
【男子の部】

種別 種目
200m 竹内　雅樹  26.57
0.9 京都マスターズ

中川　正規  58.66
大阪マスターズ

60m 柴田　直樹  7.50
-1.9 和歌山マスターズ

柴田　直樹  11.87 (0.0) 木本　条  11.88 (0.0) 中田　治輝  12.18 (0.0) 大田　優作  13.17 (0.0)
和歌山マスターズ 和歌山マスターズ 京都マスターズ 大阪マスターズ
木本　条  2:18.14
和歌山マスターズ PR-GR
中田　治輝  1:02.99
京都マスターズ

60m 植田　敦  7.94
-1.9 大阪マスターズ

植田　敦  12.59 (0.0)

大阪マスターズ
200m 植田　敦  25.26
0.9 大阪マスターズ

高尾　英雄  1:04.38
和歌山マスターズ

坂本　浩一  5.09 (+0.5)
和歌山マスターズ

坂本　浩一  12.65
和歌山マスターズ

小田　雅也  7.53 (-1.9) 中馬　賢克  7.85 (-1.9) 田中　充  7.89 (-1.9) 山根　繁樹  7.94 (-1.9) 井沼　康祐  8.22 (-1.9) 秋山　拓也  8.49 (-1.9)

大阪マスターズ 東京マスターズ 滋賀マスターズ 奈良マスターズ 和歌山マスターズ 和歌山マスターズ

小田　雅也  12.03 (-2.6) 中馬　賢克  12.44 (-2.6) 田中　充  12.55 (-2.6) 山根　繁樹  12.78 (-2.6) 井沼　康祐  13.40 (-2.6)

大阪マスターズ 東京マスターズ 滋賀マスターズ 奈良マスターズ 和歌山マスターズ

小田　雅也  24.17 (+0.9) 中馬　賢克  25.36 (+0.9)

大阪マスターズ 東京マスターズ
岸本　淳  56.59
大阪マスターズ
田中　丈博  2:20.52 秋山　拓也  2:36.16 萩本　英充  2:50.77
和歌山マスターズ 和歌山マスターズ 和歌山マスターズ

田中　丈博  18:23.85
和歌山マスターズ

辻本　始  16:02.74
奈良マスターズ
小向　耕平  1.70
和歌山マスターズ

田中　充  5.79 (+1.5) 小林　英之  5.42 (+1.5)

滋賀マスターズ 和歌山マスターズ

小林　英之  10.99 (-1.9)

和歌山マスターズ

小林　英之  13.68 鈴木　佳人  12.78
和歌山マスターズ 和歌山マスターズ

石倉　秀明  9.38
滋賀マスターズ
清水　彬  29.04 堤　伸二  21.57
和歌山マスターズ 滋賀マスターズ
石倉　秀明  44.83
滋賀マスターズ
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種別 種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
酒井　裕史  7.69 (+1.6) 鮫島　正規  7.75 (+1.6) 岩谷　佳幸  7.85 (-1.3) 篠原　寿文  7.93 (-1.3) 神田　将孝  8.11 (-1.3) 小松崎　信征  8.15 (+1.6) 前田　達郎  8.44 (-1.3) 林　誠  8.54 (+1.6)

大阪マスターズ 大阪マスターズ 和歌山マスターズ PR-GR 和歌山マスターズ 和歌山マスターズ 京都マスターズ 和歌山マスターズ 兵庫マスターズ
酒井　裕史  12.27 (-2.8) 岩谷　佳幸  12.61 (-2.8) 神田　将孝  12.95 (-2.8) 吉岡　一郎  13.38 (-2.8) 三輪　範久  13.59 (-2.8)

大阪マスターズ 和歌山マスターズ 和歌山マスターズ 和歌山マスターズ 和歌山マスターズ

酒井　裕史  55.49 高槻　義彦  56.93 北川　孝之  1:01.68 吉岡　一郎  1:06.06
大阪マスターズ 兵庫マスターズ 京都マスターズ 和歌山マスターズ

