
大  会  名 第10回記念南部忠平杯大阪マスターズ陸上競技大会（18270342）

場　　所 大阪府服部緑地陸上競技場（273090）

期　　日

種　目 クラス 順位 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 Ｍ25 - 27-1834 山岡  建太 ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾀ 25 男 大　阪 欠場      

走高跳 Ｍ30 1 27-1884 三鍋  登宏 ﾐﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 30 男 大　阪  1m90      大会新

走高跳 Ｍ30 2 25-0959 滝田  和也 ﾀｷﾀ ｶｽﾞﾔ 34 男 滋　賀  1m85      大会新

走高跳 Ｍ40 1 30-1324 小向  耕平 ｺﾑｶｲ ｺｳﾍｲ 43 男 和歌山  1m70      

走高跳 Ｍ40 2 28-1299 中村    修 ﾅｶﾑﾗ ｵｻﾑ 44 男 兵　庫  1m55      

走高跳 Ｍ45 1 29-0420 中村  裕之 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 47 男 奈　良  1m65      

走高跳 Ｍ45 2 28-1481 林      誠 ﾊﾔｼ ﾏｺﾄ 46 男 兵　庫  1m40      

走高跳 Ｍ55 - 27-1830 杢    佳和 ﾓｸ ﾖｼｶｽﾞ 55 男 大　阪 欠場      

走高跳 Ｍ55 1 34-0846 澤田  孝弘 ｻﾜﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 59 男 広　島  1m50      大会タイ

走高跳 Ｍ60 - 28-1464 奥村    勉 ｵｸﾑﾗ ﾂﾄﾑ 60 男 兵　庫 欠場      

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 1 27-1465 原田    豊 ﾊﾗﾀﾞ ﾕﾀｶ 60 男 大　阪  1m45      

走高跳 Ｍ60 3 28-0417 田代  雅彦 ﾀｼﾛ ﾏｻﾋｺ 61 男 兵　庫  1m40      

走高跳 Ｍ60 4 25-0812 薮内    悟 ﾔﾌﾞｳﾁ ｻﾄﾙ 63 男 滋　賀  1m30      

走高跳 Ｍ65 1 26-0706 杉岡  義次 ｽｷﾞｵｶ ﾖｼﾂｸﾞ 66 男 京　都  1m35      大会タイ

走高跳 Ｍ65 2 28-1540 杉原  諭志 ｽｷﾞﾊﾗ ｻﾄｼ 69 男 兵　庫  1m30      

走高跳 W40 1 26-0719 高橋  祐子 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺ 43 女 京　都  1m40      

走高跳 W40 2 26-0933 佐藤    望 ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 40 女 京　都  1m26      

走高跳 W65 - 27-1189 馬渕  弘子 ﾏﾌﾞﾁ ﾋﾛｺ 82 女 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 44 男 大　阪  3m00      

棒高跳 Ｍ40 2 27-1911 中塚  新一 ﾅｶﾂｶ ｼﾝｲﾁ 43 男 大　阪  2m40      

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

棒高跳 Ｍ55 - 28-0431 松井  雄二 ﾏﾂｲ ﾕｳｼﾞ 57 男 兵　庫 記録なし      

棒高跳 Ｍ55 1 26-0461 村井  浩司 ﾑﾗｲ ｺｳｼﾞ 58 男 京　都  2m70      大会新

棒高跳 Ｍ55 2 27-1286 播口  秀二 ﾊﾘｸﾞﾁ ｼｭｳｼﾞ 59 男 大　阪  2m40      

棒高跳 Ｍ60 1 31-0784 加藤    幸 ｶﾄｳ ﾐﾕｷ 61 男 鳥　取  3m20      大会新

棒高跳 Ｍ60 2 27-1586 髙田  洋志 ﾀｶﾀﾞ ﾖｳｼﾞ 63 男 大　阪  2m90      大会新

棒高跳 Ｍ65 - 27-1284 久保木  博 ｸﾎﾞｷ ﾋﾛｼ 68 男 大　阪 欠場      

棒高跳 Ｍ65 - 34-0805 梶本  裕二 ｶｼﾞﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 68 男 広　島 欠場      

棒高跳 Ｍ65 - 28-0253 北崎  俊二 ｷﾀｻﾞｷ ｼｭﾝｼﾞ 68 男 兵　庫 記録なし      

棒高跳 Ｍ65 1 34-0793 田坂  高志 ﾀｻｶ ﾀｶｼ 68 男 広　島  2m40      

棒高跳 W65 - 29-0130 山本  益美 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｽﾐ 69 女 奈　良 記録なし      

走幅跳 Ｍ25 1 27-1614 柴田  祐介 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｽｹ 28 男 大　阪  6m12 -2.1m      

