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種目 順位 番号 氏名 フリガナ 年齢 所属 記録 風力 公認記録 風力 新記録 備考

走高跳 M80 1 27-0848 堀野　正 ﾎﾘﾉ ﾀﾀﾞｼ 81 男 大　阪  1m00      

走高跳 M80 - 33-0206 玉置　隆也 ﾀﾏｷ ﾀｶﾔ 82 男 岡　山 DNS      

走高跳 M80 - 27-1198 髙井　義夫 ﾀｶｲ ﾖｼｵ 80 男 大　阪 DNS      

走高跳 M65 1 27-0011 今橋　義人 ｲﾏﾊｼ ﾖｼﾋﾄ 67 男 大　阪  1m35      

走高跳 M65 2 28-1540 杉原　諭志 ｽｷﾞﾊﾗ ｻﾄｼ 67 男 兵　庫  1m30      

走高跳 M65 3 28-0253 北崎　俊二 ｷﾀｻﾞｷ ｼｭﾝｼﾞ 66 男 兵　庫  1m15      

走高跳 M60 1 27-1294 黒木　昭生 ｸﾛｷﾞ ｱｷｵ 61 男 大　阪  1m45      

走高跳 M60 2 26-0706 杉岡　義次 ｽｷﾞｵｶ ﾖｼﾂｸﾞ 64 男 京　都  1m45      

走高跳 M60 - 28-0339 小林　良二 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｼﾞ 64 男 兵　庫 DNS      

走高跳 M55 1 26-0461 村井　浩司 ﾑﾗｲ ｺｳｼﾞ 56 男 京　都  1m50      

走高跳 M55 2 28-0417 田代　雅彦 ﾀｼﾛ ﾏｻﾋｺ 59 男 兵　庫  1m45      

走高跳 M55 3 27-1465 原田　豊 ﾊﾗﾀﾞ ﾕﾀｶ 58 男 大　阪  1m40      

走高跳 M55 4 28-1625 松内　孝夫 ﾏﾂｳﾁ ﾀｶｵ 55 男 兵　庫  1m30      

走高跳 M50 OP 40-0860 野村　正 ﾉﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 51 男 福　岡  1m75      

走高跳 M50 1 27-1406 和田　充功 ﾜﾀﾞ ﾐﾁﾉﾘ 50 男 大　阪  1m45      

走高跳 M45 1 29-0420 中村　裕之 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 45 男 奈　良  1m70      

走高跳 M45 OP 18-0344 米田　泰幸 ﾖﾈﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 48 男 石　川  1m55      

走高跳 M40 1 26-0880 福本　義永 ﾌｸﾓﾄ ﾖｼﾋｻ 42 男 京　都  1m95      大会新

走高跳 M40 2 30-1324 小向　耕平 ｺﾑｶｲ ｺｳﾍｲ 41 男 和歌山  1m75      

走高跳 M40 3 28-1299 中村　修 ﾅｶﾑﾗ ｵｻﾑ 42 男 兵　庫  1m70      

走高跳 M40 4 27-1726 工藤　潤士 ｸﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｼﾞ 41 男 大　阪  1m65      

