
大  会  名 第32回大阪マスターズ陸上競技選手権大会（18270057）
場　　所 ヤンマーフィールド長居（271040）
期　　日 2018年6月9日（土）

種目 年齢クラス 総合 登録番号 氏　　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢 性別 所属 記録 風速 公認記録 風速 新記録等
走高跳 M80 - 271747 山口  善治 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 81 男 大　阪 欠場      
走高跳 M70 1 290538 宇野  怜二 ｳﾉ ﾚｲｼﾞ 71 男 奈　良  1m20      
走高跳 M65 1 260706 杉岡  義次 ｽｷﾞｵｶ ﾖｼﾂｸﾞ 66 男 京　都  1m35 大会新
走高跳 M65 2 271486 本田    豊 ﾎﾝﾀﾞ ﾕﾀｶ 69 男 大　阪  1m15      
走高跳 M60 1 271465 原田    豊 ﾊﾗﾀﾞ ﾕﾀｶ 60 男 大　阪  1m40      
走高跳 M60 2 271294 黒木  昭生 ｸﾛｷﾞ ｱｷｵ 63 男 大　阪  1m40      
走高跳 M60 3 250812 薮内    悟 ﾔﾌﾞｳﾁ ｻﾄﾙ 63 男 滋　賀  1m30      
走高跳 M60 - 280417 田代  雅彦 ﾀｼﾛ ﾏｻﾋｺ 61 男 兵　庫 欠場      
走高跳 M55 1 281625 松内  孝夫 ﾏﾂｳﾁ ﾀｶｵ 57 男 兵　庫  1m35      
走高跳 M45 1 290420 中村  裕之 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 47 男 奈　良  1m70      
走高跳 M45 2 281843 吉見    仁 ﾖｼﾐ ﾋﾄｼ 45 男 兵　庫  1m45      
走高跳 M45 3 281481 林      誠 ﾊﾔｼ ﾏｺﾄ 46 男 兵　庫  1m40      
走高跳 M40 1 301324 小向  耕平 ｺﾑｶｲ ｺｳﾍｲ 43 男 和歌山  1m70      
走高跳 M40 2 281495 西脇  利典 ﾆｼﾜｷ  ﾄｼﾉﾘ 44 男 兵　庫  1m40      
走高跳 M30 - 271884 三鍋  登宏 ﾐﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 30 男 大　阪 欠場      
走高跳 M25 1 281838 前原  健人 ﾏｴﾊﾗ ｹﾝﾄ 26 男 兵　庫  1m65 大会タイ
走高跳 M25 - 271834 山岡  建太 ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾀ 25 男 大　阪 欠場      
走高跳 W80 - 271189 馬渕  弘子 ﾏﾌﾞﾁ ﾋﾛｺ 82 女 大　阪 記録なし      
走高跳 W60 1 270977 遠藤  明美 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｹﾐ 61 女 大　阪  1m06      
走高跳 W60 - 260798 大田  惠子 ｵｵﾀ ｹｲｺ 63 女 京　都 欠場      
走高跳 W55 1 280271 竹原裕美子 ﾀｹﾊﾗ ﾕﾐｺ 59 女 兵　庫  1m03      
走高跳 W50 1 190524 横山  恭子 ﾖｺﾔﾏ ｷｮｳｺ 54 女 福　井  1m21      
走高跳 W50 2 240705 山口  育子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｲｸｺ 54 女 三　重  1m15      
走高跳 W40 1 260719 高橋  祐子 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺ 44 女 京　都  1m40 大会新
走高跳 W40 2 260933 佐藤    望 ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 40 女 京　都  1m21      
棒高跳 M70 1 270072 髙群  哲夫 ﾀｶﾑﾚ ﾃﾂｵ 70 男 大　阪  2m20      
棒高跳 M70 - 260676 西山  正文 ﾆｼﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ 71 男 京　都 欠場      
