
2年男子記録集



種別 日付 種目

松田　慎太郎(2)  w10.61 (+3.0) 平野　智也(2)  w10.64 (+3.0) 梅田　光太朗(2)  w10.72 (+3.0) 田中　隆太郎(2)  w10.82 (+3.0) 鍋島　聡一朗(2)  w10.86 (+3.0) 馬場　勇弥(2)  w10.91 (+3.0) 佐藤　颯(2)  w10.91 (+3.0) 板垣　和真(2)  w10.98 (+3.0)

報徳・兵庫 洛南・京都 市西宮・兵庫 摂津・大阪 彦根東・滋賀 社・兵庫 関大北陽・大阪 比叡山・滋賀

木下　祐一(2)  21.30 (-0.6) 井之上　駿太(2) 21.56 松田　慎太郎(2) 21.61 佐藤　颯(2) 21.68 濱田　澪(2) 21.95 梅田　光太朗(2) 22.03 寺田　陽士郎(2) 22.08 松井　健斗(2) 22.30

洛南・京都 洛南・京都 報徳・兵庫 関大北陽・大阪 枚方・大阪 市西宮・兵庫 大津商・滋賀 関大北陽・大阪

木下　祐一(2)  47.08 井之上　駿太(2)  47.69 琴寄　晴仁(2)  48.23 長谷　拓英(2)  48.33 橋本　太喜(2)  48.52 渡邊　隼斗(2)  49.43 喜代田　悠輝(2)  49.47 下方　崇生(2)  50.54

洛南・京都 GR 洛南・京都 GR 彦根翔西館・滋賀 茨木・大阪 高砂南・兵庫 姫路商・兵庫 大阪・大阪 社・兵庫

北岸　健吾(2)  1:54.31 大森　駿斗(2)  1:55.61 井上　翔大(2)  1:55.95 前川　洋晴(2)  1:57.43 妹尾　康太郎(2)  1:57.51 八木　悠晟(2)  1:58.52 杉田　祥平(2)  2:01.56 安川　楓(2)  2:02.96

灘・兵庫 智辯カレッジ・奈良 北野・大阪 県農・兵庫 滋賀短大附属・滋賀 関大北陽・大阪 宝塚・兵庫 智辯カレッジ・奈良

大森　駿斗(2)  3:51.70 櫻井　晃平(2)  3:52.77 梶谷　優斗(2)  3:54.77 上江洲　陸(2)  3:57.83 中西　倫太郎(2)  3:58.48 杉田　祥平(2)  3:59.83 前川　洋晴(2)  3:59.99 内藤　一輝(2)  4:00.88

智辯カレッジ・奈良 桂・京都 滋賀学園・滋賀 智辯カレッジ・奈良 比叡山・滋賀 宝塚・兵庫 県農・兵庫 洛南・京都

喜多村　慧(2)  14:48.99 永吉　恭理(2)  14:51.49 中原　優人(2)  14:58.40 中西　良介(2)  14:59.58 佐野　拓実(2)  15:08.39 山﨑　皓太(2)  15:24.11 中田　千太郎(2)  15:24.80 水本　裕大(2)  15:29.70

須磨学園・兵庫 須磨学園・兵庫 智辯カレッジ・奈良 関大北陽・大阪 洛南・京都 洛南・京都 智辯カレッジ・奈良 大阪・大阪

藤原　孝輝(2)  14.15 (+1.1) 岩井　章太郎(2)  14.53 (+1.1) 丸山　壮(2)  14.59 (+1.1) 柴田　賢太郎(2)  14.77 (+1.1) 大村　一斗(2)  14.78 (+1.1) 松井　泰誠(2)  14.96 (+1.1) 太田　彪真(2)  15.16 (+1.1) 猿渡　善斗(2)  15.32 (+1.1)

洛南・京都 GR 同志社・京都 乙訓・京都 報徳・兵庫 近大附・大阪 添上・奈良 石部・滋賀 市尼崎・兵庫

森髙　颯治朗(2)  52.86 大村　一斗(2)  54.00 西村　晟太朗(2)  54.23 松田　圭太(2)  54.63 岡村　陸王(2)  55.24 嶋　泰智(2)  55.59 梶川　裕貴(2)  56.55 宮川　祐京(2)  56.85

