一 56 '08.04.27 滋賀スポレク 彦根
M60 1.45 薮内　悟 62 '17.09.18 兵庫マ選手権 ﾕﾆﾊﾞ記念
M60 1.45 薮内　悟 62 '17.08.27 滋賀マ選手権 甲賀
M65 1.30 塩貝　光生 65 '15.09.20 全日本マ跳躍五種 西部緑地

.
◆棒高跳 .

創設 M25 4.40 ◎石川　貴規 28 '18.06.24 近畿マ選手権 甲賀
M35 2.70 城野　真章 39 '07.10.14 滋賀マ選手権 皇子山
M40 2.80 城野　真章 40 '08.08.24 滋賀マ選手権 彦根
M45 3.20 竹村　栄一 48 '99.09.19 滋賀マ選手権 皇子山
M50 3.20 竹村　栄一 52 '04.06.06 石川マ混成 加賀
M55 3.20 竹村　栄一 58 '09.09.20 全日本マ選手権 瑞穂公園
M60 2.40 薮内　悟 61 '16.08.21 滋賀マ選手権 甲賀
M65 2.46 野原　弘嗣 69 '09.10.04 滋賀マ選手権 彦根
M70 2.40 野原　弘嗣 72 '12.07.22 近畿マ選手権 甲賀

◆走幅跳
創設 M25 4.67 -1.4 長谷川　直規 28 '18.05.27 滋賀スポレク 甲賀
創設 M25 5.07 +2.0 中村　真樹 28 '18.08.26 滋賀マ選手権 甲賀

5.54('98) 新 M30 6.11 +1.1 和田　惠太 30 '18.08.26 滋賀マ選手権 甲賀
M35 6.92 +0.5 高見　豊 37 '08.07.12 陸）滋賀県選手権 彦根
M40 6.51 +1.2 高見　豊 41 '12.09.22 全日本マ選手権 岡山
M45 6.07 +1.2 宇野　進二 45 '17.08.27 滋賀マ選手権 甲賀
M50 5.65 +0.0 竹村　栄一 51 '02.11.16 全日本マ混成 万博記念
M55 5.45 +0.9 竹村　栄一 55 '06.09.30 全日本マ混成 西部緑地
M60 5.15 +1.8 薮内  悟 61 '16.05.07 大阪マ選手権 長居
M65 4.60 -1.5 八代　弘 66 '06.09.18 全日本マ選手権 宮城
M70 4.15 -0.6 尾崎　公則 74 '17.08.27 滋賀マ選手権 甲賀
M75 4.18 +0.6 尾崎　公則 75 '17.10.14 大阪マ記録会 長居
M80 3.16 -2.5 馬場　昇三 80 '03.09.15 近畿マ選手権 ﾕﾆﾊﾞｰ記念

.
◆三段跳

12.28('95) 新 M30 13.63 +1.1 和田　惠太 30 '18.08.26 滋賀マ選手権 甲賀
M35 12.24 野嵜　重美 35 '96.08.25 大阪マ選手権 長居
M40 12.27 +0.2 野嵜　重美 41 '02.10.13 滋賀マ選手権 皇子山
M45 12.11 +0.4 野嵜　重美 45 '06.10.15 近畿マ選手権 皇子山
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M50 11.61 +1.5 竹村　栄一 54 '06.05.21 滋賀スポレク 彦根
M55 11.24 +2.0 竹村　栄一 56 '07.09.25 全国スポレク 青森
M60 10.42 -0.2 八代　弘 61 '01.10.28 全日本マ選手権 草薙
M65 9.69 +2.0 八代　弘 66 '06.09.24 滋賀マ選手権 彦根

8.73('10) 新 M70 8.89 -0.3 尾崎　公則 74 '17.08.27 滋賀マ選手権 甲賀
7.89('15) 新 M75 8.72 0.0 尾崎　公則 75 '17.10.14 大阪マ記録会 長居

.
◆立五段跳

M45 13.38 宮本　崇司 47 '14.11.09 和歌山マ秋季 紀三井寺
M50 13.07 宮本　崇司 50 '17.09.10 大阪マ陸上 服部緑地
M55 11.91 竹村　栄一 57 '08.11.24 和歌山マ選手権 紀三井寺 
M65 11.77 （日本新） 塩貝　光生 65 '15.09.20 全日本マ跳躍五種 西部緑地
M70 10.78 尾崎　公則 71 '14.06.15 近畿マ選手権 紀三井寺

創設 M75 １0.39 尾崎　公則 75 '18.04.22 第41回和歌山マ選手権 紀三井寺
.

◆砲丸投
M25 8.57 7.26kg 長谷川 直規 28 '17.10.14 大阪マ記録会 長居
M35 11.28 7.26kg 掛谷　亨 39 '06.10.01 全日本マ混成 西部緑地
M40 11.19 7.26kg 掛谷　亨 42 '09.09.19 全日本マ選手権 瑞穂公園
M45 11.65 7.26kg 掛谷　亨 46 '13.06.02 滋賀スポレク 甲賀
M50 12.58 6.0kg 樋口　正和 53 '03.11.02 全国スポレク 丸亀
M55 12.03 6.0kg 樋口　正和 59 '09.09.05 国際ゴールドマスターズ 西京極
M60 13.59 5.0kg 樋口　正和 61 '11.08.28 全日本マ選手権 紀三井寺
M65 12.89 5.0kg 樋口　正和 65 '15.04.26 石川マ投てき記録会 西部緑地
M70 9.54 4.0㎏ 大岡　弘和 74 '17.05.28 滋賀スポレク 甲賀

7.62('16) 新 M75 8.96 4.0kg 大岡　弘和 75 '18.05.27 滋賀スポレク 甲賀
M80 7.12 3.0kg 梅木　覚雄 80 '10.10.17 全国スポレク 富山

5.14('17) 新 M85 5.21 3.0㎏ 樋口 元太郎 86 '18.05.27 滋賀スポレク 甲賀
.