走高跳 M40 5 28-1534 平川　俊二 ﾋﾗｶﾜ ｼｭﾝｼﾞ 42 男 兵　庫  1m60      

走高跳 M40 6 28-1492 中村　智宏 ﾅｶﾑﾗ  ﾄﾓﾋﾛ 42 男 兵　庫  1m50      

走高跳 M40 7 28-1495 西脇　利典 ﾆｼﾜｷ  ﾄｼﾉﾘ 42 男 兵　庫  1m50      

走高跳 M40 - 27-1418 石原　昭三 ｲｼﾊﾗ ｼｮｳｿﾞｳ 41 男 大　阪 DNS      

走高跳 M35 1 28-1396 中谷　光一 ﾅｶﾀﾆ ｺｳｲﾁ 35 男 兵　庫  1m60      

走高跳 M30 - 30-1331 堀井　卓 ﾎﾘｲ ｽｸﾞﾙ 34 男 和歌山 DNS      

走高跳 M25 1 28-1571 松尾　俊輔 ﾏﾂｵ ｼｭﾝｽｹ 28 男 兵　庫  1m60      

走高跳 W80 1 27-1189 馬淵　弘子 ﾏﾌﾞﾁ ﾋﾛｺ 80 女 大　阪  1m00      日本新・大会新

走高跳 W60 1 26-0798 大田　恵子 ｵｵﾀ ｹｲｺ 61 女 京　都  1m18      大会新

走高跳 W55 1 28-0271 竹原　裕美子 ﾀｹﾊﾗ ﾕﾐｺ 57 女 兵　庫  1m06      

走高跳 W45 1 25-0312 大江　由子 ｵｵｴ ﾕｳｺ 49 女 滋　賀  1m27      

棒高跳 M80 1 27-0848 堀野　正 ﾎﾘﾉ ﾀﾀﾞｼ 81 男 大　阪  2m00      大会新

棒高跳 M80 OP 33-0206 玉置　隆也 ﾀﾏｷ ﾀｶﾔ 82 男 岡　山  1m60      

棒高跳 M75 1 26-0758 野原　弘嗣 ﾉﾊﾗ ﾋﾛｼ 76 男 京　都  2m10      

棒高跳 M65 OP 34-0805 梶本　裕二 ｶｼﾞﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 66 男 広　島  3m00      

棒高跳 M65 1 28-0568 中田　孝 ﾅｶﾀ ﾀｶｼ 67 男 兵　庫  2m40      

棒高跳 M65 2 26-0676 西山　正文 ﾆｼﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ 69 男 京　都  2m30      

棒高跳 M65 3 28-0253 北崎　俊二 ｷﾀｻﾞｷ ｼｭﾝｼﾞ 66 男 兵　庫  2m20      

棒高跳 M65 - 27-1284 久保木　博 ｸﾎﾞｷ ﾋﾛｼ 66 男 大　阪 NM      

棒高跳 M60 1 27-1586 髙田　洋志 ﾀｶﾀﾞ ﾖｳｼﾞ 61 男 大　阪  3m00      大会新

棒高跳 M55 1 28-0431 松井　雄二 ﾏﾂｲ ﾕｳｼﾞ 55 男 兵　庫  3m00      

棒高跳 M55 OP 31-0784 加藤　幸 ｶﾄｳ ﾐﾕｷ 59 男 鳥　取  2m70      

棒高跳 M55 - 27-0674 西川　義信 ﾆｼｶﾜ ﾖｼﾉﾌﾞ 58 男 大　阪 NM      

棒高跳 M55 - 27-1286 播口　秀二 ﾊﾘｸﾞﾁ ｼｭｳｼﾞ 58 男 大　阪 NM      

棒高跳 M55 - 26-0461 村井　浩司 ﾑﾗｲ ｺｳｼﾞ 56 男 京　都 DNS      

棒高跳 M40 1 27-1285 三宅　毅 ﾐﾔｹ ﾂﾖｼ 43 男 大　阪  3m60      

棒高跳 M40 - 27-1391 山田　真一 ﾔﾏﾀﾞｼﾝｲﾁ 41 男 大　阪 NM      

棒高跳 M40 - 27-1217 中島　静一 ﾅｶｼﾞﾏ ｾｲｲﾁ 44 男 大　阪 DNS      

棒高跳 W65 1 30-0371 関　めり子 ｾｷ ﾒﾘｺ 67 女 和歌山  1m70      

棒高跳 W65 - 29-0130 山本　益美 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｽﾐ 67 女 奈　良 DNS      

走幅跳 M90 1 28-0989 宮本　弘 ﾐﾔﾓﾄ  ﾋﾛｼ 90 男 兵　庫  1m79 +0.5m      

走幅跳 M85 1 27-1345 宮川　照義 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾃﾙﾖｼ 87 男 大　阪  2m45 +3.3m  2m00 +1.5m

走幅跳 M80 1 29-0124 北　良夫 ｷﾀ ﾖｼｵ 84 男 奈　良  2m78 +2.1m  2m49 +1.7m

走幅跳 M80 2 26-0034 長砂　幸男 ﾅｶﾞｽﾅ ﾕｷｵ 83 男 京　都  2m53 +0.9m      
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走幅跳 M75 1 30-0001 鴻池　清司 ｺｳﾉｲｹ ｷﾖｼ 78 男 和歌山  3m36 +1.5m      

走幅跳 M75 - 27-0187 壺井　宏 ﾂﾎﾞｲ ﾋﾛｼ 79 男 大　阪 DNS      

走幅跳 M70 1 28-0874 松田　利勝 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｼｶﾂ 74 男 兵　庫  4m18 +1.7m      

