
1部男子100m
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

大会記録(GR)                  10.8     片山　勲(富山・富山)                  1980(第14回) 9月22日 11:20 決　勝

決　勝　

(風:+0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾌﾐ 茨城

1 8 50 足立　祥史(22) 島根県 11.36
ｻｶﾀ ｼｮｳｺﾞ 愛知

2 9 37 坂田　翔吾(19) 愛知県 11.55
ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾁ 鳥取

3 6 47 中村　開知(22) 鳥取県 12.12
ﾐｽﾞﾉ ﾌﾐｵ 東京

5 10 水野　史生(36) 東京都 DNS
ｻｴｸﾞｻ ﾋﾛｷ 大阪

7 46 三枝　浩基(28) 兵庫県 DNS

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会

凡例  DNS:欠場



1部男子200m
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

大会記録(GR)                  22.4     遠藤　宗志(千葉・千葉)                1968(第2回) 9月22日 13:50 決　勝

決　勝　

(風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾌﾐ 茨城

1 6 50 足立　祥史(22) 島根県 22.91
ｻｶﾀ ｼｮｳｺﾞ 愛知

2 3 37 坂田　翔吾(19) 愛知県 23.46
ﾀｶｲ ｶｽﾞﾋﾛ 滋賀

3 4 39 髙居　千紘(22) 滋賀県 23.57
ﾀｶﾂｼﾞ ﾏｻﾔ 愛知

4 8 34 高辻　雅也(20) 愛知県 23.61
ｼﾞﾝﾊﾞ ｶｽﾞｷ 千葉

5 9 8 神場　一輝(31) 千葉県 28.54
ﾐｽﾞﾉ ﾌﾐｵ 東京

5 10 水野　史生(36) 東京都 DNS
ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛﾔｽ 神奈川

7 *13 大久保　裕康(21) 神奈川県 DNS

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会

凡例  DNS:欠場



1部男子400m
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

大会記録(GR)                 50.93     羽柴　大典(愛知・愛知)                2013(第47回) 9月22日 11:50 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｶﾂｼﾞ ﾏｻﾔ 愛知

1 8 34 高辻　雅也(20) 愛知県 54.78
ｻｻｷ ｶｽﾞﾏ 愛知

2 9 33 佐々木　主磨(21) 愛知県 1:01.47
ｼﾞﾝﾊﾞ ｶｽﾞｷ 千葉

3 5 8 神場　一輝(31) 千葉県 1:13.72
ﾉｸﾞﾁ ｺｳｾｲ 石川

4 23 野口　光盛(18) 石川県 DNS
ｵｻﾅｲ ｻﾄｼ 千葉

6 9 長内　智(28) 千葉県 DNS
ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛﾔｽ 神奈川

7 *13 大久保　裕康(21) 神奈川県 DNS

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会

凡例  DNS:欠場



1部男子800m
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

大会記録(GR)               1:59.75     北田　明弘(千葉・千葉)                2012(第46回) 9月22日 11:00 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾉｸﾞﾁ ｺｳｾｲ 石川

1 6 23 野口　光盛(18) 石川県 1:59.60 GR
ｵｻﾅｲ ｻﾄｼ 千葉

2 8 9 長内　智(28) 千葉県 2:03.50
ﾓﾘﾐﾂ ﾕｳﾔ 石川

7 22 森光　佑矢(23) 石川県 DQ,T3

ｻｻｷ ｶｽﾞﾏ 愛知

9 33 佐々木　主磨(21) 愛知県 DNS

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会

ラップ表 400m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DQ:失格 T3:(R163-3(b))縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った



1部男子1500m
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

大会記録(GR)                4:12.2     山岸　隆弘(北海道・北海道)            1976(第10回) 9月22日 12:30 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾓﾘﾐﾂ ﾕｳﾔ 石川

1 22 森光　佑矢(23) 石川県

記録

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決　勝



1部男子5000m
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

大会記録(GR)               15:21.9     森下　浩二(東京・東京)                1983(第17回) 9月22日 12:50 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾜﾂｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 埼玉

1 1 4 岩附　秀和(33) 埼玉県 17:34.92

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決　勝



1部男子10000m
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

大会記録(GR)              32:26.92     金子　誠一(山口・山口)                2002(第36回) 9月22日 09:40 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾜﾂｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 埼玉

