
1年男子記録集(ﾘﾚｰ含む)



種別 日付 種目

オコーリ　オビンナ(1)  10.64 (+1.6) 藤江　琉雅(1)  10.66 (+1.6) 小西　拓斗(1)  10.71 (+1.6) 寺澤　大地(1)  10.72 (+1.6) 山口　大凱(1)  10.79 (+1.6) 福本　陸晴(1)  10.84 (+1.6) 澤田　潤(1)  10.87 (+1.6) 目黒　雄大(1)  10.91 (+1.6)

咲くやこの花・大阪 灘・兵庫 滝川第二・兵庫 洛南・京都 洛南・京都 乙訓・京都 比叡山・滋賀 滝川・兵庫

寺澤　大地(1)  22.13 (-0.6) 山口　大凱(1)  22.27 (-0.6) 中田　泰聖(1)  22.28 (-0.6) 岡林　功大(1)  22.37 (-0.6) 川口　大輝(1)  22.47 (-0.6) 田辺　開(1)  22.59 (-0.6) 藤野　大翔(1)  22.60 (-0.6) 横山　大空(1)  22.62 (-0.6)

洛南・京都 洛南・京都 大阪・大阪 三木・兵庫 五條・奈良 報徳・兵庫 橋本・和歌山 比叡山・滋賀

森本　錬(1)  49.36 岡林　功大(1)  49.77 三越　匠真(1)  49.78 松浦　航平(1)  50.71 鈴木　歩夢(1)  51.16 壹岐　元太(1)  51.28 伊藤　大輝(1)  51.53 末留　颯楽(1)  51.80

比叡山・滋賀 三木・兵庫 須磨東・兵庫 智辯カレッジ・奈良 滝川第二・兵庫 石部・滋賀 桃山学院・大阪 智辯カレッジ・奈良

東　秀太(1)  1:55.56 林田　蒼生(1)  1:56.01 岸本　琉生(1)  1:58.16 松浦　航平(1)  1:59.63 前田　陽向(1)  1:59.88 愚川　瑛晨(1)  2:00.10 山尾　知慶(1)  2:00.86 市川　侑生(1)  2:01.09

三田松聖・兵庫 須磨学園・兵庫 関大北陽・大阪 智辯カレッジ・奈良 洛南・京都 桃山・京都 川西緑台・兵庫 関大北陽・大阪

佐藤　圭汰(1)  3:55.44 前田　陽向(1)  3:59.03 林田　蒼生(1)  3:59.50 森田　隼也(1)  4:00.00 久田　朔(1)  4:02.21 原口　照規(1)  4:02.48 東　秀太(1)  4:03.54 大谷　祥輝(1)  4:06.85

洛南・京都 GR 洛南・京都 須磨学園・兵庫 智辯カレッジ・奈良 桜宮・大阪 清風・大阪 三田松聖・兵庫 京都外大西・京都

山下　結(1)  15:01.89 溜池　一太(1)  15:08.32 宮本　陽叶(1)  15:12.39 倉橋　慶(1)  15:18.67 寺本　京介(1)  15:26.45 渡辺　峻平(1)  15:54.24 阿戸　将太朗(1)  16:08.13 松本　雄大(1)  16:17.55

智辯カレッジ・奈良 洛南・京都 洛南・京都 智辯カレッジ・奈良 西脇工・兵庫 大阪・大阪 立命館・京都 草津東・滋賀

小池　綾(1)  15.10 (+0.5) 原　稜介(1)  15.13 (+0.5) 岡本　隆太(1)  15.18 (+0.5) 松本　望(1)  15.34 (+0.5) 小島　知真(1)  15.50 (+0.5) 宮野　和優(1)  15.65 (+0.5) 堤　瑶次(1)  15.73 (+0.5)

大塚・大阪 大阪・大阪 海南・和歌山 洛南・京都 明石南・兵庫 社・兵庫 水口東・滋賀

髙橋　孝太朗(1)  54.74 森　大喜(1)  55.81 山村　瞭太(1)  56.75 奥村　誠(1)  57.01 前田　宇翔(1)  58.12 新井　颯天(1)  58.57 山中　颯大(1)  58.58 淵田　聖(1)  1:01.99

姫路西・兵庫 草津東・滋賀 東住吉・大阪 膳所・滋賀 北千里・大阪 神戸科技・兵庫 花園・京都 近大和歌山・和歌山

清水　隼人(1)  9:20.24 小早川　凌真(1)  9:39.61 金高　哲哉(1)  9:40.51 吉田　光希(1)  9:46.03 土屋　温希(1)  9:46.12 原田　心(1)  9:50.94 塩路　悠耀(1)  9:54.19 辻本　拓実(1)  10:01.14

西京・京都 京都外大西・京都 洛南・京都 西脇工・兵庫 智辯カレッジ・奈良 花園・大阪 田辺工・和歌山 智辯カレッジ・奈良

奥野　達(1)  21:49.76 北村　亘(1)  22:55.28 土屋　温希(1)  23:18.64 持田　海勢(1)  23:23.43 杉林　直人(1)  23:31.77 岩本　侑羽(1)  23:41.89 矢木　雄斗(1)  23:55.91 西川　諒(1)  24:20.19

清風・大阪 田辺・京都 智辯カレッジ・奈良 西脇工・兵庫 春日丘・大阪 田辺工・和歌山 履正社・大阪 京都工学院・京都

水口　智貴(1)  4.50 原口　篤志(1)  4.20 杉本　遼(1)  4.20 福井　誠大(1)  3.90 松岡　純也(1)  3.80 加納　大河(1)  3.80 竹内　蓮(1)  3.80 漆畑　真司(1)  3.80

近大和歌山・和歌山 王寺工・奈良 北稜・京都 近大和歌山・和歌山 郡山・奈良 洛東・京都 近大附・大阪 洛東・京都

小池　綾(1)  2.01 小西　翔太(1)  1.98 播田　和志(1)  1.95 藤井　蓮也(1)  1.95 高寺　柊里(1)  1.95 前田　斎心(1)  1.89 大坂　駿平(1)  1.86 江口　和哉(1)  1.83

大塚・大阪 滝川第二・兵庫 社・兵庫 東海大仰星・大阪 滝川第二・兵庫 大塚・大阪 添上・奈良 桂・京都

松本　力丸(1)  6.95 (+1.2) 高瀬　一晟(1)  6.87 (-0.9) 大浦　涼介(1)  6.83 (+1.6) 長井　遥斗(1)  6.78 (+1.5) 藤田　脩斗(1)  6.46 (+0.9) 平田　崇人(1)  6.46 (+1.5) 橋本　寿一(1)  6.30 (+1.2) 山口　晴哉(1)  6.25 (+0.7)

太成学院・大阪 大塚・大阪 教大平野・大阪 洛南・京都 東大寺学園・奈良 尼崎双星・兵庫 三田祥雲館・兵庫 姫路・兵庫

深谷　海斗(1)  14.51 (-0.1) 舞永　夏稀(1)  14.20 (+0.5) 長井　遥斗(1)  13.72 (+0.3) 佐脇　岳(1)  13.70 (+0.1) 足立　稜河(1)  13.69 (+1.9) 須知　矢暉(1)  w13.65 (+2.2) 海道　藍真(1)  13.49 (+0.8) 宮田　晴人(1)  w13.41 (+2.4)

郡山・奈良 太成学院・大阪 洛南・京都 関大北陽・大阪 関大北陽・大阪 彦根翔西館・滋賀 津名・兵庫 北摂三田・兵庫

小林　聖(1)  14.13 菅沼　慶斗(1)  13.38 平松　幸恭(1)  13.37 尾田　力飛(1)  13.19 井上　堅斗(1)  13.06 久木　一星(1)  12.79 奥村　夏生(1)  12.51 田上　想良(1)  12.45

紀央館・和歌山 咲くやこの花・大阪 生野・大阪 桜宮・大阪 久御山・京都 和歌山北・和歌山 和歌山北・和歌山 市尼崎・兵庫

河野　純太(1)  40.34 籾谷　憲司(1)  39.47 原田　優飛(1)  37.80 菅野　壱心(1)  37.62 渡邊　泰生(1)  36.60 迫田　祥太(1)  35.75 西川　勝道(1)  35.26 中田　耀(1)  34.81

咲くやこの花・大阪 福井・大阪 明石商・兵庫 三田祥雲館・兵庫 花園・京都 大阪青凌・大阪 花園・京都 姫路工・兵庫

渡邊　泰生(1)  49.31 中田　耀(1)  46.49 奥村　夏生(1)  43.77 渡邊　陽介(1)  42.15 吉田　優将(1)  40.56 赤松　駿(1)  40.24 坂根　玄太郎(1)  36.95 中田　アドリアン(1)  36.15

花園・京都 姫路工・兵庫 和歌山北・和歌山 花園・京都 自由ヶ丘・兵庫 小野工・兵庫 峰山・京都 大阪・大阪

田上　想良(1)  54.82 井上　堅斗(1)  53.79 川口　翔(1)  53.52 出路　仁斗(1)  52.06 川田　悠貴(1)  48.98 加門　純人(1)  48.67 山内　真尋(1)  48.38 中神　拓人(1)  45.81

市尼崎・兵庫 久御山・京都 紀央館・和歌山 八幡・滋賀 久御山・京都 東海大仰星・大阪 京都共栄・京都 東大寺学園・奈良

洛南・京都  40.73 関大北陽・大阪  41.19 東海大仰星・大阪  41.29 奈良育英・奈良  41.35 咲くやこの花・大阪  41.46 乙訓・京都  41.93 社・兵庫  41.96 市西宮・兵庫  42.17

平野　智也(2) 堀口　柚貴(2) 川田　一稀(2) 亀井　啓人(1) 西山　樹(2) 長澤　蒼馬(2) 森永　悠斗(1) 藤本　陽紀(1)

木下　祐一(2) 松井　健斗(2) 陶　康平(1) 吉川　諒(2) 山中　大輝(1) 福本　陸晴(1) 馬場　勇弥(2) 田邊　陽大(2)

井之上　駿太(2) 佐藤　颯(2) 杉本　壮吾(2) 古井　大貴(1) 吉田　健人(2) 田中　亜周(1) 細見　大樹(2) 中井　颯人(2)

藤原　孝輝(2) 金原　淳晟(2) 川崎　拓真(2) 川西　梨恩(2) オコーリ　オビンナ(1) 西山　紘輝(2) 粟野　聖瑳(2) 梅田　光太朗(2)

洛南・京都  3:13.00 関大北陽・大阪  3:15.30 姫路商・兵庫  3:16.41 報徳・兵庫  3:18.28 乙訓・京都  3:19.11 滝川第二・兵庫  3:19.70 大阪・大阪  3:20.98 彦根翔西館・滋賀  3:21.83

平野　智也(2) 堀口　柚貴(2) 橋本　凌一(2) 吉里　憧大(1) 八木　翔也(2) 山下　諒(1) 芦田　唯真(2) 福田　海斗(2)

藤原　孝輝(2) 金原　淳晟(2) 渡邊　隼斗(2) 森髙　颯治朗(2) 西山　紘輝(2) 吉井　律己(2) 喜代田　悠輝(2) 西村　晟太朗(2)

井之上　駿太(2) 佐藤　颯(2) 岩田　峻也(2) 松田　慎太郎(2) 田中　亜周(1) 鈴木　歩夢(1) 山田　栄佑(2) 北尾　響(2)

木下　祐一(2) 松井　健斗(2) 澤田　龍輝(1) 田辺　開(1) 惣田　匠(2) 平野　渚生(2) 佐保　優希(2) 琴寄　晴仁(2)

学校対抗 １年 男子総合 洛南・京都 78点 智辯カレッジ・奈良 40点 大塚・大阪 26点 咲くやこの花・大阪 23点 花園・京都 21点 滝川第二・兵庫 21点 大阪・大阪 17点 関大北陽・大阪 16点

主催： 近畿高等学校体育連盟　和歌山県教育委員会　近畿陸上競技協会　 総務： 吉田　克久
共催： 和歌山市　和歌山市教育委員会 トラック審判長： 山本　博司
主管： 和歌山県高等学校体育連盟陸上競技部　和歌山陸上競技協会 跳躍審判長： 氏野　修次

投てき審判長： 井上　英典
1年最優秀選手 佐藤　圭汰(1) 洛南・京都 スタート審判長： 佐藤　寛員

招集所審判長： 片山　隆博
記録主任： 出羽　靖弘

ＧＲ：大会新

第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会　　19501701 ２０１９年９月１３日（金）-１５日（日）　　　　　　　決勝一覧表

