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決勝一覧表

堺市金岡公園陸上競技場　272010
種別 種目名 日付

藤原　慎二郎(3) 10,83/+0.7 西　勇也(5) 11,24/+0.7 牛田　匡哉(4) 11,31/+0.7 宇野　潤一(2) 11,42/+0.7 淺川　悟大(4) 11,50/+0.7 中井　友厚(1) 11,53/+0.7 城　佑弥(3) 11,53/+0.7 斎藤　秀樹(5) 11,70/+0.7

奈良高専 NGR 奈良高専 近大高専 舞鶴高専 明石高専 神戸高専 神戸高専 近大高専

藤原　慎二郎(3) 21,78/+0.7 牛田　匡哉(4) 22,68/+0.7 斎藤　秀樹(5) 22,84/+0.7 富山　新司(3) 23,37/+0.7 松浦　穰(1) 23,83/+0.7 五月女　瑞貴(3) 23,89/+0.7 入倉　拓馬(2) 24,16/+0.7

奈良高専 NGR 近大高専 近大高専 近大高専 奈良高専 府大高専 明石高専

島岡　大貴(3) 50,04 中谷　航也(2) 50,96 西岡　雅敏(3) 53,27 野﨑　翔(4) 54,88 明賀　法之(5) 56,85 渕田　健介(1) 56,95

近大高専 近大高専 近大高専 明石高専 奈良高専 奈良高専

川妻　壱暢(3) 2:01,21 谷岡　芳樹(4) 2:03,84 横尾　武尊(2) 2:04,12 牧野　太一(3) 2:05,61 田中　健大(2) 2:07,42 永尾　浩貴(3) 2:09,34 濵　生哉(1) 2:14,92

府大高専 舞鶴高専 近大高専 舞鶴高専 舞鶴高専 奈良高専 近大高専

北﨑　浩太(2) 4:10,17 上垣　直人(3) 4:18,03 松永　昂大(4) 4:21,66 中岡　裕志(3) 4:24,69 大田　　健司(1) 4:27,24 安德　七海(1) 4:29,28 谷口　涼太(1) 4:30,51 玉置　将人(3) 4:30,85

近大高専 NGR 神戸高専 神戸高専 近大高専 明石高専 神戸高専 舞鶴高専 和歌山高専

國見　幸生(2) 16:40,89 平沼　光象(2) 16:42,98 木村　瞭太(3) 16:46,27 前川　寛太(2) 17:13,97 小川　椋太郎(1) 17:19,58 小谷　卓歩(2) 17:37,25 結城　大智(3) 18:00,83 宮澤　一樹(1) 18:43,64

近大高専 明石高専 奈良高専 舞鶴高専 奈良高専 近大高専 近大高専 神戸高専

濱本　悠司(3) 14,93/-0.2 西村　啓佑(3) 15,64/-0.2 宇野　潤一(2) 15,90/-0.2 武田　雄斗(4) 15,94/-0.2 米田　　隼都(2) 16,83/-0.2 田村　聡二郎(5) 18,16/-0.2 小西　智(2) 20,38/-0.2

近大高専 近大高専 舞鶴高専 近大高専 明石高専 舞鶴高専 明石高専

奈良高専 42,41 近大高専 42,70 神戸高専 44,09 舞鶴高専 44,20 明石高専 44,32 府大高専 46,41

金内　高志(2) NGR 斎藤　秀樹(5) 中井　友厚(1) 足立　知輝(3) 古賀　遼(4) 太田　郁也(3)

藤原　慎二郎(3) 牛田　匡哉(4) 谷川　有矢(4) 宇野　潤一(2) 浅川　悟大(4) 五月女　瑞貴(3)

岩本　好広(2) 富山　新司(3) 阿南　将(3) 石津　憲人(2) 賀内　　諒(4) 黒瀬　勝正(5)

西　勇也(5) 濱本　悠司(3) 城　佑弥(3) 千賀　皓史(3) 関本　泰章(4) 沖　昌(3)

近大高専 3:22,73 明石高専 3:31,38 奈良高専 3:34,88 神戸高専 3:36,32 府大高専 3:36,68 舞鶴高専 3:40,15

中山　大之(3) NGR 古賀　遼(4) 岩本　好広(2) 中井　友厚(1) 東　史晃(5) 足立　知輝(3)

西村　啓佑(3) 萩原　勇亮(5) 澤村　俊太郎(4) 上垣　直人(3) 黒瀬　勝正(5) 牧野　太一(3)

