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大会名 第67回大阪マスターズ記録会兼’18府民スポーツ・レクリエーション大会
会　場 ヤンマーフィールド長居
期　日 平成30年10月13日（土） 【跳躍の部】

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 風力 備考
走高跳 M60 1 28-1464 奥村    勉 ｵｸﾑﾗ ﾂﾄﾑ 60 男 兵　庫  1m40      
走高跳 M60 2 27-1465 原田    豊 ﾊﾗﾀﾞ ﾕﾀｶ 60 男 大　阪  1m35      
走高跳 M60 3 25-0812 薮内    悟 ﾔﾌﾞｳﾁ ｻﾄﾙ 63 男 滋　賀  1m35      
走高跳 M60 4 27-1910 真木  清貴 ﾏｷ ｷﾖﾀｶ 60 男 大　阪  1m20      
走高跳 M55 1 28-1625 松内  孝夫 ﾏﾂｳﾁ ﾀｶｵ 57 男 兵　庫  1m30      
走高跳 M55 2 27-1348 皆木  敏弘 ﾐﾅｷﾞ ﾄｼﾋﾛ 58 男 大　阪  1m20      
走高跳 M45 1 28-1843 吉見    仁 ﾖｼﾐ ﾋﾄｼ 45 男 兵　庫  1m45      
走高跳 W40 1 26-0933 佐藤    望 ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 40 女 京　都  1m30      
走高跳 W80 - 27-1189 馬渕  弘子 ﾏﾌﾞﾁ ﾋﾛｺ 82 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 59 女 兵　庫 記録なし      
棒高跳 M75 - 29-0519 内原  保正 ｳﾁﾊﾗ ﾔｽﾏｻ 77 男 奈　良 記録なし      
棒高跳 M70 - 26-0676 西山  正文 ﾆｼﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ 71 男 京　都 欠場      
棒高跳 M65 1 28-0568 中田    孝 ﾅｶﾀ ﾀｶｼ 69 男 兵　庫  2m20      
棒高跳 M65 2 22-1337 竹内  晴幸 ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾕｷ 68 男 愛　知  2m20      
棒高跳 M65 - 27-1284 久保木  博 ｸﾎﾞｷ ﾋﾛｼ 68 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 63 男 大　阪  2m80      
棒高跳 M60 2 27-1286 播口  秀二 ﾊﾘｸﾞﾁ ｼｭｳｼﾞ 60 男 大　阪  2m30      
棒高跳 M55 - 26-0461 村井  浩司 ﾑﾗｲ ｺｳｼﾞ 58 男 京　都 記録なし      
棒高跳 M40 1 28-1871 酒井  宏晋 ｻｶｲ ﾋﾛﾉﾌﾞ 44 男 兵　庫  3m10      
棒高跳 W65 1 29-0130 山本  益美 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｽﾐ 69 女 奈　良  2m00      
走幅跳 M80 - 27-0187 壺井    宏 ﾂﾎﾞｲ ﾋﾛｼ 81 男 大　阪 欠場      
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 M65 - 23-0093 澤田  久雄 ｻﾜﾀﾞ ﾋｻｵ 66 男 岐　阜 欠場      
走幅跳 M60 1 25-0812 薮内    悟 ﾔﾌﾞｳﾁ ｻﾄﾙ 63 男 滋　賀  4m54 +1.4m      
走幅跳 M60 2 23-0488 羽柴    誠 ﾊｼﾊﾞ ﾏｺﾄ 60 男 岐　阜  4m53 +0.8m      
走幅跳 M60 3 27-0724 武田  忠義 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ 64 男 大　阪  4m09 +1.5m      
走幅跳 M55 1 27-1242 佐々木貴則 ｻｻｷ ﾀｶﾉﾘ 55 男 大　阪  5m03 +0.5m      
走幅跳 M55 2 28-1091 田中  康雄 ﾀﾅｶ ﾔｽｵ 56 男 兵　庫  4m17 0.0m      
走幅跳 M50 1 27-1445 小川    出 ｵｶﾞﾜ ｲｽﾞﾙ 50 男 大　阪  5m65 +0.7m      