報徳・兵庫 近大附・大阪 彦根翔西館・滋賀 川西緑台・兵庫 大塚・大阪 桃山・京都 草津東・滋賀 須磨東・兵庫

八澤　輝人(2)  9:13.25 沖　尚悟(2)  9:13.50 西村　宗真(2)  9:19.62 大谷　翔生(2)  9:24.00 池村　剛志(2)  9:27.39 長原　悠一郎(2)  9:27.84 泉　龍之介(2)  9:29.55 鍋野　涼雅(2)  9:32.46

須磨学園・兵庫 網野・京都 桃山・京都 立命館守山・滋賀 報徳・兵庫 京都外大西・京都 関大北陽・大阪 大阪・大阪

中谷　知博(2)  21:55.55 辻村　絢平(2)  22:07.17 近藤　颯太(2)  22:08.83 木村　太陽(2)  22:27.74 中尾　心哉(2)  22:40.44 谷垣　大翔(2)  22:53.24 的場　堅(2)  22:58.77 小川　尚比古(2)  23:06.77

智辯カレッジ・奈良 飾磨工・兵庫 西宮北・兵庫 大塚・大阪 智辯カレッジ・奈良 田辺・京都 県西宮・兵庫 彦根東・滋賀

本池　直樹(2)  4.60 田中　聖也(2)  4.30 北尾　響(2)  4.20 赤松　心太朗(2)  4.10 宮崎　暉(2)  4.10 齊藤　雅征(2)  4.00

橿原・奈良 今宮工科・大阪 彦根翔西館・滋賀 姫路南・兵庫 神戸国際附・兵庫 尼崎双星・兵庫

高橋　海舟(2)  4.20 中澤　一颯(2)  4.00

洛東・京都 草津東・滋賀

武政　壮之助(2)  2.01 山中　駿(2)  2.01 津田　怜(2)  1.98 西川　裕太(2)  1.95 志水　宙斗(2)  1.89 松本　祐茉(2)  1.86 玉西　光宣(2)  1.86 小宮路　大翔(2)  1.83

社・兵庫 三国丘・大阪 咲くやこの花・大阪 水口東・滋賀 西京・京都 三木・兵庫 安曇川・滋賀 滝川第二・兵庫

藤原　孝輝(2)  7.23 (-0.4) 田中　隆太郎(2)  7.09 (-1.5) イベル　ブランドン(2)  6.87 (-0.8) 陶山　雄世(2)  6.72 (+0.7) 坂部　海太(2)  6.68 (-0.7) 松井　泰誠(2)  6.63 (-1.3) 栂尾　鷹兵(2)  6.59 (-1.2) 小松　秀伍(2)  6.58 (-1.3)

洛南・京都 摂津・大阪 洛南・京都 芦屋・兵庫 桐蔭・和歌山 添上・奈良 大塚・大阪 東海大仰星・大阪

栂尾　鷹兵(2)  14.82 (+1.8) 篠原　和真(2)  w14.75 (+2.7) 須志原　治輝(2)  w14.64 (+2.8) 佐藤　拓海(2)  w14.56 (+2.4) 中谷　琉来(2)  w14.51 (+2.1) 田中　健太郎(2)  w14.47 (+3.0) 梅野　真生(2)  14.32 (+0.9) イベル　ブランドン(2)  14.07 (-2.0)

大塚・大阪 東海大仰星・大阪 東大寺学園・奈良 添上・奈良 明石商・兵庫 社・兵庫 社・兵庫 洛南・京都

アツオビン　ジェイソン(2)  16.63 杉村　武紀(2)  15.45 競　友哉(2)  15.01 井戸　良(2)  14.65 大前　敬信(2)  14.50 永井　裕斗(2)  14.32 渋谷　航平(2)  14.12 下平　瞬(2)  13.61

大阪桐蔭・大阪 GR 北野・大阪 市尼崎・兵庫 日高・和歌山 和歌山北・和歌山 姫路商・兵庫 米原・滋賀 東海大仰星・大阪

杉村　武紀(2)  45.74 小川　典祐(2)  45.46 富永　健心(2)  45.23 坂口　昇大(2)  45.17 下平　瞬(2)  44.38 永井　裕斗(2)  42.99 足立　琉希(2)  42.52 鶴﨑　誠(2)  41.54