紀三井寺公園陸上競技場　　301010
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期日 時間 風向 風速(m/s） 気温（℃） 湿度（％）

9/13   12:00 北東 0.3 22 82 曇

0.9 28 54 晴

天候 グランドコンディション

良

良

9/15   12:00 南南東 1.0 30 44 晴 良

9/14   12:00 南
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1組 2組
順位 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 ﾚｰﾝ 記録 備考
1 3  42.32 Q 1 4  41.90 Q

 216 正田　陽人 ( 2 )   258 深川　翼 ( 1 ) 

 224 中田　泰聖 ( 1 )   248 松井　健斗 ( 2 ) 

 205 内山　竜清 ( 2 )   247 佐藤　颯 ( 2 ) 

 223 田畑　慧太 ( 1 )   257 金原　淳晟 ( 2 ) 

2 5  42.33 Q 2 5  42.04 Q
 118 山下　椋生 ( 1 )   1009 亀井　啓人 ( 1 ) 

 113 福本　陸晴 ( 1 )   1006 吉川　諒 ( 2 ) 

 114 田中　亜周 ( 1 )   1003 川西　梨恩 ( 2 ) 

 121 長澤　蒼馬 ( 2 )   1004 下西　康生 ( 2 ) 

3 4  42.70 Q 3 3  42.44 Q
 617 藤居　儀史 ( 2 )   377 小西　拓斗 ( 1 ) 

 614 足立　涼輔 ( 2 )   375 内田　大稀 ( 1 ) 

 616 吉川　壮汰 ( 2 )   382 山下　諒 ( 1 ) 

 610 鍋島　聡一朗 ( 2 )   372 平野　渚生 ( 2 ) 

4 6  43.19 q 4 6  43.52
 12 西　真瑚斗 ( 1 )   433 大坂　駿平 ( 1 ) 

 11 椎野　翔太 ( 1 )   428 松井　泰誠 ( 2 ) 

 13 壹岐　元太 ( 1 )   429 松田　悠士 ( 2 ) 

 4 太田　彪真 ( 2 )   432 上田　慎 ( 1 ) 

5 7  43.41 q 5 7  43.54
 152 木田　慧司 ( 2 )   412 鎌森　誠志 ( 2 ) 

 158 井上　陽登 ( 2 )   415 村上　諒汰 ( 2 ) 

 153 志水　宙斗 ( 2 )   414 中野　真志 ( 2 ) 

 151 五十嵐　想 ( 2 )   413 北村　悠太 ( 2 ) 

6 2  44.61 6 2  44.30
 1101 谷口　隼 ( 2 )   504 古川　樹 ( 2 ) 

 1105 森井　健心 ( 1 )   502 小倉　伊楓 ( 2 ) 

 1103 上田　敦貴 ( 1 )   510 竹中　風優 ( 1 ) 

 1104 林　亮太朗 ( 1 )   505 松場　文哉 ( 2 ) 

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 ﾚｰﾝ 記録 備考
1 5  42.26 Q 1 4  42.38 Q

 909 森永　悠斗 ( 1 )   307 山本　秀成 ( 2 ) 

 903 馬場　勇弥 ( 2 )   309 松岡　正真 ( 1 ) 

 904 細見　大樹 ( 2 )   305 岩下　颯真 ( 2 ) 

 394 粟野　聖瑳 ( 2 )   308 幸村　侑哉 ( 2 ) 

2 7  42.57 Q 2 5  42.99 Q
 323 藤本　陽紀 ( 1 )   271 西山　樹 ( 2 ) 

 321 田邊　陽大 ( 2 )   278 山中　大輝 ( 1 ) 

 318 中井　颯人 ( 2 )   273 吉田　健人 ( 2 ) 

 317 酒井　貴弘 ( 2 )   269 加藤　旭陽 ( 2 ) 

3 4  43.42 Q 3 6  43.29 Q
 199 山中　颯大 ( 1 )   242 諸富　敬太 ( 1 ) 

 705 杉浦　正吾 ( 2 )   235 北本　未来 ( 2 ) 

 706 内藤　智大 ( 2 )   241 中川　隼登 ( 1 ) 

 707 仲里　真悟 ( 2 )   244 山下　大輔 ( 1 ) 

4 2  44.42 4 7  43.93
 402 野口　尚也 ( 2 )   169 山田　隆太 ( 2 ) 

 406 岡本　爽楽 ( 1 )   167 畠　龍輝 ( 2 ) 

 407 西谷　眞人 ( 1 )   170 藤田　浩輝 ( 2 ) 

 405 大田　直樹 ( 1 )   173 木下　博翔 ( 2 ) 

- 3 DQ R3 5 2  44.27
 930 西口　誠人 ( 2 )   575 廣瀬　颯真 ( 2 ) 

 938 橋本　亘晴 ( 1 )   573 坂部　海太 ( 2 ) 

 937 中野　龍治 ( 2 )   577 豊田　康介 ( 1 ) 

 936 原　麻嘉 ( 2 )   570 上野　城一郞 ( 2 ) 

- 6 DQ R2 6 3  44.82
 458 谷川　侑生 ( 2 )   550 長岡　佳希 ( 1 ) 

 457 掃部　元章 ( 2 )   545 中澤　孝太 ( 2 ) 

 460 矢川　志温 ( 2 )   548 岡田　将英 ( 1 ) 

 459 中西　智 ( 2 )   547 宮井　達真 ( 2 ) 

向陽・和歌山 熊野・和歌山

チーム名 チーム名
社・兵庫 市尼崎・兵庫

市西宮・兵庫 咲くやこの花・大阪

花園・京都

《 予選 》

チーム名 チーム名
大阪・大阪 関大北陽・大阪

乙訓・京都 奈良育英・奈良

彦根東・滋賀 滝川第二・兵庫

準決勝   19/9/13 16:55 ( 3組 2＋2 ) 

決勝   19/9/14 14:20  

大会記録   40.27 和田・宮本浩・井本・宮本大 洛南

共通 男子 4x100mR
予選   19/9/13 14:00 ( 6組 3＋3 ) 

第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701] 審判長： 山本　博司

紀三井寺公園 [301010] 記録主任： 栗山　真治

奈良・奈良 塔南・京都

姫路南・兵庫 桐蔭・和歌山

生駒・奈良 海南・和歌山

リザルトリスト

摂津・大阪

石部・滋賀 添上・奈良

西京・京都 高田・奈良

近畿高校記録   39.57 和田・宮本・井本・平賀 洛南・京都 2017 日産スタジアム

日本高校記録   39.57 和田・宮本・井本・平賀 洛南・京都

2 ページ



5組 6組
順位 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 ﾚｰﾝ 記録 備考
1 5  41.93 Q 1 5  41.13 Q

 288 山内　友稀 ( 2 )   725 平野　智也 ( 2 ) 

 295 陶　康平 ( 1 )   724 木下　祐一 ( 2 ) 

 294 杉本　壮吾 ( 2 )   726 井之上　駿太 ( 2 ) 

 286 川崎　拓真 ( 2 )   719 山口　大凱 ( 1 ) 

2 4  43.36 Q 2 6  42.35 Q
 339 大村　宗也 ( 2 )   73 前川　幸輝 ( 2 ) 

 341 尾北　智紀 ( 2 )   74 小澤　涼太 ( 2 ) 

 343 森田　裕貴 ( 2 )   79 澤田　潤 ( 1 ) 

 338 大島　宏太 ( 2 )   77 板垣　和真 ( 2 ) 

3 2  43.93 Q 3 7  42.45 Q
 65 野村　耀平 ( 2 )   746 麻尾　将太 ( 1 ) 

 62 廣畑　敬太 ( 2 )   740 中井　雄基 ( 2 ) 

 61 北川　侑樹 ( 2 )   743 竹岡　燎汰 ( 2 ) 

 63 冨永　大雅 ( 2 )   747 中嶋　太紀 ( 1 ) 

4 3  44.08 4 2  43.13 q
 441 小西　秀人 ( 2 )   534 西谷　勇紀 ( 2 ) 

 449 西口　優斗 ( 1 )   537 堀本　歩希 ( 2 ) 

 443 辰己　颯俊 ( 2 )   528 伊井　柊磨 ( 2 ) 

 445 東　翔太郎 ( 2 )   532 田端　瞭 ( 2 ) 

- 6 DQ R1 5 4  43.43
 845 眞田　健心 ( 2 )   91 三木　謙 ( 2 ) 

 849 垣内　慶紀 ( 1 )   93 福田　海斗 ( 2 ) 

 840 佐々木　良徳 ( 2 )   96 須戸　遼 ( 2 ) 

 841 茶圓　裕希 ( 2 )   604 安井　聖真 ( 1 ) 

- 7 DQ R3 6 3  44.12
 636 田岡　優冴 ( 2 )   581 岩井　勝史 ( 2 ) 

 628 瀬河　鳳 ( 2 )   591 宮本　康成 ( 2 ) 

 639 吉長　央行 ( 1 )   596 塩路　添真 ( 1 ) 

 640 椎野　敦士 ( 1 )   597 山田　晃佑 ( 1 ) 

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 ﾚｰﾝ 記録 備考
1 5  40.84 Q 1 5  41.40 Q

 725 平野　智也 ( 2 )   289 川田　一稀 ( 2 ) 

 724 木下　祐一 ( 2 )   295 陶　康平 ( 1 ) 

 726 井之上　駿太 ( 2 )   294 杉本　壮吾 ( 2 ) 

 733 藤原　孝輝 ( 2 )   286 川崎　拓真 ( 2 ) 

2 6  41.87 Q 2 6  41.69 Q
 1009 亀井　啓人 ( 1 )   323 藤本　陽紀 ( 1 ) 

 1006 吉川　諒 ( 2 )   321 田邊　陽大 ( 2 ) 

 1003 川西　梨恩 ( 2 )   318 中井　颯人 ( 2 ) 

 1012 古井　大貴 ( 1 )   319 梅田　光太朗 ( 2 ) 

3 8  42.27 3 4  41.89 q
 377 小西　拓斗 ( 1 )   909 森永　悠斗 ( 1 ) 

 375 内田　大稀 ( 1 )   903 馬場　勇弥 ( 2 ) 

 372 平野　渚生 ( 2 )   904 細見　大樹 ( 2 ) 

 384 古山　陽太郎 ( 1 )   394 粟野　聖瑳 ( 2 ) 

4 7  42.29 4 2  42.13
 307 山本　秀成 ( 2 )   242 諸富　敬太 ( 1 ) 

 309 松岡　正真 ( 1 )   235 北本　未来 ( 2 ) 

 305 岩下　颯真 ( 2 )   241 中川　隼登 ( 1 ) 

 308 幸村　侑哉 ( 2 )   237 田中　隆太郎 ( 2 ) 

5 4  43.03 5 7  42.14
 339 大村　宗也 ( 2 )   73 前川　幸輝 ( 2 ) 

 341 尾北　智紀 ( 2 )   74 小澤　涼太 ( 2 ) 

 343 森田　裕貴 ( 2 )   79 澤田　潤 ( 1 ) 

 338 大島　宏太 ( 2 )   77 板垣　和真 ( 2 ) 

6 3  43.14 6 8  42.71
 534 西谷　勇紀 ( 2 )   617 藤居　儀史 ( 2 ) 

 537 堀本　歩希 ( 2 )   614 足立　涼輔 ( 2 ) 

 528 伊井　柊磨 ( 2 )   616 吉川　壮汰 ( 2 ) 

 532 田端　瞭 ( 2 )   610 鍋島　聡一朗 ( 2 ) 

7 2  43.87 7 3  43.08
 65 野村　耀平 ( 2 )   152 木田　慧司 ( 2 ) 

 62 廣畑　敬太 ( 2 )   158 井上　陽登 ( 2 ) 

 61 北川　侑樹 ( 2 )   153 志水　宙斗 ( 2 ) 

 63 冨永　大雅 ( 2 )   151 五十嵐　想 ( 2 ) 

川西北陵・兵庫 比叡山・滋賀

日高・和歌山 彦根東・滋賀

虎姫・滋賀 西京・京都

奈良育英・奈良 市西宮・兵庫

滝川第二・兵庫 社・兵庫

市尼崎・兵庫 摂津・大阪

日高・和歌山

大塚・大阪 彦根翔西館・滋賀

水口東・滋賀 和歌山北・和歌山

洛南・京都 東海大仰星・大阪

チーム名 チーム名
東海大仰星・大阪 洛南・京都

川西北陵・兵庫 比叡山・滋賀

虎姫・滋賀 京都共栄・京都

畝傍・奈良

《 準決勝 》

チーム名 チーム名

3 ページ



3組
順位 ﾚｰﾝ 記録 備考
1 7  41.51 Q

 252 堀口　柚貴 ( 2 ) 

