
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・跳躍の部＞

会　場 ヤンマーフィールド長居

種目 クラス 順位 ナンバー 氏　　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢 性別 所属 記録 風速 新記録 備考

走高跳 M80 - 27-0848 堀野    正 ﾎﾘﾉ ﾀﾀﾞｼ 82 男 大　阪 記録なし      

走高跳 M65 1 29-0484 中川  高吉 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾖｼ 67 男 奈　良  1m15      

走高跳 M60 1 27-1294 黒木  昭生 ｸﾛｷﾞ ｱｷｵ 63 男 大　阪  1m45      

走高跳 M60 - 28-0417 田代  雅彦 ﾀｼﾛ ﾏｻﾋｺ 61 男 兵　庫 欠場      

走高跳 M55 1 28-1625 松内  孝夫 ﾏﾂｳﾁ ﾀｶｵ 56 男 兵　庫  1m35      

走高跳 M50 1 18-0344 米田  泰幸 ﾖﾈﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 50 男 石　川  1m50      

走高跳 M45 - 43-0748 松永  成司 ﾏﾂﾅｶﾞ ｾｲｼﾞ 46 男 熊　本 記録なし      

走高跳 M45 - 13-3396 大岡  民夫 ｵｵｵｶ ﾀﾐｵ 49 男 東　京 欠場      

走高跳 M45 - 24-0295 東    宏明 ｱｽﾞﾏ ﾋﾛｱｷ 45 男 三　重 欠場      

走高跳 M40 1 28-1495 西脇  利典 ﾆｼﾜｷ  ﾄｼﾉﾘ 43 男 兵　庫  1m45      

走高跳 M30 1 25-0959 滝田  和也 ﾀｷﾀ ｶｽﾞﾔ 34 男 滋　賀  1m85      

走高跳 M30 - 27-1829 上野  明倫 ｳｴﾉ ｱｷﾂｸﾞ 32 男 大　阪 欠場      

走高跳 W80 - 27-1189 馬渕  弘子 ﾏﾌﾞﾁ ﾋﾛｺ 81 女 大　阪 記録なし      

走高跳 W55 - 28-0271 竹原裕美子 ﾀｹﾊﾗ ﾕﾐｺ 58 女 兵　庫 記録なし      

走高跳 W25 1 27-1782 前田めぐみ ﾏｴﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 26 女 大　阪  1m45      

棒高跳 M80 - 33-0206 玉置  隆也 ﾀﾏｷ ﾀｶﾔ 83 男 岡　山 記録なし      

棒高跳 M80 1 27-0848 堀野    正 ﾎﾘﾉ ﾀﾀﾞｼ 82 男 大　阪  1m83      

棒高跳 M75 - 29-0519 内原  保正 ｳﾁﾊﾗ ﾔｽﾏｻ 76 男 奈　良 欠場      

棒高跳 M70 2 27-0072 髙群  哲夫 ﾀｶﾑﾚ ﾃﾂｵ 70 男 大　阪  1m83      

棒高跳 M70 1 26-0676 西山  正文 ﾆｼﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ 70 男 京　都  2m40      

棒高跳 M65 1 27-1486 本田    豊 ﾎﾝﾀﾞ ﾕﾀｶ 68 男 大　阪  2m10      

棒高跳 M65 - 27-1284 久保木  博 ｸﾎﾞｷ ﾋﾛｼ 67 男 大　阪 記録なし      

棒高跳 M60 1 27-1586 髙田  洋志 ﾀｶﾀﾞ ﾖｳｼﾞ 62 男 大　阪  2m80      

棒高跳 M55 1 27-1070 暁    宣成 ｱｶﾂｷ ﾉﾌﾞｼｹﾞ 55 男 大　阪  3m20      

棒高跳 M55 2 26-0461 村井  浩司 ﾑﾗｲ ｺｳｼﾞ 57 男 京　都  2m90      

棒高跳 M55 3 27-1286 播口  秀二 ﾊﾘｸﾞﾁ ｼｭｳｼﾞ 59 男 大　阪  2m30      

棒高跳 M55 - 27-0674 西川  義信 ﾆｼｶﾜ ﾖｼﾉﾌﾞ 59 男 大　阪 記録なし      

棒高跳 M40 1 27-1759 坂本  弘明 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 43 男 大　阪  3m00      

棒高跳 W65 - 30-0371 関  めり子 ｾｷ ﾒﾘｺ 69 女 和歌山 欠場      

走幅跳 M80 1 27-0187 壺井    宏 ﾂﾎﾞｲ ﾋﾛｼ 80 男 大　阪  1m98 +0.6m     

走幅跳 M80 2 27-0679 池野  義輝 ｲｹﾉ ﾖｼﾃﾙ 80 男 大　阪  1m80 +1.0m     

走幅跳 M80 - 27-1747 山口  善治 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 81 男 大　阪 欠場      