棒高跳 M65 1 340805 梶本  裕二 ｶｼﾞﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 68 男 広　島  2m90      
棒高跳 M65 2 280568 中田    孝 ﾅｶﾀ ﾀｶｼ 69 男 兵　庫  2m30      
棒高跳 M60 1 271286 播口  秀二 ﾊﾘｸﾞﾁ ｼｭｳｼﾞ 60 男 大　阪  2m50      
棒高跳 M60 - 271586 髙田  洋志 ﾀｶﾀﾞ ﾖｳｼﾞ 63 男 大　阪 記録なし      
棒高跳 M55 1 280431 松井  雄二 ﾏﾂｲ ﾕｳｼﾞ 57 男 兵　庫  3m00 大会新
棒高跳 M55 - 270674 西川  義信 ﾆｼｶﾜ ﾖｼﾉﾌﾞ 59 男 大　阪 記録なし      
棒高跳 M55 - 260461 村井  浩司 ﾑﾗｲ ｺｳｼﾞ 58 男 京　都 記録なし      
棒高跳 M50 - 80456 築山  弘実 ﾂｷﾔﾏ ﾋﾛﾐ 51 男 茨　城 記録なし      
棒高跳 M40 - 271911 中塚  新一 ﾅｶﾂｶ ｼﾝｲﾁ 43 男 大　阪 欠場      
棒高跳 W65 1 290130 山本  益美 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｽﾐ 69 女 奈　良  2m10      
棒高跳 W65 2 250056 加古  文子 ｶｺ ﾌﾐｺ 68 女 滋　賀  1m90      
走幅跳 M85 1 290124 北    良夫 ｷﾀ ﾖｼｵ 86 男 奈　良  2m83 +1.9m      
走幅跳 M80 - 271747 山口  善治 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 81 男 大　阪 欠場      
走幅跳 M70 1 290538 宇野  怜二 ｳﾉ ﾚｲｼﾞ 71 男 奈　良  4m02 +0.8m      
走幅跳 M65 1 230093 澤田  久雄 ｻﾜﾀﾞ ﾋｻｵ 65 男 岐　阜  4m36 +2.9m  4m24 +1.7m
走幅跳 M60 1 250812 薮内    悟 ﾔﾌﾞｳﾁ ｻﾄﾙ 63 男 滋　賀  4m81 +0.9m      
走幅跳 M60 2 270329 岡部  公治 ｵｶﾍﾞ ｺｳｼﾞ 60 男 大　阪  4m74 +0.8m      
走幅跳 M60 3 270542 佐々木敏之 ｻｻｷ ﾄｼﾕｷ 62 男 大　阪  4m73 +1.4m      
走幅跳 M60 4 280212 太田    忠 ｵｵﾀ ﾀﾀﾞｼ 61 男 兵　庫  4m70 +3.2m      
走幅跳 M60 5 270724 武田  忠義 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ 64 男 大　阪  3m98 +1.9m      
走幅跳 M60 6 271452 鶴田  昌宏 ﾂﾙﾀ ﾏｻﾋﾛ 64 男 大　阪  3m64 +0.9m      
走幅跳 M60 - 280784 大嶽  郁夫 ｵｵﾀｹ ｲｸｵ 63 男 兵　庫 欠場      
走幅跳 M60 - 240022 井阪  行利 ｲｻｶ ﾕｷﾄｼ 62 男 三　重 欠場      
走幅跳 M55 1 10347 沼田  典明 ﾇﾏﾀ ﾉﾘｱｷ 56 男 北海道  5m07 +3.1m  4m91 +1.0m
走幅跳 M55 2 281085 藤田  泰仁 ﾌｼﾞﾀ ﾔｽﾋﾄ 55 男 兵　庫  4m72 +2.0m      
走幅跳 M55 3 271853 椙本  太平 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀﾍｲ 56 男 大　阪  4m51 +2.1m  4m26 +1.8m
走幅跳 M55 4 271784 下野日出幸 ｼﾓﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ 57 男 大　阪  3m94 +2.7m  3m92 +1.2m
走幅跳 M50 1 271637 福田  芳昭 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｱｷ 50 男 大　阪  5m41 +0.2m      
走幅跳 M50 2 271242 佐々木貴則 ｻｻｷ ﾀｶﾉﾘ 54 男 大　阪  5m10 +1.1m      
走幅跳 M50 3 301380 村田  亮彦 ﾑﾗﾀ ｱｷﾋｺ 51 男 和歌山  4m61 +3.3m      
走幅跳 M50 4 240795 岩名    悟 ｲﾜﾅ ｻﾄﾙ 52 男 三　重  4m55 +3.4m      