 248 松井　健斗 ( 2 ) 

 247 佐藤　颯 ( 2 ) 

 257 金原　淳晟 ( 2 ) 

2 5  41.60 Q
 271 西山　樹 ( 2 ) 

 278 山中　大輝 ( 1 ) 

 273 吉田　健人 ( 2 ) 

 274 オコーリ　オビンナ ( 1 ) 

3 6  41.83 q
 118 山下　椋生 ( 1 ) 

 113 福本　陸晴 ( 1 ) 

 114 田中　亜周 ( 1 ) 

 121 長澤　蒼馬 ( 2 ) 

4 8  42.30
 746 麻尾　将太 ( 1 ) 

 740 中井　雄基 ( 2 ) 

 743 竹岡　燎汰 ( 2 ) 

 747 中嶋　太紀 ( 1 ) 

5 4  42.42
 216 正田　陽人 ( 2 ) 

 224 中田　泰聖 ( 1 ) 

 205 内山　竜清 ( 2 ) 

 223 田畑　慧太 ( 1 ) 

6 3  43.38
 12 西　真瑚斗 ( 1 ) 

 11 椎野　翔太 ( 1 ) 

 13 壹岐　元太 ( 1 ) 

 4 太田　彪真 ( 2 ) 

7 2  43.42
 706 内藤　智大 ( 2 ) 

 705 杉浦　正吾 ( 2 ) 

 199 山中　颯大 ( 1 ) 

 707 仲里　真悟 ( 2 ) 

1組
順位 ﾚｰﾝ 記録 備考
1 6  40.73

 725 平野　智也 ( 2 ) 

 724 木下　祐一 ( 2 ) 

 726 井之上　駿太 ( 2 ) 

 733 藤原　孝輝 ( 2 ) 

2 4  41.19
 252 堀口　柚貴 ( 2 ) 

 248 松井　健斗 ( 2 ) 

 247 佐藤　颯 ( 2 ) 

 257 金原　淳晟 ( 2 ) 

3 7  41.29
 289 川田　一稀 ( 2 ) 

 295 陶　康平 ( 1 ) 

 294 杉本　壮吾 ( 2 ) 

 286 川崎　拓真 ( 2 ) 

4 8  41.35
 1009 亀井　啓人 ( 1 ) 

 1006 吉川　諒 ( 2 ) 

 1012 古井　大貴 ( 1 ) 

 1003 川西　梨恩 ( 2 ) 

5 5  41.46
 271 西山　樹 ( 2 ) 

 278 山中　大輝 ( 1 ) 

 273 吉田　健人 ( 2 ) 

 274 オコーリ　オビンナ ( 1 ) 

6 2  41.93
 121 長澤　蒼馬 ( 2 ) 

 113 福本　陸晴 ( 1 ) 

 114 田中　亜周 ( 1 ) 

 126 西山　紘輝 ( 2 ) 

7 3  41.96
 909 森永　悠斗 ( 1 ) 

 903 馬場　勇弥 ( 2 ) 

 904 細見　大樹 ( 2 ) 

 394 粟野　聖瑳 ( 2 ) 

8 9  42.17
 323 藤本　陽紀 ( 1 ) 

 321 田邊　陽大 ( 2 ) 

 318 中井　颯人 ( 2 ) 

 319 梅田　光太朗 ( 2 ) 

東海大仰星・大阪

奈良育英・奈良

咲くやこの花・大阪

乙訓・京都

R3 : (R170-7 3)ﾃｰｸ・ｵｰﾊﾞｰ・ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/14 14:26:52

社・兵庫

市西宮・兵庫

DQ (DisQualified) : 失格　　Q (Qualified by place) : 順位による進出　　q (qualified by result) : プラスによる進出

R1 : (R170-7 1)ﾃｰｸ・ｵｰﾊﾞｰ・ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした　　R2 : (R170-7 2)ﾃｰｸ・ｵｰﾊﾞｰ・ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした

石部・滋賀

花園・京都

《 決勝 》

チーム名
洛南・京都

関大北陽・大阪

チーム名
関大北陽・大阪

咲くやこの花・大阪

乙訓・京都

京都共栄・京都

大阪・大阪
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1組 2組
順位 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 ﾚｰﾝ 記録 備考
1 7  3:19.13 Q 1 5  3:19.59 Q

 382 山下　諒 ( 1 )   326 吉里　憧大 ( 1 ) 

 373 吉井　律己 ( 2 )   331 森髙　颯治朗 ( 2 ) 

 379 鈴木　歩夢 ( 1 )   333 江﨑　恭平 ( 2 ) 

 372 平野　渚生 ( 2 )   327 田辺　開 ( 1 ) 

2 5  3:19.78 Q 2 6  3:19.69 Q
 127 惣田　匠 ( 2 )   834 橋平　知樹 ( 2 ) 

 126 西山　紘輝 ( 2 )   832 寺田　能彬 ( 2 ) 

 120 村田　麻弦 ( 1 )   830 川口　颯斗 ( 2 ) 

 123 八木　翔也 ( 2 )   829 有吉　海斗 ( 2 ) 

3 6  3:21.16 Q 3 7  3:20.47 Q
 218 森　貫太 ( 2 )   936 原　麻嘉 ( 2 ) 

 203 芦田　唯真 ( 2 )   935 前田　陸人 ( 2 ) 

 209 佐保　優希 ( 2 )   931 都倉　青 ( 2 ) 

 219 山田　栄佑 ( 2 )   930 西口　誠人 ( 2 ) 

4 4  3:24.22 4 4  3:23.32 q
 5 今井　悠介 ( 2 )   1017 迫田　唯斗 ( 2 ) 

 4 太田　彪真 ( 2 )   1022 安川　楓 ( 2 ) 

 9 幸田　稔也 ( 1 )   1026 末留　颯楽 ( 1 ) 

 13 壹岐　元太 ( 1 )   1023 米田　陽太 ( 2 ) 

5 2  3:29.53 5 2  3:30.86
 581 岩井　勝史 ( 2 )   457 掃部　元章 ( 2 ) 

 584 浴田　龍孝 ( 2 )   455 阿部　航季 ( 2 ) 

 588 中村　大稀 ( 2 )   456 大西　孝弥 ( 2 ) 

 583 木村　勇気 ( 2 )   461 若松　大耀 ( 2 ) 

6 3  3:29.90 6 3  3:39.20
 442 高瀬　友佑 ( 2 )   1108 海堀　歩夢 ( 2 ) 

 447 髙井　翼 ( 1 )   1110 山本　萩 ( 2 ) 

 444 中村　晃大 ( 2 )   1112 田林　由佑吏 ( 1 ) 

 440 川西　正剛 ( 2 )   1111 越智　颯真 ( 1 ) 

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 ﾚｰﾝ 記録 備考
1 5  3:22.10 Q 1 6  3:23.00 Q

 731 平井　柊太 ( 2 )   252 堀口　柚貴 ( 2 ) 

 726 井之上　駿太 ( 2 )   257 金原　淳晟 ( 2 ) 

 730 中田　翼沙 ( 2 )   249 飯田　翔平 ( 2 ) 

 724 木下　祐一 ( 2 )   248 松井　健斗 ( 2 ) 

2 6  3:22.55 Q 2 7  3:23.55 Q
 297 伊辻　海太 ( 1 )   76 佐藤　凌太 ( 2 ) 

 285 山内　智希 ( 2 )   82 森本　錬 ( 1 ) 

 287 松原　伊吹 ( 2 )   81 古田　航大 ( 1 ) 

 289 川田　一稀 ( 2 )   87 横山　大空 ( 1 ) 

3 7  3:22.79 Q 3 4  3:25.10 Q
 156 山本　悠貴 ( 2 )   628 瀬河　鳳 ( 2 ) 

 158 井上　陽登 ( 2 )   631 久野　太暉 ( 2 ) 

 159 西川　洸平 ( 2 )   633 中村　光尊 ( 2 ) 

 155 マンゴールド　ローガン ( 2 )   632 竹山　輝 ( 2 ) 

4 4  3:26.07 4 3  3:27.89
 193 岩井　章太郎 ( 2 )   572 小林　大輝 ( 2 ) 

 195 北村　佳資 ( 2 )   570 上野　城一郞 ( 2 ) 

 192 船戸　洋 ( 2 )   577 豊田　康介 ( 1 ) 

 190 阪本　龍吾 ( 2 )   576 田中　陽貴 ( 1 ) 

5 3  3:26.60 5 2  3:34.14
 133 竹尻　亮介 ( 2 )   412 鎌森　誠志 ( 2 ) 

 131 乾　渉夢 ( 2 )   414 中野　真志 ( 2 ) 

 136 森本　峻平 ( 1 )   418 千原　陸 ( 2 ) 

 134 松田　真治 ( 2 )   413 北村　悠太 ( 2 ) 

- 2 DNS - 5 DNS

桐蔭・和歌山

城陽・京都 高田・奈良

日高・和歌山 摂津・大阪

チーム名 チーム名
洛南・京都 関大北陽・大阪

東海大仰星・大阪 比叡山・滋賀

西京・京都 水口東・滋賀

同志社・京都

石部・滋賀 智辯カレッジ・奈良

和歌山北・和歌山 生駒・奈良

畝傍・奈良 橋本・和歌山

《 予選 》

チーム名 チーム名
滝川第二・兵庫 報徳・兵庫

乙訓・京都 生野・大阪

大阪・大阪 姫路南・兵庫

日本高校記録   3:08.32 苗木・山本・菅井・鈴木 成田・千葉 2003 群馬・敷島

近畿高校記録   3:08.57 野口・樋口・梅谷・井本 洛南・京都 2016 岡山シティライト

大会記録   3:12.83 石井・宮本大・井本・梅谷 洛南

共通 男子 4x400mR
予選   19/9/14 17:00 ( 6組 3＋3 ) 

準決勝   19/9/15 11:00 ( 3組 2＋2 ) 

決勝   19/9/15 14:00  

リザルトリスト

第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701] 審判長： 山本　博司

紀三井寺公園 [301010] 記録主任： 栗山　真治

5 ページ



5組 6組
順位 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 ﾚｰﾝ 記録 備考
1 6  3:22.03 Q 1 6  3:20.32 Q

 93 福田　海斗 ( 2 )   925 澤田　龍輝 ( 1 ) 

 94 北尾　響 ( 2 )   921 岩田　峻也 ( 2 ) 

 99 髙橋　陽大 ( 2 )   920 橋本　凌一 ( 2 ) 

 90 琴寄　晴仁 ( 2 )   919 渡邊　隼斗 ( 2 ) 

2 7  3:22.94 Q 2 5  3:23.54 Q
 907 三浦　康生 ( 1 )   364 松井　洋輔 ( 2 ) 

 906 藤本　真生 ( 1 )   363 西野　壮汰 ( 2 ) 

 904 細見　大樹 ( 2 )   361 宮川　祐京 ( 2 ) 

 398 下方　崇生 ( 2 )   362 石原　誠 ( 2 ) 

3 4  3:23.54 Q 3 4  3:24.37 Q
 168 奥田　結人 ( 2 )   59 奥村　誠 ( 1 ) 

 170 藤田　浩輝 ( 2 )   51 筒井　雄飛 ( 2 ) 

 171 鶴田　直也 ( 2 )   52 山名　裕斗 ( 2 ) 

 172 池永　陽向 ( 2 )   54 山路　涼太 ( 2 ) 

4 2  3:23.97 q 4 2  3:24.61
 427 福島　裕麻 ( 2 )   504 古川　樹 ( 2 ) 

 432 上田　慎 ( 1 )   502 小倉　伊楓 ( 2 ) 

 429 松田　悠士 ( 2 )   508 榎本　魁 ( 1 ) 

 435 古賀　光 ( 1 )   505 松場　文哉 ( 2 ) 

5 5  3:24.00 q 5 7  3:27.94
 807 中村　勇斗 ( 2 )   40 森　大喜 ( 1 ) 

 811 南　勇気 ( 2 )   31 梶川　裕貴 ( 2 ) 

 808 濱田　澪 ( 2 )   41 今堀　峻輔 ( 1 ) 

 813 小松　拓海 ( 1 )   37 竹　一虎 ( 1 ) 