前田　達郎  2:21.43 北川　孝之  2:32.80
和歌山マスターズ 京都マスターズ
山下　将史  4:42.94 玉置　慶輔  5:11.42
兵庫マスターズ 和歌山マスターズ

玉置　慶輔  19:57.91
和歌山マスターズ

和歌山マスターズ  48.29
上野　昌之
川島　康裕
篠原　寿文
岩谷　佳幸
中村　裕之  1.70 林　誠  1.45
奈良マスターズ 兵庫マスターズ
深谷　英治  3.60
和歌山マスターズ GR
荻原　真一  5.49 (-1.1) 岩根　浩之  3.82 (+1.2)

兵庫マスターズ 和歌山マスターズ

坂東　健治  11.32 (-1.0)

徳島マスターズ
明神　憲一  4.25
大阪マスターズ
小松崎　信征  35.99 明神　憲一  11.22
京都マスターズ 大阪マスターズ
川島　康裕  47.08 中根　裕司  43.68
和歌山マスターズ 愛知マスターズ
福田　芳昭  8.09 (-1.4) 上野　昌之  8.17 (-1.4) 斧　和之  8.52 (-1.4) 村田　亮彦  8.68 (-1.4) 芝田　真一郎  9.64 (-1.4)

大阪マスターズ 和歌山マスターズ 奈良マスターズ 和歌山マスターズ 和歌山マスターズ

上野　昌之  12.87 (-3.7) 三宅　幸夫  13.33 (-3.7) 斧　和之  13.60 (-3.7) 森口　誠之  15.02 (-3.7) 福田　芳昭  16.35 (-3.7)

和歌山マスターズ 大阪マスターズ 奈良マスターズ 和歌山マスターズ 大阪マスターズ
上野　昌之  26.42 (-0.7) 斧　和之  28.21 (-0.7)

和歌山マスターズ 奈良マスターズ
辰巳　典正  57.36
大阪マスターズ
辰巳　典正  2:15.59 佐野　正義  2:33.67
大阪マスターズ 兵庫マスターズ
川瀬　卓児  4:55.45 佐野　正義  5:06.73 松本　彰  5:47.81
和歌山マスターズ 兵庫マスターズ 和歌山マスターズ

森口　誠之  18:08.85 上田　宏則  18:12.97 佐野　正義  18:21.46
和歌山マスターズ 大阪マスターズ 兵庫マスターズ
細嶋　毅  10.03 (-0.3) 松井　朋彦  10.58 (-0.3)

京都マスターズ 三重マスターズ
100mH 細嶋　毅  17.23
-0.5 京都マスターズ

玉置　聡  1:07.07
群馬マスターズ
福田　芳昭  5.64 (-0.6) 佐々木　貴則  5.19 (+0.5) 和田　充功  5.10 (-0.4) 村田　亮彦  4.40 (-1.7)

大阪マスターズ 大阪マスターズ 大阪マスターズ 和歌山マスターズ

佐々木　貴則  10.46 (-0.1)

大阪マスターズ
松井　朋彦  12.91
三重マスターズ
山本　敏生  8.48
和歌山マスターズ

山澤　研一  32.89
和歌山マスターズ PR-GR
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種別 種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
岡田　靖見  8.45 (-1.5) 岡部　公治  8.91 (-1.5)
和歌山マスターズ GR 大阪マスターズ GR
岡田　靖見  13.47 (-1.5) 山形　厚治  14.67 (-1.5) 皆木　敏弘  15.30 (-1.5) 東一　忠司  16.11 (-1.5) 阿部　浩文  16.13 (-1.5)