北野・大阪 花園・京都 峰山・京都 大塚・大阪 東海大仰星・大阪 姫路商・兵庫 京都共栄・京都 宝塚東・兵庫

競　友哉(2)  55.25 野田　昂汰(2)  52.24 原田　恒輝(2)  50.13 畑原　涼汰(2)  48.99 渡邊　准基(2)  48.43 檜田　大喜(2)  48.24 古井　颯汰(2)  47.73 實平　陽弘(2)  47.61

市尼崎・兵庫 綾部・京都 大体大浪商・大阪 日高・和歌山 加悦谷・京都 乙訓・京都 和歌山北・和歌山 信太・大阪

巖　優作(2)  68.85 吉野　壱圭(2)  65.97 足立　琉希(2)  60.21 山田　隼人(2)  59.28 藤原　翔真(2)  57.94 片山　拓人(2)  56.53 上村　壮吾(2)  54.14 四ツ谷　康汰(2)  52.88

市尼崎・兵庫 GR 添上・奈良 京都共栄・京都 大津商・滋賀 洛東・京都 東海大仰星・大阪 大阪・大阪 八尾・大阪

2年 男子総合 洛南・京都 68点 智辯カレッジ・奈良 41点 報徳・兵庫 31点 大塚・大阪 24点 須磨学園・兵庫 23点 市尼崎・兵庫 23点 北野・大阪 21点 添上・奈良 18点

男子 総合 洛南・京都 162点 智辯カレッジ・奈良 81点 大塚・大阪 50点 関大北陽・大阪 48点 報徳・兵庫 39点 須磨学園・兵庫 36点 咲くやこの花・大阪 33点 市尼崎・兵庫 32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
2年最優秀選手 巖　優作(2) 市尼崎・兵庫 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　　Ｗ：追い風参考

良

9/15   12:00 南南東 1.0 30 44 晴 良

9/14   12:00 南 0.9 28 54 晴

湿度（％） 天候 グランドコンディション

9/13   12:00 北東 0.3 22 82 曇 良

学校対抗

期日 時間 風向 風速(m/s） 気温（℃）

9/14 円 盤 投

9/13 ハ ン マ ー 投

9/13 や り 投

9/13 走 幅 跳

9/15 三 段 跳

9/15 砲 丸 投

9/13 棒 高 跳

9/14 走 高 跳

9/13 400mH

9/13 3000mSC

9/14 5000mW

800m

9/14 1500m

9/15 5000m

9/14 110mH

7位 8位

2
　
年
　
男
　
子

9/15 100m

9/13 200m

9/14 400m

9/13

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

1位 2位 3位 4位 5位 6位

1 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  319 梅田　光太朗 ( 2 )  市西宮・兵庫 7  10.94 Q 1  329 松田　慎太郎 ( 2 )  報徳・兵庫 2  10.89 Q
2  247 佐藤　颯 ( 2 )  関大北陽・大阪 6  11.02 Q 2  237 田中　隆太郎 ( 2 )  摂津・大阪 5  11.10 Q
3  610 鍋島　聡一朗 ( 2 )  彦根東・滋賀 4  11.09 q 3  20 寺田　陽士郎 ( 2 )  大津商・滋賀 4  11.28
4  121 長澤　蒼馬 ( 2 )  乙訓・京都 2  11.25 4  415 村上　諒汰 ( 2 )  高田・奈良 7  11.33
5  532 田端　瞭 ( 2 )  日高・和歌山 3  11.28 5  591 宮本　康成 ( 2 )  和歌山北・和歌山 6  11.42
6  445 東　翔太郎 ( 2 )  畝傍・奈良 5  11.45 6  470 今泉　蓮 ( 2 )  大和広陵・奈良 3  11.46

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  725 平野　智也 ( 2 )  洛南・京都 2  10.90 Q
2  903 馬場　勇弥 ( 2 )  社・兵庫 5  11.02 Q
3  77 板垣　和真 ( 2 )  比叡山・滋賀 7  11.12 q
4  234 森脇　寛太 ( 2 )  大教大池田・大阪 4  11.27
5  1107 内藤　颯人 ( 2 )  那賀・和歌山 6  11.30
-  131 乾　渉夢 ( 2 )  城陽・京都 3 DQ FS