◆円盤投
M25 27.21 木村　真志 28 '17.08.05 近畿マ選手権 山城
M35 41.60 2.0kg 大西　繁人 35 '94.09.17 全日本マ選手権 上尾
M40 39.30 2.0kg 掛谷　亨 41 '08.06.08 全日本マ混成 西部緑地
M45 38.73 2.0kg 掛谷　亨 45 '12.06.03 滋賀スポレク 彦根
M50 39.38 1.5kg 掛谷　亨 50 '17.10.28 全日本マ選手権 紀三井寺
M55 38.13 1.5kg 樋口　正和 59 '09.10.04 滋賀マ選手権 彦根
M60 44.91 1.0kg 樋口　正和 60 '10.10.03 滋賀マ選手権 彦根
M65 43.74 1.0kg 樋口　正和 65 '15.04.26 石川マ投てき記録会 西部緑地
M70 25.15 1.0kg 樋口　元太郎 70 '02.05.26 滋賀スポレク 彦根

21.78('08) 新 M75 23.39 1.0kg 大岡　弘和 75 '18.05.27 滋賀スポレク 甲賀
M80 17.32 1.0kg 樋口　元太郎 81 '13.09.07 全日本マ選手権 佐賀
M85 14.33 1.0㎏ 樋口　元太郎 85 '17.05.28 滋賀スポレク 甲賀

.
◆ハンマー投

M35 41.05 7.26kg 掛谷　亨 39 '06.10.01 全日本マ混成 西部緑地
M40 39.47 7.26kg 築山　泰洋 40 '09.11.22 和歌山マ秋季 紀三井寺
M45 36.53 7.26kg 築山　泰洋　 47 '16.09.17 全日本マ選手権 新潟
M50 18.98 6.0kg 上田　龍興 52 '96.10.13 滋賀マ選手権 皇子山
M55 記録なし
M60 36.78 5.0kg 殿城　幸雄 64 '16.09.04 奈良マ選手権 鴻ノ池
M65 32.06 5.0kg 殿城　幸雄 65 '17.10.27 全日本マ選手権 紀三井寺

◆やり投
M25 50.30 800g 長谷川　直規 28 '17.10.14 大阪マ記録会 長居
M30 記録なし
M35 57.59 800g 藤居　久智 35 '98.05.17 滋賀スポレク 彦根
M40 53.41 800g 藤居　久智 40 '02.10.13 滋賀マ選手権 皇子山
M45 48.56 800g 荒川　健 45 '12.07.22 近畿マ選手権 甲賀
M50 43.06 700g 竹村　栄一 51 '02.10.07 全国スポレク 広島
M55 40.35 700g 竹村　栄一 55 '07.04.15 滋賀スポレク 彦根
M60 37.76 600g 山口　正典 60 '06.09.24 滋賀マ選手権 彦根
M65 33.53 600g 樋口　正和 65 '15.04.26 石川マ投てき記録会 西部緑地
M70 33.46 500g 高橋　澄 70 '11.09.24 東京マ選手権 東京
M75 29.59 500g 髙橋　澄 75 '16.07.24 福井マ選手権 福井県
M80 22.37 400g 馬場　昇三 80 '03.09.15 近畿マ選手権 ユニバ
M85 15.89 400g 樋口　元太郎 85 '17.05.28 滋賀スポレク 甲賀
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.

◆重量投
M35 12.66 15.88kg 掛谷　亨 39 '06.10.08 大阪マ記録会 服部緑地
M40 10.62 15.88kg 築山　泰洋 40 '09.10.04 全日本マ混成 金沢

7.89('15) M45 9.65 15.88kg 築山　泰洋 48 '17.09.24 石川マ投てき記録会 西部緑地
.

◆ボール投（日マ非公認種目）
創設 M25 60.82 中村　真樹 27 '17.05.28 滋賀マスポレク 甲賀

M50 63.74 藤田　泰樹 54 '08.10.21 全国スポレク 皇子山
M55 71.64 三宅　克之 56 '15.10.17 大阪マ記録会 長居
M60 54.64 薮内　悟 61 '16.05.29 滋賀マスポレク 甲賀
M65 52.86 高橋　澄 69 '10.07.25 福井マ陸上 福井
M70 49.67 高橋　澄 70 '11.09.24 東京マ選手権 東京

42.83('16) 新 M75 43.00 高橋　澄 76 '17.07.09 福井マ選手権 福井
.