1 1 4 岩附　秀和(33) 埼玉県 37:27.67

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 6000m 7000m 8000m 9000m

ナンバー

記録
決　勝



1部男子4X100mR
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

大会記録(GR)                 43.94     二瓶・梶原・高橋・野崎(新潟・新潟)    2006(第40回)
大会記録(GR)                 55.80     額賀・林・塙・古沢(茨城・茨城)        1992(第26回) 9月22日 09:30 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

5 愛知県 *36 壁谷　豪文(60) ｶﾍﾞﾔ ﾀｹﾌﾐ DQ,R1

(愛知) 33 佐々木　主磨(21) ｻｻｷ ｶｽﾞﾏ
34 高辻　雅也(20) ﾀｶﾂｼﾞ ﾏｻﾔ
37 坂田　翔吾(19) ｻｶﾀ ｼｮｳｺﾞ

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会

凡例  DQ:失格 R1:1-2走間でのオーバーゾーン



1部男子4X400mR
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

大会記録(GR)               3:25.63     高田・得利・小竹・板鼻(神奈川・神奈川)2008(第42回) 9月22日 15:00 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 愛知県 33 佐々木　主磨(21) ｻｻｷ ｶｽﾞﾏ 4:02.10

(愛知) 34 高辻　雅也(20) ﾀｶﾂｼﾞ ﾏｻﾔ
*35 中澤　知弘(20) ﾅｶｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ
37 坂田　翔吾(19) ｻｶﾀ ｼｮｳｺﾞ

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会



1部男子走高跳
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

大会記録(GR)                  2m01     土肥　恒二(群馬・群馬)                1989(第23回) 9月22日 12:00 決　勝    

決　勝　

ﾀｶｲ ｶｽﾞﾋﾛ 滋賀 ○ ○ × × ×

1 1 39 髙居　千紘(22) 滋賀県 1m85

1m85 1m90
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m80

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会



1部男子棒高跳
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

9月22日 10:00 決　勝    

決　勝　

ｷﾀﾀﾞﾆ ﾋﾛﾄ 大阪 ○ × × ○ × × ×

1 1 41 北谷　宏人(17) 大阪府 3m80

3m80 4m00
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

3m60

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会



1部男子走幅跳
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

大会記録(GR)                  7m12     関根　均(埼玉・埼玉)                  1991(第25回)
大会記録(GR)                  5m30     井田　操子(三重・三重)                1993(第27回) 9月22日 10:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾀﾆ ｿｳﾀ 滋賀 5m09 × × 6m03 5m92 6m18 6m18
1 3 40 中谷　颯太(18) 滋賀県 +3.7 +4.0 -1.2 +1.4 +1.4

ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾁ 鳥取 5m68 5m67 5m55 5m40 5m23 － 5m68
2 2 47 中村　開知(22) 鳥取県 0.0 -0.8 +1.9 +1.8 -1.7 0.0

ﾅｶｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 愛知 × 4m49 4m38 × × 4m42 4m49
3 1 *35 中澤　知弘(20) 愛知県 +2.8 -1.0 +0.5 +2.8 *F6

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会

凡例  *F6:６回目が公認最高



1部男子三段跳
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

大会記録(GR)                 14m21     中村　晃大(長野・長野)                2011(第45回) 9月22日 14:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼｭﾄﾞｳ ｶｲ 茨城 12m89 12m90 12m77 12m95 13m00 13m16 13m16
1 1 42 首藤　佳(19) 大阪府 +4.0 +0.2 -1.4 +0.6 +1.0 +2.5 +2.5 *F5

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会

凡例  *F5:５回目が公認最高



1部男子砲丸投(7.260kg)
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

大会記録(GR)                 12m20     石田　考正(愛知・愛知)                2015(第49回) 9月22日 11:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｹｲﾁ ﾖｼﾌﾐ 北海道

1 1 1 竹市　義文(44) 北海道 9m15 9m52 9m78 9m78 10m17 9m89 r 10m17
ｾｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 愛知

2 2 32 関　涼太郎(24) 愛知県 7m99 7m82 7m90 7m99 × 7m61 × 7m99

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会



1部男子円盤投(2.000kg)
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

大会記録(GR)                 32m88     竹市　義文(北海道・北海道)            2015(第49回) 9月22日 12:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｾｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 愛知

