
第４７回　近畿地区高等専門学校体育大会　（大会コード：１０５０１１７１） 　決勝記録一覧表 平成２２年７月２４日（土）

橿原公苑陸上競技場　（競技場コード：２９１０２０）

（男子）

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 西　勇也 １１．２８ 八木　遼太郎 １１．４２ 斎藤　秀樹 １１．４７ 高崎　正明 １１．５０ 田宮　周 １１．６６ 硎屋　貴稔 １１．８１ 高津　周平 １１．９０ － －

風:＋０．１ 奈良　２ 明石　５ 近畿大学　２ 神戸市立　３ 神戸市立　４ 近畿大学　３ 大阪府立　３ －

２００ｍ 斎藤　秀樹 ２３．０４ 藤原　健太郎 ２３．０６ 関本　泰章 ２３．０８ 硎屋　貴稔 ２３．３４ 谷　亮矢 ２３．９９ 竹内　大晴 ２４．２２ 大橋　一徳 ２４．５６ － －

風:－０．６ 近畿大学　３ 奈良　３ 明石　２ 近畿大学　３ 大阪府立　２ 近畿大学　１ 和歌山　２ －

４００ｍ 矢野　健太 ５０．３５ 洞　誠二 ５０．７３ 清水　剛士 ５１．７３ 三木　規睦 ５２．４９ 高橋　龍也 ５２．６５ 三木　貴光 ５３．１０ 萩原　勇亮 ５４．８０ 西尾　勇佑 ５５．７７

神戸市立　４ 近畿大学　４ 近畿大学　２ 神戸市立　３ 舞鶴　３ 神戸市立　３ 明石　２ 明石　５

８００ｍ 志賀　俊久 １．５９．８９ 内田　光耶 ２．０１．１３ 大井　一登 ２．０２．４４ 小松　巡 ２．０２．５３ 佐藤　峻 ２．０８．２３ 中島　吉太郎 ２．０８．８２ 児玉　貴之 ２．１０．３９ 松葉　祥吾 ２．１１．１０

神戸市立　２ 舞鶴　５ 近畿大学　２ 奈良　４ 明石　５ 和歌山　４ 明石　２ 神戸市立　３

１５００ｍ 中岡　崇志 ４．１２．０６ 今立　呼南 ４．１３．１０ 桒垣　和輝 ４．１３．５１ 田中　翔太 ４．１６．２７ 門馬　伸光 ４．１７．１３ 井上　涼平 ４．２１．４３ 玉置　瑞基 ４．２５．７８ 山本　壮大 ４．２８．１４

奈良　４ NGR 明石　４ 舞鶴　４ 神戸市立　４ 舞鶴　３ 明石　２ 和歌山　３ 明石　４

５０００ｍ 三石　愛明 １６．０５．０８ 道根　康登 １６．３２．５２ 平野　健 １６．５９．４４ 永田　晃一 １７．１２．１３ 小泉　勇太 １７．１４．４４ 段塚　裕貴 １７．１４．４５ 渡辺　宏幸 １７．３０．３６ 岡本　廉 １７．３１．５４

近畿大学　１ 近畿大学　３ 明石　４ 神戸市立　３ 神戸市立　３ 明石　３ 神戸市立　２ 和歌山　３

１１０ｍＨ 藪根　秀和 １５．４０ 洞　誠二 １５．４１ 田村　慶太 １６．５０ 三塚　晴也 １６．６０ 濵野　雅史 １７．２０ 武田　雄斗 １７．７３ 文谷　明嗣 １８．３９ 田村　聡二郎 １８．７５

風:－１．５ 近畿大学　３ ＮＧＲ 近畿大学　４ NGR 舞鶴　４ 神戸市立　４ 明石　２ 近畿大学　１ 神戸市立　１ 舞鶴　２

４×１００ｍ 斎藤　秀樹 ４３．７２ 大原　涼史 ４３．８９ 西角　和泰 ４４．０２ 澤村　駿太 ４４．９２ 弓倉　和真 ４４．９６ 黒瀬　勝正 ４５．５２ 西脇　寛樹 ４５．７１