◆男子五種競技
[走幅跳/やり投/200m/円盤投/1500m]

M40 2892 荒川　健 42 '10.06.21 全日本マ混成 長居２
　[5.41(+0.2)/45.12(800g)/25.13(-0.8)/30.84(2.0kg)/5.23.33]

M45 3128 竹村　栄一 48 '99.10.31 全日本マ混成 服部緑地
　[5.87/42.52/26.47/25.73/5.13.33]

M50 2921 竹村　栄一 52 '04.05.08 東京マ五種競技会 八王子市
　[5.02(+1.1)/41.38/27.71(+2.0)/30.77/5.39.48]

M55 3095 竹村　栄一 55 '07.05.06 東京マ混成競技 東京
　[5.15/38.10/28.01/26.75/5.51.22]

M60 2529 八代　弘 62 '02.11.16-17 全日本マ混成 万博記念
　[4.56(+0.0)/28.14/29.41(+0.7)/26.71/7.13.68]

M70 2218 馬場　昇三 74 '97.07.05 全日本マ混成 服部緑地
　[3.67/23.98/34.26/20.74/8.25.89]

M75 2599 馬場　昇三 76 '99.10.31 全日本マ混成 服部緑地
　[3.58/21.80/35.29/19.17/8.02.22]

M80 2245 馬場　昇三 80 '03.11.08 全日本マ混成 万博記念
　[2.83(-0.9)/20.88/39.15(-0.1)/16.54/9.46..99]

.
◆十種競技
[100m/走幅跳/砲丸投/走高跳/400m/ハードル/円盤投/棒高跳/やり投/1500m]

M40 4912 竹村　栄一 43 '95.7.1-2 全日本マ混成 金岡
[12.9/5.50/8.45(7.26kg)/1.69/59.9/110mH19.2/24.28(2kg)/2.20/41.98(800g)/5.26.3]

.
M45 5868 竹村　栄一 49 '00.09.23 全日本マ混成 服部緑地

[13.09/5.59/8.80(7.26kg)/1.60/1.01.36/110mH18.01/26.40(2kg)/3.20/43.15(800g)/5.27.63]

.
M50 6124 竹村　栄一 52 '04.6.5-6 石川マ混成 加賀市

[13.07(+1.3)/5.48(+2.0)/9.50(6kg)/1.57/1.01.82/100mH17.26(-0.6)/28.36(1.5kg)/3.20/39.56(700g)/5.42.24]

.
M55 6556 ◎竹村　栄一 55 '06.7.8-9 石川マ混成 物見山

[13.28/5.17/9.07(6kg)/1.45/1.01.64/100mH16.93/29.20(1.5kg)/2.90/39.40(700g)/5.38.66]

.
M60 3865 西澤　幸夫 61 '11.10.29-30 全日本マ混成 金沢

[14.75/3.90/7.90(5kg)/NM/1.09.60/100mH22.34/20.89(1kg)2.10/19.55(600g)/6.22.70]

.
◆重量五種
[ハンマー投/砲丸投/円盤投/やり投/重量投]

M35 2793 掛谷　亨 39 '06.10.08 大阪マ記録会 服部緑地
　[40.18/11.13/38.47/37.84/12.66]

M40 2624 掛谷　亨 41 '08.06.08 全日本マ混成 西部緑地
　[38.83/11.14/39.30/37.17/10.00]

M45 2288 築山　泰洋 48 17.09.24 石川マ投てき記録会 西部緑地
　[33.54/9.07/24.91/19.54/9.65]

◆跳躍五種
[立五段跳/棒高跳/走幅跳/三段跳/走高跳]

M55 旧3797 竹村　栄一 57 '09.06.21 和歌山マ選手権 紀三井寺 
　[12.63/3.10/4.85/11.06/1.40]

M60 記録なし
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M65 3253 塩貝　光生 65 '15.09.20 全日本マ跳躍五種 西部緑地
　[11.77/2.10/3.97(+1.4)/8.48(+1.5)/1.30]

【競技規則、器具等ルール改訂による旧記録】
◆やり投 2001年までの重量

M70 26.98 (600g) 馬場　昇三 71 '94.09.25 近畿マ選手権 鴻ノ池
M75 24.07 (600g) 馬場　昇三 75 '98.10.05 全国スポレク 岐阜
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 2018年版　滋賀県記録（女子）

赤字： 新記録・創設記録・タイ記録 2019年1月31日までの判明記録
氏名欄◎：日本最高記録

女　子
従来県記録 '16 クラス 記　録 風/重 氏　名 年齢 期　日 大会名 場　所

◆６０ｍ
W35 8.55 +1.3 山田　淳子 36 '07.10.14 滋賀マ選手権 皇子山

8.81('12) 新 W40 8.63 +1.1 種子田　いずみ 40 '18.06.24 近畿マ選手権 甲賀
W45 9.15 -0.4 富樫　民江 46 '15.08.30 滋賀マ選手権 甲賀
W50 9.16 +0.7 夏原　かず子 54 '09.10.04 滋賀マ選手権 彦根
W55 9.40 +0.9 夏原　かず子 56 '11.05.15 滋賀スポレク 彦根
W60 9.58 +0.5 夏原　かず子 60 '15.08.02 京都マ選手権 山城

10.50('07) 新 W65 10.31 +1.3 島田　芳子 65 '18.05.27 滋賀スポレク 甲賀
W70 9.97 0.8 渥美　裕子 74 '17.05.28 滋賀スポレク 甲賀

11.17('14) 新 W75 9.82 +1.8 渥美　裕子 75 '18.08.26 滋賀マ選手権 甲賀
12.75('13) 新 W80 11.86 -0.9 宮前　美代子 80 '18.09.24 全日本マ選手権 鳥取

.
◆１００ｍ

W25 15.16 田中　博美 27 '97.10.12 滋賀マ選手権 皇子山
W30 13.95 +1.2 増田　雅子 30 '02.05.26 滋賀スポレク 彦根
W35 12.92 +1.5 樫原　由香 39 '13.11.16 東日本マ選手権 国立