6 3  3:31.30 6 3  3:35.20
 469 泉岡　孝輝 ( 2 )   563 室谷　祐輝 ( 2 ) 

 470 今泉　蓮 ( 2 )   559 赤山　瑛基 ( 2 ) 

 474 井上　大祐 ( 1 )   567 山本　海地 ( 1 ) 

 472 古勝　悠斗 ( 2 )   565 野崎　景勝 ( 1 ) 

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 ﾚｰﾝ 記録 備考
1 4  3:18.45 Q 1 3  3:17.89 Q

 252 堀口　柚貴 ( 2 )   731 平井　柊太 ( 2 ) 

 257 金原　淳晟 ( 2 )   726 井之上　駿太 ( 2 ) 

 247 佐藤　颯 ( 2 )   730 中田　翼沙 ( 2 ) 

 248 松井　健斗 ( 2 )   724 木下　祐一 ( 2 ) 

2 6  3:19.08 Q 2 4  3:19.12 Q
 382 山下　諒 ( 1 )   326 吉里　憧大 ( 1 ) 

 373 吉井　律己 ( 2 )   331 森髙　颯治朗 ( 2 ) 

 379 鈴木　歩夢 ( 1 )   334 仁部　太貴 ( 2 ) 

 372 平野　渚生 ( 2 )   327 田辺　開 ( 1 ) 

3 3  3:20.31 3 8  3:19.16 q
 76 佐藤　凌太 ( 2 )   218 森　貫太 ( 2 ) 

 82 森本　錬 ( 1 )   207 喜代田　悠輝 ( 2 ) 

 81 古田　航大 ( 1 )   203 芦田　唯真 ( 2 ) 

 87 横山　大空 ( 1 )   219 山田　栄佑 ( 2 ) 

4 8  3:20.60 4 6  3:19.60 q
 936 原　麻嘉 ( 2 )   127 惣田　匠 ( 2 ) 

 935 前田　陸人 ( 2 )   126 西山　紘輝 ( 2 ) 

 931 都倉　青 ( 2 )   114 田中　亜周 ( 1 ) 

 930 西口　誠人 ( 2 )   123 八木　翔也 ( 2 ) 

5 5  3:20.63 5 5  3:20.39
 833 西田　恵大 ( 2 )   366 三越　匠真 ( 1 ) 

 829 有吉　海斗 ( 2 )   363 西野　壮汰 ( 2 ) 

 832 寺田　能彬 ( 2 )   364 松井　洋輔 ( 2 ) 

 830 川口　颯斗 ( 2 )   362 石原　誠 ( 2 ) 

6 2  3:20.96 6 2  3:24.76
 1031 松浦　航平 ( 1 )   432 上田　慎 ( 1 ) 

 1022 安川　楓 ( 2 )   435 古賀　光 ( 1 ) 

 1026 末留　颯楽 ( 1 )   429 松田　悠士 ( 2 ) 

 1023 米田　陽太 ( 2 )   427 福島　裕麻 ( 2 ) 

7 7  3:26.20 7 7  3:31.67
 628 瀬河　鳳 ( 2 )   59 奥村　誠 ( 1 ) 

 631 久野　太暉 ( 2 )   51 筒井　雄飛 ( 2 ) 

 632 竹山　輝 ( 2 )   52 山名　裕斗 ( 2 ) 

 633 中村　光尊 ( 2 )   54 山路　涼太 ( 2 ) 

生野・大阪 須磨東・兵庫

智辯カレッジ・奈良 添上・奈良

水口東・滋賀 膳所・滋賀

滝川第二・兵庫 報徳・兵庫

比叡山・滋賀 大阪・大阪

姫路南・兵庫 乙訓・京都

枚方・大阪 草津東・滋賀

大和広陵・奈良 星林・和歌山

《 準決勝 》

チーム名 チーム名
関大北陽・大阪 洛南・京都

社・兵庫 須磨東・兵庫

塔南・京都 膳所・滋賀

添上・奈良 熊野・和歌山

チーム名 チーム名
彦根翔西館・滋賀 姫路商・兵庫
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3組
順位 ﾚｰﾝ 記録 備考
1 4  3:18.12 Q

 925 澤田　龍輝 ( 1 ) 

 921 岩田　峻也 ( 2 ) 

 920 橋本　凌一 ( 2 ) 

 919 渡邊　隼斗 ( 2 ) 

2 5  3:19.58 Q
 93 福田　海斗 ( 2 ) 

 95 西村　晟太朗 ( 2 ) 

 94 北尾　響 ( 2 ) 

 90 琴寄　晴仁 ( 2 ) 

3 6  3:20.67
 287 松原　伊吹 ( 2 ) 

 289 川田　一稀 ( 2 ) 

 286 川崎　拓真 ( 2 ) 

 285 山内　智希 ( 2 ) 

4 3  3:20.89
 398 下方　崇生 ( 2 ) 

 907 三浦　康生 ( 1 ) 

 904 細見　大樹 ( 2 ) 

 399 武政　壮之助 ( 2 ) 

5 8  3:21.11
 156 山本　悠貴 ( 2 ) 

 158 井上　陽登 ( 2 ) 

 159 西川　洸平 ( 2 ) 

 155 マンゴールド　ローガン ( 2 ) 

6 2  3:21.54
 807 中村　勇斗 ( 2 ) 

 808 濱田　澪 ( 2 ) 

 809 太田　潤 ( 2 ) 

 811 南　勇気 ( 2 ) 

7 7  3:23.46
 171 鶴田　直也 ( 2 ) 

 170 藤田　浩輝 ( 2 ) 

 172 池永　陽向 ( 2 ) 

 168 奥田　結人 ( 2 ) 

1組
順位 ﾚｰﾝ 記録 備考
1 7  3:13.00

 725 平野　智也 ( 2 ) 

 733 藤原　孝輝 ( 2 ) 

 726 井之上　駿太 ( 2 ) 

 724 木下　祐一 ( 2 ) 

2 4  3:15.30
 252 堀口　柚貴 ( 2 ) 

 257 金原　淳晟 ( 2 ) 

 247 佐藤　颯 ( 2 ) 

 248 松井　健斗 ( 2 ) 

3 5  3:16.41
 920 橋本　凌一 ( 2 ) 

 919 渡邊　隼斗 ( 2 ) 

 921 岩田　峻也 ( 2 ) 

 925 澤田　龍輝 ( 1 ) 

4 9  3:18.28
 326 吉里　憧大 ( 1 ) 

 331 森髙　颯治朗 ( 2 ) 

 329 松田　慎太郎 ( 2 ) 

 327 田辺　開 ( 1 ) 

5 2  3:19.11
 123 八木　翔也 ( 2 ) 

 126 西山　紘輝 ( 2 ) 

 114 田中　亜周 ( 1 ) 

 127 惣田　匠 ( 2 ) 

6 6  3:19.70
 382 山下　諒 ( 1 ) 

 373 吉井　律己 ( 2 ) 

 379 鈴木　歩夢 ( 1 ) 

 372 平野　渚生 ( 2 ) 

7 3  3:20.98
 203 芦田　唯真 ( 2 ) 

 207 喜代田　悠輝 ( 2 ) 

 219 山田　栄佑 ( 2 ) 

 209 佐保　優希 ( 2 ) 

8 8  3:21.83
 93 福田　海斗 ( 2 ) 

 95 西村　晟太朗 ( 2 ) 

 94 北尾　響 ( 2 ) 

 90 琴寄　晴仁 ( 2 ) 

DNS (Did Not Start) : 欠場

Q (Qualified by place) : 順位による進出

q (qualified by result) : プラスによる進出

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/15 14:31:17

姫路商・兵庫

報徳・兵庫

乙訓・京都

滝川第二・兵庫

大阪・大阪

彦根翔西館・滋賀

枚方・大阪

塔南・京都

《 決勝 》

チーム名
洛南・京都

関大北陽・大阪

チーム名
姫路商・兵庫

彦根翔西館・滋賀

東海大仰星・大阪

社・兵庫

西京・京都
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1組 2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  348 藤江　琉雅 ( 1 )  灘・兵庫 5  11.05 Q 1  274 オコーリ　オビンナ ( 1 )  咲くやこの花・大阪 4  10.91 Q
2  719 山口　大凱 ( 1 )  洛南・京都 6  11.12 Q 2  113 福本　陸晴 ( 1 )  乙訓・京都 5  11.15 Q
3  1113 藤野　大翔 ( 1 )  橋本・和歌山 7  11.33 3  849 垣内　慶紀 ( 1 )  大塚・大阪 2  11.17
4  1012 古井　大貴 ( 1 )  奈良育英・奈良 3  11.40 4  295 陶　康平 ( 1 )  東海大仰星・大阪 7  11.23
5  85 辻田　幸輝 ( 1 )  比叡山・滋賀 2  11.45 5  597 山田　晃佑 ( 1 )  和歌山北・和歌山 6  11.38
6  17 望田　拓杜 ( 1 )  近江・滋賀 4  11.65 -  1009 亀井　啓人 ( 1 )  奈良育英・奈良 3 DNS

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  715 寺澤　大地 ( 1 )  洛南・京都 5  10.97 Q
2  377 小西　拓斗 ( 1 )  滝川第二・兵庫 2  11.00 Q
3  353 目黒　雄大 ( 1 )  滝川・兵庫 7  11.09 q
4  79 澤田　潤 ( 1 )  比叡山・滋賀 6  11.17 q
5  494 杉浦　宏我 ( 1 )  西大和学園・奈良 4  11.30
6  1103 上田　敦貴 ( 1 )  向陽・和歌山 3  11.50

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  274 オコーリ　オビンナ ( 1 )  咲くやこの花・大阪 7  10.64
2  348 藤江　琉雅 ( 1 )  灘・兵庫 5  10.66
3  377 小西　拓斗 ( 1 )  滝川第二・兵庫 4  10.71
4  715 寺澤　大地 ( 1 )  洛南・京都 6  10.72
5  719 山口　大凱 ( 1 )  洛南・京都 9  10.79
6  113 福本　陸晴 ( 1 )  乙訓・京都 8  10.84
7  79 澤田　潤 ( 1 )  比叡山・滋賀 2  10.87
8  353 目黒　雄大 ( 1 )  滝川・兵庫 3  10.91

Q (Qualified by place) : 順位による進出

q (qualified by result) : プラスによる進出

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/15 12:45:30

風速 (-2.2 m/s)

《 決勝 》

風速 (+1.6 m/s)

DNS (Did Not Start) : 欠場

近畿高校記録   10.01 桐生　祥秀 洛南・京都 2013 広島広域

大会記録   10.62 宮本　大輔 洛南

《 予選 》

風速 (-2.0 m/s) 風速 (-1.6 m/s)

1年 男子 100m 予選   19/9/15 10:00 ( 3組 2＋2 ) 

決勝   19/9/15 12:40  

日本高校記録   10.01 桐生　祥秀 京都・洛南 2013 広島広域

リザルトリスト

第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701] 審判長： 山本　博司

紀三井寺公園 [301010] 記録主任： 栗山　真治
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1組 2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  715 寺澤　大地 ( 1 )  洛南・京都 6  22.21 Q 1  719 山口　大凱 ( 1 )  洛南・京都 5  22.56 Q
2  391 岡林　功大 ( 1 )  三木・兵庫 3  22.33 Q 2  327 田辺　開 ( 1 )  報徳・兵庫 6  22.69 Q [681]

3  454 川口　大輝 ( 1 )  五條・奈良 4  22.45 q 3  87 横山　大空 ( 1 )  比叡山・滋賀 4  22.69 q [687]

4  78 森田　匠 ( 1 )  比叡山・滋賀 2  23.17 4  13 壹岐　元太 ( 1 )  石部・滋賀 7  23.01
5  947 水田　陸斗 ( 1 )  豊岡・兵庫 5  23.18 5  266 田中　裕一郎 ( 1 )  履正社・大阪 3  23.28
6  577 豊田　康介 ( 1 )  桐蔭・和歌山 7  23.74 6  178 片岡　大輔 ( 1 )  北稜・京都 2  23.35

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  224 中田　泰聖 ( 1 )  大阪・大阪 6  22.50 Q
2  1113 藤野　大翔 ( 1 )  橋本・和歌山 3  22.86 Q
3  849 垣内　慶紀 ( 1 )  大塚・大阪 4  22.90
4  1012 古井　大貴 ( 1 )  奈良育英・奈良 2  23.00
5  495 岡田　亮太 ( 1 )  奈学登美ヶ丘・奈良 5  23.21
6  566 登尾　元哉 ( 1 )  星林・和歌山 7  23.61

