
大会名 第14回南部忠平杯大阪マスターズ陸上競技大会（22-27-0020）

会場名 ヤンマフィールド長居（271040）

期　日 2022年5月7日〈土）

種目 クラス 順位 登録番号 氏　　名 フリガナ 年齢 性別 所属 記録 風力 新記録等

走高跳 M70 1 281540 杉原　諭志 ｽｷﾞﾊﾗ ｻﾄｼ 73 男 兵庫  1m25 大会創設

走高跳 M70 2 260706 杉岡　義次 ｽｷﾞｵｶ ﾖｼﾂｸﾞ 70 男 京都  1m25 大会創設

走高跳 M65 1 260862 足立　義一 ｱﾀﾞﾁ ﾖｼｶｽﾞ 65 男 京都  1m35 大会タイ

走高跳 M65 - 280417 田代　雅彦 ﾀｼﾛ ﾏｻﾋｺ 65 男 兵庫 欠場

走高跳 M60 1 281464 奥村　勉 ｵｸﾑﾗ ﾂﾄﾑ 64 男 兵庫  1m45

走高跳 M60 2 281625 松内　孝夫 ﾏﾂｳﾁ ﾀｶｵ 61 男 兵庫  1m30

走高跳 M50 1 272201 右田　拓也 ﾐｷﾞﾀ ﾀｸﾔ 50 男 大阪  1m50

走高跳 M50 2 281481 林　誠　 ﾊﾔｼ ﾏｺﾄ 50 男 兵庫  1m45

走高跳 M50 3 272289 石田　敬悟 ｲｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 53 男 大阪  1m30

走高跳 M45 1 281843 吉見　仁 ﾖｼﾐ ﾋﾄｼ 49 男 兵庫  1m55

走高跳 M45 - 260880 福本　義永 ﾌｸﾓﾄ ﾖｼﾋｻ 48 男 京都 記録なし

走高跳 M35 1 272261 寺井　宏孝 ﾃﾗｲ ﾋﾛﾀｶ 35 男 大阪  1m60 大会新

走高跳 M30 1 272256 阿部　圭佑 ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ 31 男 大阪  1m70

走高跳 W85 1 271189 馬渕　弘子 ﾏﾌﾞﾁ ﾋﾛｺ 86 女 大阪  0m86 大会新・大阪新

走高跳 W65 1 260798 大田　惠子 ｵｵﾀ ｹｲｺ 67 女 京都  1m08 大会新

走高跳 W45 1 272279 福本　幸 ﾌｸﾓﾄ ﾐﾕｷ 45 女 大阪  1m65 日本新・大会新・大阪新

走高跳 W40 1 260933 佐藤　望 ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 44 女 京都  1m29

棒高跳 M70 - 271274 吉本　和博 ﾖｼﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 71 男 大阪 記録なし

棒高跳 M60 1 260461 村井　浩司 ﾑﾗｲ ｺｳｼﾞ 62 男 京都  3m20

棒高跳 M60 2 271808 津田　光央 ﾂﾀﾞ ﾐﾂｵ 62 男 大阪  2m20

棒高跳 M60 - 270674 西川　義信 ﾆｼｶﾜ ﾖｼﾉﾌﾞ 63 男 大阪 欠場

棒高跳 M60 - 280431 松井　雄二 ﾏﾂｲ ﾕｳｼﾞ 61 男 兵庫 欠場

棒高跳 M55 1 270728 池野　昌弘 ｲｹﾉ ﾏｻﾋﾛ 57 男 大阪  3m50 大阪タイ．大会新

棒高跳 M50 - 300886 深谷　英治 ﾌｶﾔ ｴｲｼﾞ 52 男 和歌山 記録なし

棒高跳 M45 1 271391 山田　真一 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 46 男 大阪  3m60

棒高跳 M45 2 281871 酒井　宏晋 ｻｶｲ ﾋﾛﾉﾌﾞ 47 男 兵庫  3m20

棒高跳 M45 - 271759 坂本　弘明 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 48 男 大阪 記録なし