走幅跳 M70 - 25-0185 南　　和雄 ﾐﾅﾐ ｶｽﾞｵ 72 男 滋　賀 DNS      

走幅跳 M65 1 26-0167 徳田　哲 ﾄｸﾀﾞ ｻﾄｼ 65 男 京　都  4m59 +0.7m      

走幅跳 M65 - 28-0145 岡村　政徳 ﾌｸｵｶ ﾏｷ 69 男 兵　庫 DNS      

走幅跳 M65 - 30-0207 岡崎　賢治朗 ｵｶｻﾞｷ ｹﾝｼﾞﾛｳ 66 男 和歌山 DNS      

走幅跳 M60 1 25-0812 薮内　　悟 ﾔﾌﾞｳﾁ ｻﾄﾙ 61 男 滋　賀  5m02 +1.1m      

走幅跳 M60 2 27-1452 鶴田　昌宏 ﾂﾙﾀ ﾏｻﾋﾛ 62 男 大　阪  4m13 -0.4m      

走幅跳 M60 3 27-0724 武田　忠義 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ 62 男 大　阪  3m97 -0.6m      

走幅跳 M60 - 27-0542 佐々木　敏之 ｻｻｷ ﾄｼﾕｷ 60 男 大　阪 DNS      

走幅跳 M55 1 27-1575 鈴木　彰 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ 59 男 大　阪  5m13 +2.7m  5m00 +1.6m

走幅跳 M55 2 27-0329 岡部　公治 ｵｶﾍﾞ ｺｳｼﾞ 58 男 大　阪  5m05 +1.3m      

走幅跳 M55 3 28-1643 三宅　博 ﾐﾔｹ ﾋﾛｼ 56 男 兵　庫  4m49 +0.6m      

走幅跳 M55 4 27-1606 田中　祥介 ﾀﾅｶ ﾖｼﾕｷ 56 男 大　阪  3m62 +2.0m      

走幅跳 M55 5 27-1733 片桐　真吾 ｶﾀｷﾞﾘ ｼﾝｺﾞ 55 男 大　阪  3m42 -0.3m      

走幅跳 M55 - 28-0212 太田　忠 ｵｵﾀ ﾀﾀﾞｼ 59 男 兵　庫 DNS      

走幅跳 M55 - 28-0417 田代　雅彦 ﾀｼﾛ ﾏｻﾋｺ 59 男 兵　庫 DNS      

走幅跳 M55 - 25-0612 三宅　克之 ﾐﾔｹ ｶﾂﾕｷ 56 男 滋　賀 DNS      

走幅跳 M50 OP 40-0860 野村　正 ﾉﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 51 男 福　岡  5m58 +1.0m      

走幅跳 M50 1 27-1406 和田　充功 ﾜﾀﾞ ﾐﾁﾉﾘ 50 男 大　阪  5m26 +2.0m      

走幅跳 M50 2 27-1242 佐々木　貴則 ｻｻｷ ﾀｶﾉﾘ 52 男 大　阪  5m21 +0.9m      

走幅跳 M50 - 28-1085 藤田　泰仁 ﾌｼﾞﾀ ﾔｽﾋﾄ 53 男 兵　庫 DNS      

走幅跳 M50 - 27-0996 二宮　一 ﾆﾉﾐﾔ ﾊｼﾞﾒ 52 男 大　阪 DNS      

走幅跳 M50 - 27-1665 石井　久光 ｲｼｲ ﾋｻﾐﾂ 52 男 大　阪 DNS      

走幅跳 M45 OP 21-1085 田中　清貴 ﾀﾅｶ ｷﾖﾀｶ 45 男 静　岡  6m57 0.0m      

走幅跳 M45 1 25-0598 髙見　豊 ﾀｶﾐ ﾕﾀｶ 45 男 滋　賀  5m98 -0.1m      

走幅跳 M45 2 28-0821 安井　誠一郎 ﾔｽｲ ｾｲｲﾁﾛｳ 47 男 兵　庫  5m92 +1.3m      

走幅跳 M45 OP 18-0344 米田　泰幸 ﾖﾈﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 48 男 石　川  5m06 +2.1m  5m04 0.0m

走幅跳 M45 3 27-1731 中瀬　和之 ﾅｶｾ ｶｽﾞﾕｷ 46 男 大　阪  4m15 -0.1m      

走幅跳 M45 - 28-0735 岡本　一人 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾄ 47 男 兵　庫 DNS      

