
第 24 回近畿マスターズ駅伝大阪マスターズ選手団～平成 30 年 3 月 3 日（土）・山城総合（太陽が丘）～ 

【マスターズの部；Ａ男子の部】  スタート 10 時 30分 

区間 距離 クラス 男子Ａ・男子Ｂ（注） 男子Ｃ 男子Ｄ 男子Ｅ 男子Ｆ 

1 5.1km Ｍ35 鎌田   正行（37） 宮里  康和（39） 北村出裕揮（38） 田結庄 将岳（37） 池田  正文（39） 毛芝 隆将（40） 

2 2.8km Ｍ55 吉田   福蔵（57） 中澤    武（59） 山田    実（57） 義常   定（67） 佐藤  友昭（63） 関谷  尚之（57） 

3 2.8km Ｍ50 辰巳  典正(53） 数野  哲也(55） 中川 雅嗣(53） 森  貞樹(51） 沖 秀 樹（61） 福本  康史（56） 

4 2.8km Ｍ45 山田 日出見(50） 高橋 信良(52） 岡本 高城(49） 松本 浩一(48） 吉松  修（47） 藤田  幸久（53） 

5 2.8km Ｍ40 大坪   隆誠(4１） 田中 博之（43） 太田  元治（47） 田中  祥介（57） 藤川  浩（46） 与那嶺  修（64） 

区間 距離 クラス 男子Ｇ 男子Ｈ 男子 I 補   員  

（注）男子 A・B代表選手は掲載の 10名で

構成し、大会直前に区間担当を決定し

ます。 

1 5.1km Ｍ35 宮崎  博司（40） 澤 幹雄（45） 西尾 達男(61） 並川 耕士（56） 

2 2.8km Ｍ55 津田  光央（58） 窪田 成男（63） 乾  多留男（66）  

3 2.8km Ｍ50 高原  慶峰（64） 二宮   一（53） 松浦    勉（68）  

4 2.8km Ｍ45 大林     博(47） 小金 重裕（58） 森下 三知男（81）  

5 2.8km Ｍ40 福井  忠義（74） 五嶋 忠志（82） 朝日  啓介（81）  

【マスターズの部；Ｂ女子の部】  スタート 12 時 00分  

区間 距離 クラス 女子Ａ 女子Ｂ 

1 2.8km W30 鎌田   沙樹（38） 樋口     梢（36） 

2 2.8km W45 深尾   真美（56） 内谷 美由紀（48） 

3 2.8km W40 田中 由美子（43） 平松   陽子（45） 

4 2.8km W35 松本   寿美（42） 松木   千佳（43） 

【マスターズの部；Ｄエルダーの部】  スタート 12 時 00分 

区間 距離 クラス エルダーＡ エルダーＢ エルダーC エルダーD 

1 2.8km M60 松平   進（61） 足立  安隆（68） 升田    昭（67） 上窪   隆夫（66） 

2 2.8km W50 糸氏  明子（56） 小林  明子（62） 熊取谷 信子（51） 乾    恵子（57） 

3 2.8km M70 飯塚  順彦（70） 田中  潤一（73） 小篠    生（76） 西田   武一（73） 

4 2.8km W55 松村  政子（66） 大倉  節子（72） 浜田 紀久子（63） 中西   和子（71） 

 



 

【一般の部（オープン）；Ｄ男子の部・Ｅ女子の部】  スタート 12時 00分 

区間 距離 クラス 男子Ｊ 女子Ｉ  

 1 2.8km ― 平池   宏至（33） 小澤   真美（55） 

2 2.8km ― 中村   玄斗(26) 藤田 圭以子(47) 

3 2.8km ― 南    典孝(44) 田中 眞智子(64) 

4 2.8km ― 東田  光次（57） 原山 千恵子（75） 

 

 

 

【大阪マスターズ陸上競技連盟 駅伝スタッフ・監督】  

・熊木利隆（団長）・池上健三（副団長） 

・福田耕一（駅伝顧問）・宇野初男（総合統括） 

・伊藤健一（コーチ）・上窪隆夫（兼：コーチ） 

・境田孝雄（監督）・数野哲也（兼：副監督）・大倉節子（兼：女子監督） 

・深尾真美（兼：女子副監督）・松島忠士（副監督・連絡担当） 

・坂下勝正（主務・会計）・安達芳恵（主務・会計） 

・椎木茂久（駅伝監事） 

 

 

 

〒546-0013  大阪市東住吉区湯里 4－3－22－107 

特定非営利活動法人 大阪マスターズ陸上競技連盟 

TEL 06－6711－0456  FAX  06－6711－0633 

E-mail  omaa@kind.ocn.ne.jp 
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