和歌山マスターズ 大阪マスターズ 大阪マスターズ 兵庫マスターズ 兵庫マスターズ
山田　実  2:23.46
大阪マスターズ
田中　修  6:07.79
大阪マスターズ
上松　勇次郎  18:44.93 吉川　浩幸  18:55.37 殿水　稔  19:59.18
大阪マスターズ 和歌山マスターズ 和歌山マスターズ

荒川　信良  12.58 (-0.3) 皆木　敏弘  12.94 (-0.3)

京都マスターズ 大阪マスターズ
100mH 皆木　敏弘  21.04
-0.5 大阪マスターズ

荒川　信良  1:29.34
京都マスターズ
荒川　信良  17:26.16
京都マスターズ
岡部　公治  4.64 (+1.4) 中尾　直之  4.09 (+0.8)

大阪マスターズ 和歌山マスターズ PR
岡部　公治  10.56 (-0.9)

大阪マスターズ
東一　忠司  11.84 中尾　直之  11.77
兵庫マスターズ 和歌山マスターズ PR
村井　克行  9.74 船引　規正  8.73
三重マスターズ 兵庫マスターズ
村井　克行  31.89 船引　規正  25.44
三重マスターズ 兵庫マスターズ
村井　克行  31.59
三重マスターズ
中尾　直之  22.28
和歌山マスターズ

山本　一也  8.61 (-2.4) 三田　義明  8.81 (-2.4) 橋元　正彦  8.94 (-2.4) 田和　清文  9.63 (-2.4)
和歌山マスターズ PR-GR 兵庫マスターズ 兵庫マスターズ 和歌山マスターズ

山本　一也  13.89 (-2.8) 高原　慶峰  14.25 (-2.8) 橋元　正彦  14.27 (-2.8) 三田　義明  14.32 (-2.8) 田和　清文  15.55 (-2.8)

和歌山マスターズ 大阪マスターズ 兵庫マスターズ 兵庫マスターズ 和歌山マスターズ

高原　慶峰  28.85 (-1.5) 橋元　正彦  29.46 (-1.5) 塩野目　寿行  33.87 (-1.5)

大阪マスターズ 兵庫マスターズ 奈良マスターズ
高原　慶峰  1:05.35
大阪マスターズ
矢野　猛  5:19.77 清原　公人  5:52.45 冨上　将基  5:53.70 塩野目　寿行  6:29.96
兵庫マスターズ 兵庫マスターズ 和歌山マスターズ 奈良マスターズ
杉本　好史  23:48.46
和歌山マスターズ

塩野目　寿行  57.60
奈良マスターズ
伊勢　浩二  21:08.32
大阪マスターズ
黒木　昭生  1.50
大阪マスターズ
東山　信敏  4.69 (-2.8)

三重マスターズ
黒木　昭生  10.29 (-0.4) 東山　信敏  9.89 (-0.3)

大阪マスターズ 三重マスターズ
黒木　昭生  12.91 東山　信敏  12.83 山本　一也  12.08 田和　清文  10.09
大阪マスターズ 三重マスターズ 和歌山マスターズ 和歌山マスターズ

山口　哲生  8.88
大阪マスターズ
片山　邦一  25.19
和歌山マスターズ

松岡　晃  27.16
兵庫マスターズ
植田　淳  42.06 飯田　哲也  33.89 片山　邦一  26.55 福田　光男  17.39
大阪マスターズ 和歌山マスターズ 和歌山マスターズ 和歌山マスターズ
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種別 種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
飯田　保春  8.85 (-2.2) 北野　武  10.39 (-2.2)

和歌山マスターズ PR-GR 京都マスターズ
飯田　保春  14.29 (-0.8) 徳田　哲  14.45 (-0.8) 鳥本　博昭  15.97 (-0.8) 北野　武  16.93 (-0.8)

和歌山マスターズ 京都マスターズ 和歌山マスターズ 京都マスターズ
北野　武  35.73 (-1.5)

