
第18回長野マスターズ陸上競技長野市大会                                          
　期日：平成27年10月4日（日）                                                   

決勝記録一覧表
(GR:大会新,KR:県新,NR:日本新) 女  子 【競技場】201010  長野市営陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
10/04 女子W30 森田 志保子 7,07.86

1500m 愛知
10/04 中田 裕美 9.29

砲丸投(4.0) 軽井沢町
10/04 森田 志保子 17.03

円盤投(1.0) 愛知
10/04 中田 裕美 24.37 森田 志保子 20.26

やり投(0.6) 軽井沢町 愛知
10/04 女子W35  +2.3 熊谷 香織 7.91

60m 長野市
10/04  +1.8 熊谷 香織 12.96

100m 長野市 KR,GR
10/04 女子W40 西田 英里 14.70

円盤投(1.0) 長野市
10/04 向山 ますみ 25.75 相米 友紀 20.92 伊藤 有紀子 19.85 西田 英里 11.98

やり投(0.6) 伊那市 KR,GR 佐久市 長野市 長野市
10/04 女子W45  +2.3 中村 智子 8.67

60m 長野市
10/04  +1.8 安田 弘江 14.43

100m 木曽町
10/04 安田 弘江 5.07(+3.2)

走幅跳 木曽町
10/04 安田 弘江 9.62(+0.3)

三段跳 木曽町
10/04 中村 智子 8.07

砲丸投(4.0) 長野市
10/04 中村 智子 16.47

円盤投(1.0) 長野市
10/04 女子W50  +4.0 大澤 志織 35.74

200m 富山
10/04 高山 理恵 20.09

円盤投(1.0) 大町市
10/04 高山 理恵 12.39

やり投(0.6) 大町市
10/04 女子W55  +1.8 富所 久世 18.02

100m 東京
10/04 女子W60 村上 美乃 7.93 建部 園枝 6.51

砲丸投(3.0) 静岡 新潟
10/04 村上 美乃 21.91

円盤投(1.0) 静岡 GR 
10/04 村上 美乃 18.51

ﾊﾝﾏｰ投(3.0) 静岡
10/04 建部 園枝 21.13

やり投(0.4) 新潟
10/04 女子W65  +2.3 大日向 暁子 9.38 井尻  けさ代 9.88

60m 松本市 千曲市
10/04  +1.8 井尻  けさ代 16.10

100m 千曲市
10/04  +4.0 井尻  けさ代 33.88

200m 千曲市
10/04 大日向暁子 4.13(+1.8)

走幅跳 松本市 NR,KR,GR
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10/04 大日向暁子 9.63(+2.7)

三段跳 （WR,KR,GR　9.52 +0.8）
10/04 女子W70  +2.3 田口 三七子 12.55

60m 長野市
10/04 市川 節子 7.81

砲丸投(3.0) 安曇野市
10/04 市川 節子 17.70 馬場  重子 15.11

円盤投(1.0) 安曇野市 GR 千曲市
10/04 市川 節子 17.18

やり投(0.5) 安曇野市
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