天野　翼 石田　崇人 高崎　正明 藤原　健太郎 和田口　直弥 高津　周平 高橋　龍也

竹内　大晴 八木　遼太郎 矢野　健太 中出　啓介 辻岡　伸 中島　寛貴 渡邉　知大

洞　誠二 関本　泰章 田宮　周 西　勇也 酒井　祐輝 谷　亮矢 石塚　貴啓

近畿大学 明石 神戸市立 奈良 和歌山 大阪府立 舞鶴

４×４００ｍ 竹内　大晴 ３．２７．０３ 西角　和泰 ３．２７．１９ 八木　遼太郎 ３．２７．６５ 大門　昌平 ３．３７．７３ 根山　和也 ３．４０．８８ 斎藤　聡基 ３．４２．５３ 谷口　智哉 ３．４９．２８

清水　剛士 志賀　俊久 田村　泰崇 門馬　伸光 竹内　崇馬 山内　真 木村　光希

硎屋　貴稔 三木　規睦 安達　充洋 桒垣　和輝 図子　裕太 中出　啓介 楠山　由

洞　誠二 矢野　健太 関本　泰章 内田　光耶 吉尾　祐希 竹山　紘平 久保　寛

近畿大学 神戸市立 明石 舞鶴 大阪府立 奈良 和歌山

走高跳 高木　達馬 １ｍ７９ 安達　充洋 １ｍ７６ 宮脇　孝弥 １ｍ７６ 平山　竜二 １ｍ７６ 田村　慶太 １ｍ７０ 阪口　亮 １ｍ７０ 近藤　智行 １ｍ６５ 岩田　和希 １ｍ６５

明石　２ 明石　４ 明石　３ 神戸市立　２ 舞鶴　４ 近畿大学　３ 舞鶴　２ 近畿大学　２

走幅跳 天野　翼 ６ｍ７７ 藪根　秀和 ６ｍ３５ 市瀬　佑磨 ６ｍ３０ 淺川　悟大 ６ｍ２２(+3.1) 黒瀬　勝正 ６ｍ１４ 中島　寛貴 ６ｍ０８ 藤原　壮馬 ６ｍ０１(+3.7) 戸田　颯 ５ｍ７６(+2.6)

近畿大学　３ ＋０．７ 近畿大学　３ ＋１．９ 神戸市立　３ ＋０．７ 明石　１ 公6m16(+2.0) 大阪府立　２ ＋０．７ 大阪府立　３ ＋０．４ 明石　３ 公5m32(+0.1) 神戸市立　１ 公5m53(+1.9)

三段跳 天野　翼 １３ｍ８４ 清水　剛士 １３ｍ４７ 西脇　寛樹 １２ｍ９３ 黒瀬　勝正 １２ｍ９２ 長谷川　諒 １２ｍ８９ 市瀬　佑磨 １２ｍ７３ 高津　周平 １２ｍ４２ 大原　淳史 １２ｍ３５

近畿大学　３ ＋０．９ 近畿大学　２ ＋０．１ 舞鶴　４ ＋０．９ 大阪府立　２ ＋１．２ 近畿大学　３ ±０．０ 神戸市立　３ ＋０．４ 大阪府立　３ ＋０．９ 明石　４ －０．６

砲丸投 久保田　大輝 １３ｍ１１ 岸尾　寛民 １１ｍ６８ ｹｵﾏﾝｳﾞｫﾝ ﾁｯﾀｳﾞｫﾝ １０ｍ４７ 峠口　文孝 １０ｍ２９ 村田　守 ９ｍ９１ 濱中　亮佑 ９ｍ７３ 山根　健嗣 ９ｍ５６ 高木　達馬 ９ｍ２２

