
2014年7月5日(土)・6日（日） 大会名 第５１回近畿地区　高等専門学校体育大会 大会コード　 14501711

一般財団法人三重陸上競技協会　 コード２４ ト ラ ッ ク 審 判 長 矢藤　昌克

主催団体名 近畿大学工業高等専門学校 競技場名 鈴鹿市営石垣池公園陸上競技場 競技場コード　 243080 跳 躍 審 判 長 谷　映親

近畿地区高等専門学校体育連盟 投 て き 審 判 長 谷　映親

記 録 主 任 南部　朗

日付 種目

藤原　慎二郎(4) 11.00 宇野　潤一(3) 11.60 岩本　好広(3) 11.62 中井　友厚(2) 11.67 富山　新司(4) 11.75 宮田　昇一(2) 11.84 金内　高志(3) 11.95 太田　郁也(4) 12.05

奈良・奈良高専 京都・舞鶴高専 奈良・奈良高専 兵庫・神戸市立高専 三重・近大高専 三重・近大高専 奈良・奈良高専 大阪・大阪府立高専

藤原　慎二郎(4) 21.99 中井　友厚(2) 23.03 岡本　翔也(2) 23.27 木下　凌太朗(1) 23.50 宮田　昇一(2) 23.77 富山　新司(4) 23.93 五月女　瑞貴(4) 24.62 河岸　壮志(3) 24.99

奈良・奈良高専 兵庫・神戸市立高専 三重・近大高専 兵庫・明石高専 三重・近大高専 三重・近大高専 大阪・大阪府立高専 奈良・奈良高専

中谷　航也(3) 51.00 岡本　翔也(2) 52.28 平山　伊澄(2) 52.43 谷田　直哉(3) 53.66 川妻　壱暢(4) 54.03 谷岡　樹(2) 54.59 岡田　竜来(2) 54.69

三重・近大高専 三重・近大高専 兵庫・明石高専 兵庫・明石高専 大阪・大阪府立高専 兵庫・明石高専 三重・近大高専

結城　大智(4) 2:02.19 田中　健大(3) 2:04.14 永尾　浩貴(4) 2:04.29 川妻　壱暢(4) 2:05.21 牧野　太一(4) 2:06.69 東谷　卓哉(1) 2:09.06 横尾　武尊(3) 2:10.53 谷田　直哉(3) 2:11.66

三重・近大高専 京都・舞鶴高専 奈良・奈良高専 大阪・大阪府立高専 京都・舞鶴高専 三重・近大高専 三重・近大高専 兵庫・明石高専

北﨑　浩太(3) 4:07.01 濵　星哉(2) 4:10.68 松永　昂大(5) 4:12.46 平沼　光象(3) 4:15.20 上垣　直人(4) 4:15.94 大田　健司(2) 4:17.66 川瀬　翔矢(1) 4:24.53 安徳　七海(2) 4:24.88

三重・近大高専 GR 三重・近大高専 兵庫・神戸市立高専 兵庫・明石高専 兵庫・神戸市立高専 兵庫・明石高専 三重・近大高専 兵庫・神戸市立高専

伊藤　駿介(2) 15:40.18 國見　幸生(3) 15:41.93 西浦　悠人(3) 15:46.57 平沼　光象(3) 15:55.09 前川　寛太(3) 16:47.24 小川　椋太郎(2) 16:52.51 岡　健太朗(2) 16:55.79 岡　高志(2) 17:24.46

三重・近大高専 三重・近大高専 三重・近大高専 兵庫・明石高専 京都・舞鶴高専 奈良・奈良高専 京都・舞鶴高専 京都・舞鶴高専

川畑　夏唯(3) 15.55 武田　雄斗(5) 15.98 小倉　健吾(1) 17.14 北野　友啓(1) 17.26 國森　皓貴(1) 17.54 柏原　悠二(1) 18.78 冨安　達也(1) 19.54