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  715 寺澤　大地 ( 1 )  洛南・京都 6  22.13
2  719 山口　大凱 ( 1 )  洛南・京都 5  22.27
3  224 中田　泰聖 ( 1 )  大阪・大阪 7  22.28
4  391 岡林　功大 ( 1 )  三木・兵庫 4  22.37
5  454 川口　大輝 ( 1 )  五條・奈良 3  22.47
6  327 田辺　開 ( 1 )  報徳・兵庫 8  22.59
7  1113 藤野　大翔 ( 1 )  橋本・和歌山 9  22.60
8  87 横山　大空 ( 1 )  比叡山・滋賀 2  22.62

風速 (-0.6 m/s)

Q (Qualified by place) : 順位による進出

q (qualified by result) : プラスによる進出

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/14 10:24:14

リザルトリスト

第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701] 審判長： 山本　博司

紀三井寺公園 [301010] 記録主任： 栗山　真治

1年 男子 200m 予選   19/9/13 11:50 ( 3組 2＋2 ) 

決勝   19/9/13 15:15  

近畿高校記録   20.41 桐生　祥秀 洛南・京都 2013 鴻ノ池

風速 (+0.7 m/s)

日本高校記録   20.34 サニブラウン・アブデル・ハキー 城西大城西・東京

大会記録   21.42 木村　稜 乙訓

《 予選 》

風速 (+0.4 m/s)

風速 (+0.9 m/s)

《 決勝 》
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1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  391 岡林　功大 ( 1 )  三木・兵庫 6  50.47 Q 1  366 三越　匠真 ( 1 )  須磨東・兵庫 2  50.75 Q

2  13 壹岐　元太 ( 1 )  石部・滋賀 4  51.71 Q 2  1026 末留　颯楽 ( 1 )  智辯カレッジ・奈良 4  51.52 Q

3  854 大本　海翔 ( 1 )  河南・大阪 3  51.92 3  379 鈴木　歩夢 ( 1 )  滝川第二・兵庫 6  51.60 q

4  145 森川　由基 ( 1 )  福知山・京都 5  52.43 4  181 増田　涼 ( 1 )  鳥羽・京都 7  52.51

5  565 野崎　景勝 ( 1 )  星林・和歌山 2  53.06 5  738 福間　晴彦 ( 1 )  立命館・京都 5  53.54

-  221 岩﨑　拓生 ( 1 )  大阪・大阪 7 DNS 6  37 竹　一虎 ( 1 )  草津東・滋賀 3  54.05

3組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  82 森本　錬 ( 1 )  比叡山・滋賀 3  50.16 Q

2  1031 松浦　航平 ( 1 )  智辯カレッジ・奈良 2  51.00 Q

3  827 伊藤　大輝 ( 1 )  桃山学院・大阪 7  51.85 q

4  435 古賀　光 ( 1 )  添上・奈良 4  51.99

5  1115 髙橋　正汰 ( 1 )  初芝橋本・和歌山 6  52.22

6  548 岡田　将英 ( 1 )  海南・和歌山 5  52.61

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  82 森本　錬 ( 1 )  比叡山・滋賀 5  49.36

2  391 岡林　功大 ( 1 )  三木・兵庫 7  49.77

3  366 三越　匠真 ( 1 )  須磨東・兵庫 6  49.78

4  1031 松浦　航平 ( 1 )  智辯カレッジ・奈良 4  50.71

5  379 鈴木　歩夢 ( 1 )  滝川第二・兵庫 2  51.16

6  13 壹岐　元太 ( 1 )  石部・滋賀 8  51.28

7  827 伊藤　大輝 ( 1 )  桃山学院・大阪 3  51.53

8  1026 末留　颯楽 ( 1 )  智辯カレッジ・奈良 9  51.80

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/14 14:13:55

《 予選 》

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場

Q (Qualified by place) : 順位による進出

q (qualified by result) : プラスによる進出

近畿高校記録   45.47 金丸　祐三 大阪・大阪 2005 日産スタジアム

日本高校記録   45.47 金丸　祐三 大阪・大阪 2005 日産スタジアム

大会記録   48.03 野口　航平 洛南

紀三井寺公園 [301010]

リザルトリスト

第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701]

記録主任： 栗山　真治

1年 男子 400m 予選   19/9/14 10:00 ( 3組 2＋2 ) 

決勝   19/9/14 13:20  

審判長： 山本　博司

10 ページ



1組 2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  716 前田　陽向 ( 1 )  洛南・京都 2  1:59.74 Q 1  261 岸本　琉生 ( 1 )  関大北陽・大阪 5  1:59.79 Q
2  336 山尾　知慶 ( 1 )  川西緑台・兵庫 6  1:59.85 Q 2  110 愚川　瑛晨 ( 1 )  桃山・京都 7  2:01.06 Q
3  711 木原　壮駿 ( 1 )  洛星・京都 5  1:59.87 3  576 田中　陽貴 ( 1 )  桐蔭・和歌山 6  2:03.34

4  226 山城　嘉人 ( 1 )  大阪・大阪 3  2:00.68 4  39 圓句　知也 ( 1 )  草津東・滋賀 3  2:06.96

5  1033 安井　優生 ( 1 )  智辯カレッジ・奈良 7  2:03.01 5  625 丹治　光太郎 ( 1 )  米原・滋賀 4  2:07.83

6  515 大家　利公 ( 1 )  田辺工・和歌山 4  2:09.33 6  16 浅沼　紀貴 ( 1 )  近江・滋賀 2  2:08.93

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  358 林田　蒼生 ( 1 )  須磨学園・兵庫 4  1:56.43 Q
2  942 東　秀太 ( 1 )  三田松聖・兵庫 6  1:56.76 Q
3  1031 松浦　航平 ( 1 )  智辯カレッジ・奈良 2  1:57.62 q
4  260 市川　侑生 ( 1 )  関大北陽・大阪 5  1:59.63 q
5  511 深海　響輝 ( 1 )  熊野・和歌山 3  2:06.13

6  1010 國谷　和飛 ( 1 )  奈良育英・奈良 7  2:07.84

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  942 東　秀太 ( 1 )  三田松聖・兵庫 7  1:55.56

2  358 林田　蒼生 ( 1 )  須磨学園・兵庫 5  1:56.01

3  261 岸本　琉生 ( 1 )  関大北陽・大阪 4  1:58.16

4  1031 松浦　航平 ( 1 )  智辯カレッジ・奈良 2  1:59.63

5  716 前田　陽向 ( 1 )  洛南・京都 6  1:59.88

6  110 愚川　瑛晨 ( 1 )  桃山・京都 8  2:00.10

7  336 山尾　知慶 ( 1 )  川西緑台・兵庫 9  2:00.86

8  260 市川　侑生 ( 1 )  関大北陽・大阪 3  2:01.09

Q (Qualified by place) : 順位による進出

q (qualified by result) : プラスによる進出

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/14 10:26:38

日本高校記録   1:46.59 クレイ・アーロン竜波 相洋・神奈川

大会記録   1:54.70 西村　陽貴 西脇工

《 予選 》

《 決勝 》

1年 男子 800m 予選   19/9/13 12:55 ( 3組 2＋2 ) 

決勝   19/9/13 16:25  

紀三井寺公園 [301010] 記録主任： 栗山　真治

近畿高校記録   1:48.68 村上　昂輝 須磨学園・兵庫 2012 健志台

リザルトリスト

第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701] 審判長： 山本　博司
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審判長：
記録主任：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考

1  713 佐藤　圭汰 ( 1 )  洛南・京都 6  3:55.44  GR

2  716 前田　陽向 ( 1 )  洛南・京都 15  3:59.03

3  358 林田　蒼生 ( 1 )  須磨学園・兵庫 16  3:59.50

4  1032 森田　隼也 ( 1 )  智辯カレッジ・奈良 8  4:00.00

5  280 久田　朔 ( 1 )  桜宮・大阪 7  4:02.21

6  822 原口　照規 ( 1 )  清風・大阪 2  4:02.48

7  942 東　秀太 ( 1 )  三田松聖・兵庫 12  4:03.54

8  187 大谷　祥輝 ( 1 )  京都外大西・京都 13  4:06.85

9  1030 舩津　圭二朗 ( 1 )  智辯カレッジ・奈良 1  4:08.51

10  359 広内　颯 ( 1 )  須磨学園・兵庫 11  4:12.07

11  36 冨田　悠晟 ( 1 )  草津東・滋賀 3  4:14.65

12  39 圓句　知也 ( 1 )  草津東・滋賀 17  4:14.92

13  824 畑山　陽星 ( 1 )  清風・大阪 9  4:16.83

14  479 冨永　健太 ( 1 )  一条・奈良 4  4:18.03

15  513 安部　広大 ( 1 )  田辺工・和歌山 14  4:18.84

16  517 寺井　京 ( 1 )  田辺工・和歌山 10  4:24.19

17  48 髙木　佑也 ( 1 )  滋賀学園・滋賀 18  4:25.46

-  555 中前　吉広 ( 1 )  智辯和歌山・和歌山 5 DNS

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場

 GR : 大会新記録

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/14 14:10:59

近畿高校記録   3:45.10 高橋　佑輔 兵庫・兵庫 2017 山形NDソフトスタジアム

日本高校記録   3:38.49 佐藤　清治 佐久長聖・長野 1999 宮崎・延岡西階
大会記録   3:55.59 エドリフ　ヨセフ 京都外大西

第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701] 山本　博司
紀三井寺公園 [301010] 栗山　真治

1年 男子 1500m 19/9/14 13:55  
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審判長：
記録主任：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考

1  1034 山下　結 ( 1 )  智辯カレッジ・奈良 13  15:01.89

2  714 溜池　一太 ( 1 )  洛南・京都 1  15:08.32

3  718 宮本　陽叶 ( 1 )  洛南・京都 11  15:12.39

4  1025 倉橋　慶 ( 1 )  智辯カレッジ・奈良 3  15:18.67

5  913 寺本　京介 ( 1 )  西脇工・兵庫 6  15:26.45

6  227 渡辺　峻平 ( 1 )  大阪・大阪 12  15:54.24

7  737 阿戸　将太朗 ( 1 )  立命館・京都 16  16:08.13

8  38 松本　雄大 ( 1 )  草津東・滋賀 15  16:17.55

9  268 岩崎　勇斗 ( 1 )  関西創価・大阪 18  16:18.03

10  820 井上　太致 ( 1 )  興國・大阪 7  16:18.32

11  554 久保　亮太 ( 1 )  智辯和歌山・和歌山 8  16:25.23

12  513 安部　広大 ( 1 )  田辺工・和歌山 10  16:25.68

13  436 真鼻　大輝 ( 1 )  添上・奈良 4  16:33.26

14  36 冨田　悠晟 ( 1 )  草津東・滋賀 17  16:55.52

15  517 寺井　京 ( 1 )  田辺工・和歌山 2  17:05.47

16  49 入江　聖空 ( 1 )  滋賀学園・滋賀 14  17:38.34

-  359 広内　颯 ( 1 )  須磨学園・兵庫 5 DNS

-  357 國安　広人 ( 1 )  須磨学園・兵庫 9 DNS

リザルトリスト

第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701] 山本　博司
紀三井寺公園 [301010] 栗山　真治

1年 男子 5000m 19/9/15 12:55  

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/15 13:41:39

日本高校記録   13:39.87 佐藤　秀和 仙台育英・宮城 2004 埼玉・熊谷
近畿高校記録   13:45.86 北村　聡 西脇工・兵庫 2002 春野

大会記録   14:32.16 西池　和人 須磨学園
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1組 2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  225 原　稜介 ( 1 )  大阪・大阪 5  15.43 Q [423] 1  717 松本　望 ( 1 )  洛南・京都 3  15.58 Q
2  549 岡本　隆太 ( 1 )  海南・和歌山 7  15.43 Q [430] 2  278 山中　大輝 ( 1 )  咲くやこの花・大阪 7  15.83 Q
3  908 宮野　和優 ( 1 )  社・兵庫 3  15.60 q 3  638 堤　瑶次 ( 1 )  水口東・滋賀 6  15.92 q
4  433 大坂　駿平 ( 1 )  添上・奈良 2  18.28 4  130 伊藤　大輔 ( 1 )  向陽・京都 2  16.47
5  712 木村　友東 ( 1 )  洛南・京都 6  23.72 5  446 今西　一輝 ( 1 )  畝傍・奈良 4  19.41
-  40 森　大喜 ( 1 )  草津東・滋賀 4 DQ T6 -  550 長岡　佳希 ( 1 )  海南・和歌山 5 DQ T6