走幅跳 Ｍ30 1 27-1686 北浦  博行 ｷﾀｳﾗ ﾋﾛﾕｷ 33 男 大　阪  6m68 +1.1m      

走幅跳 Ｍ35 1 27-1598 須田    学 ｽﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 38 男 大　阪  6m86 +0.9m      

走幅跳 Ｍ35 2 26-0875 臼井  幹人 ｳｽｲ ﾐｷﾄ 36 男 京　都  6m16 -0.3m      

走幅跳 Ｍ35 3 27-1699 岡田    敦 ｵｶﾀﾞ ｱﾂｼ 39 男 大　阪  5m38 0.0m      

走幅跳 Ｍ35 4 27-1688 長  裕次郎 ﾁｮｳ ﾕｳｼﾞﾛｳ 38 男 大　阪  4m81 -1.4m      

走幅跳 Ｍ40 - 28-1299 中村    修 ﾅｶﾑﾗ ｵｻﾑ 44 男 兵　庫 欠場      

走幅跳 Ｍ40 - 27-1937 ALEEM KARIM ｱﾘｰﾑ ｶﾘﾑ 41 男 大　阪 欠場      

走幅跳 Ｍ45 - 19-0510 宮西  博見 ﾐﾔﾆｼ ﾋﾛﾐ 45 男 福　井 欠場      

走幅跳 Ｍ50 - 27-1445 小川    出 ｵｶﾞﾜ ｲｽﾞﾙ 50 男 大　阪 欠場      

走幅跳 Ｍ50 - 27-1637 福田  芳昭 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｱｷ 50 男 大　阪 欠場      

走幅跳 Ｍ50 1 26-0721 北阪  義人 ｷﾀｻｶ ﾖｼﾄ 54 男 京　都  3m64 -1.7m      

走幅跳 Ｍ55 1 34-0846 澤田  孝弘 ｻﾜﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 59 男 広　島  4m97 +0.8m      

走幅跳 Ｍ55 2 28-1085 藤田  泰仁 ﾌｼﾞﾀ ﾔｽﾋﾄ 55 男 兵　庫  4m19 -1.5m      

走幅跳 Ｍ55 3 27-1784 下野日出幸 ｼﾓﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ 57 男 大　阪  3m86 -1.5m      
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走幅跳 Ｍ60 1 27-0329 岡部  公治 ｵｶﾍﾞ ｺｳｼﾞ 60 男 大　阪  4m81 +1.1m      

走幅跳 Ｍ60 2 28-0417 田代  雅彦 ﾀｼﾛ ﾏｻﾋｺ 61 男 兵　庫  4m74 +1.6m      

走幅跳 Ｍ60 3 27-1575 鈴木    彰 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ 61 男 大　阪  4m73 +1.5m      

走幅跳 Ｍ60 4 27-1471 久野  雅弘 ｷｭｳﾉ ﾏｻﾋﾛ 61 男 大　阪  4m42 -1.1m      

走幅跳 Ｍ60 5 27-0542 佐々木敏之 ｻｻｷ ﾄｼﾕｷ 61 男 大　阪  4m41 +0.4m      

走幅跳 Ｍ60 6 27-0834 白江  恵三 ｼﾗｴ ｹｲｿﾞｳ 62 男 大　阪  3m95 -1.1m      

走幅跳 Ｍ60 7 27-0724 武田  忠義 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ 64 男 大　阪  3m87 -2.1m      

走幅跳 Ｍ65 1 23-0093 澤田  久雄 ｻﾜﾀﾞ ﾋｻｵ 65 男 岐　阜  4m35 +1.3m      

走幅跳 Ｍ65 2 28-1540 杉原  諭志 ｽｷﾞﾊﾗ ｻﾄｼ 69 男 兵　庫  4m26 -0.1m      

走幅跳 Ｍ65 3 27-1541 水中    登 ﾐｽﾞﾅｶ ﾉﾎﾞﾙ 69 男 大　阪  3m91 -0.7m      

走幅跳 Ｍ65 4 27-1274 吉本  和博 ﾖｼﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 67 男 大　阪  3m30 +0.4m      

走幅跳 Ｍ65 - 27-1886 平岡  和生 ﾋﾗｵｶ ｶｽﾞｵ 67 男 大　阪 欠場      

走幅跳 Ｍ75 1 27-1898 田代十七生 ﾀｼﾛ ﾄﾅｵ 77 男 大　阪  2m88 +1.5m      

走幅跳 Ｍ80 - 30-0001 鴻池  清司 ｺｳﾉｲｹ ｷﾖｼ 80 男 和歌山 欠場      

走幅跳 W30 1 28-1806 中村友梨香 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘｶ 32 女 兵　庫  3m32 -1.8m      大会創設記録