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  329 松田　慎太郎 ( 2 )  報徳・兵庫 4 w 10.61
2  725 平野　智也 ( 2 )  洛南・京都 5 w 10.64
3  319 梅田　光太朗 ( 2 )  市西宮・兵庫 7 w 10.72
4  237 田中　隆太郎 ( 2 )  摂津・大阪 9 w 10.82
5  610 鍋島　聡一朗 ( 2 )  彦根東・滋賀 3 w 10.86
6  903 馬場　勇弥 ( 2 )  社・兵庫 6 w 10.91 [903]
7  247 佐藤　颯 ( 2 )  関大北陽・大阪 8 w 10.91 [909]
8  77 板垣　和真 ( 2 )  比叡山・滋賀 2 w 10.98

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

FS (False Start R162-7) : 不正スタート

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/15 20:16:48
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近畿高校記録   10.01 桐生　祥秀 洛南・京都 2013 広島ｴﾃﾞｨｵﾝ

大会記録   10.49 宮本　大輔 洛南・京都

10.4 井上　悟 清風・大阪

2年 男子 100m 予選   19/9/15 10:15 ( 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

2 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  247 佐藤　颯 ( 2 )  関大北陽・大阪 5  21.53 Q 1  724 木下　祐一 ( 2 )  洛南・京都 4  21.39 Q
2  319 梅田　光太朗 ( 2 )  市西宮・兵庫 7  21.64 Q 2  248 松井　健斗 ( 2 )  関大北陽・大阪 5  21.87 Q
3  808 濱田　澪 ( 2 )  枚方・大阪 6  21.79 q 3  20 寺田　陽士郎 ( 2 )  大津商・滋賀 3  21.90 q
4  470 今泉　蓮 ( 2 )  大和広陵・奈良 3  22.56 [556] 4  1003 川西　梨恩 ( 2 )  奈良育英・奈良 7  22.17
5  904 細見　大樹 ( 2 )  社・兵庫 2  22.56 [560] 5  414 中野　真志 ( 2 )  高田・奈良 2  22.43
6  19 楠野　大士 ( 2 )  大津・滋賀 4  22.86 6  1107 内藤　颯人 ( 2 )  那賀・和歌山 6  22.69

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  726 井之上　駿太 ( 2 )  洛南・京都 6  21.56 Q
2  329 松田　慎太郎 ( 2 )  報徳・兵庫 7  21.63 Q
3  562 村松　駿 ( 2 )  星林・和歌山 3  21.95
4  103 妹尾　亮斗 ( 2 )  洛東・京都 4  22.56
5  62 廣畑　敬太 ( 2 )  虎姫・滋賀 2  22.86
6  532 田端　瞭 ( 2 )  日高・和歌山 5  22.95

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  724 木下　祐一 ( 2 )  洛南・京都 4  21.30
2  726 井之上　駿太 ( 2 )  洛南・京都 5  21.56
3  329 松田　慎太郎 ( 2 )  報徳・兵庫 6  21.61
4  247 佐藤　颯 ( 2 )  関大北陽・大阪 7  21.68
5  808 濱田　澪 ( 2 )  枚方・大阪 2  21.95
6  319 梅田　光太朗 ( 2 )  市西宮・兵庫 8  22.03
7  20 寺田　陽士郎 ( 2 )  大津商・滋賀 3  22.08
8  248 松井　健斗 ( 2 )  関大北陽・大阪 9  22.30

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

予選   19/9/13 12:05 ( 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

2年 男子 200m

風速 (-0.6 m/s)

風速 (+1.2 m/s) 風速 (+0.5 m/s)

風速 (+0.1 m/s)

《 決勝 》

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 11:00:47

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   20.71 桐生　祥秀 洛南

《 予選 》

3 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  201 長谷　拓英 ( 2 )  茨木・大阪 5  48.78 Q 1  726 井之上　駿太 ( 2 )  洛南・京都 2  49.16 Q