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  850 小池　綾 ( 1 )  大塚・大阪 5  15.31 Q
2  385 小島　知真 ( 1 )  明石南・兵庫 6  15.95 Q
3  1008 海原　紬希 ( 1 )  奈良育英・奈良 3  16.20
4  557 淵田　聖 ( 1 )  近大和歌山・和歌山 7  16.51
5  43 吉田　旬 ( 1 )  草津東・滋賀 4  16.67
-  383 和田　一晃 ( 1 )  滝川第二・兵庫 2 DNS

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  850 小池　綾 ( 1 )  大塚・大阪 6  15.10
2  225 原　稜介 ( 1 )  大阪・大阪 7  15.13
3  549 岡本　隆太 ( 1 )  海南・和歌山 4  15.18
4  717 松本　望 ( 1 )  洛南・京都 5  15.34
5  385 小島　知真 ( 1 )  明石南・兵庫 9  15.50
6  908 宮野　和優 ( 1 )  社・兵庫 2  15.65
7  638 堤　瑶次 ( 1 )  水口東・滋賀 3  15.73
-  278 山中　大輝 ( 1 )  咲くやこの花・大阪 8 DNS

リザルトリスト

第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701] 審判長： 山本　博司

紀三井寺公園 [301010] 記録主任： 栗山　真治

1年 男子 110mH 予選   19/9/14 11:10 ( 3組 2＋2 ) 

決勝   19/9/14 16:00  

近畿高校記録   13.97 藤原　孝輝 洛南・京都 2019 ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ長居

日本高校記録   13.83 古谷　拓夢 相洋・神奈川 2014 瑞穂

大会記録   14.58 藤原　孝輝 洛南・京都

DQ (DisQualified) : 失格

《 予選 》

風速 (-0.8 m/s) 風速 (-2.0 m/s)

DNS (Did Not Start) : 欠場

Q (Qualified by place) : 順位による進出

q (qualified by result) : プラスによる進出

T6 : (R168-7) ハードルを越えなかった

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/14 19:04:01

風速 (-2.5 m/s)

《 決勝 》

風速 (+0.5 m/s)
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1組 2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  826 山村　瞭太 ( 1 )  東住吉・大阪 3  57.42 Q 1  915 髙橋　孝太朗 ( 1 )  姫路西・兵庫 7  56.16 Q
2  199 山中　颯大 ( 1 )  花園・京都 6  57.44 Q 2  557 淵田　聖 ( 1 )  近大和歌山・和歌山 6  58.42 Q
3  349 新井　颯天 ( 1 )  神戸科技・兵庫 7  57.84 q 3  447 髙井　翼 ( 1 )  畝傍・奈良 3  1:02.67

4  550 長岡　佳希 ( 1 )  海南・和歌山 5  58.65 4  836 光弘　航太郎 ( 1 )  生野・大阪 2  1:02.70

5  182 中田　陸斗 ( 1 )  鳥羽・京都 2  1:00.29 -  80 古川　健輔 ( 1 )  比叡山・滋賀 4 DQ T6
6  510 竹中　風優 ( 1 )  熊野・和歌山 4  1:01.25 -  185 紅谷　輝大 ( 1 )  京都工学院・京都 5 DQ T6

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  40 森　大喜 ( 1 )  草津東・滋賀 6  57.33 Q
2  59 奥村　誠 ( 1 )  膳所・滋賀 2  57.42 Q
3  231 前田　宇翔 ( 1 )  北千里・大阪 5  57.59 q
4  916 奥田　修史 ( 1 )  姫路・兵庫 7  59.22
5  407 西谷　眞人 ( 1 )  奈良・奈良 4  59.45
6  482 山東　太一 ( 1 )  帝塚山・奈良 3  59.60

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  915 髙橋　孝太朗 ( 1 )  姫路西・兵庫 4  54.74
2  40 森　大喜 ( 1 )  草津東・滋賀 5  55.81
3  826 山村　瞭太 ( 1 )  東住吉・大阪 7  56.75
4  59 奥村　誠 ( 1 )  膳所・滋賀 6  57.01
5  231 前田　宇翔 ( 1 )  北千里・大阪 2  58.12
6  349 新井　颯天 ( 1 )  神戸科技・兵庫 3  58.57
7  199 山中　颯大 ( 1 )  花園・京都 8  58.58
8  557 淵田　聖 ( 1 )  近大和歌山・和歌山 9  1:01.99

T6 : (R168-7) ハードルを越えなかった

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/14 10:27:53

《 予選 》

《 決勝 》

DQ (DisQualified) : 失格

Q (Qualified by place) : 順位による進出

q (qualified by result) : プラスによる進出

近畿高校記録   50.03 垣守　博 添上・奈良 1985 三重

日本高校記録   49.09 為末　大 皆実・広島 1996 広島広域

大会記録   53.83 飯牟田　空良 社

紀三井寺公園 [301010] 記録主任： 栗山　真治

1年 男子 400mH 予選   19/9/13 10:40 ( 3組 2＋2 ) 

決勝   19/9/13 14:50  

リザルトリスト

第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701] 審判長： 山本　博司
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審判長：

記録主任：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考

1  161 清水　隼人 ( 1 )  西京・京都 12  9:20.24

2  188 小早川　凌真 ( 1 )  京都外大西・京都 3  9:39.61

3  720 金高　哲哉 ( 1 )  洛南・京都 18  9:40.51

4  911 吉田　光希 ( 1 )  西脇工・兵庫 13  9:46.03

5  1029 土屋　温希 ( 1 )  智辯カレッジ・奈良 8  9:46.12

6  825 原田　心 ( 1 )  花園・大阪 6  9:50.94

7  516 塩路　悠耀 ( 1 )  田辺工・和歌山 10  9:54.19

8  1028 辻本　拓実 ( 1 )  智辯カレッジ・奈良 14  10:01.14

9  1011 中村　就太 ( 1 )  奈良育英・奈良 2  10:01.40

10  821 黒葛原　佑真 ( 1 )  清風・大阪 16  10:07.67

11  641 湊　誠矢 ( 1 )  守山・滋賀 17  10:10.67

12  38 松本　雄大 ( 1 )  草津東・滋賀 7  10:18.19

13  350 山本　一満 ( 1 )  神戸・兵庫 1  10:30.99

14  70 大澤　隆世 ( 1 )  八幡工・滋賀 11  10:49.35

15  521 桑畑　寧生 ( 1 )  田辺・和歌山 5  10:51.64

-  501 生熊　大空斗 ( 1 )  新宮・和歌山 4 DNS

-  369 板谷　和磨 ( 1 )  神戸商・兵庫 9 DNS

-  222 木下　太成 ( 1 )  大阪・大阪 15 DNS

栗山　真治

8:39.37 三浦　龍司 洛南・京都 2019 博多の森

1年 男子 3000mSC
19/9/13 15:30  

近畿高校記録  

リザルトリスト

第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701] 山本　博司

紀三井寺公園 [301010]

大会記録   9:10.78 三浦　龍司 洛南・京都

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/14 19:07:33

8:39.37 三浦　龍司 洛南･京都 2019 博多の森

日本高校記録  
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記録主任：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考

1  823 奥野　達 ( 1 )  清風・大阪 8  21:49.76

2  142 北村　亘 ( 1 )  田辺・京都 14  22:55.28

3  1029 土屋　温希 ( 1 )  智辯カレッジ・奈良 6  23:18.64

4  912 持田　海勢 ( 1 )  西脇工・兵庫 15  23:23.43

5  230 杉林　直人 ( 1 )  春日丘・大阪 1  23:31.77

6  514 岩本　侑羽 ( 1 )  田辺工・和歌山 12  23:41.89

7  267 矢木　雄斗 ( 1 )  履正社・大阪 13  23:55.91

8  186 西川　諒 ( 1 )  京都工学院・京都 11  24:20.19

9  325 清永　航平 ( 1 )  関学・兵庫 9  24:55.11

10  164 友政　成亮 ( 1 )  西京・京都 2  25:16.84

11  335 大町　亜蘭 ( 1 )  川西緑台・兵庫 10  25:17.64

12  490 鎗居　憲正 ( 1 )  東大寺学園・奈良 4  26:08.83

13  620 綿谷　明太郎 ( 1 )  彦根東・滋賀 5  26:14.35

14  26 高木　一之進 ( 1 )  大津商・滋賀 16  27:16.05

15  486 小田切　悠采 ( 1 )  東大寺学園・奈良 7  27:33.26

-  25 岩本　直哉 ( 1 )  大津商・滋賀 3 DQ K2

日本高校記録   19:29.84 住所　大翔 飾磨工・兵庫 2017 東広島

リザルトリスト

第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701]

紀三井寺公園 [301010] 栗山　真治

1年 男子 5000mW
19/9/14 14:30  

近畿高校記録   19:29.84 住所　大翔 飾磨工・兵庫 2017 東広島

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/14 19:05:33

大会記録   21:46.44 萬壽　春輝 飾磨工・兵庫

《 決勝 》

DQ (DisQualified) : 失格
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無効

試技数

16  850 小池　綾( 1 ) 大塚・大阪  2.01 1

12  376 小西　翔太( 1 ) 滝川第二・兵庫  1.98 2

8  905 播田　和志( 1 ) 社・兵庫  1.95 3

6  803 藤井　蓮也( 1 ) 東海大仰星・大阪  1.95 4

9  380 高寺　柊里( 1 ) 滝川第二・兵庫  1.95 5

3  852 前田　斎心( 1 ) 大塚・大阪  1.89 6

5  433 大坂　駿平( 1 ) 添上・奈良  1.86 7

10  108 江口　和哉( 1 ) 桂・京都  1.83 8

11  621 脇坂　献徒( 1 ) 彦根東・滋賀  1.80 9

1  453 岡本　大輝( 1 ) 桜井・奈良  1.80 10

15  143 尾花　海斗( 1 ) 亀岡・京都  1.80 10

13  468 柳田　蒼真( 1 ) 王寺工・奈良  1.75 12

17  509 加藤　綾( 1 ) 熊野・和歌山  1.75 12

2  750 田中　武佐志( 1 ) 京都廣学館・京都 NM -

4  622 加藤　快( 1 ) 彦根東・滋賀 NM -

7  55 片又　大輔( 1 ) 膳所・滋賀 NM -

14  540 土屋　拓士( 1 ) 日高・和歌山 NM -

無効

試技数

5  558 水口　智貴( 1 ) 近大和歌山・和歌山  4.50 1

7  467 原口　篤志( 1 ) 王寺工・奈良  4.20 2

8  179 杉本　遼( 1 ) 北稜・京都  4.20 3

16  556 福井　誠大( 1 ) 近大和歌山・和歌山  3.90 4

17  422 松岡　純也( 1 ) 郡山・奈良  3.80 5

15  105 加納　大河( 1 ) 洛東・京都  3.80 6

14  819 竹内　蓮( 1 ) 近大附・大阪  3.80 7

12  106 漆畑　真司( 1 ) 洛東・京都  3.80 8

4  856 徳利　拓晃( 1 ) 泉北・大阪  3.60 9

2  474 井上　大祐( 1 ) 大和広陵・奈良  3.40 10

1  60 福谷　苑樹( 1 ) 玉川・滋賀 NM -

3  816 山田　青空( 1 ) 東大阪大柏原・大阪 NM -

6  35 西河　憲史( 1 ) 草津東・滋賀 NM -

9  388 山口　翼( 1 ) 明石商・兵庫 NM -

10  943 井関　良太( 1 ) 篠山産・兵庫 NM -

11  315 伊地智　敦士( 1 ) 尼崎双星・兵庫 NM -

13  18 松尾　祐典( 1 ) 近江・滋賀 DNS -

種目 1年 男子 棒高跳 決勝 期日・時刻
2019/9/13

審判長 氏野　修次
開始時刻　 10:00 　終了時刻　 12:00 　

競技会名 第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任 栗山　真治

競技場名 紀三井寺公園 [301010] 主催団体名 近畿高等学校体育連盟　和歌山県教育委員会　近畿陸上競技協会 記録担当審判員

Ord. No. 競技者名 所属

試技

最高記録 4.30  4.40  4.50  4.60 順位 得点 備考 3.40  3.60  3.80  3.90  4.00  4.10  4.20

- - - - - o - xo o o xxx

- - - o - o xo xxx

- - - - xxo o xxo xxx

- o o xo xxx

- o o xxx

- xo xo xxx

- - xxo - xxx

- xo xxo xxx

- o xxx

o xxx

xxx

- xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

1年 男子 棒高跳

○ : 有効

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/14 10:32:15

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（有効試技…○、無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…ｒ 、記録なし…NM）