走幅跳 M75 1 25-0785 尾崎  公則 ｵｻﾞｷ ﾀﾀﾞﾉﾘ 75 男 滋　賀  4m18 +0.6m     

走幅跳 M70 1 27-1656 政岡  鷹司 ﾏｻｵｶ ﾀｶｼ 74 男 大　阪  2m10 +0.5m     

走幅跳 M65 1 19-0495 円地    満 ｴﾝﾁ ﾐﾂﾙ 65 男 福　井  4m15 +1.1m     

走幅跳 M65 2 27-1541 水中    登 ﾐｽﾞﾅｶ ﾉﾎﾞﾙ 69 男 大　阪  3m77 0.0m      

走幅跳 M65 - 28-1263 堀川  秀男 ﾎﾘｶﾜ ﾋﾃﾞｵ 67 男 兵　庫 欠場      

走幅跳 M60 1 27-0542 佐々木敏之 ｻｻｷ ﾄｼﾕｷ 61 男 大　阪  4m67 +1.6m     

走幅跳 M60 2 28-0784 大嶽  郁夫 ｵｵﾀｹ ｲｸｵ 62 男 兵　庫  3m93 +0.6m     

走幅跳 M60 3 27-0724 武田  忠義 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ 63 男 大　阪  3m80 +0.6m     

走幅跳 M60 - 27-1452 鶴田  昌宏 ﾂﾙﾀ ﾏｻﾋﾛ 64 男 大　阪 記録なし      

走幅跳 M60 - 28-0417 田代  雅彦 ﾀｼﾛ ﾏｻﾋｺ 61 男 兵　庫 欠場      

走幅跳 M55 1 27-0329 岡部  公治 ｵｶﾍﾞ ｺｳｼﾞ 59 男 大　阪  4m96 0.0m      

走幅跳 M55 - 25-0612 三宅  克之 ﾐﾔｹ ｶﾂﾕｷ 58 男 滋　賀 欠場      

走幅跳 M50 1 27-1406 和田  充功 ﾜﾀﾞ ﾐﾁﾉﾘ 51 男 大　阪  5m07 -0.7m      

走幅跳 M50 2 28-1085 藤田  泰仁 ﾌｼﾞﾀ ﾔｽﾋﾄ 54 男 兵　庫  4m42 0.0m      

走幅跳 M45 1 28-1372 荻原  真一 ｵｷﾞﾊﾗ ｼﾝｲﾁ 45 男 兵　庫  5m64 +1.5m     

走幅跳 M45 2 25-0598 髙見    豊 ﾀｶﾐ ﾕﾀｶ 46 男 滋　賀  5m64 +0.5m     

走幅跳 M45 3 27-1445 小川    出 ｵｶﾞﾜ ｲｽﾞﾙ 49 男 大　阪  5m51 +0.4m     

走幅跳 M45 4 28-0821 安井誠一郎 ﾔｽｲ ｾｲｲﾁﾛｳ 49 男 兵　庫  5m36 +0.7m     

走幅跳 M45 5 29-0526 桐原  徹夫 ｷﾘﾊﾗ ﾃﾂｵ 46 男 奈　良  5m33 +1.6m     

走幅跳 M45 6 27-1637 福田  芳昭 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｱｷ 49 男 大　阪  5m18 -0.3m      
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走幅跳 M45 - 13-3396 大岡  民夫 ｵｵｵｶ ﾀﾐｵ 49 男 東　京 欠場      

走幅跳 M40 1 28-1431 北野  聖明 ｷﾀﾉ ﾏｻｱｷ 44 男 兵　庫  5m92 +0.9m     

走幅跳 M40 - 25-0940 田中    充 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾙ 42 男 滋　賀 記録なし      

走幅跳 M40 - 28-1335 西村  健吾 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 42 男 兵　庫 欠場      

走幅跳 M35 1 25-0838 地村  和真 ｼﾞﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 39 男 滋　賀  5m01 +1.7m     

走幅跳 M35 - 27-1598 須田    学 ｽﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 37 男 大　阪 記録なし      

走幅跳 M35 - 28-1731 井手  邦昭 ｲﾃﾞ ｸﾆｱｷ 38 男 兵　庫 欠場      

走幅跳 M30 1 27-1686 北浦  博行 ｷﾀｳﾗ ﾋﾛﾕｷ 32 男 大　阪  6m63 +0.2m     

走幅跳 M25 1 27-1857 朝田    開 ｱｻﾀﾞ ｶｲ 25 男 大　阪  5m84 0.0m      

走幅跳 M24- 1 27-1798 熊野  柚月 ｸﾏﾉ ﾕﾂﾞｷ 18 男 大　阪  5m83 0.0m      

走幅跳 W75 1 28-0500 苅部  裕子 ｶﾙﾍﾞ ﾋﾛｺ 79 女 兵　庫  2m72 +0.3m     

走幅跳 W65 1 30-0325 加藤  恵子 ｶﾄｳ ｹｲｺ 65 女 和歌山  3m63 +1.3m     

走幅跳 W55 1 28-0271 竹原裕美子 ﾀｹﾊﾗ ﾕﾐｺ 58 女 兵　庫  3m23 +0.5m     

走幅跳 W50 1 25-0685 宮﨑  眞弓 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏﾕﾐ 54 女 滋　賀  3m64 +0.2m     