2  90 琴寄　晴仁 ( 2 )  彦根翔西館・滋賀 7  49.16 Q 2  207 喜代田　悠輝 ( 2 )  大阪・大阪 7  49.42 Q

3  919 渡邊　隼斗 ( 2 )  姫路商・兵庫 6  49.17 q 3  398 下方　崇生 ( 2 )  社・兵庫 3  49.58 q

4  203 芦田　唯真 ( 2 )  大阪・大阪 2  50.18 4  570 上野　城一郞 ( 2 )  桐蔭・和歌山 5  50.92

5  1023 米田　陽太 ( 2 )  智辯カレッジ・奈良 3  50.37 5  1022 安川　楓 ( 2 )  智辯カレッジ・奈良 6  51.49

6  442 高瀬　友佑 ( 2 )  畝傍・奈良 4  51.00 -  562 村松　駿 ( 2 )  星林・和歌山 4 DNS

3組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  724 木下　祐一 ( 2 )  洛南・京都 3  49.10 Q

2  390 橋本　太喜 ( 2 )  高砂南・兵庫 7  49.41 Q

3  158 井上　陽登 ( 2 )  西京・京都 6  49.94

4  54 山路　涼太 ( 2 )  膳所・滋賀 2  50.24

5  616 吉川　壮汰 ( 2 )  彦根東・滋賀 5  50.65

6  545 中澤　孝太 ( 2 )  海南・和歌山 4  51.38

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  724 木下　祐一 ( 2 )  洛南・京都 4  47.08  GR

2  726 井之上　駿太 ( 2 )  洛南・京都 5  47.69  GR

3  90 琴寄　晴仁 ( 2 )  彦根翔西館・滋賀 7  48.23

4  201 長谷　拓英 ( 2 )  茨木・大阪 6  48.33

5  390 橋本　太喜 ( 2 )  高砂南・兵庫 8  48.52

6  919 渡邊　隼斗 ( 2 )  姫路商・兵庫 3  49.43

7  207 喜代田　悠輝 ( 2 )  大阪・大阪 9  49.47

8  398 下方　崇生 ( 2 )  社・兵庫 2  50.54

近畿高校記録   45.47 金丸　祐三 大阪・大阪 2005 横浜国際

大会記録   47.74 古川　観 清風・大阪

47.6 山本　厚 添上・奈良

2年 男子 400m 予選   19/9/14 10:15 ( 3組 2＋2 ) 

決勝   19/9/14 13:20  

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

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

 GR : 大会新記録

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/16 13:16:00

《 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

4 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  347 北岸　健吾 ( 2 )  灘・兵庫 4  1:56.08 Q 1  50 妹尾　康太郎 ( 2 )  滋賀短大附属・滋賀 7  1:57.59 Q
2  232 井上　翔大 ( 2 )  北野・大阪 3  1:56.23 Q 2  344 杉田　祥平 ( 2 )  宝塚・兵庫 3  1:58.07 Q
3  253 八木　悠晟 ( 2 )  関大北陽・大阪 2  1:57.08 q 3  1022 安川　楓 ( 2 )  智辯カレッジ・奈良 4  1:58.10 q
4  139 南部　海斗 ( 2 )  田辺・京都 7  1:58.43 4  1109 堂本　颯斗 ( 2 )  橋本・和歌山 5  1:58.98
5  124 王本　眞之介 ( 2 )  乙訓・京都 6  2:01.00 5  580 石井　裕真 ( 2 )  和歌山北・和歌山 6  1:59.12
-  404 天野　功太郎 ( 2 )  奈良・奈良 5 DNS 6  530 大江　智也 ( 2 )  日高・和歌山 2  2:00.56

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  1014 大森　駿斗 ( 2 )  智辯カレッジ・奈良 5  1:56.29 Q
2  389 前川　洋晴 ( 2 )  県農・兵庫 4  1:56.57 Q
3  72 中西　倫太郎 ( 2 )  比叡山・滋賀 6  1:58.31
4  254 片山　拓大 ( 2 )  関大北陽・大阪 3  1:59.20
5  619 奥村　究 ( 2 )  彦根東・滋賀 7  2:05.01
-  735 若林　宏樹 ( 2 )  洛南・京都 2 DNS

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  347 北岸　健吾 ( 2 )  灘・兵庫 7  1:54.31
2  1014 大森　駿斗 ( 2 )  智辯カレッジ・奈良 6  1:55.61
3  232 井上　翔大 ( 2 )  北野・大阪 4  1:55.95
4  389 前川　洋晴 ( 2 )  県農・兵庫 8  1:57.43
5  50 妹尾　康太郎 ( 2 )  滋賀短大附属・滋賀 5  1:57.51
6  253 八木　悠晟 ( 2 )  関大北陽・大阪 2  1:58.52
7  344 杉田　祥平 ( 2 )  宝塚・兵庫 9  2:01.56
8  1022 安川　楓 ( 2 )  智辯カレッジ・奈良 3  2:02.96