三重・近大高専 三重・近大高専 三重・近大高専 兵庫・明石高専 奈良・奈良高専 兵庫・神戸市立高専 大阪・大阪府立高専

近大高専・三重 42.97 奈良高専・奈良 43.29 神戸市立高専・兵庫 44.30 明石高専・兵庫 44.34 大阪府立高専・大阪 45.80

西沢　隆汰(1) 渕田　健介(2) 谷川　有矢(5) 平山　伊澄(2) 太田　郁也(4)

宮田　昇一(2) 藤原　慎二郎(4) 城　佑弥(4) 木下　凌太朗(1) 井上　航輝(1)

竹内　大晴(5) 岩本　好広(3) 阿南　将(4) 米田　隼都(3) 冨安　達也(1)

岡本　翔也(2) 河岸　壮志(3) 中井　友厚(2) 木山　諒(4) 五月女　瑞貴(4)

近大高専・三重 3:27.42 奈良高専・奈良 3:30.04 神戸市立高専・兵庫 3:35.68 舞鶴高専・京都 3:36.46 大阪府立高専・大阪 3:38.65 明石高専・兵庫 3:39.25

宮田　昇一(2) 渕田　健介(2) 阿南　将(4) 石津　憲人(3) 太田　郁也(4) 平山　伊澄(2)

小野　光(3) 藤原　慎二郎(4) 松永　昂大(5) 牧野　太一(4) 川妻　壱暢(4) 木山　諒(4)

中谷　航也(3) 澤村　俊太郎(5) 中井　友厚(2) 田中　健大(3) 中西　和輝(1) 大田　健司(2)

岡本　翔也(2) 岩本　好広(3) 上垣　直人(4) 金山　昻太(3) 徳田　拓眞(2) 米田　隼都(3)

米田　隼都(3) 1m85 木山　諒(4) 1m80 山本　育史(3) 1m75 宮口　航太(1) 1m75 杉野森　拓馬(1) 1m70 宇井　達郎(1) 1m70 秋吉　和総(1) 1m55 中野　源太(3) 1m55

兵庫・明石高専 兵庫・明石高専 三重・近大高専 三重・近大高専 奈良・奈良高専 兵庫・明石高専 和歌山・和歌山高専 大阪・大阪府立高専

小野　光(3) 6m54(+1.9) 村上　豪一(3) 6m35(+0.9) 沖　昌(4) 6m27(+2.2) 竹内　誠(3) 6m21(+3.4) 大川　璃久(1) 6m18(+1.3) 千賀　皓史(4) 6m10(+3.2) 塩地　優樹(2) 5m84(+2.4) 西畑　裕也(2) 5m74(+1.6)

三重・近大高専 大阪・大阪府立高専 大阪・大阪府立高専 *F2 奈良・奈良高専 *F6 三重・近大高専 京都・舞鶴高専 *F3 兵庫・神戸市立高専 *F2 奈良・奈良高専

公認6m18(+1.3) 公認6m17(+1.9) 公認6m08(+1.3) 公認5m82(+0.3)

竹内　大晴(5) 15m08(+1.2) 小野　光(3) 13m46(-0.1) 塩地　優樹(2) 13m31(+1.2) 仙田　将久(3) 13m14(+1.2) 岩本　遼生(2) 12m92(+3.2) 沖　昌(4) 12m52(+3.2) 河出　壱貫(1) 12m32(+3.7) 今石　安紀(1) 12m06(+1.8)

三重・近大高専 GR 三重・近大高専 兵庫・神戸市立高専 大阪・大阪府立高専 兵庫・明石高専 *F6 大阪・大阪府立高専 *F2 三重・近大高専 *F6 兵庫・神戸市立高専

公認12m80(+1.3) 公認11m86(+2.0) 公認11m80(+1.7)

浅井　惣一郎(3) 12m01 小野　大樹(2) 11m67 古橋　慎ノ介(2) 10m92 山澤　優(2) 10m39 宮本　章弘(2) 10m30 垣尾　勇樹(2) 9m77 中谷　亮太　(4) 9m76 武田　雄斗(5) 9m71

