
競技会 第66回大阪マスターズ記録会兼2017府民スポーツ・レクリエーション大会

期　日 2017年10月14日（土） ＜マスターズ・リレーの部＞

会　場 ヤンマーフィールド長居

種目 順位 番号 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 性別 記録 チーム名

70-0283 阿部真輝斗 ｱﾍﾞ ﾏｷﾄ

70-0268 ｵｿﾞｲﾆｲｱﾏ ｳﾁｪﾝﾅ 健太 ｵｿﾞｲﾆｲｱﾏ ｳﾁｪﾝﾅ ｹﾝﾀ

70-0269 津田    慎 ﾂﾀﾞ ｼﾝ

70-0270 北川  稜輝 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｮｳｷ

70-0331 花村  蒼大 ﾊﾅﾑﾗ ｿｳﾀ

70-0324 石川  心希 ｲｼｶﾜ ｼﾝｷ

70-0325 田畑  和真 ﾀﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾏ

70-0329 井上  真優 ｲﾉｳｴ ｼｭｳ

70-0281 大串  恵寿 ｵｵｸﾞｼ ｹｲｼﾞｭ

70-0276 中崎  櫂斗 ﾅｶｻﾞｷ ｶｲﾄ

70-0279 村島  優太 ﾑﾗｼﾏ ﾕｳﾀ

70-0277 河野  通成 ｺｳﾉ ﾐﾁﾅﾘ

60-0257 河野  通至 ｺｳﾉ ﾐﾁﾖｼ

70-0274 稲吉  悠翔 ｲﾅﾖｼ ﾕｳﾄ

70-0273 田中  蒼太 ﾀﾅｶ ｿｳﾀ

70-0272 向井    陽 ﾑｶｲ ﾊﾙ

70-0201 半田  晃士 ﾊﾝﾀﾞ ｺｳｼﾞ

70-0210 志賀  映斗 ｼｶﾞ ｴｲﾄ

70-0203 宮上    明 ﾐﾔｶﾞﾐ ｱｷﾗ

70-0202 堀井  風児 ﾎﾘｲ ﾌｳｼﾞ

70-0204 白岩 浅青ｱﾙｶﾞﾏ ｼﾗｲﾜ ｱｻﾊﾙ

60-0391 富永  裕孝 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾋﾛﾐﾁ

70-0211 長谷川匠悟 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ

70-0209 大家承太郎 ｵｵｶ ｼｮｳﾀﾛｳ

60-0256 中垣  遥翔 ﾅｶｶﾞｷ ﾊﾙﾄ

60-0255 西田  陸真 ﾆｼﾀﾞ ﾘｸﾏ

60-0261 稲吉  厚志 ｲﾅﾖｼ ｱﾂｼ

60-0266 藤田  紗奈 ﾌｼﾞﾀ ｻﾅ

4×100mR -
男

女
失格 なにわJAC D

4×100mR 6 男 1分12秒92 丸山陸上クラブ B

4×100mR 5 男 1分12秒92 丸山陸上クラブ A

4×100mR 4 男 1分05秒88 なにわJAC C

4×100mR 3 男 58秒61 なにわJAC B

4×100mR 2 男 57秒87 アスリートネット A

4×100mR 1 男 56秒07 なにわJAC A



競技会 第66回大阪マスターズ記録会兼2017府民スポーツ・レクリエーション大会

期　日 2017年10月14日（土） ＜マスターズ・リレーの部＞

会　場 ヤンマーフィールド長居

種目 順位 番号 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 性別 記録 チーム名

70-0289 水野  佳奈 ﾐｽﾞﾉ ｹｲﾅ

70-0288 島田  幸羽 ｼﾏﾀﾞ ｺﾊﾈ

70-0292 上村  凛子 ｳｴﾑﾗ ﾘﾝｺ

70-0293 吉村  優希 ﾖｼﾑﾗ ﾕｷ

70-0357 高宮ひかり ﾀｶﾐﾔ ﾋｶﾘ

70-0350 宅田  愛実 ﾀｸﾀﾞ ｱﾐ

70-0355 伊藤  暖留 ｲﾄｳ ﾊﾙ

70-0353 ラブレイス沙良 ﾗﾌﾌﾞﾚｲｽ ｻﾗ

60-0264 後藤  千都 ｺﾞﾄｳ ﾁﾋﾛ

70-0284 高木さき音 ﾀｶｷﾞ ｻｷﾈ

70-0285 田尾  凛佳 ﾀｵ ﾘﾝｶ

70-0286 角野  心春 ｶｸﾉ ｺﾊﾙ

70-0338 窪田香凜奈 ｸﾎﾞﾀ ｶﾘﾅ

70-0336 石川  笑理 ｲｼｶﾜ ｴﾐﾘ

70-0335 岡田有理沙 ｵｶﾀﾞ ｱﾘｻ

70-0334 岡田祐里佳 ｵｶﾀﾞ ﾕﾘｶ

70-0287 西田菜々海 ﾆｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ

70-0291 藤本  一花 ﾌｼﾞﾓﾄ ｲﾁｶ

70-0290 佐々木乃愛 ｻｻｷ ﾉｱ

60-0267 佐々木麗心 ｻｻｷ ﾘｺ

70-0358 梶本  沙良 ｶｼﾞﾓﾄ ｻﾗ

70-0356 井上  陽菜 ｲﾉｳｴ ﾋﾅ

70-0363 久保  彩夏 ｸﾎﾞ ｱﾔｶ

70-0365 高橋  和奏 ﾀｶﾊｼ ﾜｶﾅ

70-0339 村尾  愛芽 ﾑﾗｵ ｱﾔﾒ

60-0347 佐竹  信美 ｻﾀｹ ｺﾄﾐ

60-0345 大崎  海音 ｵｵｻｷ ｱﾏﾈ

60-0346 菅原  咲希 ｽｶﾞﾊﾗ ｻｷ

4×100mR 7 女 1分11秒61 アスリートネット D

4×100mR 6 女 1分06秒19 泉州アップル B

4×100mR 5 女 1分05秒03 1分05秒03

4×100mR 4 女 1分03秒71 アスリートネット C

4×100mR 3 女 1分00秒80 なにわJAC E

4×100mR 2 女 58秒06 泉州アップル A

4×100mR 1 女 57秒90 なにわJAC F