1 2 32 関　涼太郎(24) 愛知県 29m12 28m17 27m83 29m12 × 30m71 31m76 31m76
ﾀｹｲﾁ ﾖｼﾌﾐ 北海道

2 3 1 竹市　義文(44) 北海道 29m94 31m53 30m43 31m53 30m73 × × 31m53
ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾏｻ 愛知

3 5 31 石田　考正(32) 愛知県 × 28m24 30m39 30m39 29m18 × × 30m39
ﾏｴｼﾞﾏ ｺｳｼﾞ 鳥取

4 4 48 前島　浩二(32) 鳥取県 22m92 × × 22m92 × × 20m80 22m92
ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 埼玉

1 5 森本　真敏(34) 埼玉県 DNS

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会

凡例  DNS:欠場



1部男子ハンマー投(7.260kg)
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

9月22日 10:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾏｻ 愛知

1 1 31 石田　考正(32) 愛知県 53m28 53m08 52m71 53m28 49m70 51m40 × 53m28
ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 埼玉

2 2 5 森本　真敏(34) 埼玉県 × × 52m84 52m84 52m55 50m54 52m31 52m84

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会



1部男子やり投(800g)
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

大会記録(GR)                 62m78     福島　広幸(東京・東京)                1996(第30回) 9月22日 13:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏｴｼﾞﾏ ｺｳｼﾞ 鳥取

1 1 48 前島　浩二(32) 鳥取県 43m52 40m80 41m14 43m52 × 38m63 43m79 43m79

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会



2部男子100m
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

9月22日 11:20 決　勝

決　勝　

(風:+0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｶｲ ﾏｻｵ 新潟

1 4 18 高井　昌雄(46) 新潟県 13.93
ｶﾍﾞﾔ ﾀｹﾌﾐ 愛知

2 3 *36 壁谷　豪文(60) 愛知県 13.97

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会



2部男子200m
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

9月22日 14:00 決　勝

決　勝　

(風:+3.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾍﾞﾔ ﾀｹﾌﾐ 愛知

1 6 *36 壁谷　豪文(60) 愛知県 29.37
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹﾋｺ 兵庫

2 4 *44 松本　武彦(52) 兵庫県 33.05
ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝ 愛知

3 7 *38 中島　謙(59) 愛知県 37.31
ﾑﾗｽｷﾞ ﾄｵﾙ 東京

4 5 *11 村杉　徹(57) 東京都 46.84

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会



2部男子400m
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

9月22日 11:50 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐﾔｹ ﾌﾐﾋｺ 兵庫

1 2 *43 三宅　文彦(57) 兵庫県 1:19.98
ｲｹﾀﾞ ﾕﾀｶ 山形

2 3 *2 池田　裕(65) 山形県 1:30.18
ｶﾜﾓﾄ ﾏｻｶﾂ 岐阜

3 1 *26 河本　正勝(58) 岐阜県 1:48.52

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会



2部男子800m
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

9月22日 11:00 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐﾔｹ ﾌﾐﾋｺ 兵庫

1 2 *43 三宅　文彦(57) 兵庫県 2:59.97
ｵｵﾀｹ ｱｷﾗ 岐阜

2 4 *27 大竹　享(50) 岐阜県 3:05.78
ﾀｷﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ 石川

3 3 *21 瀧本　博文(64) 石川県 3:06.49
ｲｹﾀﾞ ﾕﾀｶ 山形

4 5 *2 池田　裕(65) 山形県 3:16.85

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会

ラップ表 400m

ナンバー

記録
決　勝



2部男子1500m
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

9月22日 12:30 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｷﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ 石川

