
大会名 第35回大阪マスターズ陸上競技選手権大会（21-270057
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走高跳 M70 1 281540 杉原　諭志 ｽｷﾞﾊﾗ ｻﾄｼ 72 男 兵庫  1m20      

走高跳 M70 ー 290484 中川　高吉 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾖｼ 71 男 奈良 記録なし      

走高跳 M65 1 260862 足立　義一 ｱﾀﾞﾁ ﾖｼｶｽﾞ 65 男 京都  1m35      大会タイ

走高跳 M65 ー 271294 黒木　昭生 ｸﾛｷﾞ ｱｷｵ 67 男 大阪 記録なし      

走高跳 M60 1 281464 奥村　勉 ｵｸﾑﾗ ﾂﾄﾑ 63 男 兵庫  1m45      

走高跳 M60 2 281625 松内　孝夫 ﾏﾂｳﾁ ﾀｶｵ 60 男 兵庫  1m30      

走高跳 M60 3 272118 荻田　俊実 ｵｷﾞﾀ ﾄｼﾐ 61 男 大阪  1m20      

走高跳 M50 1 290338 倉西　一弘 ｸﾗﾆｼ ｶｽﾞﾋﾛ 51 男 奈良  1m70      大会新

走高跳 M50 2 281389 牧野　卓也 ﾏｷﾉ ﾀｸﾔ 52 男 兵庫  1m65      大会タイ

走高跳 M50 3 290420 中村　裕之 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 50 男 奈良  1m50      

走高跳 M50 4 281481 林　誠　 ﾊﾔｼ ﾏｺﾄ 50 男 兵庫  1m45      

走高跳 M50 5 260337 足立　巧美 ｱﾀﾞﾁ ﾀｸﾐ 54 男 京都  1m40      

走高跳 M50 ー 281204 仲田　浩一朗 ﾅｶﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ 51 男 兵庫 欠場      

走高跳 M45 1 260880 福本　義永 ﾌｸﾓﾄ ﾖｼﾋｻ 48 男 京都  1m80      

走高跳 M45 2 281843 吉見　仁 ﾖｼﾐ ﾋﾄｼ 48 男 兵庫  1m50      

走高跳 M45 3 272201 右田　拓也 ﾐｷﾞﾀ ﾀｸﾔ 49 男 大阪  1m45      

走高跳 M45 ー 281299 中村　修 ﾅｶﾑﾗ ｵｻﾑ 48 男 兵庫 記録なし      

走高跳 M45 ー 281492 中村　智宏 ﾅｶﾑﾗ  ﾄﾓﾋﾛ 47 男 兵庫 欠場      

走高跳 M40 ー 271867 加藤　洋介 ｶﾄｳ ﾖｳｽｹ 40 男 大阪 欠場      

走高跳 M35 1 250959 滝田　和也 ﾀｷﾀ ｶｽﾞﾔ 38 男 滋賀  1m75      

走高跳 M30 1 272261 寺井　宏孝 ﾃﾗｲ ﾋﾛﾀｶ 34 男 大阪  1m45      

走高跳 M30 ー 272256 阿部　圭佑 ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ 30 男 大阪 欠場      

走高跳 W85 ー 271189 馬渕　弘子 ﾏﾌﾞﾁ ﾋﾛｺ 85 女 大阪 記録なし      

走高跳 W65 1 260798 大田　惠子 ｵｵﾀ ｹｲｺ 66 女 京都  1m08      大会創設

走高跳 W60 ー 281817 山本　満代 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂﾖ 62 女 兵庫 欠場      

走高跳 W50 1 250312 大江　由子 ｵｵｴ ﾕｳｺ 54 女 滋賀  1m22      

走高跳 W40 1 281602 福本　幸 ﾌｸﾓﾄ ﾐﾕｷ 44 女 兵庫  1m67      大会新

走高跳 W40 2 260933 佐藤　望 ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 43 女 京都  1m29      

棒高跳 M80 ー 290519 内原　保正 ｳﾁﾊﾗ ﾔｽﾏｻ 80 男 奈良 記録なし      

棒高跳 M70 1 260676 西山　正文 ﾆｼﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ 74 男 京都  2m20      