走幅跳 M75 1 250785 尾崎　公則 ｵｻﾞｷ ﾀﾀﾞﾉﾘ 79 男 滋賀  3m89 -2.5m 大会新

走幅跳 M70 1 281540 杉原　諭志 ｽｷﾞﾊﾗ ｻﾄｼ 73 男 兵庫  4m07 -1.1m 大会新

走幅跳 M65 1 280417 田代　雅彦 ﾀｼﾛ ﾏｻﾋｺ 65 男 兵庫  4m35 -1.1m

走幅跳 M60 1 272139 秋野　隆志 ｱｷﾉ ﾀｶｼ 60 男 大阪  4m80 -1.9m

走幅跳 M60 2 280905 小島　淳 ｺｼﾞﾏ ｱﾂｼ 60 男 兵庫  3m82 -1.3m

走幅跳 M60 - 270329 岡部　公治 ｵｶﾍﾞ ｺｳｼﾞ 64 男 大阪 欠場

走幅跳 M55 1 271406 和田　充功 ﾜﾀﾞ ﾐﾁﾉﾘ 56 男 大阪  4m76 -1.4m

走幅跳 M55 - 251056 秋山　真彦 ｱｷﾔﾏ ﾏｻﾋｺ 58 男 滋賀 欠場

走幅跳 M50 1 250598 髙見　豊 ﾀｶﾐ ﾕﾀｶ 50 男 滋賀  5m09 -0.9m

走幅跳 M50 2 271637 福田　芳昭 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｱｷ 54 男 大阪  4m86 -1.9m

走幅跳 M45 1 250758 宇野　進二 ｳﾉ ｼﾝｼﾞ 49 男 滋賀  5m48 -1.0m

走幅跳 M40 1 271598 須田　学 ｽﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 42 男 大阪  6m43 -0.6m 大会新

走幅跳 M35 1 272204 上田　達也 ｳｴﾀﾞ ﾀﾂﾔ 36 男 大阪  6m12 -1.4m

走幅跳 M35 - 271524 後藤　厚人 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾄ 38 男 大阪 記録なし

走幅跳 M30 1 272213 垂水　元気 ﾀﾙﾐ ｹﾞﾝｷ 31 男 大阪  6m05 -1.3m

走幅跳 M30 2 272264 松尾　和樹 ﾏﾂｵ ｶｽﾞｷ 34 男 大阪  5m17 -0.8m

走幅跳 M30 - 281994 有熊　宏徳 ｱﾘｸﾏ ﾋﾛﾉﾘ 31 男 兵庫 記録なし

1/2



種目 クラス 順位 登録番号 氏　　名 フリガナ 年齢 性別 所属 記録 風力 新記録等

走幅跳 M25 1 272271 堀内　祐希 ﾎﾘｳﾁ ﾕｳｷ 25 男 大阪  5m56 -1.5m

走幅跳 W55 1 281099 本間　明子 ﾎﾝﾏ ｱｷｺ 59 女 兵庫  4m03 -0.6m

走幅跳 W45 1 281103 祐谷　瑞穂 ﾕｳﾔ ﾐｽﾞﾎ 46 女 兵庫  5m11 -0.8m 大会新

走幅跳 W45 2 272144 西原　圭美 ﾆｼﾊﾗ ﾖｼﾐ 45 女 大阪  3m85 -1.5m

三段跳 M85 1 271747 山口　善治 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 85 男 大阪  5m80 -1.1m 大会新

三段跳 M65 - 271294 黒木　昭生 ｸﾛｷﾞ ｱｷｵ 67 男 大阪 欠場

三段跳 M60 1 251023 清水　安治 ｼﾐｽﾞ ﾔｽﾊﾙ 61 男 滋賀  9m84 -1.9m

三段跳 M60 - 280905 小島　淳 ｺｼﾞﾏ ｱﾂｼ 60 男 兵庫 記録なし

三段跳 M60 - 270329 岡部　公治 ｵｶﾍﾞ ｺｳｼﾞ 64 男 大阪 欠場

三段跳 M55 - 271406 和田　充功 ﾜﾀﾞ ﾐﾁﾉﾘ 56 男 大阪 欠場

三段跳 M50 1 281717 八代　好司 ﾔｼﾛ ｺｳｼﾞ 52 男 兵庫 12m19 0.0m

三段跳 M50 2 280735 岡本　一人 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾄ 53 男 兵庫 10m86 -0.3m