1 2 *21 瀧本　博文(64) 石川県 6:26.23
ｵｵﾀｹ ｱｷﾗ 岐阜

2 3 *27 大竹　享(50) 岐阜県 6:39.53
ｱｼﾞｷ ﾄｼﾕｷ 島根

3 5 *51 安食　利行(57) 島根県 8:28.91
ｲｻﾞﾜ ﾋｻｵ 栃木

4 4 *3 伊沢　久雄(64) 栃木県 8:31.07
ｲﾜｻｷﾐﾉﾙ 島根

6 *51 岩﨑　稔(伴走) 島根県

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決　勝



2部男子5000m
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

9月22日 12:50 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵﾀﾞ ﾂｸﾞﾕｷ 兵庫

1 4 *45 尾田　継之(44) 兵庫県 19:40.91
ﾏｷﾉ ﾋｻｷ 岐阜

2 3 *28 牧野　寿樹(44) 岐阜県 23:38.95
ﾑﾗｽｷﾞ ﾏｻﾙ 神奈川

2 *14 村杉　勝(57) 神奈川県 DNF

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNF:途中棄権



2部男子10000m
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

9月22日 09:40 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵﾀﾞ ﾂｸﾞﾕｷ 兵庫

1 3 *45 尾田　継之(44) 兵庫県 39:43.49
ﾏｷﾉ ﾋｻｷ 岐阜

2 2 *28 牧野　寿樹(44) 岐阜県 47:08.32
ﾑﾗｽｷﾞ ﾏｻﾙ 神奈川

4 *14 村杉　勝(57) 神奈川県 DNS

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 6000m 7000m 8000m 9000m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場



2部男子4X100mR
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

9月22日 09:30 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 岐阜県 *27 大竹　享(50) ｵｵﾀｹ ｱｷﾗ 1:07.83

(岐阜) *25 坂倉　勝義(56) ｻｶｸﾗ ｶﾂﾖｼ
*26 河本　正勝(58) ｶﾜﾓﾄ ﾏｻｶﾂ
*28 牧野　寿樹(44) ﾏｷﾉ ﾋｻｷ

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会



2部男子4X400mR
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

9月22日 15:00 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 岐阜県 *27 大竹　享(50) ｵｵﾀｹ ｱｷﾗ 5:55.05

(岐阜) *25 坂倉　勝義(56) ｻｶｸﾗ ｶﾂﾖｼ
*26 河本　正勝(58) ｶﾜﾓﾄ ﾏｻｶﾂ
*28 牧野　寿樹(44) ﾏｷﾉ ﾋｻｷ

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会



2部男子棒高跳
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

9月22日 10:00 決　勝    

決　勝　

ﾀｶｲ ﾏｻｵ 新潟 × ○ ○ r

1 1 18 高井　昌雄(46) 新潟県 2m00

2m00 2m10
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m90

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会



2部男子走幅跳
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

9月22日 10:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｶｸﾗ ｶﾂﾖｼ 岐阜 × 3m98 4m23 － － － 4m23
1 3 *25 坂倉　勝義(56) 岐阜県 -1.3 +2.4 +2.4 *F2

ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹﾋｺ 兵庫 3m37 3m88 3m80 3m84 3m69 3m77 3m88
2 1 *44 松本　武彦(52) 兵庫県 +3.1 -0.2 +1.8 -0.6 +2.8 +1.4 -0.2

ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝ 愛知 × 3m43 3m53 － × × 3m53
3 2 *38 中島　謙(59) 愛知県 +3.5 +1.5 +1.5

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会

凡例  *F2:２回目が公認最高



2部男子三段跳
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

9月22日 14:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｶｸﾗ ｶﾂﾖｼ 岐阜 8m36 － － － － － 8m36
1 1 *25 坂倉　勝義(56) 岐阜県 -1.4 -1.4

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会



2部男子円盤投(2.000kg)
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

9月22日 12:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜﾓﾄ ﾏｻｶﾂ 岐阜

1 1 *26 河本　正勝(58) 岐阜県 9m76 10m16 7m66 10m16 10m39 10m93 9m67 10m93

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会



2部男子やり投(800g)
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

9月22日 13:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｼﾞｷ ﾄｼﾕｷ 島根

1 1 *51 安食　利行(57) 島根県 7m78 4m88 6m99 7m78 9m77 8m12 × 9m77
ﾑﾗｽｷﾞ ﾄｵﾙ 東京

2 2 *11 村杉　徹(57) 東京都 × × 7m08 7m08 × × × 7m08

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会



1部女子100m
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

大会記録(GR)                  13.1     石原　直美(鹿児島・鹿児島)            1981(第15回) 9月22日 11:30 決　勝

決　勝　

(風:-0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾄｳ ｿｳ 神奈川

1 5 15 佐藤　湊(24) 神奈川県 14.83
ｶﾄﾞﾜｷ ﾐﾄﾞﾘ 埼玉

6 6 門脇　翠(27) 埼玉県 DNS
ｶﾐﾓﾘ ﾋﾅｺ 神奈川

7 7 上森　日南子(18) 埼玉県 DNS

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会

凡例  DNS:欠場



1部女子200m
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

大会記録(GR)                  26.7     石原　直美(鹿児島・鹿児島)            1981(第15回) 9月22日 14:10 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4