京都マスターズ
吉本　和博  1:16.90
大阪マスターズ
義常　定  2:40.35
大阪マスターズ
義常　定  5:24.91 堀江　和美  6:37.64
大阪マスターズ 兵庫マスターズ
北濱　茂  26:23.05
和歌山マスターズ

吉本　和博  1:02.18
大阪マスターズ
徳田　哲  12.67 飯田　保春  10.67 吉本　和博  9.76
京都マスターズ 和歌山マスターズ 大阪マスターズ
中村　勉  11.32 高石　重幸  7.77 郷力　礼三  7.27 山本　宣博  6.89
愛知マスターズ 大阪マスターズ 広島マスターズ 岡山マスターズ
中村　勉  36.39 内藤　憲雄  27.37 山本　宣博  25.82 高石　重幸  25.27
愛知マスターズ 大阪マスターズ 岡山マスターズ 大阪マスターズ
中村　勉  39.45 郷力　礼三  29.00 内藤　憲雄  26.31 高石　重幸  23.08
愛知マスターズ 広島マスターズ 大阪マスターズ 大阪マスターズ
内藤　憲雄  33.21 山本　宣博  23.52 郷力　礼三  22.40
大阪マスターズ 岡山マスターズ 広島マスターズ
坂口　昇一  9.41 (-0.7) 光永　直史  12.00 (-0.7)

和歌山マスターズ 和歌山マスターズ

100m 坂口　昇一  14.79
-0.2 和歌山マスターズ

増田　英光  26:38.78
和歌山マスターズ

80mH 高群　哲夫  17.15
-3.8 大阪マスターズ

高群　哲夫  58.18
大阪マスターズ
堀田　義彦  21:15.76
大阪マスターズ
高群　哲夫  1.90
大阪マスターズ
長谷　利明  10.50 古川　孝雄  10.24
和歌山マスターズ GR 和歌山マスターズ GR
外山　修  11.34 葛西　康二  10.90 古川　孝雄  7.88
愛知マスターズ 岐阜マスターズ 和歌山マスターズ

道上　利美  23.21
福井マスターズ
目　利雄  30.60 外山　修  30.39 道上　利美  25.88 光永　直史  8.73
大阪マスターズ 愛知マスターズ 福井マスターズ 和歌山マスターズ

外山　修  33.55 宮井　昭  31.23
愛知マスターズ 京都マスターズ
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種別 種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
尾崎　公則  9.23 (-0.7) 笠松　晃  9.63 (-0.7) 三好　秀行  11.50 (-0.7) 那須　宏治  13.34 (-0.7)

滋賀マスターズ 三重マスターズ 和歌山マスターズ 和歌山マスターズ

三好　秀行  17.83 (-0.2) 那須　宏治  21.46 (-0.2)

和歌山マスターズ 和歌山マスターズ

200m 野坂　光博  41.63
-1.5 和歌山マスターズ

野坂　光博  1:32.75
和歌山マスターズ

山本　善味  3:38.93
奈良マスターズ
山本　善味  7:37.85 二木　要  9:35.67
奈良マスターズ 和歌山マスターズ

田代　道弘  29:04.76
大阪マスターズ
八田　努  11:12.47
京都マスターズ
尾崎　公則  4.01 (-0.2) 笠松　晃  3.58 (+2.0) 三好　秀行  2.54 (-0.8)

滋賀マスターズ 三重マスターズ 和歌山マスターズ

笠松　晃  10.71 尾崎　公則  10.39 小松　宏  9.59
三重マスターズ 滋賀マスターズ PR-GR 大阪マスターズ
山田　博嗣  10.92 小松　宏  8.32 佐藤　充  6.77 高橋　英明  6.27
愛知マスターズ 大阪マスターズ 大阪マスターズ 和歌山マスターズ

山田　博嗣  27.13 佐藤　充  22.54 小松　宏  22.48 山本　和弘  17.96
愛知マスターズ 大阪マスターズ 大阪マスターズ 和歌山マスターズ

