
大会名 第70回大阪マスターズ記録会（22-27-0306）

会場名 大阪府服部緑地陸上競技場（273090）

期　日 2022年6月5日〈日）

種目 クラス 順位 登録番号 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢 性別 所属 記録 風速 新記録

走高跳 M65 1 260862 足立  義一 ｱﾀﾞﾁ ﾖｼｶｽﾞ 66 男 京都  1m40

走高跳 M65 2 280417 田代  雅彦 ﾀｼﾛ ﾏｻﾋｺ 65 男 兵庫  1m30

走高跳 M65 3 290405 山崎  光義 ﾔﾏｻｷ ﾐﾂﾖｼ 68 男 奈良  1m15

走高跳 M60 1 281464 奥村    勉 ｵｸﾑﾗ ﾂﾄﾑ 64 男 兵庫  1m35

走高跳 M60 2 281625 松内  孝夫 ﾏﾂｳﾁ ﾀｶｵ 61 男 兵庫  1m30

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

走高跳 M50 2 272201 右田  拓也 ﾐｷﾞﾀ ﾀｸﾔ 50 男 大阪  1m40

走高跳 M45 1 301324 小向  耕平 ｺﾑｶｲ ｺｳﾍｲ 47 男 和歌山  1m70

走高跳 M45 2 281492 中村  智宏 ﾅｶﾑﾗ  ﾄﾓﾋﾛ 48 男 兵庫  1m50

走高跳 M45 3 281843 吉見    仁 ﾖｼﾐ ﾋﾄｼ 49 男 兵庫  1m35

走高跳 W40 1 260933 佐藤    望 ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 44 男 京都  1m30

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

走高跳 M35 1 272261 寺井  宏孝 ﾃﾗｲ ﾋﾛﾀｶ 35 男 大阪  1m60

走高跳 M30 1 272256 阿部  圭佑 ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ 31 男 大阪  1m55

走高跳 W85 - 271189 馬渕  弘子 ﾏﾌﾞﾁ ﾋﾛｺ 86 女 大阪 記録なし

走高跳 W70 - 271360 勝山千賀子 ｶﾂﾔﾏ ﾁｶｺ 71 女 大阪 欠場

走高跳 W65 1 260798 大田  惠子 ｵｵﾀ ｹｲｺ 67 女 京都  1m08

走幅跳 M85 1 271747 山口  善治 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 85 男 大阪  2m69 -0.3m

走幅跳 M75 1 272310 山本    伸 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝ 76 男 大阪  3m04 +0.1m

走幅跳 M65 1 280417 田代  雅彦 ﾀｼﾛ ﾏｻﾋｺ 65 男 兵庫  4m43 +1.3m

走幅跳 M65 - 271702 山口  哲生 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾃﾂｵ 67 男 大阪 欠場

走幅跳 M60 1 272139 秋野  隆志 ｱｷﾉ ﾀｶｼ 60 男 大阪  5m06 +0.6m

走幅跳 M60 2 270329 岡部  公治 ｵｶﾍﾞ ｺｳｼﾞ 64 男 大阪  4m30 -0.7m

走幅跳 M60 3 271606 田中  祥介 ﾀﾅｶ ﾖｼﾕｷ 62 男 大阪  3m07 +0.9m

走幅跳 M55 1 281766 三好  政廣 ﾐﾖｼ ﾏｻﾋﾛ 55 男 兵庫  5m09 +0.3m

走幅跳 M55 - 271406 和田  充功 ﾜﾀﾞ ﾐﾁﾉﾘ 56 男 大阪 欠場

走幅跳 M55 - 281085 藤田  泰仁 ﾌｼﾞﾀ ﾔｽﾋﾄ 59 男 兵庫 欠場

走幅跳 M50 1 280735 岡本  一人 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾄ 53 男 兵庫  5m02 +0.8m