14.09('95) 新 W40 13.51 +1.5 種子田　いずみ 40 '18.08.26 滋賀マ選手権 甲賀
W45 14.67 夏原　かず子 45 '00.09.24 近畿マ選手権 皇子山
W50 15.22 +1.2 夏原　かず子 53 '08.08.24 滋賀マ選手権 彦根
W55 15.25 +1.0 夏原　かず子 58 '13.07.14 近畿マ選手権 鴻ノ池
W60 15.60 +1.4 夏原　かず子 62 '17.08.05 近畿マ選手権 山城
W65 17.07 +2.0 宮前　美代子 66 '04.10.03 全国スポレク 富山
W70 16.44 +1.7 渥美　裕子 74 '17.08.27 滋賀マ選手権 甲賀

18.66('14) 新 W75 16.01 +1.6 ◎渥美　裕子 75 '18.08.26 滋賀マ選手権 甲賀
22.47('13) 新 W80 19.77 +0.9 宮前　美代子 80 '18.09.23 全日本マ選手権 鳥取

.
◆２００ｍ

W25 28.43 増田　雅子 29 '01.09.29 全日本マ混成 服部
W30 28.42 +1.3 増田　雅子 30 '02.06.29 陸）滋賀県選手権 皇子山

28.41('15) 新 W35 28.10 +1.6 鮫澤　知美 37 '18.05.27 滋賀スポレク 甲賀
29.40('07) 新 W40 28.81 -0.1 種子田　いずみ 40 '18.09.22 全日本マ選手権 鳥取

W45 31.91 +0.9 前田　賀屋子 46 '02.11.17 大阪マ選手権 万博記念
W50 31.32 +0.4 川西　さとみ 50 '17.05.28 滋賀スポレク 甲賀
W55 32.79 -0.3 夏原　かず子 59 '14.09.15 兵庫マ選手権 ユニバ
W60 32.55 +0.4 夏原　かず子 61 '16.09.17 全日本マ選手権 新潟
W65 37.89 +1.4 宮前　美代子 66 '04.12.03 ｱｼﾞｱﾏｽﾀｰｽﾞ Bangkok
W70 40.42 +1.5 宮前　美代子 70 '08.09.26 全日本マ選手権 宮崎
W75 43.05 +1.5 宮前　美代子 75 '13.10.05 国際ゴールドマスターズ 西京極

創設 W80 47.95 +1.8 宮前　美代子 80 '18.09.22 全日本マ選手権 鳥取

◆４００ｍ
1.06.70('06) 新 W35 1.04.50 鮫澤　知美 37 '18.08.26 滋賀マ選手権 甲賀

W40 1.09.20 太田　君子 41 '96.10.13 滋賀マ選手権 皇子山
W45 1.14.03 太田　君子 46 '01.10.14 滋賀マ選手権 彦根
W50 1.14.83 太田　君子 53 '08.04.27 滋賀スポレク 彦根
W55 1.14.96 太田　君子 55 '10.10.03 滋賀マ選手権 彦根

1.26.05('17) 新 W60 1.24.11 谷口　圭子 63 '18.06.24 近畿マ選手権 甲賀
W65 1.43.11 阪下　美雪 69 '08.08.24 滋賀マ選手権 彦根
W70 1.46.73 宮前　美代子 71 '09.10.13 ワールドマスターズゲーム シドニー

.
◆８００ｍ

W24- 2.35.65 椛島　麻衣 23 '10.05.16 滋賀スポレク 彦根
W25 2.27.80 西堀　かおり 27 '98.09.27 滋賀マ選手権 彦根
W30 2.40.80 増田　雅子 30 '02.06.30 陸）滋賀県選手権 皇子山
W35 2.30.03 森上　真由美 39 '08.06.08 岐阜マ選手権 多治見
W40 2.27.91 伊神　佐登美 42 '11.07.16 陸）滋賀県選手権 皇子山

2.30.94('17) 新 W45 2.30.80 伊神　佐登美 49 '18.07.07 滋賀県選手権 皇子山
W50 2.38.45 太田　君子 52 '07.10.14 滋賀マ選手権 皇子山
W55 2.37.28 太田　君子 55 '10.05.16 滋賀スポレク 彦根
W60 2.57.67 太田　君子 62 '17.06.11 大津市陸上競技 皇子山

滋賀マスターズ陸上競技連盟　県記録一覧
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 2018年版　滋賀県記録（女子）

従来県記録 '16 クラス 記　録 風/重 氏　名 年齢 期　日 大会名 場　所
3.57.43('01) 新 W65 3.27.38 小嶋　祐子 67 '18.09.22 全日本マ選手権 鳥取

W70 3.44.56 阪下　美雪 70 '09.10.04 滋賀マ選手権 彦根
.

◆１５００ｍ
W24- 5.14.70 ◎椛島　麻衣 22 '09.05.17 滋賀スポレク 彦根
W25 5.05.59 西堀　かおり 27 '98.07.11 陸）滋賀県選手権 皇子山
W30 6.04.23 大塚  牧子 33 '09.05.17 滋賀スポレク 彦根
W35 4.50.23 森上　真由美 39 '08.10.19 全国スポレク 皇子山
W40 5.01.24 森上　真由美 40 '09.09.20 全日本マ選手権 瑞穂公園

5.12.95('16) 新 W45 5.04.73 伊神　佐登美 49 '18.07.08 滋賀県選手権 皇子山
W50 5.20.37 太田　君子 52 '07.09.23 全国スポレク 青森
W55 5.57.35 小嶋　祐子 56 '07.09.23 全国スポレク 青森
W60 6.00.99 太田　君子 62 '17.06.11 大津市陸上競技 皇子山
W65 6.52.49 阪下　美雪 67 '06.10.22 全国スポレク 鳥取
W70 8.07.16 阪下　美雪 71 '10.10.17 全国スポレク 富山