走幅跳 W40 1 22-0922 浅井  紀子 ｱｻｲ ﾉﾘｺ 44 女 愛　知  4m89 -0.1m      大会新

走幅跳 W40 2 29-0382 川又裕美子 ｶﾜﾏﾀ ﾕﾐｺ 43 女 奈　良  3m54 -0.5m      

走幅跳 W40 3 27-1947 萩原由美子 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕﾐｺ 44 女 大　阪  2m56 +0.4m      

走幅跳 W40 - 26-0719 高橋  祐子 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺ 43 女 京　都 欠場      

走幅跳 W45 1 28-1191 坂田  友記 ｻｶﾀ ﾕｷ 46 女 兵　庫  4m31 -1.1m      

走幅跳 W50 1 22-1189 杉田とき美 ｽｷﾞﾀ ﾄｷﾐ 54 女 愛　知  3m13 +0.2m      

走幅跳 W55 1 28-1099 本間  明子 ﾎﾝﾏ ｱｷｺ 55 女 兵　庫  4m05 +1.5m      大会新

立幅跳 Ｍ25 - 27-1834 山岡  建太 ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾀ 25 男 大　阪 欠場      

立幅跳 Ｍ25 1 27-1803 中溝  大介 ﾅｶﾐｿﾞ ﾀﾞｲｽｹ 27 男 大　阪  2m68      

立幅跳 Ｍ30 1 28-1641 田畑  有貴 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｷ 32 男 兵　庫  2m88      

立幅跳 Ｍ30 2 28-1639 杉山    巧 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｸﾐ 32 男 兵　庫  2m54      

立幅跳 Ｍ30 3 28-1640 大塚  健司 ｵｵﾂｶ ｹﾝｼﾞ 32 男 兵　庫  2m50      

立幅跳 Ｍ40 1 28-1299 中村    修 ﾅｶﾑﾗ ｵｻﾑ 44 男 兵　庫  2m43      

立幅跳 Ｍ45 1 28-1481 林      誠 ﾊﾔｼ ﾏｺﾄ 46 男 兵　庫  2m35      

立幅跳 Ｍ50 1 24-0684 宇佐美太志 ｳｻﾐ ﾌﾄｼ 54 男 三　重  2m04      

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

立幅跳 Ｍ55 1 22-0980 山元  裕行 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 56 男 愛　知  2m21      

立幅跳 Ｍ80 1 27-0194 栗山    功 ｸﾘﾔﾏ ｲｻｵ 81 男 大　阪  1m60      

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

三段跳 Ｍ25 1 27-1926 福田  浩之 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 29 男 大　阪 13m89 +0.2m      大阪新・大会新

三段跳 Ｍ45 1 28-1717 八代  好司 ﾔｼﾛ ｺｳｼﾞ 48 男 兵　庫 12m36 +1.3m      

三段跳 Ｍ45 2 19-0510 宮西  博見 ﾐﾔﾆｼ ﾋﾛﾐ 45 男 福　井 11m52 +0.7m      

三段跳 Ｍ45 3 28-0735 岡本  一人 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾄ 49 男 兵　庫 11m26 +3.3m 11m08 +0.7m

三段跳 Ｍ55 - 26-0969 茶原    猛 ﾁｬﾊﾗ ﾀｹｼ 58 男 京　都 欠場      

三段跳 Ｍ55 1 34-0846 澤田  孝弘 ｻﾜﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 59 男 広　島 10m15 +1.6m      

三段跳 Ｍ55 2 27-1606 田中  祥介 ﾀﾅｶ ﾖｼﾕｷ 58 男 大　阪  7m57 -0.7m      

三段跳 Ｍ60 - 25-0812 薮内    悟 ﾔﾌﾞｳﾁ ｻﾄﾙ 63 男 滋　賀 欠場      

三段跳 Ｍ60 1 27-0329 岡部  公治 ｵｶﾍﾞ ｺｳｼﾞ 60 男 大　阪 10m89 +3.3m 10m71 -0.4m

三段跳 Ｍ60 2 27-1294 黒木  昭生 ｸﾛｷﾞ ｱｷｵ 63 男 大　阪  9m69 +1.4m      

三段跳 Ｍ65 1 23-0093 澤田  久雄 ｻﾜﾀﾞ ﾋｻｵ 65 男 岐　阜  9m34 +2.0m      大会新

三段跳 Ｍ65 2 27-1541 水中    登 ﾐｽﾞﾅｶ ﾉﾎﾞﾙ 69 男 大　阪  8m12 +2.4m  7m89 +0.9m

三段跳 Ｍ70 1 27-1499 田中  潤一 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ 73 男 大　阪  5m26 +0.8m      
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三段跳 Ｍ80 - 30-0001 鴻池  清司 ｺｳﾉｲｹ ｷﾖｼ 80 男 和歌山 欠場      

三段跳 Ｍ80 1 19-0233 村上  正寿 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾄｼ 80 男 福　井  6m98 +1.1m      大会新