走幅跳 M45 1 271318 西谷    匠 ﾆｼﾀﾆ ﾀｸﾐ 49 男 大阪  4m77 -0.5m

走幅跳 M40 1 271566 荒川  大輔 ｱﾗｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 40 男 大阪  6m35 +0.5m

走幅跳 M40 2 271523 宮川  洋也 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾋﾛﾔ 43 男 大阪  5m53 +1.3m

走幅跳 M40 3 261204 布川  真一 ﾇﾉｶﾜ ｼﾝｲﾁ 42 男 京都  4m62 -0.1m

走幅跳 M40 - 272178 石川  幹展 ｲｼｶﾜ ﾐｷﾉﾌﾞ 42 男 大阪 欠場

走幅跳 M40 - 281721 高橋  武男 ﾀｶﾊｼ ﾀｹｵ 44 男 兵庫 欠場

走幅跳 M35 1 272264 松尾  和樹 ﾏﾂｵ ｶｽﾞｷ 35 男 大阪  5m02 -0.6m

走幅跳 M35 2 272222 土屋  敦彦 ﾂﾁﾔ ｱﾂﾋｺ 37 男 大阪  4m72 -1.3m

走幅跳 W85 1 271189 馬渕  弘子 ﾏﾌﾞﾁ ﾋﾛｺ 86 女 大阪  2m24 +0.6m 大阪創設記録

走幅跳 W65 1 290547 山崎  和子 ﾔﾏｻｷ ｶｽﾞｺ 67 女 奈良  3m23 +0.2m

走幅跳 W65 2 260798 大田  惠子 ｵｵﾀ ｹｲｺ 67 女 京都  2m87 +0.1m

走幅跳 W25 1 272107 畳野美古都 ﾀﾀﾐﾉ ﾐｺﾄ 27 女 大阪  4m75 -0.7m

三段跳 M70 1 271541 水中    登 ﾐｽﾞﾅｶ ﾉﾎﾞﾙ 74 男 大阪  8m04 -0.1m

三段跳 M60 - 270329 岡部  公治 ｵｶﾍﾞ ｺｳｼﾞ 64 男 大阪 欠場

三段跳 M55 - 290616 澤    清隆 ｻﾜ ｷﾖﾀｶ 57 男 奈良 欠場
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三段跳 M55 - 271406 和田  充功 ﾜﾀﾞ ﾐﾁﾉﾘ 56 男 大阪 欠場

三段跳 M50 1 280821 安井誠一郎 ﾔｽｲ ｾｲｲﾁﾛｳ 53 男 兵庫 11m53 0.0m

三段跳 M45 1 290388 平岩  雅司 ﾋﾗｲﾜ ﾏｻｼ 48 男 奈良 12m57 +0.2m

三段跳 M45 2 281843 吉見    仁 ﾖｼﾐ ﾋﾄｼ 49 男 兵庫 10m07 +1.2m

三段跳 M45 3 271318 西谷    匠 ﾆｼﾀﾆ ﾀｸﾐ 49 男 大阪 10m02 -0.3m

三段跳 M40 1 301418 坂本  浩一 ｻｶﾓﾄ ｺｳｲﾁ 41 男 和歌山 11m52 +0.4m

三段跳 M40 - 272178 石川  幹展 ｲｼｶﾜ ﾐｷﾉﾌﾞ 42 男 大阪 欠場

三段跳 W25 1 272107 畳野美古都 ﾀﾀﾐﾉ ﾐｺﾄ 27 女 大阪 10m50 -1.4m

立幅跳 M75 1 272310 山本    伸 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝ 76 男 大阪  2m01

立幅跳 M65 1 271702 山口  哲生 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾃﾂｵ 67 男 大阪  2m06

立幅跳 M55 1 281766 三好  政廣 ﾐﾖｼ ﾏｻﾋﾛ 55 男 兵庫  2m59

立幅跳 M50 1 281204 仲田浩一朗 ﾅｶﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ 51 男 兵庫  2m37
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