棒高跳 M70 ー 280568 中田　孝 ﾅｶﾀ ﾀｶｼ 72 男 兵庫 記録なし      

棒高跳 M65 1 271586 髙田　洋志 ﾀｶﾀﾞ ﾖｳｼﾞ 66 男 大阪  2m70      

棒高跳 M65 ー 272147 角田　勇三 ｽﾐﾀﾞ ﾕｳｿﾞｳ 69 男 大阪 欠場      

棒高跳 M60 1 260461 村井　浩司 ﾑﾗｲ ｺｳｼﾞ 61 男 京都  3m00      

棒高跳 M60 ー 270674 西川　義信 ﾆｼｶﾜ ﾖｼﾉﾌﾞ 63 男 大阪 記録なし      

棒高跳 M50 ー 300886 深谷　英治 ﾌｶﾔ ｴｲｼﾞ 52 男 和歌山 記録なし      

棒高跳 M45 1 281871 酒井　宏晋 ｻｶｲ ﾋﾛﾉﾌﾞ 47 男 兵庫  3m50      

棒高跳 M45 2 271759 坂本　弘明 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 47 男 大阪  2m80      

棒高跳 M30 ー 272088 檀野　俊 ﾀﾞﾝﾉ ｼｭﾝ 30 男 大阪 欠場      

走幅跳 M70 1 260167 徳田　哲 ﾄｸﾀﾞ ｻﾄｼ 71 男 京都  4m04 +2.1m      

走幅跳 M70 2 281540 杉原　諭志 ｽｷﾞﾊﾗ ｻﾄｼ 72 男 兵庫  3m65 +1.7m      

走幅跳 M70 3 271541 水中　登 ﾐｽﾞﾅｶ ﾉﾎﾞﾙ 73 男 大阪  3m50 +3.9m 3m21 +1.1m

走幅跳 M65 1 290405 山崎　光義 ﾔﾏｻｷ ﾐﾂﾖｼ 68 男 奈良  4m24 +3.9m 4m00 +1.1m

走幅跳 M65 2 260590 三木　康裕 ﾐｷ ﾔｽﾋﾛ 65 男 京都  4m02 +8.1m 3m95 +1.7m

走幅跳 M65 3 271702 山口　哲生 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾃﾂｵ 67 男 大阪  3m65 +3.3m      

走幅跳 M65 4 272169 髙井　保 ﾀｶｲ ﾀﾓﾂ 66 男 大阪  3m24 +5.0m      
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走幅跳 M65 ー 270542 佐々木　敏之 ｻｻｷ ﾄｼﾕｷ 65 男 大阪 欠場      

走幅跳 M60 1 270329 岡部　公治 ｵｶﾍﾞ ｺｳｼﾞ 63 男 大阪  4m72 +3.8m 4m31 +0.7m

走幅跳 M55 1 251056 秋山　真彦 ｱｷﾔﾏ ﾏｻﾋｺ 58 男 滋賀  5m56 +1.6m      

走幅跳 M55 2 272139 秋野　隆志 ｱｷﾉ ﾀｶｼ 59 男 大阪  4m97 +2.1m 4m54 +0.2m

走幅跳 M55 3 281085 藤田　泰仁 ﾌｼﾞﾀ ﾔｽﾋﾄ 58 男 兵庫  3m92 +1.2m      

走幅跳 M50 1 250598 髙見　豊 ﾀｶﾐ ﾕﾀｶ 50 男 滋賀  5m58 +1.7m      大会新

走幅跳 M50 2 271637 福田　芳昭 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｱｷ 53 男 大阪  5m09 +0.9m      

走幅跳 M50 3 260726 山中　康弘 ﾔﾏﾅｶ ﾔｽﾋﾛ 52 男 京都  4m97 +4.4m 4m96 +1.3m

走幅跳 M45 1 281980 岡田　真憲 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 47 男 兵庫  5m33 +2.3m 5.09m +1.9m

走幅跳 M45 2 271318 西谷　匠 ﾆｼﾀﾆ ﾀｸﾐ 49 男 大阪  5m02 +1.9m      

走幅跳 M45 3 271510 福森　淳正 ﾌｸﾓﾘ ｱﾂﾀﾀﾞ 47 男 大阪  4m62 +2.2m 4m45 +0.5m

走幅跳 M45 ー 260473 井田　秀司 ｲﾀﾞ ﾋﾃﾞｼ 49 男 京都 欠場      

走幅跳 M40 1 271566 荒川　大輔 ｱﾗｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 40 男 大阪  6m44 +1.7m      大会新

走幅跳 M40 2 271598 須田　学 ｽﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 41 男 大阪  6m41 +3.5m      