走幅跳 M40 1 29-0388 平岩　雅司 ﾋﾗｲﾜ ﾏｻｼ 43 男 奈　良  6m24 -1.6m      

走幅跳 M40 2 27-1391 山田　真一 ﾔﾏﾀﾞｼﾝｲﾁ 41 男 大　阪  6m01 +1.6m      

走幅跳 M40 3 28-1431 北野　聖明 ｷﾀﾉ ﾏｻｱｷ 42 男 兵　庫  5m89 +1.8m      

走幅跳 M40 4 25-0758 宇野　進二 ｳﾉ ｼﾝｼﾞ 43 男 滋　賀  5m84 +1.8m      

走幅跳 M40 5 25-0816 對馬　宏受 ﾂｼﾏ ﾋﾛﾂｸﾞ 44 男 滋　賀  5m55 +0.8m      

走幅跳 M40 6 30-0846 篠原　寿文 ｼﾉﾊﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 44 男 和歌山  5m49 +0.1m      

走幅跳 M40 OP 19-0510 宮西　博見 ﾐﾔﾆｼ ﾋﾛﾐ 44 男 福　井  5m29 +1.4m      

走幅跳 M40 - 26-0623 大槻　昌広 ｵｵﾂｷ ﾏｻﾋﾛ 42 男 京　都 DNS      

走幅跳 M40 - 25-0940 田中　　充 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾙ 41 男 滋　賀 DNS      

走幅跳 M35 1 27-1598 須田　学 ｽﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 36 男 大　阪  6m70 +0.8m      

走幅跳 M35 2 28-1585 伊藤　伸朗 ｲﾄｳ ﾉﾌﾞｱｷ 38 男 兵　庫  4m95 +1.4m      

走幅跳 M30 - 27-1524 後藤　厚人 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾄ 32 男 大　阪 DNS      

走幅跳 M25 1 27-1581 湖山　俊亮 ｺﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ 26 男 大　阪  5m71 +1.8m      大会創設

走幅跳 M25 - 27-1709 永井　一企 ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞｷ 29 男 大　阪 DNS      

走幅跳 W85 1 29-0390 辻　ミツヱ ﾂｼﾞ ﾐﾂｴ 87 女 奈　良  1m92 -0.2m      大会創設

走幅跳 W75 1 28-0500 苅部　裕子 ｷﾀ ﾖｼｵ 77 女 兵　庫  2m67 +2.5m  2m59 -0.4m

走幅跳 W60 1 30-0325 加藤　恵子 ｶﾄｳ ｹｲｺ 63 女 和歌山  3m80 +1.5m      大会新

走幅跳 W55 1 28-0271 竹原　裕美子 ﾀｹﾊﾗ ﾕﾐｺ 57 女 兵　庫  3m16 +2.6m  3m03 -0.4m

走幅跳 W55 - 27-0977 遠藤　明美 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｹﾐ 59 女 大　阪 DNS      

走幅跳 W50 - 28-1099 本間　明子 ﾎﾝﾏ ｱｷｺ 53 女 兵　庫 DNS      

走幅跳 W45 1 29-0501 堀　琴乃 ﾎﾘ ｺﾄﾉ 48 女 奈　良  3m80 +2.2m  3m35 +1.0m

走幅跳 W40 1 28-1103 祐谷　瑞穂 ﾕｳﾔ ﾐｽﾞﾎ 40 女 兵　庫  5m18 +2.3m  5m17 +1.9m 大会新

走幅跳 W40 2 28-0943 福岡　麻樹 ﾌｸｵｶ ﾏｷ 42 女 兵　庫  4m23 +0.8m      

走幅跳 W40 3 29-0382 川又　裕美子 ｶﾜﾏﾀ ﾕﾐｺ 41 女 奈　良  4m03 +2.1m  3m93 +1.9m
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走幅跳 W40 - 27-1529 佐々木　倫子 ｻｻｷ ﾄﾓｺ 43 女 大　阪 NM      

走幅跳 W35 1 26-0737 小塚　美弥 ｺﾂｶ ﾐﾔ 38 女 京　都  4m82 +2.3m  4m70 +1.3m

三段跳 M90 - 28-0989 宮本　弘 ﾐﾔﾓﾄ  ﾋﾛｼ 90 男 兵　庫 DNS      

三段跳 M80 1 26-0034 長砂　幸男 ﾅｶﾞｽﾅ ﾕｷｵ 83 男 京　都  6m43 +1.9m      

三段跳 M75 1 30-0001 鴻池　清司 ｺｳﾉｲｹ ｷﾖｼ 78 男 和歌山  7m42 +1.7m      

三段跳 M70 1 28-0874 松田　利勝 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｼｶﾂ 74 男 兵　庫  8m60 +3.3m  8m59 +1.6m