走幅跳 M50 5 260721 北阪  義人 ｷﾀｻｶ ﾖｼﾄ 54 男 京　都  4m08 +1.9m      
走幅跳 M50 - 210675 中澤    学 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ 54 男 静　岡 欠場      
走幅跳 M45 1 290388 平岩  雅司 ﾋﾗｲﾜ ﾏｻｼ 45 男 奈　良  6m36 +1.5m      大会新
走幅跳 M45 2 281372 荻原  真一 ｵｷﾞﾊﾗ ｼﾝｲﾁ 46 男 兵　庫  5m60 +2.4m  5m56 +1.7m
走幅跳 M45 3 260473 井田  秀司 ｲﾀﾞ ﾋﾃﾞｼ 46 男 京　都  5m40 +1.5m      
走幅跳 M45 4 271318 西谷    匠 ﾆｼﾀﾆ ﾀｸﾐ 45 男 大　阪  5m19 +2.0m      
走幅跳 M45 5 271904 岡尾  繁伸 ｵｶｵ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 47 男 大　阪  4m12 +3.0m  4m01 +0.1m
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走幅跳 M45 - 260722 樫田  勝之 ｶｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 48 男 京　都 欠場      
走幅跳 M40 1 250940 田中    充 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾙ 43 男 滋　賀  6m11 +3.5m  5m86 +0.2m
走幅跳 M40 2 281431 北野  聖明 ｷﾀﾉ ﾏｻｱｷ 44 男 兵　庫  6m08 +2.2m  6m01 +1.0m
走幅跳 M40 3 271673 池内    亮 ｲｹｳﾁ ｱｷﾗ 41 男 大　阪  5m35 +1.1m      
走幅跳 M40 4 290556 小野  雄彦 ｵﾉ ﾀｹﾋｺ 42 男 奈　良  4m85 +3.5m  4m54 +0.7m
走幅跳 M35 1 271598 須田    学 ｽﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 38 男 大　阪  6m91 +0.9m      大会新
走幅跳 M35 2 271699 岡田    敦 ｵｶﾀﾞ ｱﾂｼ 39 男 大　阪  5m51 +2.2m  5m38 +1.7m
走幅跳 M35 3 271688 長  裕次郎 ﾁｮｳ ﾕｳｼﾞﾛｳ 38 男 大　阪  4m50 +2.5m  4m45 +1.6m
走幅跳 M30 1 271686 北浦  博行 ｷﾀｳﾗ ﾋﾛﾕｷ 33 男 大　阪  6m83 +3.4m  6m81 -1.3m
走幅跳 M30 - 260932 小林    薫 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｵﾙ 32 男 京　都 欠場      
走幅跳 M30 - 271948 髙橋健太郎 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ 30 男 大　阪 欠場      
走幅跳 W65 1 300325 加藤  恵子 ｶﾄｳ ｹｲｺ 65 女 和歌山  3m92 +3.5m  3m61 +1.7m
走幅跳 W60 1 260798 大田  惠子 ｵｵﾀ ｹｲｺ 63 女 京　都  3m31 +1.5m      大会新
走幅跳 W60 2 290547 山崎  和子 ﾔﾏｻｷ ｶｽﾞｺ 63 女 奈　良  3m10 +0.7m      
走幅跳 W55 1 280271 竹原裕美子 ﾀｹﾊﾗ ﾕﾐｺ 59 女 兵　庫  3m15 +2.3m      
走幅跳 W50 1 190524 横山  恭子 ﾖｺﾔﾏ ｷｮｳｺ 54 女 福　井  3m93 +2.1m      
走幅跳 W40 1 290382 川又裕美子 ｶﾜﾏﾀ ﾕﾐｺ 43 女 奈　良  4m00 +2.2m  3m85 +1.5m
走幅跳 W40 2 281809 田中佐和子 ﾀﾅｶ ｻﾜｺ 43 女 兵　庫  3m56 +3.0m  3m52 +0.8m
走幅跳 W40 3 271947 萩原由美子 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕﾐｺ 44 女 大　阪  2m91 +5.2m      