三段跳 M50 - 280821 安井　誠一郎 ﾔｽｲ ｾｲｲﾁﾛｳ 53 男 兵庫 記録なし

三段跳 M45 - 281843 吉見　仁 ﾖｼﾐ ﾋﾄｼ 49 男 兵庫 記録なし

三段跳 M45 - 281726 仲　晃一 ﾅｶ ｺｳｲﾁ 49 男 兵庫 欠場

三段跳 M40 1 301465 佐々木善久 ｻｻｷ ﾖｼﾋｻ 42 男 和歌山  9m05 -0.4m

三段跳 M35 1 271524 後藤　厚人 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾄ 38 男 大阪 14m35 -0.8m 大会新

三段跳 W85 - 271189 馬渕　弘子 ﾏﾌﾞﾁ ﾋﾛｺ 86 女 大阪 欠場

三段跳 W65 1 270977 遠藤　明美 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｹﾐ 65 女 大阪  6m22 +0.8m 大会タイ

三段跳 W50 1 281911 谷口　智美 ﾀﾆｸﾞﾁ ｻﾄﾐ 52 女 兵庫  8m06 +1.1m

立五段跳 M85 1 271747 山口　善治 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 85 男 大阪  8m07 オープン

立五段跳 M80 1 260039 瀬野　弘昭 ｾﾉ ﾋﾛｱｷ 80 男 京都 10m48 大会新

立五段跳 M75 1 272105 下原　晃 ｼﾓﾊﾗ ｱｷﾗ 75 男 大阪  8m47 オープン

立五段跳 M70 1 271541 水中　登 ﾐｽﾞﾅｶ ﾉﾎﾞﾙ 73 男 大阪 10m63 大会創設

立五段跳 M65 1 301328 山本　一也 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 65 男 和歌山 10m61

立五段跳 M65 - 271294 黒木　昭生 ｸﾛｷﾞ ｱｷｵ 67 男 大阪 欠場

立五段跳 M55 1 272176 水野　哲郎 ﾐｽﾞﾉ ﾃﾂﾛｳ 56 男 大阪  9m69

立五段跳 M50 1 271556 新居　秀明 ﾆｲ ﾋﾃﾞｱｷ 52 男 大阪 12m39 大会新

立五段跳 M40 1 271598 須田　学 ｽﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 42 男 大阪 15m00 大会新

立五段跳 M40 2 272069 坂井　翼 ｻｶｲ ﾂﾊﾞｻ 40 男 大阪 14m45 大会新

立五段跳 M40 3 261089 原　淳志 ﾊﾗ ｱﾂｼ 40 男 京都 13m17

立五段跳 M30 1 271803 中溝　大介 ﾅｶﾐｿﾞ ﾀﾞｲｽｹ 31 男 大阪 15m36 大会新

立五段跳 W75 1 250992 渥美　裕子 ｱﾂﾐ ﾋﾛｺ 79 女 滋賀  8m42 大会創設

立五段跳 W70 - 271360 勝山　千賀子 ｶﾂﾔﾏ ﾁｶｺ 71 女 大阪 欠場

立五段跳 W65 1 260798 大田　惠子 ｵｵﾀ ｹｲｺ 67 女 京都  9m54 大会創設

立五段跳 W65 2 270977 遠藤　明美 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｹﾐ 65 女 大阪  8m95

立五段跳 W45 1 281103 祐谷　瑞穂 ﾕｳﾔ ﾐｽﾞﾎ 46 女 兵庫 11m40 オープン

2/2


