
競技会名 第30回大阪マスターズ陸上競技選手権大会
開 催 日 平成28年5月7日（土）
会     場 ヤンマーフィールド長居

種目 クラス 順位 登録番号 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢 性別 所属 記録 風力 新記録 用器具重量

走高跳 M80 1 270848 堀野    正 ﾎﾘﾉ ﾀﾀﾞｼ 81 男 大　　阪  1m00
走高跳 M65 1 290484 中川  高吉 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾖｼ 66 男 奈　　良  1m20 大会新
走高跳 M60 1 271294 黒木  昭生 ｸﾛｷﾞ ｱｷｵ 61 男 大　　阪  1m45 大会タイ
走高跳 M55 1 280417 田代  雅彦 ﾀｼﾛ ﾏｻﾋｺ 59 男 兵　　庫  1m45      
走高跳 M55 2 271465 原田    豊 ﾊﾗﾀﾞ ﾕﾀｶ 58 男 大　　阪  1m35      
走高跳 M55 3 281625 松内  孝夫 ﾏﾂｳﾁ ﾀｶｵ 55 男 兵　　庫  1m25      
走高跳 M50 1 271406 和田  充功 ﾜﾀﾞ ﾐﾁﾉﾘ 50 男 大　　阪  1m55      
走高跳 M45 1 281389 牧野  卓也 ﾏｷﾉ ﾀｸﾔ 47 男 兵　　庫  1m65      
走高跳 M45 1 290420 中村  裕之 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 45 男 奈　　良  1m65      
走高跳 M45 3 180344 米田  泰幸 ﾖﾈﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 48 男 石　　川  1m50      
走高跳 M40 1 301324 小向  耕平 ｺﾑｶｲ ｺｳﾍｲ 41 男 和 歌 山  1m70      
走高跳 M40 2 281299 中村    修 ﾅｶﾑﾗ ｵｻﾑ 42 男 兵　　庫  1m65      
走高跳 M40 3 281481 林      誠 ﾊﾔｼ ﾏｺﾄ 44 男 兵　　庫  1m50      
走高跳 M40 3 281492 中村  智宏 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 42 男 兵　　庫  1m50      
走高跳 M40 5 300846 篠原  寿文 ｼﾉﾊﾗ ﾋｻﾌﾐ 44 男 和 歌 山  1m40      
走高跳 M40 5 281534 平川  俊二 ﾋﾗｶﾜ ｼｭﾝｼﾞ 42 男 兵　　庫  1m40      
走高跳 M40 7 281495 西脇  利典 ﾆｼﾜｷ ﾄｼﾉﾘ 42 男 兵　　庫  1m40      
走高跳 M35 1 281396 中谷  光一 ﾅｶﾀﾆ ｺｳｲﾁ 35 男 兵　　庫  1m65 大会タイ
走高跳 M25 1 281571 松尾  俊輔 ﾏﾂｵ ｼｭﾝｽｹ 28 男 兵　　庫  1m55      
走高跳 W60 1 260798 大田  恵子 ｵｵﾀ ｹｲｺ 61 女 京　　都  1m15 大会新
走高跳 W45 1 250312 大江  由子 ﾅｶﾞﾋｻ ﾐｶｺ 49 女 滋　　賀  1m20 大会創設
棒高跳 M80 1 270848 堀野    正 ﾎﾘﾉ ﾀﾀﾞｼ 81 男 大　　阪  2m20 大会タイ
棒高跳 M75 1 260758 野原  弘嗣 ﾉﾊﾗ ﾋﾛｼ 75 男 京　　都  2m20      
棒高跳 M65 1 340805 梶本  裕二 ｶｼﾞﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 66 男 広　　島  3m00 大会新
棒高跳 M65 271284 久保木  博 ｸﾎﾞｷ ﾋﾛｼ 66 男 大　　阪 ＮＭ      
棒高跳 M60 1 271586 髙田  洋志 ﾀｶﾀﾞ ﾖｳｼﾞ 61 男 大　　阪  2m70