走幅跳 M50 2 27-1637 福田  芳昭 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｱｷ 50 男 大　阪  5m18 +1.9m      
走幅跳 M50 - 28-1312 三原  康孝 ﾐﾊﾗ ﾔｽﾀｶ 51 男 兵　庫 欠場      
走幅跳 M45 1 28-1372 荻原  真一 ｵｷﾞﾊﾗ ｼﾝｲﾁ 46 男 兵　庫  5m37 -0.9m      
走幅跳 M45 2 27-2002 SAPARAMADU HAMLET ｻﾊﾟﾗﾏｰﾄﾞ ﾊﾑﾚｯﾄ 49 男 大　阪  4m13 +0.2m      
走幅跳 M45 - 25-0758 宇野  進二 ｳﾉ ｼﾝｼﾞ 46 男 滋　賀 欠場      
走幅跳 M45 - 28-1431 北野  聖明 ｷﾀﾉ ﾏｻｱｷ 45 男 兵　庫 欠場      
走幅跳 M40 1 23-0417 友田    守 ﾄﾓﾀﾞ ﾏﾓﾙ 40 男 岐　阜  5m81 +1.8m      
走幅跳 M40 2 25-0940 田中    充 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾙ 43 男 滋　賀  5m56 +0.3m      
走幅跳 M40 3 27-1970 雪本  明宏 ﾕｷﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 42 男 大　阪  5m00 -0.8m      
走幅跳 M35 1 27-1598 須田    学 ｽﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 38 男 大　阪  6m52 -1.1m      
走幅跳 M25 1 26-1010 臼井  聖至 ｳｽｲ ｾｲｼﾞ 25 男 京　都  6m38 0.0m      
走幅跳 M25 2 27-1720 中前  俊太 ﾅｶﾏｴ ｼｭﾝﾀ 26 男 大　阪  5m84 +0.6m      
走幅跳 M25 - 25-0957 長谷川直規 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ 29 男 滋　賀 欠場      
走幅跳 M25 - 25-0966 中村  真樹 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ 29 男 滋　賀 欠場      
走幅跳 M24- 1 27-1984 本村    陸 ﾓﾄﾑﾗ ﾘｸ 18 男 大　阪  5m20 -0.5m      
走幅跳 M24- - 27-1878 松葉    優 ﾏﾂﾊﾞ ﾏｻﾙ 24 男 大　阪 欠場      
走幅跳 W60 1 27-0977 遠藤  明美 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｹﾐ 61 女 大　阪  3m16 +0.6m      
走幅跳 W55 1 25-0685 宮崎  眞弓 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏﾕﾐ 55 女 滋　賀  3m21 -0.6m      
走幅跳 W55 2 28-0271 竹原裕美子 ﾀｹﾊﾗ ﾕﾐｺ 59 女 兵　庫  3m04 +0.9m      
走幅跳 W45 - 25-0883 丸山  佳代 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾖ 46 女 滋　賀 欠場      
走幅跳 W40 1 29-0382 川又裕美子 ｶﾜﾏﾀ ﾕﾐｺ 44 女 奈　良  4m04 +0.1m      
走幅跳 W40 - 22-0922 浅井  紀子 ｱｻｲ ﾉﾘｺ 44 女 愛　知 欠場      
立幅跳 M80 1 27-0194 栗山    功 ｸﾘﾔﾏ ｲｻｵ 82 男 大　阪  1m65      
立幅跳 M65 - 23-0402 辻    正雄 ﾂｼﾞ ﾏｻｵ 65 男 岐　阜 欠場      
立幅跳 M60 1 27-1702 山口  哲生 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾃﾂｵ 64 男 大　阪  2m14      
立幅跳 M60 - 27-1967 竹内  真二 ﾀｹｳﾁ ｼﾝｼﾞ 62 男 大　阪 欠場      
立幅跳 M50 1 27-1445 小川    出 ｵｶﾞﾜ ｲｽﾞﾙ 50 男 大　阪  2m63      
立幅跳 M50 2 24-0231 松井  朋彦 ﾏﾂｲ ﾄﾓﾋｺ 51 男 三　重  2m59      