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

NM (No Marks) : 記録無し

DNS (Did Not Start) : 欠場

× : 無効試技

－ : パス

近畿高校記録  

日本高校記録  

大会記録  

5.30 井村　俊雄 明石商・兵庫 2000 ユニバー

5.50 江島　雅紀 荏田・神奈川

4.85 火狭　翔 光泉

種目 1年 男子 走高跳 決勝 期日・時刻
2019/9/14

審判長 氏野　修次
開始時刻　 11:00 　終了時刻　 12:55 　

競技会名 第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任 栗山　真治

競技場名 紀三井寺公園 [301010] 主催団体名 近畿高等学校体育連盟　和歌山県教育委員会　近畿陸上競技協会 記録担当審判員

Ord. No. 競技者名 所属

試技

最高記録 1.98  2.01  2.04 順位 得点 備考 1.75  1.80  1.83  1.86  1.89  1.92  1.95

- - o - o xo xo xxo o xxx

- - - o o o o xxo xxx

- - - o o o o xxx

- - o o xo xo xo xxx

- - o o o o xxo xxx

- - - xo xo xxx

xo o o o xxx

xo o xo xxx

xo o xxx

xxo xxo xxx

xxo xxo xxx

xxo xxx

xxo xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

NM (No Marks) : 記録無し

× : 無効試技

－ : パス

○ : 有効

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

2.21 平松　祐司 西城陽・京都 2015 鴻ノ池

2.23 戸邉　直人 専大松戸・千葉 2009 ﾋﾞｯｸﾞｽﾜﾝ

2.06 山村　昴平 添上・奈良

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/14 19:08:55

1年 男子 走高跳

近畿高校記録  

日本高校記録  

大会記録  

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（有効試技…○、無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…ｒ 、記録なし…NM）

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。
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トップ8

試技順

5  282 松本　力丸( 1 ) 太成学院・大阪 8 1

6  851 高瀬　一晟( 1 ) 大塚・大阪 6 2

3  817 大浦　涼介( 1 ) 教大平野・大阪 7 3

12  722 長井　遥斗( 1 ) 洛南・京都 5 4

8  488 藤田　脩斗( 1 ) 東大寺学園・奈良 3 5

2  314 平田　崇人( 1 ) 尼崎双星・兵庫 4 6

15  944 橋本　寿一( 1 ) 三田祥雲館・兵庫 2 7

10  917 山口　晴哉( 1 ) 姫路・兵庫 1 8

9  748 古田　萌人( 1 ) 京都共栄・京都 9

4  15 樋口　正治( 1 ) 石山・滋賀 10

18  491 吉岡　祐貴( 1 ) 東大寺学園・奈良 11

7  58 岩﨑　陽( 1 ) 膳所・滋賀 12

1  507 井田　一季( 1 ) 熊野・和歌山 13

16  607 須知　矢暉( 1 ) 彦根翔西館・滋賀 14

13  578 宮本　照久( 1 ) 桐蔭・和歌山 15

17  478 岸本　太陽( 1 ) 一条・奈良 16

11  1105 森井　健心( 1 ) 向陽・和歌山 17

14  710 清水　希一( 1 ) 龍谷大平安・京都 -

16.10 山本　凌雅 諫早農・長崎 2013 味の素ｽﾀｼﾞｱﾑ

16.05 野﨑　千皓 洛南・京都 2015 瑞穂

14.84 寺山　誠二 太成・大阪

トップ8

試技順

13  421 深谷　海斗( 1 ) 郡山・奈良 8 1

7  281 舞永　夏稀( 1 ) 太成学院・大阪 7 2

17  722 長井　遥斗( 1 ) 洛南・京都 6 3

12  262 佐脇　岳( 1 ) 関大北陽・大阪 3 4

3  263 足立　稜河( 1 ) 関大北陽・大阪 5 5

1  607 須知　矢暉( 1 ) 彦根翔西館・滋賀 4 6

4  949 海道　藍真( 1 ) 津名・兵庫 1 7

11  941 宮田　晴人( 1 ) 北摂三田・兵庫 2 8

14  488 藤田　脩斗( 1 ) 東大寺学園・奈良 9

18  180 渡辺　多瑠嘉( 1 ) 北稜・京都 10

6  14 糸数　たつのり( 1 ) 石部・滋賀 11

8  410 西田　亮真( 1 ) 登美ケ丘・奈良 12

10  606 杉村　廉( 1 ) 彦根翔西館・滋賀 13

9  512 古久保　壮舞( 1 ) 熊野・和歌山 14

5  314 平田　崇人( 1 ) 尼崎双星・兵庫 15

16  162 谷口　晴( 1 ) 西京・京都 16

15  539 白井　駿希( 1 ) 日高・和歌山 17

2  564 長井　裕生( 1 ) 星林・和歌山 -

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/15 19:48:32

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

w (wind assist) : 追風参考

DNS (Did Not Start) : 欠場

× : 無効試技

－ : パス

- 

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…ｒ 、記録なし…NM）

         DNS

-0.5 

        

     -0.5      12.57

+1.3 

 12.33 +1.0   12.24 +0.6   12.57 -0.5   12.57

          12.82

+0.5 

 12.82 +1.3   12.10 -0.5   12.65 -0.1   12.82 +1.3 

          12.85

-0.3 

 12.75 +0.1   12.66 +1.4   12.85 +0.5   12.85 +0.5 

          12.88

+0.6 

 12.88 -0.3   ×     ×     12.88 -0.3 

          12.95

+2.5 

 12.78 +0.3   12.95 +0.6   ×     12.95 +0.6 

         w 12.99

+1.1 

 12.70 -2.1   12.99 +2.5   12.94  0.0   12.99 +2.5 

          13.05

-0.1 

 ×     13.05 +1.1   12.47 +1.1   13.05 +1.1 

          13.11

+0.8 

 ×     ×     13.11 -0.1   13.11 -0.1 

          13.20

+2.4 

 12.98 +0.3   13.08 +1.0   13.20 +0.8   13.20 +0.8 

+1.2   13.41 +2.4   13.27 +1.5  w 13.41

+0.8 

 13.29 +1.0   13.41 +2.2   13.33 -0.7   13.41 +2.2   12.81

+1.9   13.37 +2.0   13.49 +0.8   13.49

+2.2 

 12.93 -0.7   13.08 +2.5   13.34 +0.3   13.34 +0.3   13.14

+1.1   13.57  0.0   13.57 +1.5  w 13.65

+1.9 

 13.33 -0.6   13.59 +1.9   13.65 +2.2   13.65 +2.2   13.39

    ×     13.62 +1.6   13.69

+0.1 

 13.39 -1.2   13.69 +1.9   13.43 +0.4   13.69 +1.9   ×

+0.1   ×     ×     13.70

+0.3 

 ×     13.28 +1.6   13.45  0.0   13.45  0.0   13.70

+1.0   －     13.41 +2.8   13.72

+0.5 

 13.26 +2.1   13.72 +0.3   13.50 -0.3   13.72 +0.3   13.16

+1.7   13.99 +1.4   14.20 +0.5   14.20

-0.1 

 13.91 -0.8   14.07 +1.1   13.75 +0.6   14.07 +1.1   14.06

+1.6   －     13.94 +0.9   14.51

6

 14.51 -0.1   14.40 +1.2   14.03 +0.1   14.51 -0.1   13.73

試技
最高記録 順位 得点 備考

1 2 3 4 5
Ord. No. 競技者名 所属

試技
3回の最高記録

競技場名 紀三井寺公園 [301010] 主催団体名 近畿高等学校体育連盟　和歌山県教育委員会　近畿陸上競技協会 記録担当審判員

審判長 氏野　修次
開始時刻　 09:30 　終了時刻　 11:15 　

競技会名 第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任 栗山　真治

大会記録  

種目 1年 男子 三段跳 決勝 期日・時刻
2019/9/15

1年 男子 三段跳

近畿高校記録  

日本高校記録  

種目 1年 男子 走幅跳 決勝 期日・時刻
2019/9/13

審判長 氏野　修次
開始時刻　 10:00 　終了時刻　 11:35 　

競技会名 第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任 栗山　真治

競技場名 紀三井寺公園 [301010] 主催団体名 近畿高等学校体育連盟　和歌山県教育委員会　近畿陸上競技協会 記録担当審判員

Ord. No. 競技者名 所属
試技

3回の最高記録
試技

最高記録 順位 得点 備考
1 2 3 4 5 6

 6.71 +1.0   6.64 +0.7   6.84 +1.1   6.84 +1.1   6.95 +1.2   6.87 +0.8   6.64 -1.4   6.95 +1.2 

 6.61 +1.4   ×     6.64 +0.8   6.64 +0.8   6.82 +0.6   6.80 +0.8   6.87 -0.9   6.87 -0.9 

 6.49 +0.7   6.65 +0.9   6.83 +1.6   6.83 +1.6   6.66 +1.0   6.75 +0.2   6.75 -0.8   6.83 +1.6 

 6.48 +0.5   6.58 +1.7   6.43 +0.1   6.58 +1.7   6.68 +2.2   6.78 +1.5   6.66  0.0   6.78 +1.5 

 6.42 -0.6   6.17 +0.4   6.45 +0.7   6.45 +0.7   6.17 +0.7   6.46 +0.9   6.34 +0.6   6.46 +0.9 

 6.46 +1.5   6.40 +1.4   6.41 +1.1   6.46 +1.5   6.35 +1.0   6.00 +1.5   6.23 +0.4   6.46 +1.5 

 ×     6.25 +1.1   6.28 +0.6   6.28 +0.6   ×     6.30 +1.2   ×     6.30 +1.2 

 6.25 +0.7   6.23 +2.1   6.06 +0.7   6.25 +0.7   6.07 +0.7   ×     ×     6.25 +0.7 

 ×     6.17 +1.5   ×     6.17 +1.5            6.17 +1.5 

 6.10 +1.1   5.94 +0.6   6.05 +1.1   6.10 +1.1            6.10 +1.1 

 5.94 +0.8   ×     6.09 +1.1   6.09 +1.1            6.09 +1.1 

 6.09 -0.6   5.91 +1.1   5.92 +0.5   6.09 -0.6            6.09 -0.6 

 6.08 +0.8   5.77 +0.3   5.75 +0.6   6.08 +0.8            6.08 +0.8 

 6.04 +1.3   5.63 +0.6   5.77 +0.8   6.04 +1.3            6.04 +1.3 

 ×     6.03 +1.3   5.86 +1.1   6.03 +1.3            6.03 +1.3 

 5.93 +2.2   5.89 +0.1   5.93 +1.2   5.93 +2.2           w 5.93 +2.2 

 ×     5.55 +2.4   ×     5.55 +2.4       

   ×     ×     ×       NM

+2.4    w 5.55

NM (No Marks) : 記録無し

× : 無効試技

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/14 10:39:55

近畿高校記録  

日本高校記録  

1年 男子 走幅跳

- 

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

大会記録  

8.12 藤原　孝輝 洛南・京都 2019 タピック県総ひやごん

8.12 藤原　孝輝 洛南・京都

7.25 中居　正太郎 太成

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

w (wind assist) : 追風参考

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…ｒ 、記録なし…NM）

  