棒高跳 M55 271286 播口  秀二 ﾊﾘｸﾞﾁ ｼｭｳｼﾞ 58 男 大　　阪 ＮＭ      
棒高跳 M50 1 270728 池野  昌弘 ｲｹﾉ ﾏｻﾋﾛ 51 男 大　　阪  3m70 大会新
棒高跳 M45 300886 深谷  英治 ﾌｶﾔ ｴｲｼﾞ 46 男 和 歌 山 ＮＭ      
棒高跳 M35 1 271367 中林  正憲 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 36 男 大　　阪  3m00 大会新
棒高跳 W65 290130 山本  益美 67 女 奈　　良 ＮＭ      
棒高跳 W65 300371 関  めり子 67 女 和 歌 山 ＮＭ      
走幅跳 M75 1 300001 鴻池  清司 78 男 和 歌 山  3m50 0.0m      
走幅跳 M75 2 270418 壺井    宏 ﾂﾎﾞｲ ﾋﾛｼ 78 男 大　　阪  2m39 +0.9m      
走幅跳 M70 1 280874 松田  利勝 74 男 兵　　庫  4m02 +1.8m      
走幅跳 M60 1 250812 薮内    悟 61 男 滋　　賀  5m15 +1.8m      
走幅跳 M60 2 270724 武田  忠義 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ 62 男 大　　阪  3m86 +0.2m      
走幅跳 M60 3 271501 村上    肇 ﾑﾗｶﾐ ﾊｼﾞﾒ 63 男 大　　阪  3m64 +0.4m      
走幅跳 M55 1 270329 岡部  公治 ｵｶﾍﾞ　ｺｳｼﾞ 58 男 大　　阪  5m12 +1.3m      
走幅跳 M55 2 340846 澤田  孝弘 57 男 広　　島  4m98 0.0m      
走幅跳 M55 3 250612 三宅  克之 56 男 滋　　賀  4m92 +1.8m      
走幅跳 M55 4 271606 田中  祥介 ﾀﾅｶ ﾖｼﾕｷ 56 男 大　　阪  3m76 +1.0m      
走幅跳 M50 1 271406 和田  充功 ﾜﾀﾞ ﾐﾁﾉﾘ 50 男 大　　阪  5m39 +0.9m      
走幅跳 M50 2 271242 佐々木貴則 ｻｻｷ　ﾀｶﾉﾘ 52 男 大　　阪  5m25 +1.3m      
走幅跳 M50 3 271665 石井  久光 ｲｼｲ　ﾋｻﾐﾂ 52 男 大　　阪  3m48 +0.3m      
走幅跳 M50 4 280905 小島    淳 54 男 兵　　庫  3m12 +0.6m      
走幅跳 M45 1 288821 安井誠一郎 ﾔｽｲ ｾｲｲﾁﾛｳ 47 男 兵　　庫  5m97 -0.1m      
走幅跳 M45 2 271637 福田  芳昭 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｱｷ 48 男 大　　阪  5m26 +1.1m      
走幅跳 M45 3 180344 米田  泰幸 ﾖﾈﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 48 男 石　　川  5m16 -0.4m      
走幅跳 M45 4 281217 坂田  浩一 ｻｶﾀ ｺｳｲﾁ 45 男 兵　　庫  4m75 +0.7m      
走幅跳 M45 5 290420 中村  裕之 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 45 男 奈　　良  4m73 +0.1m      
走幅跳 M40 1 281431 北野  聖明 ｷﾀﾉ ﾏｻｱｷ 42 男 兵　　庫  5m85 +1.6m      
走幅跳 M40 2 260623 大槻  昌弘 ｵｵﾂｷ ﾏｻﾋﾛ 41 男 京　　都  5m69 +1.9m      
走幅跳 M40 3 281372 荻原  真一 ｵｷﾞﾊﾗ ｼﾝｲﾁ 44 男 兵　　庫  5m66 +0.2m      