近畿大学　２ 近畿大学　５ 明石　５ 大阪府立　５ 和歌山　１ 近畿大学　３ 神戸市立　４ 明石　２

円盤投 久保田　大輝 ４２ｍ９０ 岸尾　寛民 ３６ｍ８０ 中村　吉成 ２８ｍ４３ 3位 梶本　健太郎 ２８ｍ４３ 峠口　文孝 ２８ｍ１６ 田村　泰崇 ２７ｍ８４ 岩田　和希 ２６ｍ６９ 青木　翔汰 ２５ｍ５１

近畿大学　２ NGR 近畿大学　５ 舞鶴　４ 　　神戸市立　１ 大阪府立　５ 明石　４ 近畿大学　２ 明石　２

やり投 田村　泰崇 ５６ｍ００ 阪口　亮 ５０ｍ１４ 金児　有人 ４８ｍ１３ 濱中　亮佑 ４７ｍ９４ 冨永　浩太 ４６ｍ００ 谷岡　真実 ４３ｍ１４ 中島　吉太郎 ４１ｍ４２ 西尾　勇佑 ４０ｍ０９

明石　４ NGR 近畿大学　３ 近畿大学　３ 近畿大学　３ 和歌山　５ 舞鶴　３ 和歌山　４ 明石　５

学校対校 近畿大学 １３２点 明石 ６４点 神戸市立 ５５点 舞鶴 ３１点 奈良 ２６点 大阪府立 １６点 和歌山 ７点

（女子）
日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 大道　爽香 １２．９２ 魚橋　未紗 １３．３８ 矢口　栞梨 １４．０９ 岩下　未友貴 １４．２３ 尾崎　美沙 １４．４２ 浅野　七瀬 １４．４７ 岸川　史歩 １４．６９ 関　夏未 １５．１６
風:－２．０ 近畿大学　１ NGR 神戸市立　４ EGR 近畿大学　１ 神戸市立　４ 近畿大学　２ 明石　１ 和歌山　１ 和歌山　１
８００ｍ 柳瀬　結月 ２．３０．３８ 佐藤　彩 ２．３７．０５ 岸川　史歩 ２．３９．０９ 樽井　美奈実 ２．５１．３２ 中島　晶子 ２．５２．６９ 松下　由賀子 ２．５３．４７ 河内　あゆ ３．１２．６８ 倉田　沙紀 ３．３０．９４

神戸市立　４ 近畿大学　１ 和歌山　１ 明石　３ 近畿大学　１ 奈良　２ 明石　３ 奈良　２

走幅跳 大道　爽香 ５ｍ５８ 矢口　栞梨 ５ｍ０３ 中川　優香 ４ｍ６７ 佐藤　彩 ４ｍ６５ 林　里紗 ４ｍ２３(+4.1) 浅野　七瀬 ４ｍ０９(+2.9) 樽井　美奈実 ３ｍ６８ － －

近畿大学　１ NGR＋０．１ 近畿大学　１ ＋１．２ 大阪府立　２ ±０．０ 近畿大学　１ ＋１．６ 明石　２ 公4m10(+1.6) 明石　１ 公3m80(+0.4) 明石　３ ＋１．６ －

砲丸投 中島　晶子 ７ｍ９１ 岩下　未友貴 ７ｍ７３ 尾崎　美沙 ７ｍ３１ － － － － － － － － － －

近畿大学　１ 神戸市立　４ 近畿大学　２ － － － － －

NGR:大会新記録
EGR:大会タイ記録 ＜気象状況＞

主催 近畿地区高等専門学校体育連盟 総 務

トラック審判長

主管 奈良工業高等専門学校 フィールド審判長

奈良陸上競技協会 記 録 主 任

  安 達   昌 広
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日 時刻 天候 気温 ℃ 湿度％ 風向・風速 m/s
24 10:00 晴 33.0 58 西北西1.0
24 12:00 晴 36.0 51 北北西1.2
24 14:00 晴 38.0 46 北3.4