走幅跳 W50 2 17-0248 大澤  志織 ｵｵｻﾜ ｼｵﾘ 54 女 富　山  2m90 +0.3m     

走幅跳 W45 1 25-0883 丸山  佳代 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾖ 45 女 滋　賀  4m29 +0.4m     

走幅跳 W45 2 27-1880 鎮    幸子 ｼｽﾞﾐ ｻﾁｺ 45 女 大　阪  2m86 -0.2m      

走幅跳 W45 - 29-0501 堀    琴乃 ﾎﾘ ｺﾄﾉ 49 女 奈　良 欠場      

走幅跳 W40 - 29-0382 川又裕美子 ｶﾜﾏﾀ ﾕﾐｺ 43 女 奈　良 欠場      

走幅跳 W35 1 28-1601 馬場  貴子 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶｺ 35 女 兵　庫  5m59 +1.1m     

走幅跳 W25 - 27-1648 吉田    薫 ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾙ 29 女 大　阪 欠場      

三段跳 M80 - 27-1747 山口  善治 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 81 男 大　阪 欠場      

三段跳 M75 1 25-0785 尾崎  公則 ｵｻﾞｷ ﾀﾀﾞﾉﾘ 75 男 滋　賀  8m72 0.0m      

三段跳 M70 - 27-1656 政岡  鷹司 ﾏｻｵｶ ﾀｶｼ 74 男 大　阪 欠場      

三段跳 M65 1 27-1541 水中    登 ﾐｽﾞﾅｶ ﾉﾎﾞﾙ 69 男 大　阪  8m12 -0.2m      

三段跳 M65 - 28-1263 堀川  秀男 ﾎﾘｶﾜ ﾋﾃﾞｵ 67 男 兵　庫 欠場      

三段跳 M60 1 27-1294 黒木  昭生 ｸﾛｷﾞ ｱｷｵ 63 男 大　阪  9m77 -0.2m      

三段跳 M55 1 27-0329 岡部  公治 ｵｶﾍﾞ ｺｳｼﾞ 59 男 大　阪 10m62 0.0m      

三段跳 M55 2 27-1606 田中  祥介 ﾀﾅｶ ﾖｼﾕｷ 57 男 大　阪 10m16 0.0m      

三段跳 M55 3 25-1023 清水  安治 ｼﾐｽﾞ ﾔｽﾊﾙ 56 男 滋　賀  9m99 -0.2m      

三段跳 M50 1 27-1406 和田  充功 ﾜﾀﾞ ﾐﾁﾉﾘ 51 男 大　阪 10m47 0.0m      

三段跳 M45 2 28-0821 安井誠一郎 ﾔｽｲ ｾｲｲﾁﾛｳ 49 男 兵　庫 11m02 0.0m      

三段跳 M45 3 36-0399 坂東  健治 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ 45 男 徳　島 10m88 0.0m      

三段跳 M45 1 30-0966 川島  康裕 ｶﾜｼﾏ ﾔｽﾋﾛ 45 男 和歌山 10m08 +1.6m     

三段跳 M40 1 34-0752 櫃田  仁史 ﾋﾂﾀ ﾋﾄｼ 40 男 広　島 11m41 +0.1m     

三段跳 M40 - 22-1163 山口    守 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾓﾙ 43 男 愛　知 欠場      

三段跳 M25 1 27-1857 朝田    開 ｱｻﾀﾞ ｶｲ 25 男 大　阪 12m02 0.0m      

三段跳 M25 2 28-1571 松尾  俊輔 ﾏﾂｵ ｼｭﾝｽｹ 29 男 兵　庫 11m87 +0.1m     

三段跳 W80 1 27-1189 馬渕  弘子 ﾏﾌﾞﾁ ﾋﾛｺ 81 女 大　阪  5m93 0.0m      

立幅跳 M85 1 27-1483 吉岡    慧 ﾖｼｵｶ ｱｷﾗ 88 男 大　阪  1m47      

立幅跳 M80 1 27-0194 栗山    功 ｸﾘﾔﾏ ｲｻｵ 81 男 大　阪  1m59      

立幅跳 M65 1 27-1886 平岡  和生 ﾋﾗｵｶ ｶｽﾞｵ 66 男 大　阪  1m87      

立幅跳 M60 1 27-1294 黒木  昭生 ｸﾛｷﾞ ｱｷｵ 63 男 大　阪  2m40      

立幅跳 M60 2 27-1774 土器  正幸 ﾄﾞｷ ﾏｻﾕｷ 61 男 大　阪  2m08      

立幅跳 M55 1 27-1784 下野日出幸 ｼﾓﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ 57 男 大　阪  2m17      

立幅跳 M45 - 13-3396 大岡  民夫 ｵｵｵｶ ﾀﾐｵ 49 男 東　京 欠場      

立幅跳 M40 1 34-0716 坂本  亮平 ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ 43 男 広　島  2m71      

立幅跳 M40 2 28-1534 平川  俊二 ﾋﾗｶﾜ ｼｭﾝｼﾞ 44 男 兵　庫  2m47      

立幅跳 M40 - 28-1433 小原  弘晃 ｵﾊﾗ ﾋﾛﾐﾂ 43 男 兵　庫 欠場      
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