.
◆３０００ｍ

W35 9.55.59 森上　真由美 38 '07.10.26 全日本マ選手権 下関
W40 10.46.29 森上　真由美 42 '11.07.24 近畿マ選手権 山城

11.08.90('17) 新 W45 11.03.42 伊神　佐登美 49 '18.05.27 滋賀スポレク 甲賀
W50 11.10.81 太田　君子 52 '07.09.24 全国スポレク 青森
W55 12.58.21 佐伯  靖子 56 '08.04.27 滋賀スポレク 彦根
W60 13.01.42 太田　君子 62 '17.10.27 全日本マ選手権 紀三井寺
W60 12.46.67 太田　君子 62 '17.05.28 滋賀スポレク 甲賀
W65 14.32.00 小嶋　祐子 65 '16.09.17 全日本マ選手権 新潟

.
◆５０００ｍ

W25 20.06.30 西堀　かおり 26 '97.06.09 滋賀スポレク 彦根
W30 18.42.90 河合　智子 32 '10.10.03 滋賀マ選手権 彦根
W35 16.48.26 西本　智子 39 '07.04.15 滋賀スポレク 彦根
W40 17.13.20 西本　智子 40 '08.04.27 滋賀スポレク 彦根
W45 17.57.93 塚本　和美 46 '14.07.12 陸）滋賀県選手権 皇子山
W50 18.51.21 古家　雅恵 50 '14.07.12 陸）滋賀県選手権 皇子山
W55 22.26.34 太田　君子 58 '13.10.05 国際ゴールドマスターズ 西京極

23.38.87('13) 新 W60 22.16.01 太田　君子 63 '18.10.21 京都マ選手権 山城
.

◆１００００ｍ
W45 40.07.28 武内　佳恵 46 '16.07.10 滋賀県選手権 皇子山

創設 W60 46.37.68 太田　君子 63 '18.12.09 京都マ長距離記録会 西京極
創設 W60 50.04.51 谷口　圭子 63 '18.12.09 京都マ長距離記録会 西京極

◆６０ｍH（日マ非公認種目）
W45 11.31 -0.8 大江　由子 49 '16.10.15 和歌山マ選手権 紀三井寺
W50 11.20 -0.3 大江　由子 50 '17.04.23 和歌山マ選手権 紀三井寺

◆８０ｍH
W40 14.32 -1.0 藤川　敦子 42 '99.08.22 近畿マ選手権 山城
W45 14.72 +0.7 大江　由子 48 '15.10.18 静岡マ選手権 草薙総合

14.95('17) 新 W50 14.71 -0.7 大江　由子 51 '18.06.17 石川マ選手権 金沢市営

W55 16.95 +2.0 夏原　かず子 59 '14.09.21 全日本マ選手権 北上
W60 17.06 +0.9 夏原　かず子 60 '15.10.31 全日本マ選手権 岐阜
W65 記録なし
W70 34.86 -2.3 阪下　美雪 73 '12.07.22 近畿マ選手権 甲賀

.
◆１００ｍH

W25 18.28 +0.0 増田　雅子 28 '00.09.23 全日本マ混成 服部緑地
W30 18.23 +1.1 増田　雅子 30 '02.11.16 全日本マ混成 万博記念
W35 19.16 +1.1 大江　由子 35 '02.11.16 全日本マ混成 万博記念

.
◆２００ｍH

W70 1.48.29 +1.2 阪下　美雪 73 '12.09.23 全日本マ選手権 岡山
.

◆３００ｍH
W50 1.03.57 大江　由子 50 '17.09.10 大阪マ陸上 服部緑地

◆２０００ｍSC
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従来県記録 '16 クラス 記　録 風/重 氏　名 年齢 期　日 大会名 場　所

.
◆３０００ｍW

W40 22.49.86 湯川　慈美 42 '95.09.10 近畿マ選手権 皇子山
W45 記録なし
W50 記録なし
W55 23.09.26 山本　美津子 56 '93.09.26 滋賀マ選手権 彦根
W60 記録なし
W65 24.15.64 山口　文子 69 '01.10.14 滋賀マ選手権 彦根
W70 24.54.00 山口　文子 72 '04.10.10 滋賀マ選手権 彦根

.
◆５ｋｍロード

記録なし

◆１０ｋｍロード
W45 47.46 湯川　慈美 48 '01.10.28 全日本マ選手権 草薙
W60 1.00.06 坂本　千草 63 '99.10.20 全日本マスターズロード 熊本
W65 1.01.18 坂本　千草 65 '01.10.27 全日本マ選手権 草薙

.
◆ハーフマラソン

W35 1.16.42 西本　智子 39 '07.03.11 陸）京都シティハーフ 京都
W40 1.18.19 西本　智子 40 '08.03.09 陸）京都シティハーフ 京都
W45 1.22.49 太田　君子 45 '01.03.11 陸）京都シティハーフ 京都
W50 1.28.55 太田　君子 52 '08.11.24 陸)神戸全日本女子ハーフＭ 神戸
W55 1.37.31 小嶋　祐子 55 '07.01.28 陸)大阪ハーフＭ 長居