立幅跳 M30 1 27-1939 江添    悠 ｴｿﾞｴ ﾕｳ 32 男 大　阪  2m56      
立幅跳 M30 - 42-1118 藤田  拓也 ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾔ 30 男 長　崎 欠場      
三段跳 M70 1 27-1541 水中    登 ﾐｽﾞﾅｶ ﾉﾎﾞﾙ 70 男 大　阪  8m32 0.0m      
三段跳 M65 - 23-0093 澤田  久雄 ｻﾜﾀﾞ ﾋｻｵ 66 男 岐　阜 欠場      
三段跳 M60 - 01-0208 沼田  雅志 ﾇﾏﾀ ﾏｻｼ 60 男 北海道 欠場      
三段跳 M55 1 27-1242 佐々木貴則 ｻｻｷ ﾀｶﾉﾘ 55 男 大　阪 10m32 +0.3m      
三段跳 M50 1 27-1406 和田  充功 ﾜﾀﾞ ﾐﾁﾉﾘ 52 男 大　阪 11m43 +1.0m      
三段跳 M45 1 28-1843 吉見    仁 ﾖｼﾐ ﾋﾄｼ 45 男 兵　庫  9m70 +1.2m      
三段跳 M45 2 27-2002 SAPARAMADU HAMLET ｻﾊﾟﾗﾏｰﾄﾞ ﾊﾑﾚｯﾄ 49 男 大　阪  8m83 +2.0m      
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大会名 第67回大阪マスターズ記録会兼’18府民スポーツ・レクリエーション大会
会　場 ヤンマーフィールド長居
期　日 平成30年10月13日（土） 【跳躍の部】

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 風力 備考
三段跳 M45 - 30-0966 川島  康裕 ｶﾜｼﾏ ﾔｽﾋﾛ 46 男 和歌山 欠場      
三段跳 W80 1 27-1189 馬渕  弘子 ﾏﾌﾞﾁ ﾋﾛｺ 82 女 大　阪  5m70 +1.4m      
三段跳 W60 1 27-0977 遠藤  明美 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｹﾐ 61 女 大　阪  6m66 0.0m      
立五段跳 M85 1 27-1483 吉岡    慧 ﾖｼｵｶ ｱｷﾗ 89 男 大　阪  7m36      
立五段跳 M70 1 27-1541 水中    登 ﾐｽﾞﾅｶ ﾉﾎﾞﾙ 70 男 大　阪 10m68      
立五段跳 M65 1 27-1886 平岡  和生 ﾋﾗｵｶ ｶｽﾞｵ 67 男 大　阪  9m57      
立五段跳 M65 - 23-0093 澤田  久雄 ｻﾜﾀﾞ ﾋｻｵ 66 男 岐　阜 欠場      
立五段跳 M60 1 01-0208 沼田  雅志 ﾇﾏﾀ ﾏｻｼ 60 男 北海道 13m11      
立五段跳 M60 2 27-1294 黒木  昭生 ｸﾛｷﾞ ｱｷｵ 64 男 大　阪 12m72      
立五段跳 M60 3 23-0488 羽柴    誠 ﾊｼﾊﾞ ﾏｺﾄ 60 男 岐　阜 10m96      
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 M50 1 24-0231 松井  朋彦 ﾏﾂｲ ﾄﾓﾋｺ 51 男 三　重 13m00      
立五段跳 M50 2 25-0732 宮本  崇司 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶｼ 51 男 滋　賀 12m93      
立五段跳 M45 1 27-1672 桐    隆大 ｷﾘ ﾘｭｳﾀ 45 男 大　阪 10m58      
立五段跳 M40 - 23-0417 友田    守 ﾄﾓﾀﾞ ﾏﾓﾙ 40 男 岐　阜 欠場      
立五段跳 M30 1 33-0710 林    良規 ﾊﾔｼ ﾖｼﾉﾘ 30 男 岡　山 欠場      
立五段跳 M30 - 42-1118 藤田  拓也 ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾔ 30 男 長　崎 欠場      
立五段跳 M24- 1 27-1810 戸舘    僚 ﾄﾀﾞﾃ ﾘｮｳ 22 男 大　阪 13m93      
立五段跳 W80 1 27-1189 馬渕  弘子 ﾏﾌﾞﾁ ﾋﾛｺ 82 女 大　阪  8m11      
立五段跳 W65 1 29-0130 山本  益美 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｽﾐ 69 女 奈　良  8m35      