19 ページ



トップ8

試技順

10  526 小林　聖( 1 ) 紀央館・和歌山 8 1

6  277 菅沼　慶斗( 1 ) 咲くやこの花・大阪 7 2

11  835 平松　幸恭( 1 ) 生野・大阪 6 3

8  279 尾田　力飛( 1 ) 桜宮・大阪 3 4

9  176 井上　堅斗( 1 ) 久御山・京都 5 5

14  595 久木　一星( 1 ) 和歌山北・和歌山 4 6

7  594 奥村　夏生( 1 ) 和歌山北・和歌山 2 7

12  311 田上　想良( 1 ) 市尼崎・兵庫 1 8

3  704 下村　瞭河( 1 ) 花園・京都 9

17  177 川田　悠貴( 1 ) 久御山・京都 10

1  608 寺木　政太朗( 1 ) 彦根翔西館・滋賀 11

13  1035 吉川　智彰( 1 ) 智辯カレッジ・奈良 12

15  489 山田　倫大( 1 ) 東大寺学園・奈良 13

5  387 原田　優飛( 1 ) 明石商・兵庫 14

4  926 石本　悠希( 1 ) 姫路商・兵庫 15

2  627 横山　海碧( 1 ) 水口・滋賀 16

16  1027 谷水　芳紀( 1 ) 智辯カレッジ・奈良 -

18  47 吉岡　暉人( 1 ) 滋賀学園・滋賀 -

競技会名

種目

18.02 井元　幸喜 都島工・大阪 2003 敷島

18.21 幸長　慎一 生光学園・徳島

15.98 松田　貫汰 咲くやこの花

Ord. No. 競技者名 所属

1年 男子 砲丸投6k 決勝 期日・時刻
2019/9/15

開始時刻　 09:30 　終了時刻　 10:37 　

 ×  ×

審判長

 13.38

 13.92  13.92  14.13

得点
試技

3回の最高記録

井上　英典

第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任 栗山　真治

1

 14.13

 ×  12.43  13.38  13.38  13.05  13.27  12.37

 13.68  13.73

 13.19  13.19

 12.63  13.13  ×  13.13  13.17  13.37

 12.36  12.72  12.72  12.40  12.55

 12.92  13.37

 12.12

 12.79

 ×  12.82  12.98  12.98  11.94  13.06

 12.45

 12.33  12.51

 11.92

 11.95  ×  11.83  11.95

 ×

 11.77

 11.95

 ×  11.92  11.92

 11.72

 10.59  11.37  11.77

 11.72  11.63  11.52  11.72

 11.77

 11.46  11.00  ×  11.46

 11.20  11.28  11.28

 11.46

 11.28  10.92

 11.17

 11.07  11.12  ×  11.12  11.12

 10.52

 ×  ×

 11.17  ×  11.17

DNS

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

NM ×

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…ｒ 、記録なし…NM）

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

NM (No Marks) : 記録無し

DNS (Did Not Start) : 欠場

× : 無効試技

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/15 11:31:08

備考

大会記録  

1年 男子 砲丸投

近畿高校記録  

日本高校記録  

2 3 4 5

競技場名 紀三井寺公園 [301010] 主催団体名 近畿高等学校体育連盟　和歌山県教育委員会　近畿陸上競技協会 記録担当審判員

 11.61

 11.88  11.92

試技
最高記録 順位

 12.51

 13.00  13.06

 ×

 11.14  12.20  12.13  12.20

6

 ×

 12.44  12.79  ×  12.79

 12.11  ×  11.86  12.11  12.45  11.88

20 ページ



トップ8

試技順

12  276 河野　純太( 1 ) 咲くやこの花・大阪 8 1

5  246 籾谷　憲司( 1 ) 福井・大阪 7 2

9  387 原田　優飛( 1 ) 明石商・兵庫 6 3

15  945 菅野　壱心( 1 ) 三田祥雲館・兵庫 2 4

3  702 渡邊　泰生( 1 ) 花園・京都 5 5

4  229 迫田　祥太( 1 ) 大阪青凌・大阪 4 6

7  701 西川　勝道( 1 ) 花園・京都 3 7

11  914 中田　耀( 1 ) 姫路工・兵庫 1 8

18  175 佐々木　光暁( 1 ) 南丹・京都 9

17  47 吉岡　暉人( 1 ) 滋賀学園・滋賀 10

2  526 小林　聖( 1 ) 紀央館・和歌山 11

1  452 山中　郡( 1 ) 奈良情報商業・奈良 12

16  527 松本　真拓( 1 ) 紀央館・和歌山 13

10  462 渡邉　大樹( 1 ) 香芝・奈良 14

8  602 谷口　祥( 1 ) 彦根翔西館・滋賀 15

13  595 久木　一星( 1 ) 和歌山北・和歌山 16

14  626 野原　一真( 1 ) 米原・滋賀 17

6  480 山村　要詞( 1 ) 一条・奈良 -

期日・時刻
2019/9/14

審判長 井上　英典
開始時刻　 12:50 　終了時刻　 13:54 　

種目 1年 男子 円盤投1.75k 決勝

競技会名 第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任 栗山　真治

競技場名 紀三井寺公園 [301010] 主催団体名 近畿高等学校体育連盟　和歌山県教育委員会　近畿陸上競技協会 記録担当審判員

5
Ord. No. 競技者名 所属

試技
3回の最高記録

試技
最高記録 順位 得点 備考

1 2 3

 39.47

6

 38.69  37.27  38.73  38.73  39.26  40.34  39.53

4

 40.34

 ×  ×  37.89  37.89  34.07  37.27  39.47

 36.88  34.96  37.60  37.60  34.86  37.80  36.84  37.80

 35.06  34.51  34.17  35.06  35.91  36.77  37.62  37.62

 ×  35.75

 ×  35.67  36.60  36.60  36.29  ×  ×  36.60

 33.71  33.58  35.75  35.75  34.80  35.36

 34.81

 33.68  35.26  33.73  35.26  30.87  34.69  34.43  35.26

 34.81  ×  ×  34.81  ×  ×  ×

 34.58  34.18  33.97  34.58  34.58

 30.76  32.76  33.75  33.75  33.75

 31.22

 ×  32.32  32.54  32.54  32.54

 31.22  28.81  ×  31.22

 29.60

 29.18  28.59  29.21  29.21  29.21

 29.60

 24.87  26.27  26.27

 29.56  28.77  29.60

 26.27

 25.79  ×  25.66  25.79  25.79

 24.95

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

 24.72

 ×  ×  × NM

 ×  ×  24.72  24.72

43.30 執行　大地 市尼崎・兵庫

NM (No Marks) : 記録無し

× : 無効試技

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/14 19:13:28

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…ｒ 、記録なし…NM）

大会記録  

開始前

54.05 石山　歩 花園・京都 2014 山梨中銀

1年 男子 円盤投

近畿高校記録  

58.38 山下　航生 市岐阜商・岐阜 2018 瑞穂日本高校記録  
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トップ8

試技順

3  702 渡邊　泰生( 1 ) 花園・京都 8 1

2  914 中田　耀( 1 ) 姫路工・兵庫 7 2

10  594 奥村　夏生( 1 ) 和歌山北・和歌山 6 3

5  703 渡邊　陽介( 1 ) 花園・京都 5 4

17  940 吉田　優将( 1 ) 自由ヶ丘・兵庫 4 5

9  393 赤松　駿( 1 ) 小野工・兵庫 3 6

4  149 坂根　玄太郎( 1 ) 峰山・京都 1 7

12  228 中田　アドリアン( 1 ) 大阪・大阪 2 8

1  283 山口　大雅( 1 ) 太成学院・大阪 9

15  805 氏家　智哉( 1 ) 東海大仰星・大阪 10

16  1027 谷水　芳紀( 1 ) 智辯カレッジ・奈良 11

14  466 市森　己佑矢( 1 ) 高取国際・奈良 12

11  1035 吉川　智彰( 1 ) 智辯カレッジ・奈良 13

13  24 阪本　利恩( 1 ) 大津商・滋賀 14

6  603 安川　真弘( 1 ) 彦根翔西館・滋賀 15

8  527 松本　真拓( 1 ) 紀央館・和歌山 16

7  56 池原　悠真( 1 ) 膳所・滋賀 17

18  525 川口　翔( 1 ) 紀央館・和歌山 -

種目 1年 男子 ハンマー投6k 決勝 期日・時刻
2019/9/13

審判長 井上　英典
開始時刻　 10:00 　終了時刻　　　　:

競技会名 第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任 栗山　真治

競技場名 紀三井寺公園 [301010] 主催団体名 近畿高等学校体育連盟　和歌山県教育委員会　近畿陸上競技協会 記録担当審判員

Ord. No. 競技者名 所属
試技

3回の最高記録
試技

最高記録 順位 得点 備考
1 2 3 4 5 6

 47.96  ×  49.31  49.31  45.85  ×  ×  49.31

 46.49  46.06  ×  46.49  ×  ×  ×  46.49

 38.42  ×  43.77  43.77  42.56  ×  ×  43.77

 38.65  42.15  38.28  42.15  38.40  38.89  38.72  42.15

 40.56  37.96  ×  40.56  ×  36.99  38.95  40.56

 ×  40.10  ×  40.10  ×  40.24  ×  40.24

 ×  36.15

 34.46  34.88  33.16  34.88  35.03  ×  36.95  36.95

 34.76  34.99  36.15  36.15  ×  36.15

 33.00  33.00  33.00

 30.63  33.93  34.24  34.24

 28.69  28.69

 ×  ×  31.76  31.76  31.76

 34.24

 ×  24.99

 27.55

 28.01  ×  27.63  28.01

 ×  27.55  ×  27.55

 28.01

 27.80  28.69  ×

 25.42  －  －  25.42  25.42

 23.01  ×  21.83  23.01  23.01

 ×  21.82  ×  21.82

× : 無効試技

－ : パス

DNS
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近畿高校記録  

日本高校記録  

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

大会記録  

1年 男子 ハンマー投

54.83 若山　哲也 洛陽工

DNS (Did Not Start) : 欠場

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…ｒ 、記録なし…NM）

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

 21.82

68.22 中村　美史 市尼崎・兵庫 2017 山形NDソフトスタジアム

68.33 柏村　亮太 倉吉北・鳥取 2009 新潟・ビッグスワ
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トップ8

試技順

12  311 田上　想良( 1 ) 市尼崎・兵庫 6 1

9  176 井上　堅斗( 1 ) 久御山・京都 8 2

17  525 川口　翔( 1 ) 紀央館・和歌山 7 3

8  69 出路　仁斗( 1 ) 八幡・滋賀 5 4

15  177 川田　悠貴( 1 ) 久御山・京都 4 5

5  804 加門　純人( 1 ) 東海大仰星・大阪 3 6

10  749 山内　真尋( 1 ) 京都共栄・京都 2 7

4  487 中神　拓人( 1 ) 東大寺学園・奈良 1 8

13  946 西垣　日向( 1 ) 和田山・兵庫 9

1  245 内山　大希( 1 ) 高槻北・大阪 10

18  406 岡本　爽楽( 1 ) 奈良・奈良 11

3  42 那須　祐介( 1 ) 草津東・滋賀 12

7  522 花本　悦男( 1 ) 田辺・和歌山 13

14  431 山本　一創( 1 ) 添上・奈良 14

16  519 高井　丈太郎( 1 ) 神島・和歌山 15

6  806 若松　怜( 1 ) 寝屋川・大阪 16

11  948 山滝　拓海( 1 ) 洲本実・兵庫 17

2  602 谷口　祥( 1 ) 彦根翔西館・滋賀 18

種目 1年 男子 やり投800g 決勝 期日・時刻
2019/9/13

審判長

競技会名 第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任 栗山　真治

競技場名 紀三井寺公園 [301010] 主催団体名 近畿高等学校体育連盟　和歌山県教育委員会　近畿陸上競技協会 記録担当審判員

井上　英典
開始時刻　 13:30 　終了時刻　 15:05 　

得点 備考
1 2 3 4 5 6

Ord. No. 競技者名 所属
試技

3回の最高記録
試技

最高記録 順位

 51.79  51.59  52.95  52.95  54.50  54.82

 53.79  53.79  47.61  50.76  52.51  53.79

 53.52  53.52

 50.38

 53.34  54.82

 48.56  44.12

 51.59  53.37  52.04  53.37  52.80  ×

 ×  48.98

 43.57

 50.27  47.16  50.38  52.06  49.18  49.23  52.06

 48.98  46.29  45.29  48.98  46.59  48.91

 48.38  48.38

 45.81

 42.22  46.47  46.47  44.65  48.67  47.21  48.67

 42.72  43.16  45.04  45.81

 43.46  43.39  46.19  46.19  46.51  47.04

 45.52

 43.82  45.62  45.81

 45.04

 ×  45.04  45.52  45.52

 45.04

 44.77

 41.57

 35.23  40.91  45.04

 44.35

 43.49  44.77  42.82  44.77

 43.46

 44.35  44.23  44.35

 43.34

 43.46  36.22  38.00  43.46

 38.61

 42.14

 41.77  43.34  43.34

 42.14

 ×  42.37  40.85  42.37  42.37

 40.84  41.07  41.07

 ×  40.39  42.14

近畿高校記録  

日本高校記録  

大会記録  

1年 男子 やり投

 41.07

 34.31  41.42  ×  41.42

開始前

 41.42

 38.19

74.26 島田　浩次 東稜・京都 1987 沖縄

76.54 村上　幸史 今治明徳・愛媛 1997 愛媛・今治

60.63 吉野　壱圭 添上

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

× : 無効試技
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科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…ｒ 、記録なし…NM）
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