.
◆マラソン

W30 3.05.50 勝馬　由起 30 '99.01.31 陸)大阪国際女子Ｍ 長居
W35 2.41.34 西本　智子 39 '07.01.28 陸)大阪国際女子Ｍ 長居
W40 2.42.53 西本　智子 40 '08.01.27 陸)大阪国際女子Ｍ 長居
W45 2.51.24 武内　佳恵 46 '17.01.29 陸)大阪国際女子Ｍ 長居
W50 3.00.08 太田　君子 52 '08.03.09 陸)名古屋国際女子Ｍ 名古屋
W55 3.32.02 小嶋　祐子 57 '08.11.16 陸)東京国際女子Ｍ 東京
W60 3.35.43 小嶋　祐子 60 '11.11.23 陸）福知山マラソン 福知山

◆４×１００ｍR　年代別　（①=>W50②=>W40③=>W40④=>W30）

年代別 1.00.67

小嶋　祐子
藤川　敦子
前田　賀屋子
大江　由子

51
45
46
35

'02.09.01 全日本マ選手権 松江

.
◆４×１００ｍR　女子共通　（①～④=>W25）

共通 56.59

前田　賀屋子
夏原　かず子
小嶋　祐子
藤川　敦子

39
40
44
39

'95.10.15 滋賀マ選手権 皇子山

◆４×１００ｍR　女子クラス別

58.48('17) 新 W35 58.28

夏原かず子
鮫澤　智美
丸山佳代
種子田いずみ

63
37
46
40

'18.06.24 近畿マ選手権 甲賀

◆走高跳
W25 1.30 増田　雅子 29 '01.09.29 全日本マ混成 服部緑地
W30 1.50 藤川　敦子 34 '91.09.01 近畿マ選手権 服部緑地
W30 1.50 大江　由子 31 '98.09.27 近畿マ選手権 彦根
W35 1.53 藤川　敦子 35 '91.11.02 全日本マ選手権 宮崎
W40 1.45 藤川　敦子 40 '97.06.08 滋賀スポレク 彦根
W45 1.38 藤川　敦子 45 '01.10.27 全日本マ選手権 草薙
W50 1.20 藤川　敦子 50 '07.09.23 全国スポレク 青森
W50 1.30 大江　由子 50 '17.05.21 近畿マ選手権 エコバ

◆棒高跳
W45 1.90 加古　文子 49 '98.09.27 滋賀マ選手権 彦根
W50 2.30 加古　文子 53 '02.09.16 兵庫マ選手権 ユニバ
W55 2.30 加古　文子 56 '05.10.16 滋賀マ選手権 皇子山
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 2018年版　滋賀県記録（女子）

従来県記録 '16 クラス 記　録 風/重 氏　名 年齢 期　日 大会名 場　所
W60 2.40 加古　文子 60 '09.10.04 滋賀マ選手権 彦根
W65 2.10 加古　文子 65 '14.09.20 全日本マ選手権 北上

.
◆走幅跳

W25 4.44 -1.4 増田　雅子 28 '00.09.23 全日本マ選手権 服部緑地
W30 4.81 +0.1 増田　雅子 30 '02.06.30 陸）滋賀県選手権 皇子山
W35 4.84 田中　鈴枝 38 '93.11.15 全国スポレク 千葉
W40 4.46 +1.5 田中　鈴枝 40 '96.10.13 滋賀マ選手権 皇子山
W45 4.29 +0.4 丸山  佳代 45 '17.10.14 大阪マ記録会 長居

3.99('13) 新 W50 4.00 +1.1 澤村　直子 50 '18.08.26 滋賀マ選手権 甲賀
3.99('13) 新 W50 4.27 +1.5 大江　由子 51 '18.06.17 石川マ選手権 金沢市営
3.72('09) 新 W55 3.72 -0.5 宮﨑　眞弓 55 '18.05.27 滋賀スポレク 甲賀

W60 3.47 松原　千代 61 '95.10.09 全日本マ選手権 平塚
W65 3.39 松原　千代 65 '99.11.20 全日本マ選手権 熊本
W70 2.66 +0.5 松原　千代 73 '08.04.27 滋賀スポレク 彦根
W75 2.51 +0.5 松原　千代 75 '10.09.17 全日本マ選手権 国立
W80 1.49 -0.9 松原　千代 82 '17.10.28 全日本マ選手権 紀三井寺

.
◆三段跳

W30 9.24 +1.7 大江　由子 34 '01.10.27 全日本マ選手権 草薙
W35 9.71 藤川　敦子 39 '96.08.18 近畿マ選手権 紀三井寺
W40 10.00 藤川　敦子 44 '00.11.06 アジアベテランズ インド
W45 9.20 藤川　敦子 45 '01.10.14 滋賀マ選手権 彦根
W50 9.02 +0.6 マリア　ルミ　重岡 54 '12.09.22 全日本マ選手権 岡山

.
◆立五段跳

創設 W40 10.84 種子田　いずみ 40 '18.09.22 全日本マ選手権 鳥取
W45 10.27 +0.2 大江　由子 49 '16.10.15 和歌山マ選手権 紀三井寺
W50 10.14 大江　由子 50 '17.04.23 和歌山マ選手権 紀三井寺
W60 8.57 -1.0 前田　賀屋子 60 '16.10.15 和歌山マ選手権 紀三井寺

創設 W75 8.63 渥美　裕子 75 '18.09.22 全日本マ選手権 鳥取
.

