
審判長 細見　育雄

第 55 回 近畿地区高等専門学校体育大会
丹波自然運動公園陸上競技場 記録主任 長尾　吉浩

性 　　　　　１　位 　　　　　２　位 　　　　　３　位 　　　　　４　位 　　　　　５　位 　　　　　６　位
別 氏名 記録 氏名 記録 氏名 記録 氏名 記録 氏名 記録 氏名 記録

100m +2.4m 山田　恭平 近大 4 10”77 山西　勇介 近大 2 10”99 濱田　敬文 奈良 4 11”02 冨安　達也 府大 5 11”07 中川　学 近大 5 11”34 岡本　章宏 神戸 2 11”52

200m +3.9m 山田　恭平 近大 4 21”92 吉矢　悠大 近大 2 22”44 橋本　紳吾 神戸 3 22”58 鈴木　健太 近大 3 23”77 安立　健太郎 神戸 2 24”45    #####

400m 東森　夏輝 近大 2 50”62 中井　樹 近大 2 51”07 熊谷　鷹 舞鶴 4 52”78 大平　翔 神戸 4 54”15 森岡　直章 神戸 1 60”08 北川　和弥 舞鶴 1 60”36

800m 近藤　勇太 近大 2 北山　海偉大 神戸 3 中村　義隆 近大 1 中西　和輝 府大 5 東　凜汰 近大 1 大城　篤司 府大 4

1500m 金 智剛 明石 3 橋本　遼佑 神戸 2 若林　駿 奈良 4 山田　哲平 府大 3 大淵 亮輔 明石 1 中尾　友登 神戸 1

5000m 山本　寛吉 神戸 3 上野　竜弥 神戸 1 西岡　佳祐 和歌山 3 梶原　柾希 近大 4 小林　大輝 舞鶴 3 石原　匠 舞鶴 1

110mH +1.9m 北野 友啓 明石 5 15”13 長田　一晟 近大 1 15”82 山尾　竜也 近大 3 15”83 國森　皓貴 奈良 5 16”12 牧田 颯平 明石 2 18”71    #####
山西　勇介 児島　大河 岡本　章宏 上城　祐貴 樋口 遼太郎
山田　恭平 濱田　敬文 橋本　紳吾 冨安　達也 藤岡 宏輔
吉矢　悠大 古川　壮汰 熊澤　武始 上野　敦寛 寒竹 志勇
中川　学 森本　奏多 大村　悠真 箭野　立樹 丸山 結貴弥

東森　夏輝 國森　皓貴 寒竹 志勇 上城　祐貴 熊谷　鷹 中村　瑞稀
近藤　勇太 古川　壮汰 藤岡 宏輔 上野　敦寛 新田　鉄朗 舛田　隼
吉矢　悠大 森本　奏多 樋口 遼太郎 北条　駿人 高橋　龍生 西岡　佳祐
田原　隼輝 濱田　敬文 福井 健人 中西　和輝 藤木　勇成 渕川　直紀

(２位)
走高跳 本田　基偉 近大 2 2m02 西川　陽人 近大 3 1m85 音成　岬 奈良 2 1m85 森本　奏多 奈良 2 1m80 秋吉　和総 和歌山 5 1m50 - - 　

(+3.2) (+1.7) (+2.3) (+2.0) (+2.1) (+2.1)

走幅跳 伊藤　陸 近大 3 7m15 上地　海斗 近大 4 6m85 冨安　達也 府大 5 6m53 上城　祐貴 府大 3 6m41 伊藤　　渉 近大 1 6m34 熊澤　武始 神戸 5 6m32
(+2.5) (+2.0) (+1.0) (±0.0) (+1.1) (+0.7)

三段跳 伊藤　陸 近大 3 14m78 大山　佑天 近大 2 13m65 熊澤　武始 神戸 5 13m27 上野　敦寛 府大 3 13m24 鈴木　健太 近大 3 13m06 松﨑　拓実 府大 4 12m71

砲丸投 大村　悠真 神戸 2 12m75 上地　海斗 近大 4 11m69 神林　優太郎 近大 4 11m35 東森　夏輝 近大 2 10m95 上村 拓也 明石 2 10m58 大津　大翔 神戸 1 9m81

円盤投 大村　悠真 神戸 2 42m25 神林　優太郎 近大 4 38m97 上村 拓也 明石 2 32m50 山中　竣介 神戸 1 31m58 小島　理志 奈良 4 29m95 九鬼 拓也 明石 4 27m33

やり投 西川　陽人 近大 3 47m90 井上　雄登 和歌山 5 46m66 岡田　恭汰 奈良 4 38m20 山中　竣介 神戸 1 38m16 菅田　千生 和歌山 2 35m32 小森山 友大 明石 4 33m64

100m +2.9m 廣瀬　百恵 神戸 5 13”54 東尾　瑚子 奈良 4 13”67 河崎　慈愛 舞鶴 4 13”71 石谷　文絵 神戸 4 13”75 細川　菜希 和歌山 4 14”26 上山　真未 神戸 2 14”35

800m 上月 凛 明石 1 福井 智美 明石 1 青山　宙未 府大 2 藤谷　麿生 神戸 4 岩崎　京香 神戸 1
廣瀬　百恵 山口　叶夢 北村　芽衣
石谷　文絵 東尾　瑚子 柏木　みゆき

上山　真未 床呂　祐佳 薗田　恋果
大平　美優 平松　律子 細川　菜希

(+2.0) (+3.0) (+1.6) (+1.7) (+0.8) (+2.9)

走幅跳 石谷　文絵 神戸 4 4m82 廣瀬　百恵 神戸 5 4m72 山口　叶夢 奈良 1 4m53 上山　真未 神戸 2 4m47 浮田　紗希 府大 2 4m14 床呂　祐佳 奈良 1 3m88

砲丸投 大平　美優 神戸 2 9m55 藤本 恭子 明石 5 9m43 小川　万里奈 奈良 4 8m39 山口　叶夢 奈良 1 8m24 村上　奈々美 舞鶴 1 7m00 中村　木乃葉 舞鶴 2 6m92

(備考) ◎=大会新,○=大会タイ

対抗得点
1位 2位 3位 4位 5位 6位

近大 143.5 点 神戸 65 点 奈良 34.5 点 明石 32 点 府大 27 点 和歌山 14 点
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＜男子＞

44”0743”60神戸 府大4×100mR 近大 奈良 43”3942”43

3’26”86 奈良 3’32”64近大4×400mR
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明石 45”77

和歌山 3’52”13舞鶴 3’47”53

奈良 56”74
女
子

種目
風向
風速

明石 3’34”73 府大 3’35”39

学校名 学校名

2’06”47

4’26”45

平成30年7月14日(土)

和歌山 65”154×100mR 神戸 53”87