山田　博嗣  43.19 佐藤　充  21.26
愛知マスターズ 大阪マスターズ
森本　博行  11.31 (-1.4) 坂地　國廣  13.36 (-1.4)

大阪マスターズ 和歌山マスターズ

森本　博行  17.97 (-0.2) 坂地　國廣  22.00 (-0.2) 江隈　一夫  25.34 (-0.2)

大阪マスターズ 和歌山マスターズ 和歌山マスターズ

中前　行雄  1:47.15
和歌山マスターズ

中前　行雄  4:05.42
和歌山マスターズ

堀野　正  25.27 (-3.8)

大阪マスターズ
村上　正寿  7.12 (-0.8)

福井マスターズ
鴻池　清司  10.02 村上　正寿  9.58
和歌山マスターズ 福井マスターズ
藤本　昇  10.37 山本　康雄  7.28 志村　信男  6.99 安部　公雄  6.16
徳島マスターズ 京都マスターズ 福井マスターズ 和歌山マスターズ

藤本　昇  28.24 山本　康雄  20.05 安部　公雄  15.17 志村　信男  15.05
徳島マスターズ 京都マスターズ 和歌山マスターズ 福井マスターズ
山本　康雄  24.33 志村　信男  13.93
京都マスターズ 福井マスターズ
安部　公雄  16.26
和歌山マスターズ

60m 浅野　文男  13.96
-1.4 和歌山マスターズ

100m 北　良夫  19.50
-0.2 奈良マスターズ
200m 北　良夫  45.65
-1.5 奈良マスターズ

北　良夫  2.72 (+0.7)

奈良マスターズ
眞藤　壽美夫  4.94
奈良マスターズ
浅野　文男  15.40 眞藤　壽美夫  9.43
和歌山マスターズ 奈良マスターズ
浅野　文男  15.44
和歌山マスターズ

眞藤　壽美夫  11.78
奈良マスターズ

ﾊﾝﾏｰ投

やり投

走幅跳

砲丸投

円盤投

ﾊﾝﾏｰ投

やり投

M85男子

立五段跳

砲丸投

円盤投

三段跳

80mH

400m

800m

ﾊﾝﾏｰ投

M80男子 60m

100m

立五段跳

砲丸投

円盤投

走幅跳

1500m

5000m

2000mSC

100m

400m

800m

M75男子 60m



種別 種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
60mH 山中　康弘  9.59
-0.3 京都マスターズ
110mH 山中　康弘  18.72
-1.1 京都マスターズ

山中　康弘  28.76
京都マスターズ
山中　康弘  1:06.83
京都マスターズ
堀井　卓  3.80
和歌山マスターズ

堀井　卓  6.16 (+0.5)
和歌山マスターズ

堀井　卓  11.56 (-0.5)

和歌山マスターズ

堀井　卓  15.10
和歌山マスターズ

60mH 山﨑　次彦  11.15
-0.3 富山マスターズ
100mH 山﨑　次彦  19.08
-0.5 富山マスターズ

山﨑　次彦  31.11
富山マスターズ
山﨑　次彦  1:09.50
富山マスターズ

200mH

400mH

M55Ｈ四種男子

立五段跳

M35跳躍五種男子 棒高跳

走幅跳

三段跳

200mH

400mH

M45Ｈ四種男子



【女子の部】

種別 種目
堀井　愛  9.04 (-3.1) 榎本　愛  10.03 (-3.1)

和歌山マスターズ 和歌山マスターズ

堀井　愛  10.48
和歌山マスターズ

山中　弓月  26.60
和歌山マスターズ

柚木脇　一美  9.33 (-3.1) 川又　裕美子  10.11 (-3.1)

京都マスターズ 奈良マスターズ
100m 川又　裕美子  16.23
2 奈良マスターズ

芝田　弘子  1:25.26
和歌山マスターズ

川又　裕美子  3.69 (-0.3)