◆砲丸投
W25 8.26 4.0kg 増田　雅子 28 '00.09.23 全日本マ混成 服部緑地
W30 8.22 4.0kg 大江　由子 34 '01.10.27 全日本マ選手権 草薙
W35 8.85 4.0kg 佐藤　千代美 37 '06.10.15 近畿マ選手権 皇子山
W40 9.50 4.0kg 坂下　和子 42 '03.09.27 全日本マ選手権 石川
W45 9.26 4.0kg 中川　明美 47 '05.08.27 全日本マ選手権 長居
W50 10.28 3.0kg 中川　明美 52 '09.09.19 全日本マ選手権 瑞穂公園
W55 9.16 3.0kg 中川　明美 55 '12.09.22 全日本マ選手権 岡山
W60 8.33 3.0kg 小泉　聖子 64 '01.05.27 滋賀スポレク 彦根
W65 7.76 3.0kg 小泉　聖子 66 '03.05.25 滋賀スポレク 彦根
W70 6.88 3.0kg 小泉　聖子 70 '07.04.15 滋賀スポレク 彦根
W75 7.16 2.0kg 宮前　美代子 77 '15.10.12 近マ・兵庫マ選手権 ユニバ
W80 6.01 2.0kg 松原　千代 82 '17.10.27 全日本マ選手権 紀三井寺

.
◆円盤投

W25 32.47 1.0Kg 川本　薫 29 '98.05.17 滋賀スポレク 彦根
W30 24.96 1.0Kg 安食　勝美 33 '00.09.24 近畿マ選手権 皇子山
W35 34.86 1.0Kg 中川　明美 39 '97.06.08 滋賀スポレク 彦根
W40 35.23 1.0Kg 中川　明美 40 '98.05.17 滋賀スポレク 彦根
W45 32.44 1.0Kg 中川　明美 47 '04.10.10 滋賀マ選手権 彦根
W50 33.51 1.0kg 中川　明美 50 '07.10.14 滋賀マ選手権 皇子山
W55 28.04 1.0Kg 中川　明美 55 '12.09.22 全日本マ選手権 岡山
W60 19.86 1.0Kg 前田　賀屋子 60 '16.10.15 和歌山マ選手権 紀三井寺
W65 15.93 1.0Kg 小泉　聖子 69 '06.05.21 滋賀スポレク 彦根
W70 16.01 1.0Kg 小泉　聖子 70 '06.10.15 近畿マ選手権 皇子山
W75 13.93 0.75Kg 宮前　美代子 78 '16.10.15 和歌山マ選手権 紀三井寺

11.12('14) 新 W80 12.61 0.75Kg 宮前　美代子 80 '18.08.26 滋賀マ選手権 甲賀
.

◆ハンマー投
W30 17.48 4.0kg 増田　雅子 34 '06.10.15 近畿マ選手権 皇子山
W35 22.75 4.0kg 保木　勝美 38 '04.11.14 全日本マ選手権 鹿児島
W40 30.00 4.0kg 坂下　和子 43 '04.11.14 全日本マ選手権 鹿児島
W45 27.87 4.0kg 前田　賀屋子 48 '04.12.03 ｱｼﾞｱﾏｽﾀｰｽﾞ Bangkok
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 2018年版　滋賀県記録（女子）
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W50 31.36 3.0kg 前田　賀屋子 50 '06.11.03 和歌山マフィールド 橋本
W55 29.44 3.0kg 前田　賀屋子 56 '12.07.03 佐賀マ選手権 佐賀
W60 26.93 3.0kg 前田　賀屋子 60 '16.10.10 兵庫マ選手権 ユニバー

.
◆やり投

W25 29.20 600g 増田　雅子 28 '00.09.23 全日本マ混成 服部緑地
W30 27.59 600g 増田　雅子 30 '02.06.30 県選手権 皇子山
W35 38.28 600g 大西　真弓 35 '94.09.16 全日本マ選手権 上尾
W40 27.98 600g 前田　賀屋子 41 '97.04.29 東海マ選手権 草薙
W45 26.63 600g 前田　賀屋子 46 '02.10.13 滋賀マ選手権 皇子山
W50 26.29 500g 前田　賀屋子 50 '06.09.10 北陸マ選手権 服部緑地
W55 26.38 500g 前田　賀屋子 58 '14.09.07 石川マ投てき 西部緑地
W60 24.57 500g 前田　賀屋子 60 '16.9.04 奈良マ選手権 鴻ノ池
W65 記録なし
W70 記録なし
W75 13.08 400g 山口　文子 76 '08.08.24 滋賀マ選手権 彦根
W80 9.61 400g 山口　文子 80 '12.10.07 滋賀マ選手権 甲賀

.
◆重量投

W30 4.98 9.08kg 増田　雅子 32 '04.10.23 全日本マ混成 服部緑地
W35 8.65 9.08kg 保木　勝美 39 '05.10.30 全日本マ混成 西部緑地
W40 8.21 9.08kg 保木　勝美 40 '07.10.07 全日本マ混成 西部緑地
W45 10.33 9.08kg ◎前田　賀屋子 48 '04.10.24 全日本マ混成 服部緑地
W50 9.47 7.26kg 前田　賀屋子 50 '06.10.08 大阪マ記録会 服部緑地
W55 9.22 7.26kg 前田　賀屋子 56 '12.05.13 愛知マ選手権 刈谷
W60 9.54 5.45kg 前田　賀屋子 60 '16.08.28 大阪マフィールド競技会 服部緑地