走幅跳 M40 3 281233 森田　智比呂 ﾓﾘﾀﾄﾓﾋﾛ 42 男 兵庫  6m09 +1.3m      

走幅跳 M40 4 271523 宮川　洋也 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾋﾛﾔ 43 男 大阪  5m27 +5.8m      

走幅跳 M35 1 271524 後藤　厚人 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾄ 37 男 大阪  7m04 +2.7m 6m92 +1.6m 公認記録が大会新

走幅跳 M35 ー 261179 坪井　良寛 ﾂﾎﾞｲ ﾖｼﾋﾛ 37 男 京都 欠場      

走幅跳 M30 1 272213 垂水　元気 ﾀﾙﾐ ｹﾞﾝｷ 31 男 大阪  6m30 +2.6m 6m08 +0.8m

走幅跳 M30 2 281994 有熊　宏徳 ｱﾘｸﾏ ﾋﾛﾉﾘ 30 男 兵庫  4m81 +4.1m 4m45 +1.6m

走幅跳 M30 ー 272164 栗山　哲也 ｸﾘﾔﾏ ﾃﾂﾔ 31 男 大阪 欠場      

走幅跳 M25 1 261176 森　嵩幸 ﾓﾘ ﾀｶﾕｷ 29 男 京都  4m95 +2.3m      

走幅跳 W65 1 300325 加藤　恵子 ｶﾄｳ ｹｲｺ 69 女 和歌山  3m57 +2.5m      

走幅跳 W65 2 290547 山崎　和子 ﾔﾏｻｷ ｶｽﾞｺ 67 女 奈良  3m25 +1.1m

走幅跳 W55 1 290550 清水　恵里 ｼﾐｽﾞ ｴﾘ 57 女 奈良  3m73 +1.5m      

走幅跳 W50 1 290501 堀　琴乃 ﾎﾘ ｺﾄﾉ 53 女 奈良  3m43 +0.9m      

走幅跳 W45 1 250883 丸山　佳代 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾖ 49 女 滋賀  3m77 -1.2m      

走幅跳 W40 1 260737 小塚　美弥 ｺﾂｶ ﾐﾔ 43 女 京都  4m91 +1.4m

走幅跳 W35 1 272226 中　祐子 ﾅｶ ﾕｳｺ 39 女 大阪  4m28 +4.2m 4m12 +1.2m

走幅跳 W35 2 272167 吉田　祥子 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｺ 35 女 大阪  3m26 +2.0m      

走幅跳 W-24 1 251013 丸山　和花 ﾏﾙﾔﾏ ﾉﾄﾞｶ 19 女 滋賀  5m01 +0.9m      大会創設

三段跳 M85 1 271747 山口　善治 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 85 男 大阪  5m56 +1.6m      大会創設

三段跳 M75 1 290630 伊藤　文昭 ｲﾄｳ ﾌﾐｱｷ 75 男 奈良  7m51 +4.7m  7m20 +1.7m

三段跳 M70 1 280100 大元　一司 ｵｵﾓﾄ ｶｽﾞｼ 72 男 兵庫  8m79 +2.8m      

三段跳 M65 1 260590 三木　康裕 ﾐｷ ﾔｽﾋﾛ 65 男 京都  8m41 +1.5m      

三段跳 M65 ー 271452 鶴田　昌宏 ﾂﾙﾀ ﾏｻﾋﾛ 68 男 大阪 欠場      

三段跳 M65 ー 270542 佐々木　敏之 ｻｻｷ ﾄｼﾕｷ 65 男 大阪 欠場      

三段跳 M60 1 251023 清水　安治 ｼﾐｽﾞ ﾔｽﾊﾙ 60 男 滋賀 10m38 +2.8m 10m19 +1.0m

三段跳 M60 2 270329 岡部　公治 ｵｶﾍﾞ ｺｳｼﾞ 63 男 大阪 10m25 +1.6m

三段跳 M60 3 260969 茶原　猛　 ﾁｬﾊﾗ ﾀｹｼ 61 男 京都  7m94 +3.5m  7m78 0.0m

三段跳 M55 ー 271406 和田　充功 ﾜﾀﾞ ﾐﾁﾉﾘ 55 男 大阪 欠場      

三段跳 M50 1 281717 八代　好司 ﾔｼﾛ ｺｳｼﾞ 51 男 兵庫 12m35 +1.4m      大会新

三段跳 M50 2 280735 岡本　一人 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾄ 52 男 兵庫 11m40 +4.0m 11m18 +1.7m