奈良マスターズ
増岡　美由紀  18:19.77
奈良マスターズ

200m 本間　明子  32.07
-0.7 兵庫マスターズ

小出　裕子  5:56.18
和歌山マスターズ

小出　裕子  20:47.46
和歌山マスターズ PR
本間　明子  4.15 (+0.9)

兵庫マスターズ
本間　明子  10.43
兵庫マスターズ
松野　美由貴  6.67
兵庫マスターズ
松本　朋子  17.20 松野　美由貴  14.94
和歌山マスターズ 兵庫マスターズ
松野　美由貴  23.04 松本　朋子  22.84
兵庫マスターズ 和歌山マスターズ

60mH 大田　恵子  11.91
-1.3 京都マスターズ

松岡　奏子  8.98
兵庫マスターズ
松岡　奏子  21.30 大倉　美邦  16.64
兵庫マスターズ 和歌山マスターズ

松岡　奏子  26.51
兵庫マスターズ
大倉　美邦  18.29
和歌山マスターズ

眞藤　嘉子  3.81
奈良マスターズ
眞藤　嘉子  7.45
奈良マスターズ
苅部　裕子  12.13
兵庫マスターズ
苅部　裕子  25.37
兵庫マスターズ
苅部　裕子  17.34
兵庫マスターズ

W70女子

W75女子

W60女子

W55女子

ﾊﾝﾏｰ投

やり投

円盤投

1500m

走幅跳

3000mW

砲丸投

ﾊﾝﾏｰ投

やり投

砲丸投

円盤投

8位

第４１回和歌山マスターズ陸上競技選手権大会 大会コード：18300050
平成30年4月22日（日）
紀三井寺公園陸上競技場
競技場コード：301010

1位 2位 3位 4位 5位

60mW35女子

立五段跳

6位 7位

60mW40女子

やり投

W50女子

円盤投

円盤投

ﾊﾝﾏｰ投

400m

走幅跳

立五段跳

砲丸投

5000m



種別 種目 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位
尾崎　悦子  1.09
広島マスターズ
尾崎　悦子  1.40
広島マスターズ
尾崎　悦子  3.70 (+1.3)

広島マスターズ
尾崎　悦子  7.56 (-1.9)

広島マスターズ
尾崎　悦子  9.48
広島マスターズ

60m 松本　章子  20.69
-3.1 和歌山マスターズ

松本　章子  4.51
和歌山マスターズ

主　　管：ＮＰＯ和歌山マスターズ陸上競技連盟

時刻 天候 気温℃ 湿度％ 風向 風速m/sec

9:30 晴 22.5 43 南 0.7

10:00 晴 22.0 43 南南東 1.1

11:00 晴 22.5 49 東南東 2.4

12:00 晴 21.5 49 南南東 1.5

13:00 晴 22.0 50 南南西 3.5

14:00 晴 23.0 40 南東 1.3

15:00 晴 22.5 40 東南東 1.4

16:00 晴 22.5 40 南東 1.1

Ｗ80女子

W60跳躍五種女子

走幅跳

走高跳

棒高跳

記録主任：滝上　勝也

主　　催：NPO法人和歌山マスターズ陸上競技連盟

　PR：県新　GR：大会新

後　　援：和歌山県 和歌山県教育委員会 公益社団法人和歌山県体育協会 和歌山市 和歌山市教育委員会 和歌山市体育協会 ＮＨＫ和歌山放送局

　　　　　朝日新聞和歌山総局 毎日新聞和歌山支局 読売新聞和歌山支局　産経新聞社 テレビ和歌山 和歌山放送 わかやま新報 ニュース和歌山

運営協力：一般財団法人和歌山陸上競技協会

【気象状況】

トラック：中村　勝久

フィールド：阪本　憲二

総  　務：関　めり子

砲丸投

三段跳

立五段跳