三段跳 M80 1 190233 村上  正寿 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾄｼ 80 男 福　井  6m83 +1.7m      大会新
三段跳 M80 - 271747 山口  善治 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 81 男 大　阪 欠場      
三段跳 M75 1 280803 赤松  哲夫 ｱｶﾏﾂ ﾃﾂｵ 76 男 兵　庫  8m22 +0.9m      大会新
三段跳 M70 1 271541 水中    登 ﾐｽﾞﾅｶ ﾉﾎﾞﾙ 70 男 大　阪  8m61 +1.5m      
三段跳 M65 1 230093 澤田  久雄 ｻﾜﾀﾞ ﾋｻｵ 65 男 岐　阜  9m65 +2.2m  9m43 +1.0m
三段跳 M60 1 270329 岡部  公治 ｵｶﾍﾞ ｺｳｼﾞ 60 男 大　阪 10m72 +0.9m      
三段跳 M60 2 10208 沼田  雅志 ﾇﾏﾀ ﾏｻｼ 60 男 北海道 10m35 +1.5m      
三段跳 M60 3 330022 光宗  皇彦 ﾐﾂﾑﾈ ﾀﾀﾞﾋｺ 64 男 岡　山  9m87 +2.6m  9m77 +1.8m
三段跳 M60 4 240022 井阪  行利 ｲｻｶ ﾕｷﾄｼ 62 男 三　重  9m86 +1.2m      
三段跳 M60 - 290405 山崎  光義 ﾔﾏｻｷ ﾐﾂﾖｼ 64 男 奈　良 欠場      
三段跳 M55 1 10347 沼田  典明 ﾇﾏﾀ ﾉﾘｱｷ 56 男 北海道 10m04 +1.3m      
三段跳 M50 1 271242 佐々木貴則 ｻｻｷ ﾀｶﾉﾘ 54 男 大　阪 10m90 +3.3m 10m81 +1.8m
三段跳 M50 - 210675 中澤    学 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ 54 男 静　岡 欠場      
三段跳 M45 1 290388 平岩  雅司 ﾋﾗｲﾜ ﾏｻｼ 45 男 奈　良 13m23 +2.0m      大会新
三段跳 M45 2 281717 八代  好司 ﾔｼﾛ ｺｳｼﾞ 48 男 兵　庫 13m19 +3.1m      
三段跳 M45 3 280735 岡本  一人 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾄ 49 男 兵　庫 11m80 +1.9m      
三段跳 M45 4 301397 吉田  知幸 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 48 男 和歌山 10m69 +2.1m 10m20 +1.1m
三段跳 M45 5 281843 吉見    仁 ﾖｼﾐ ﾋﾄｼ 45 男 兵　庫 10m47 +1.9m      
三段跳 M45 6 300996 川島  康裕 ｶﾜｼﾏ ﾔｽﾋﾛ 46 男 和歌山 10m32 +3.0m 10m03 +0.7m
三段跳 M40 1 260671 澤田  賢二 ｻﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 42 男 京　都  9m82 0.0m      
三段跳 M40 - 271975 川口    暁 ｶﾜｸﾞﾁ ｷﾞｮｳ 44 男 大　阪 欠場      
三段跳 M35 1 271837 延岡  正宗 ﾉﾍﾞｵｶ ﾏｻﾑﾈ 39 男 大　阪  9m35 +0.2m      
三段跳 M25 1 271926 福田  浩之 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 29 男 大　阪 14m16 +2.0m      大会新・大阪新
三段跳 W80 1 271189 馬渕  弘子 ﾏﾌﾞﾁ ﾋﾛｺ 82 女 大　阪  5m83 +1.4m      大会創設
三段跳 W50 1 190524 横山  恭子 ﾖｺﾔﾏ ｷｮｳｺ 54 女 福　井  8m49 +2.4m  8m18 +1.8m 大会創設
立五段跳 M80 1 190233 村上  正寿 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾄｼ 80 男 福　井  9m57      
立五段跳 M75 1 270224 芳野  栄二 ﾖｼﾉ ｴｲｼﾞ 76 男 大　阪  9m73      大阪新
立五段跳 M75 2 271694 小松    宏 ｺﾏﾂ ﾋﾛｼ 75 男 大　阪  9m53      
立五段跳 M75 3 271656 政岡  鷹司 ﾏｻｵｶ ﾀｶｼ 75 男 大　阪  7m98      