三段跳 M45 1 260795 浅井　耕一郎 ｱｻｲ ｺｳｲﾁﾛｳ 46 男 京都 12m31 +1.3m      

三段跳 M45 2 271318 西谷　匠 ﾆｼﾀﾆ ﾀｸﾐ 49 男 大阪 10m28 +5.0m 10m20 +0.4m

三段跳 M45 3 281843 吉見　仁 ﾖｼﾐ ﾋﾄｼ 48 男 兵庫 10m09 +1.3m      
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三段跳 M45 ー 281726 仲　晃一 ﾅｶ ｺｳｲﾁ 48 男 兵庫 欠場      

三段跳 M40 1 281721 高橋　武男 ﾀｶﾊｼ ﾀｹｵ 44 男 兵庫 12m79 +4.0m 12m60 +1.3m

三段跳 M40 2 301465 佐々木  善久 ｻｻｷ ﾖｼﾋｻ 41 男 和歌山  8m63 +1.5m      

三段跳 M40 ー 260916 河合　信弘 ｶﾜｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 41 男 京都 欠場      

三段跳 M35 1 271524 後藤　厚人 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾄ 37 男 大阪 14m57 +2.1m 13m34 +1.5m

三段跳 M30 1 272213 垂水　元気 ﾀﾙﾐ ｹﾞﾝｷ 31 男 大阪 12m57 +2.6m      

三段跳 W50 1 281911 谷口　智美 ﾀﾆｸﾞﾁ ｻﾄﾐ 51 女 兵庫  8m13 +2.0m      

三段跳 W25 1 272107 畳野　美古都 ﾀﾀﾐﾉ ﾐｺﾄ 27 女 大阪 10m91 +0.4m      大会創設

立五段跳 M85 1 271747 山口　善治 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 85 男 大阪  7m96      大会創設・大阪新

立五段跳 M75 1 290630 伊藤　文昭 ｲﾄｳ ﾌﾐｱｷ 75 男 奈良 10m54      大会新

立五段跳 M75 ー 272105 下原　晃 ｼﾓﾊﾗ ｱｷﾗ 75 男 大阪 欠場      

立五段跳 M70 1 271541 水中　登 ﾐｽﾞﾅｶ ﾉﾎﾞﾙ 73 男 大阪 10m51      

立五段跳 M65 1 271294 黒木　昭生 ｸﾛｷﾞ ｱｷｵ 67 男 大阪 12m16      

立五段跳 M60 1 260950 鍬田　英夫 ｸﾜﾀ ﾋﾃﾞｵ 64 男 京都 10m83      

立五段跳 M60 2 260969 茶原　猛　 ﾁｬﾊﾗ ﾀｹｼ 61 男 京都 10m26      

立五段跳 M55 1 272176 水野　哲郎 ﾐｽﾞﾉ ﾃﾂﾛｳ 55 男 大阪  9m38      

立五段跳 M50 1 290420 中村　裕之 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 50 男 奈良 12m08      

立五段跳 M50 ー 290651 後藤　信介 ｺﾞﾄｳ ｼﾝｽｹ 51 男 奈良 欠場      

立五段跳 M45 1 261053 松本　裕一 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ 47 男 京都 12m30      

立五段跳 M40 1 271598 須田　学 ｽﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 41 男 大阪 15m06      大会新・大阪新

立五段跳 M40 ー 260916 河合　信弘 ｶﾜｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 41 男 京都 欠場      

立五段跳 M35 1 261162 浦野　克也 ｳﾗﾉ ｶﾂﾔ 36 男 京都 14m43      

立五段跳 M35 2 261179 坪井　良寛 ﾂﾎﾞｲ ﾖｼﾋﾛ 37 男 京都 14m17      

立五段跳 M35 3 272204 上田　達也 ｳｴﾀﾞ ﾀﾂﾔ 35 男 大阪 14m09      

立五段跳 M35 ー 261089 原　淳志 ﾊﾗ ｱﾂｼ 39 男 京都 欠場      

立五段跳 M25 1 261176 森　嵩幸 ﾓﾘ ﾀｶﾕｷ 29 男 京都 14m17      

立五段跳 W70 1 271360 勝山　千賀子 ｶﾂﾔﾏ ﾁｶｺ 70 女 大阪  9m27      大会創設

立五段跳 W65 1 260798 大田　惠子 ｵｵﾀ ｹｲｺ 66 女 京都  9m73      大会創設
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