三段跳 M70 2 28-0033 福岡　茂樹 ﾌｸｵｶ ｼｹﾞｷ 71 男 兵　庫  7m95 +1.7m      

三段跳 M65 1 27-0011 今橋　義人 ｲﾏﾊｼ ﾖｼﾋﾄ 67 男 大　阪  9m93 +3.3m  9m40 +1.3m

三段跳 M65 - 28-0100 大元　一司 ｵｵﾓﾄ ｶｽﾞｼ 66 男 兵　庫 DNS      

三段跳 M60 1 27-1294 黒木　昭生 ｸﾛｷﾞ ｱｷｵ 61 男 大　阪 10m39 +2.6m 10m26 +1.6m

三段跳 M60 - 27-1501 村上　肇 ﾑﾗｶﾐ ﾊｼﾞﾒ 63 男 大　阪 DNS      

三段跳 M60 - 27-0542 佐々木　敏之 ｻｻｷ ﾄｼﾕｷ 60 男 大　阪 DNS      

三段跳 M55 1 27-0329 岡部　公治 ｵｶﾍﾞ ｺｳｼﾞ 58 男 大　阪 10m92 +3.5m 10m88 +1.0m

三段跳 M55 - 27-1575 鈴木　彰 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ 59 男 大　阪 DNS      

三段跳 M55 - 26-0461 村井　浩司 ﾑﾗｲ ｺｳｼﾞ 56 男 京　都 DNS      

三段跳 M55 - 25-0612 三宅　克之 ﾐﾔｹ ｶﾂﾕｷ 56 男 滋　賀 DNS      

三段跳 M50 1 27-1242 佐々木　貴則 ｻｻｷ ﾀｶﾉﾘ 52 男 大　阪 10m80 +1.9m      

三段跳 M45 1 28-0821 安井　誠一郎 ﾔｽｲ ｾｲｲﾁﾛｳ 47 男 兵　庫 12m58 +3.2m 12m51 +2.0m 大会新

三段跳 M45 2 28-0735 岡本　一人 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾄ 47 男 兵　庫 11m98 +3.1m      

三段跳 M45 - 27-1679 堀之内　修治 ﾎﾘﾉｳﾁ ｼｭｳｼﾞ 49 男 大　阪 DNS      

三段跳 M40 1 29-0388 平岩　雅司 ﾋﾗｲﾜ ﾏｻｼ 43 男 奈　良 13m64 +1.1m      大会新

三段跳 M40 2 26-0795 浅井　耕一郎 ｱｻｲ ｺｳｲﾁﾛｳ 41 男 京　都 12m98 +0.9m      

三段跳 M40 OP 22-1163 山口　守 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾓﾙ 42 男 愛　知 12m47 +3.5m      

三段跳 M40 OP 19-0510 宮西　博見 ﾐﾔﾆｼ ﾋﾛﾐ 44 男 福　井 11m50 +2.2m      

三段跳 M40 3 25-0816 對馬　宏受 ﾂｼﾏ ﾋﾛﾂｸﾞ 44 男 滋　賀 10m72 +1.8m      

三段跳 M40 - 26-0623 大槻　昌広 ｵｵﾂｷ ﾏｻﾋﾛ 42 男 京　都 DNS      

三段跳 M30 - 27-1524 後藤　厚人 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾄ 32 男 大　阪 DNS      

三段跳 M25 1 27-1614 柴田　祐介 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｽｹ 26 男 大　阪 13m42 +3.1m 13m41 +2.0m 日本新・大会新

三段跳 W65 1 30-0371 関　めり子 ｾｷ ﾒﾘｺ 67 女 和歌山  6m22 +2.2m  5m87 +0.7m

三段跳 W55 1 27-0977 遠藤　明美 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｹﾐ 59 女 大　阪  6m67 +2.2m      

三段跳 W45 1 25-0312 大江　由子 ｵｵｴ ﾕｳｺ 49 女 滋　賀  8m61 +3.3m  8m06 +1.3m

三段跳 W40 - 27-1529 佐々木　倫子 ｻｻｷ ﾄﾓｺ 43 女 大　阪 DNS      

三段跳 W40 - 28-1103 祐谷　瑞穂 ﾕｳﾔ ﾐｽﾞﾎ 40 女 兵　庫 DNS      