5

6
ｶﾄﾞﾜｷ ﾐﾄﾞﾘ 埼玉

7 6 門脇　翠(27) 埼玉県

8

9

記録

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会



1部女子400m
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

大会記録(GR)               1:02.55     小松　綾香(東京・東京)                2011(第45回) 9月22日 12:00 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4

5

6
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ 宮崎

7 49 中村　美月(17) 宮崎県

8

9

記録

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会



1部女子1500m
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

大会記録(GR)               4:56.40     橋本　清美(大阪・大阪)                1996(第30回) 9月22日 14:40 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾜｷ ﾊﾅ 静岡

1 2 30 澤木　はな(17) 静岡県 4:59.44
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ 宮崎

1 49 中村　美月(17) 宮崎県 DNS

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場



1部女子5000m
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

大会記録(GR)              19:20.45     嶋田　裕子(大阪・大阪)                2004(第38回) 9月22日 12:50 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾜｷ ﾊﾅ 静岡

1 6 30 澤木　はな(17) 静岡県 17:46.97 GR,NDR

ﾔﾅｷﾞｻﾞﾜ ﾁｴ 石川

5 24 柳澤　知栄(32) 石川県 DNS

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 NDR:日本ろう記録



1部女子走高跳
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

大会記録(GR)                  1m60     里井　厚子(大阪・大阪)                1981(第15回) 9月22日 13:00 決　勝    

決　勝　

ｲｹﾀﾞ ﾁﾋﾛ 神奈川 × × ○ × × ×

1 1 12 池田　知比路(34) 東京都 1m25
ﾌｼﾞﾉﾌﾞ ﾐﾉﾘ 富山 － － × × ×

2 20 藤信　美紀(19) 富山県 NM

1m30 1m35
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m25

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会

凡例  NM:記録なし



1部女子棒高跳
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

9月22日 10:00 決　勝    

決　勝　

ﾀｷｻﾞﾜ ｶﾅｺ 神奈川 × × ×

1 16 滝澤　佳奈子(19) 神奈川県 NM
ｻﾄｳ ｿｳ 神奈川

2 15 佐藤　湊(24) 神奈川県 DNS

記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
2m00

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



1部女子走幅跳
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

9月22日 10:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞﾉﾌﾞ ﾐﾉﾘ 富山 3m65 4m39 4m20 4m20 3m89 4m18 4m39
1 3 20 藤信　美紀(19) 富山県 +2.5 -0.3 -1.6 +4.0 -2.6 +2.4 -0.3

ﾀｷｻﾞﾜ ｶﾅｺ 神奈川

1 16 滝澤　佳奈子(19) 神奈川県 DNS
ｶﾐﾓﾘ ﾋﾅｺ 神奈川

2 7 上森　日南子(18) 埼玉県 DNS

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会

凡例  DNS:欠場



1部女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

大会記録(GR)                 10m74     神初　京子(富山・富山)                1977(第11回) 9月22日 11:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾀﾞ ﾋﾛﾐ 長野

1 3 19 中田　裕美(35) 長野県 × 10m30 × 10m30 10m02 × 10m12 10m30
ﾀｶﾊｼ ﾅｷﾞｻ 静岡

2 1 29 高橋　渚(31) 静岡県 8m43 7m52 8m44 8m44 8m44 8m17 7m94 8m44
ｶﾜｸﾞﾁ ﾎﾅﾐ 神奈川

3 2 17 川口　穂菜美(22) 神奈川県 8m20 8m04 8m36 8m36 8m34 8m38 8m24 8m38

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会



1部女子やり投(600g)
審 判 長：赤木　正英
記録主任：松本　浩介

大会記録(GR)                 42m78     佐々木まなみ(新潟・新潟)              2007(第41回) 9月22日 13:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜｸﾞﾁ ﾎﾅﾐ 神奈川

1 1 17 川口　穂菜美(22) 神奈川県 31m96 31m78 35m19 35m19 35m78 34m29 33m90 35m78
ﾀｶﾊｼ ﾅｷﾞｻ 静岡

2 2 29 高橋　渚(31) 静岡県 34m52 31m77 30m85 34m52 33m19 32m00 32m70 34m52

(一財)全日本ろうあ連盟・(一財)島根陸上競技協会