走幅跳 M40 4 250940 田中    充 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾙ 40 男 滋　　賀  5m52 +1.2m      
走幅跳 M40 5 300846 篠原  寿文 ｼﾉﾊﾗ ﾋｻﾌﾐ 44 男 和 歌 山  5m29 +1.4m      
走幅跳 M40 6 281486 水田  直利 ﾐｽﾞﾀ ﾅｵﾄｼ 44 男 兵　　庫  4m27 -0.6m      
走幅跳 M35 1 271598 須田    学 ｽﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 36 男 大　　阪  6m72 +1.5m      
走幅跳 M35 271717 牧山  剛二 ﾏｷﾔﾏ ｺｳｼﾞ 39 男 大　　阪 ＮＭ      
走幅跳 M30 1 271524 後藤  厚人 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾄ 32 男 大　　阪  6m80 +1.0m      
走幅跳 M25 1 271709 永井  一企 ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞｷ 28 男 大　　阪  5m60 +0.9m      
走幅跳 W75 1 280500 苅部  裕子 ｶﾙﾍﾞ ﾋﾛｺ 77 女 兵　　庫  2m47 -0.7m 大会新
走幅跳 W50 1 281099 本間  明子 ﾎﾝﾏ ｱｷｺ 53 女 兵　　庫  4m14 +1.4m      
走幅跳 W40 1 281191 坂田  友紀 ｻｶﾀ ﾕｷ 44 女 兵　　庫  4m28 +0.9m      
走幅跳 W40 2 271529 佐々木倫子 ｻｻｷ ﾄﾓｺ 43 女 大　　阪  4m16 +1.2m      
走幅跳 W25 1 271648 岡      薫 ｵｶ ｶｵﾙ 27 女 大　　阪  4m46 +0.8m 大会新
三段跳 M70 1 280874 松田  利勝 74 男 兵　　庫  8m47 -1.5m      
三段跳 M70 2 280803 赤松  哲夫 ｱｶﾏﾂ ﾃﾂｵ 74 男 兵　　庫  7m93 -2.1m      
三段跳 M60 1 271294 黒木  昭生 ｸﾛｷﾞ ｱｷｵ 61 男 大　　阪 10m16 -0.6m      
三段跳 M60 2 250812 薮内    悟 61 男 滋　　賀  9m20 -2.2m      
三段跳 M55 1 270329 岡部  公治 ｵｶﾍﾞ　ｺｳｼﾞ 58 男 大　　阪 10m71 -0.9m      
三段跳 M50 1 271242 佐々木貴則 ｻｻｷ　ﾀｶﾉﾘ 52 男 大　　阪 10m31 -2.2m      
三段跳 M50 280905 小島    淳 54 男 兵　　庫 ＮＭ      
三段跳 M45 1 288821 安井誠一郎 ﾔｽｲ ｾｲｲﾁﾛｳ 47 男 兵　　庫 11m93 -0.8m      
三段跳 M45 2 280735 岡本  一人 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾄ 47 男 兵　　庫 11m55 -2.7m      
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三段跳 M40 1 260623 大槻  昌弘 ｵｵﾂｷ ﾏｻﾋﾛ 41 男 京　　都 11m05 -1.0m      
三段跳 M30 1 271524 後藤  厚人 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾄ 32 男 大　　阪 14m32 -2.0m      
三段跳 M30 2 271576 北岡  大輔 ｷﾀｵｶ ﾀﾞｲｽｹ 34 男 大　　阪 11m26 -2.8m      
三段跳 M30 3 281508 入江  信行 ｲﾘｴ ﾉﾌﾞﾕｷ 34 男 兵　　庫 10m63 -2.3m      
三段跳 W40 1 271529 佐々木倫子 ｻｻｷ ﾄﾓｺ 43 女 大　　阪  8m81 -2.4m      