岩田　和希(5) 米田　隼都(2) 松浦　穰(1) 松永　昂大(4) 川妻　壱暢(3) 田中　健大(2)

清水　剛士(5) 関本　泰章(4) 竹内　誠(2) 阿南　将(3) 徳田　拓眞(1) 谷岡　芳樹(4)

米田　隼都(2) 1m85 清水　剛士(5) 1m85 西村　啓佑(3) 1m85 平山　竜二(5) 1m80 山本　育史(2) 1m75 木山　諒(3) 1m65 中野　源太(2) 1m50

明石高専 近大高専 近大高専 神戸高専 近大高専 明石高専 府大高専

清水　剛士(5) 6m95/-0.5 村上　豪一(2) 6m43/+0.6 宮永　貴大(3) 6m35/+0.6 千賀　皓史(3) 6m14/-0.6 竹内　誠(2) 6m07/-1.3 仙田　将久(2) 6m03/-0.3 石津　憲人(2) 6m01/+1.5 沖　昌(3) 5m91/+0.1

近大高専 府大高専 近大高専 舞鶴高専 奈良高専 府大高専 舞鶴高専 府大高専

竹内　大晴(4) 13m60/+0.1 中山　大之(3) 13m48/+1.1 黒瀬　勝正(5) 13m36/+1.0 仙田　将久(2) 13m20/+0.4 村上　豪一(2) 12m83/-1.7 塩地　優樹(1) 12m24/-0.1 梯　雄貴(3) 12m10/-0.5 戸田　颯(4) 11m89/+1.0

近大高専 近大高専 府大高専 府大高専 府大高専 神戸高専 明石高専 神戸高専

川畑　夏唯(2) 12m44 浅井　惣一郎(2) 11m66 井戸本　朋也(5) 11m50 山澤　優(1) 11m13 中谷　　亮太(3) 10m68 山澤　駿(3) 10m56 小野　大樹(1) 9m96 宮本　章弘(1) 9m42

近大高専 明石高専 近大高専 和歌山高専 明石高専 和歌山高専 奈良高専 和歌山高専

山澤　優(1) 32m81 梶本　健太郎(4) 32m72 石村　祥太(3) 32m03 山澤　駿(3) 30m72 藤本　到真(2) 30m27 岩田　和希(5) 30m04 浅井　惣一郎(2) 30m00 宮本　悠生(4) 28m48

和歌山高専 神戸高専 近大高専 和歌山高専 舞鶴高専 近大高専 明石高専 神戸高専

川畑　夏唯(2) 53m26 井戸本　朋也(5) 47m35 橋本　純樹(3) 47m15 岩本　遼生(1) 38m55 文谷　明嗣(4) 37m72 上平　智貴(5) 33m21 野崎　翔(4) 29m11 垣田　正樹(4) 26m91

近大高専 近大高専 舞鶴高専 明石高専 神戸高専 近大高専 明石高専 明石高専

三木原　芹菜(1) 12,96/+0.2 山添　玲央菜(2) 13,53/+0.2 北野　伊淑(3) 13,90/+0.2 浅野　七瀬(4) 14,93/+0.2 尾崎　芽衣(3) 15,32/+0.2

神戸高専 近大高専 神戸高専 明石高専 和歌山高専

鶴石　侑子(1) 2:18,06 鶴石　　佳也(1) 2:19,18 西川　真由(2) 2:22,28 新居　由香里(2) 2:36,63 倉田　沙紀(5) 2:44,13 松浦　里加(2) 2:46,64 赤松　麻由(3) 2:54,08

神戸高専 NGR 明石高専 NGR 奈良高専 NGR 府大高専 奈良高専 明石高専 明石高専

山添　玲央菜(2) 5m09/+0.6 浅野　加奈子(2) 4m72/-0.5 西村　梨央(1) 4m38/+0.5 桂田　結衣(2) 3m98/+0.1 東　くるみ(3) 3m60/+0.4 浅野　七瀬(4) 3m17/-0.7

近大高専 府大高専 神戸高専 明石高専 明石高専 明石高専

宮本　佳奈(3) 　 10m46 見市　絢香(3) 7m29 出﨑　名津子(2) 7m05 寺田　満里奈(1) 5m37 北野　栞理(3) 5m31 関　香音(1) 5m30

和歌山高専 神戸高専 和歌山高専 明石高専 明石高専 和歌山高専
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