兵庫・明石高専 奈良・奈良高専 三重・近大高専 和歌山・和歌山高専 和歌山・和歌山高専 兵庫・明石高専 兵庫・明石高専 三重・近大高専

古橋　慎ノ介(2) 37m94 山澤　優(2) 33m44 藤本　到真(3) 32m02 梶本　健太郎(5) 31m55 阿南　将(4) 31m08 浅井　惣一郎(3) 30m62 向出　京平(5) 30m20 宮本　悠生(5) 28m65

三重・近大高専 和歌山・和歌山高専 京都・舞鶴高専 兵庫・神戸市立高専 兵庫・神戸市立高専 兵庫・明石高専 三重・近大高専 兵庫・神戸市立高専

川畑　夏唯(3) 57m31 橋本　純樹(4) 48m20 岩本　遼生(2) 47m76 前田　悠貴(2) 46m56 文谷　明嗣(5) 42m72 武村　滉太(2) 37m72 中谷　亮太　(4) 37m61 向出　京平(5) 34m99

三重・近大高専 GR 京都・舞鶴高専 兵庫・明石高専 兵庫・神戸市立高専 兵庫・神戸市立高専 京都・舞鶴高専 兵庫・明石高専 三重・近大高専

三木原　芹奈(2) 13.61 松田　早也香(1) 14.18 山添　玲央菜(3) 14.22 廣瀬　百恵(1) 14.28 北野　伊淑(4) 14.79 井戸本　悠伽(2) 15.19 吉川　実玖(1) 16.55

兵庫・神戸市立高専 京都・舞鶴高専 三重・近大高専 兵庫・神戸市立高専 兵庫・神戸市立高専 和歌山・和歌山高専 奈良・奈良高専

鶴石　佳也(2) 2:20.89 西川　真由(3) 2:22.14 鶴石　侑子(2) 2:23.86 木村　真結(1) 2:29.74 木本　麗香(1) 2:31.59 中野　沙紀(1) 2:32.34 新居　由香里(3) 2:42.11 松浦　里加(3) 2:53.81

兵庫・明石高専 奈良・奈良高専 兵庫・神戸市立高専 兵庫・明石高専 京都・舞鶴高専 三重・近大高専 大阪・大阪府立高専 兵庫・明石高専

山添　玲央菜(3) 4m92(+1.4) 浅野　加奈子(3) 4m54(+0.8) 廣瀬　百恵(1) 4m46(+1.3) 西村　梨央(2) 4m15(+2.4) 宮部　真帆(1) 3m80(+1.8)

三重・近大高専 大阪・大阪府立高専 兵庫・神戸市立高専 兵庫・神戸市立高専 *F5 兵庫・明石高専

公認4m03(+2.0)

宮本　佳奈(4) 10m48 藤本　恭子(1) 9m53 見市　絢香(4) 7m41 出﨑　名津子(3) 6m56 関　香音(2) 5m64 寺田　満里奈(2) 5m42

和歌山・和歌山高専 兵庫・明石高専 兵庫・神戸市立高専 和歌山・和歌山高専 和歌山・和歌山高専 兵庫・明石高専

対抗得点 対抗得点 近大高専 134点 明石高専 53点 奈良高専 45点 神戸市立高専 37点 舞鶴高専 28点 大阪府立高専 22点 和歌山高専 10点

凡例  GR:大会記録 *F2:２回目が公認最高 *F3:３回目が公認最高 *F5:５回目が公認最高 *F6:６回目が公認最高

決　勝　一　覧　表

期　日

陸協名

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

7月5日
男子100m
風：-2.0

7月6日
男子200m
風：-1.9

7月5日 男子400m

7月6日 男子800m

7月5日 男子1500m

7月6日 男子5000m

7月6日
男子110mH

(106.7㎝/9.14m)
風：-1.3

7月5日 男子4×100mR

7月6日 男子4×400mR

7月5日 男子三段跳

7月6日
男子砲丸投
(6.000kg)

7月5日 男子走高跳

7月6日 男子走幅跳

7月5日
男子円盤投
(1.750kg)

7月6日
男子やり投
(800g)

7月5日
女子100m
風：-2.8

7月6日
女子砲丸投
(4.000kg)

7月6日 女子800m

7月6日 女子走幅跳