.
◆ボール投（日マ非公認種目）

W35 45.52 山田　淳子 36 '08.04.27 滋賀スポレク 彦根
W40 37.86 林　亜津沙 43 '13.06.02 滋賀スポレク 甲賀
W45 34.69 中川　明美 49 '06.10.24 全国スポレク 彦根
W50 39.08 前田　賀屋子 50 '06.05.21 滋賀スポレク 彦根
W55 37.02 前田　賀屋子 55 '11.05.15 滋賀スポレク 彦根
W60 36.86 前田　賀屋子 60 '16.05.29 滋賀マスポレク 甲賀

◆女子五種競技
[ハードル/走高跳/砲丸投/走幅跳/800m]

W35 1704 大江　由子 37 '04.10.23-24 全日本マ混成 服部緑地
　[100mH20.10(-0.6)/1.30/7.58/3.97(+0.4)/3.24.02]

W45 2723 大江　由子 48 '15.06.07 石川マ混成 西部緑地
　[80mH15.01(-0.3)/1.28/6.95/4.30(+2.4)/3.06.50]

.
◆七種競技
[ハードル/走高跳/砲丸投/200m/走幅跳/やり投/800m]

W25 3367 増田　雅子 28 '00.09.23 全日本マ混成 服部緑地
　[100mH18.28(+0.0)/1.30/8.26/28.71(-1.5)/4.44(-1.4)/29.20/2.34.97]

W30 3124 増田　雅子 30 '02.11.16-17 全日本マ混成 万博記念
　[100mH18.23(+1.1)/1.25/7.66/29.16(+2.8)/4.55(+0.1)/26.68/2.44.14]

W35 3061 大江　由子 35 '02.11.16-17 全日本マ混成 万博記念
　[100mH19.16(+1.1)/1.40/8.02/30.09(+2.8)/4.35(+0.0)/19.66/3.00.88]

W45 3599 大江　由子 47 '14.10.18-19 全日本マ混成 草薙
　[80mH15.49(+0.7)/1.32/6.98/32.54(-1.3)/4.09(+1.0)/19.17/3.01.62]

◆重量五種
[ハンマー投/砲丸投/円盤投/やり投/重量投]

W30 1282 増田　雅子 32 '04.10.23 全日本マ混成 服部緑地
　[12.09/6.56/19.44/25.86/4.98]

W35 2007 保木　勝美 39 05.10/29-30 全日本マ混成 西部緑地
　[22.70/7.47/27.39/22.00/8.65]

W40 2089 保木　勝美 40 '07.10.07 全日本マ混成 西部緑地
 　[20.45/7.28/26.95/21.70/8.21]

W45 2490 前田　賀屋子 49 '05.06.11 石川マ混成 西部緑地
　[25.42/7.81/21.56/24.65/8.87]

W50 2774 前田　賀屋子 50 '06.10.29 大阪マ記録会 服部緑地
　　[30.59/8.13/22.00/24.87/9.47]
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W55 2868 前田　賀屋子 56 '12.11.10 全日本マ混成 小田原

　[27.44/7.47/21.66/24.38/8.93]
W60 2795 前田　賀屋子 60 '16.08.28 大阪マフィールド競技会 服部緑地

　[23.39/7.32/18.15/20.99/9.54]

◆跳躍五種
[立五段跳/棒高跳/走幅跳/三段跳/走高跳]

W45 2364 大江　由子 47 '14.10.05 全日本マ跳躍五種 西部緑地
　[10.18(+0.6)/NM/4.１0(+0.8)/8.08(+1.3)/1.30]

.
【競技規則、器具等ルール改訂による旧記録】
◆やり投 2014年までの重量

W60 19.16 （400g） ナイル　明美 60 '14.09.22 全日本マ選手権 北上
W65 16.00 （400g） 小泉　聖子 69 '05.10.02 全国スポレク 岩手
W70 17.21 （400g） 小泉　聖子 72 '09.05.17 滋賀スポレク 彦根
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編集後記

日々の努力が結果に結びつくことは、この上ない喜びです。

目的　は　目標　を生み

目標　は　努力　を生み

努力　は　成果　を生み

成果　は　満足　を生む

目的→目標→努力→成果→満足→目標→努力→成果→満足→目標・・・

プラスの連鎖が続くといいですね。

この記録集がその架け橋になりますように・・・。

≪日本マスターズ陸上公認申請について≫

≪滋賀県記録認定について≫

滋賀マスターズ陸上競技連盟　記録委員会

お気づきの点をご一報いただければ幸いです。

2016年も多数の新記録、創設記録が誕生しました。

こちらには掲載されていなくても、自己新記録を出された方、目標達成された方々を含め、
皆様おめでとうございます。

日本マスターズ陸上競技連合が認定した競技会の記録は、主催者の報告をもって自動的
にマスターズの公認記録になりますが、陸協、実業団等の記録をマスターズの公認記録とす
るためには大会終了後お早めに個人の申請が必要です。

毎年１月に前年１年間の記録を集計し、この滋賀マスターズ陸上競技連盟県記録表を作成
しています。

所定の申請規定がありますので、記録委員まで確認ください。

マスターズの公認記録であっても、国外大会や関西圏以外の記録はこちらで把握できない
場合がありますので、記録を証明できる書類をご提示の上、県新記録の申請をお願いしま
す。

ダイエットが目的で滋賀マスターズに入り走り始めた方が、
仲間と走るうちに走ること自体が楽しくなってきました。
そこである目標をたてました。
目標を達成するために日々練習しました。
すると思いもよらぬ記録と結果、すばらしい仲間を得ることができました。

自己満足に終わらず、
喜びをみんなで分かち合える、そんな滋賀マスターズでありたいと願います。