三段跳 W80 1 27-1189 馬渕  弘子 ﾏﾌﾞﾁ ﾋﾛｺ 82 女 大　阪  5m98 +1.2m      

立五段跳 Ｍ24- 1 27-1878 松葉    優 ﾏﾂﾊﾞ ﾏｻﾙ 23 男 大　阪 14m76      大阪新・大会創設記録

立五段跳 Ｍ24- 2 27-1810 戸舘    僚 ﾄﾀﾞﾃ ﾘｮｳ 22 男 大　阪 14m35      

立五段跳 Ｍ25 - 27-1834 山岡  建太 ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾀ 25 男 大　阪 欠場      

立五段跳 Ｍ25 1 27-1803 中溝  大介 ﾅｶﾐｿﾞ ﾀﾞｲｽｹ 27 男 大　阪 14m91      大阪新・大会創設記録

立五段跳 Ｍ30 1 27-1686 北浦  博行 ｷﾀｳﾗ ﾋﾛﾕｷ 33 男 大　阪 15m30      大会創設記録

立五段跳 Ｍ35 1 27-1598 須田    学 ｽﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 38 男 大　阪 16m01      大阪新・大会創設記録

立五段跳 Ｍ35 2 26-0875 臼井  幹人 ｳｽｲ ﾐｷﾄ 36 男 京　都 13m48      

立五段跳 Ｍ45 - 28-1204 仲田浩一朗 ﾅｶﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ 47 男 兵　庫 欠場      

立五段跳 Ｍ45 1 28-1717 八代  好司 ﾔｼﾛ ｺｳｼﾞ 48 男 兵　庫 14m52      大会創設記録

立五段跳 Ｍ45 2 27-1927 石田  泰浩 ｲｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 46 男 大　阪 11m68      

立五段跳 Ｍ50 1 26-0721 北阪  義人 ｷﾀｻｶ ﾖｼﾄ 54 男 京　都 10m54      大会創設記録

立五段跳 Ｍ50 2 24-0684 宇佐美太志 ｳｻﾐ ﾌﾄｼ 54 男 三　重 10m15      

立五段跳 Ｍ50 - 27-1445 小川    出 ｵｶﾞﾜ ｲｽﾞﾙ 50 男 大　阪 欠場      

立五段跳 Ｍ55 1 26-0969 茶原    猛 ﾁｬﾊﾗ ﾀｹｼ 58 男 京　都 11m08      大会創設記録

立五段跳 Ｍ55 - 27-1763 清水  智志 ｼﾐｽﾞ ｻﾄｼ 58 男 大　阪 欠場      

立五段跳 Ｍ60 1 27-1294 黒木  昭生 ｸﾛｷﾞ ｱｷｵ 63 男 大　阪 12m96      大会創設記録

立五段跳 Ｍ60 2 27-0329 岡部  公治 ｵｶﾍﾞ ｺｳｼﾞ 60 男 大　阪 12m86      

立五段跳 Ｍ60 3 27-1465 原田    豊 ﾊﾗﾀﾞ ﾕﾀｶ 60 男 大　阪 11m09      

立五段跳 Ｍ65 1 23-0093 澤田  久雄 ｻﾜﾀﾞ ﾋｻｵ 65 男 岐　阜 11m49      大会創設記録

立五段跳 Ｍ65 2 25-0678 萩尾  正博 ﾊｷﾞｵ ﾏｻﾋﾛ 67 男 滋　賀 10m71      

立五段跳 Ｍ65 3 27-1886 平岡  和生 ﾋﾗｵｶ ｶｽﾞｵ 67 男 大　阪  9m08      

立五段跳 Ｍ75 1 27-0224 芳野  栄二 ﾖｼﾉ ｴｲｼﾞ 76 男 大　阪  9m61      大阪新・大会創設記録

立五段跳 Ｍ75 2 27-0479 是枝  稔累 ｺﾚｴﾀﾞ ﾄｼﾀｶ 79 男 大　阪  8m70      

立五段跳 Ｍ80 1 30-0001 鴻池  清司 ｺｳﾉｲｹ ｷﾖｼ 80 男 和歌山 10m00      大会創設記録

立五段跳 Ｍ80 2 19-0233 村上  正寿 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾄｼ 80 男 福　井  9m46      

立五段跳 W35 - 28-1601 馬場  貴子 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶｺ 36 女 兵　庫 欠場      

立五段跳 W40 1 26-0719 高橋  祐子 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺ 43 女 京　都 11m23      大会創設記録

立五段跳 W45 1 28-0908 八雲  初美 ﾔｸﾓ ﾊﾂﾐ 45 女 兵　庫 10m75      大会創設記録

立五段跳 W55 1 28-1099 本間  明子 ﾎﾝﾏ ｱｷｺ 55 女 兵　庫 10m59      大会創設記録
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