
第28回都道府県対抗全日本マスターズ駅伝　チーム編成
平成28年3月20日（日）、滋賀・希望ヶ丘文化公園陸上競技場特設コース

【男子の部】
区間 距離 走者区分 Aチーム Bチーム 補　　欠
1 5.0ｋm Ｍ３５ 宮里　康和（３５歳） 中田　滋夫（３６歳） 北村  裕揮（３６歳）
2 5.0ｋm Ｍ５５ 吉田  福蔵（５５歳） 山本　   敏（５７歳）
3 5.0ｋm Ｍ５０ 数野　哲也（５３歳） 高橋　信良（５０歳）
4 5.0ｋm Ｍ４５ 小牟田　竜一（５０歳） 前野　修一（４８歳） 乾　   誠文（４５歳）
5 5.0ｋm Ｍ４０ 山田　日出見（４７歳） 田中  博之（４１歳）
6 5.0ｋm Ｍ３０ 宇賀　勇介（３７歳） 吉田  逸平（３２歳）

【女子の部】
区間 距離 走者区分 Aチーム 補　　欠
1 3.0ｋm Ｗ３５ 松本  寿美（４０歳） 内谷美由紀（４６歳）
2 3.0ｋm Ｗ５０ 糸氏  明子（５４歳）
3 3.0ｋm Ｗ４５ 深尾  真美（５４歳）
4 3.0ｋm Ｗ４０ 平松  陽子（４３歳）
5 3.0ｋm Ｗ３０ 安川  沙弥香（３３歳）

【エルダーの部】
区間 距離 走者区分 Aチーム Bチーム 補　　欠
1 3.0ｋm Ｗ５５ 小林  明子（６０歳） 中西  絹江（６３歳） 浜田  紀久子（６１歳）
2 3.0ｋm Ｍ６５ 足立  安隆（６５歳） 義常　   定（６５歳）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　升田　   昭（６５歳）
3 3.0ｋm Ｍ７０ 境田  孝雄（７１歳） 田中  潤一（７１歳）
4 3.0ｋm Ｗ６０ 松村  政子（６４歳） 大倉  節子（７０歳）
5 3.0ｋm Ｍ６０ 山市     繁（６４歳） 宮崎　義明（６７歳）

第22回近畿マスターズ駅伝　チーム編成
平成28年3月5日（土）、神戸・しあわせの村多目的運動広場特設コース

【男子の部】
区間 距離 走者区分 Aチーム Bチーム Cチーム Dチーム Eチーム
1 3.1ｋm Ｍ３５ 宮里　康和（３５歳） 宇賀　勇介（３７歳） 中田　滋夫（３６歳） 北村  裕揮（３６歳） 藤川　   浩（４３歳）
2 3.1ｋm Ｍ５５ 山本　   敏（５７歳） 義常　   定（６５歳）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　与那嶺  修（６２歳） 吉本  和博（６４歳） 松浦　   勉（６６歳）
3 3.1ｋm Ｍ５０ 数野　哲也（５３歳） 中澤     武（５７歳） 島谷　   学（５２歳） 辻谷  勇二郎（５９歳） 田中  祥介（５６歳）
4 3.1ｋm Ｍ４５ 小牟田　竜一（５０歳） 高橋　信良（５０歳） 松本  浩一（４６歳） 森　   貞樹（４９歳） 並川  耕士（５４歳）
5 3.1ｋm Ｍ４０ 山田　日出見（４７歳） 前野　修一（４８歳） 乾　   誠文（４５歳） 中川  　雅嗣（５１歳） 藤田  幸久（５１歳）

【女子の部】
区間 距離 走者区分 Aチーム Bチーム
1 3.1ｋm Ｗ３０ 安川  沙弥香（３３歳） 田中  しのぶ（３６歳）
2 3.1ｋm Ｗ４５ 深尾  真美（５４歳） 内谷  美由紀（４６歳）
3 3.1ｋm Ｗ４０ 平松  陽子（４３歳） 喜多  晶子（４６歳）
4 3.1ｋm Ｗ３５ 松本  寿美（４０歳） 田中  由美子（４１歳）

【エルダーの部】
区間 距離 走者区分 Aチーム Bチーム Cチーム
1 3.1ｋm Ｍ６０ 足立  安隆（６５歳） 山市     繁（６４歳） 宮崎　義明（６７歳）
2 3.1ｋm Ｗ５０ 糸氏  明子（５４歳） 石田  紀子（５３歳） 浜田  紀久子（６１歳）
3 3.1ｋm Ｍ７０ 境田  孝雄（７１歳） 谷本  松三（７３歳） 田中  潤一（７１歳）
4 3.1ｋm Ｗ５５ 松村  政子（６４歳） 小林  明子（６０歳） 中西  和子（６９歳）

【オープンの部】
区間 距離 走者区分 男子Fチーム 男子Gチーム 女子Aチーム 補　　欠
1 3.1ｋm ― 吉田  逸平（３２歳） 乾  多留男（６４歳） 大倉  節子（７０歳） 義藤  政芳（６５歳）
2 3.1ｋm ― 岡     靖朗（４３歳） 福井  忠義（７２歳） 乾　恵子（５５歳） 升田　   昭（６５歳）
3 3.1ｋm ― 小路　   瑛（２８歳） 荻野  邦雄（７４歳） 田中  眞智子（６４歳）
4 3.1ｋm ― 熊取谷 信子（５０歳） 五嶋  忠志（８０歳） 原山  千恵子（７３歳）