立五段跳 M75 - 271898 田代十七生 ﾀｼﾛ ﾄﾅｵ 77 男 大　阪 欠場      
立五段跳 M70 1 271541 水中    登 ﾐｽﾞﾅｶ ﾉﾎﾞﾙ 70 男 大　阪 10m89      大阪新
立五段跳 M65 1 190495 円地    満 ｴﾝﾁ ﾐﾂﾙ 66 男 福　井 12m61      
立五段跳 M65 2 230093 澤田  久雄 ｻﾜﾀﾞ ﾋｻｵ 65 男 岐　阜 11m73      
立五段跳 M65 3 271886 平岡  和生 ﾋﾗｵｶ ｶｽﾞｵ 67 男 大　阪  9m87      
立五段跳 M60 1 10208 沼田  雅志 ﾇﾏﾀ ﾏｻｼ 60 男 北海道 13m05      
立五段跳 M60 2 330022 光宗  皇彦 ﾐﾂﾑﾈ ﾀﾀﾞﾋｺ 64 男 岡　山 12m75      
立五段跳 M60 3 240022 井阪  行利 ｲｻｶ ﾕｷﾄｼ 62 男 三　重 12m45      
立五段跳 M60 4 290405 山崎  光義 ﾔﾏｻｷ ﾐﾂﾖｼ 64 男 奈　良 11m97      
立五段跳 M60 5 280212 太田    忠 ｵｵﾀ ﾀﾀﾞｼ 61 男 兵　庫 11m91      
立五段跳 M60 6 271465 原田    豊 ﾊﾗﾀﾞ ﾕﾀｶ 60 男 大　阪 11m71      
立五段跳 M60 - 271452 鶴田  昌宏 ﾂﾙﾀ ﾏｻﾋﾛ 64 男 大　阪 欠場      
立五段跳 M60 - 271294 黒木  昭生 ｸﾛｷﾞ ｱｷｵ 63 男 大　阪 欠場      
立五段跳 M60 - 271774 土器  正幸 ﾄﾞｷ ﾏｻﾕｷ 62 男 大　阪 欠場      
立五段跳 M60 - 301328 山本  一也 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 61 男 和歌山 欠場      
立五段跳 M60 - 260950 鍬田  英夫 ｸﾜﾀ ﾋﾃﾞｵ 60 男 京　都 欠場      
立五段跳 M55 1 10347 沼田  典明 ﾇﾏﾀ ﾉﾘｱｷ 56 男 北海道 13m27      

立五段跳は大会創設



大  会  名 第32回大阪マスターズ陸上競技選手権大会（18270057）
場　　所 ヤンマーフィールド長居（271040）
期　　日 2018年6月9日（土）

種目 年齢クラス 総合 登録番号 氏　　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢 性別 所属 記録 風速 公認記録 風速 新記録等
立五段跳 M55 2 281716 東一  忠司 ﾄｳｲﾁ ﾀﾀﾞｼ 57 男 兵　庫 12m00      
立五段跳 M55 3 271763 清水  智志 ｼﾐｽﾞ ｻﾄｼ 58 男 大　阪 10m52      
立五段跳 M50 1 240231 松井  朋彦 ﾏﾂｲ ﾄﾓﾋｺ 50 男 三　重 13m12      
立五段跳 M50 2 260721 北阪  義人 ｷﾀｻｶ ﾖｼﾄ 54 男 京　都 10m50      
立五段跳 M50 - 290222 森口  泰樹 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾔｽｷ 53 男 奈　良 欠場      
立五段跳 M45 1 271773 羽田  栄太 ﾊﾀﾞ ｴｲﾀ 45 男 大　阪 12m37      
立五段跳 M45 2 281486 水田  直利 ﾐｽﾞﾀ ﾅｵﾄｼ 46 男 兵　庫 10m78      
立五段跳 M40 1 271673 池内    亮 ｲｹｳﾁ ｱｷﾗ 41 男 大　阪 12m73      
立五段跳 M25 1 271926 福田  浩之 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 29 男 大　阪 15m34      
立五段跳 M25 - 271834 山岡  建太 ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾀ 25 男 大　阪 欠場      
立五段跳 W60 1 270977 遠藤  明美 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｹﾐ 61 女 大　阪  8m54      
立五段跳 W35 - 281601 馬場  貴子 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶｺ 36 女 兵　庫 欠場      