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

栗山　真治

2年 男子 800m 予選   19/9/13 13:10 ( 3組 2＋2 ) 

決勝   19/9/13 16:25  

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：

q (qualified by result) : プラスによる進出

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  

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場

Q (Qualified by place) : 順位による進出

1:51.83 山岡　龍輝 洛南

《 予選 》

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/14 11:01:29
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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  1014 大森　駿斗 ( 2 )  智辯カレッジ・奈良 5  3:51.70

2  107 櫻井　晃平 ( 2 )  桂・京都 6  3:52.77

3  46 梶谷　優斗 ( 2 )  滋賀学園・滋賀 10  3:54.77

4  1016 上江洲　陸 ( 2 )  智辯カレッジ・奈良 12  3:57.83

5  72 中西　倫太郎 ( 2 )  比叡山・滋賀 1  3:58.48

6  344 杉田　祥平 ( 2 )  宝塚・兵庫 16  3:59.83

7  389 前川　洋晴 ( 2 )  県農・兵庫 13  3:59.99

8  729 内藤　一輝 ( 2 )  洛南・京都 2  4:00.88

9  587 中村　光稀 ( 2 )  和歌山北・和歌山 15  4:02.30

10  254 片山　拓大 ( 2 )  関大北陽・大阪 17  4:02.98

11  253 八木　悠晟 ( 2 )  関大北陽・大阪 18  4:03.78

12  1001 粟井　駿平 ( 2 )  奈良育英・奈良 11  4:06.78

13  265 佐藤　颯 ( 2 )  履正社・大阪 7  4:10.51

14  27 山中　博生 ( 2 )  草津東・滋賀 8  4:26.55

-  910 藤井　利哉 ( 2 )  西脇工・兵庫 3 DNS

-  1109 堂本　颯斗 ( 2 )  橋本・和歌山 4 DNS

-  553 花本　達紀 ( 2 )  智辯和歌山・和歌山 9 DNS

-  735 若林　宏樹 ( 2 )  洛南・京都 14 DNS

近畿高校記録   3:45.10 高橋　佑輔 兵庫・兵庫 2017 NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/14 20:44:58

2年 男子 1500m
19/9/14 14:05  

《 決勝 》

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

リザルトリスト

DNS (Did Not Start) : 欠場

日本高校記録   3:38.49 佐藤　清治 佐久長聖・長野 1999 延岡西階

大会記録   3:50.05 高橋　佑輔 兵庫・兵庫

紀三井寺公園 [301010] 栗山　真治

6 ページ



審判長：

記録主任：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考

1  354 喜多村　慧 ( 2 )  須磨学園・兵庫 17  14:48.99

2  355 永吉　恭理 ( 2 )  須磨学園・兵庫 8  14:51.49

3  1021 中原　優人 ( 2 )  智辯カレッジ・奈良 1  14:58.40

4  256 中西　良介 ( 2 )  関大北陽・大阪 4  14:59.58

5  727 佐野　拓実 ( 2 )  洛南・京都 3  15:08.39

6  734 山﨑　皓太 ( 2 )  洛南・京都 7  15:24.11

7  1019 中田　千太郎 ( 2 )  智辯カレッジ・奈良 6  15:24.80

8  217 水本　裕大 ( 2 )  大阪・大阪 14  15:29.70

9  551 北山　諒太 ( 2 )  智辯和歌山・和歌山 2  15:41.88

10  1001 粟井　駿平 ( 2 )  奈良育英・奈良 12  15:53.27

11  140 服部　結月 ( 2 )  田辺・京都 18  15:59.48

12  211 田村　一智 ( 2 )  大阪・大阪 10  16:07.44

13  44 小嶋　郁依斗 ( 2 )  滋賀学園・滋賀 16  16:33.27

14  552 下津　開生 ( 2 )  智辯和歌山・和歌山 15  16:40.53

15  503 五味　海心 ( 2 )  熊野・和歌山 9  17:04.85

16  27 山中　博生 ( 2 )  草津東・滋賀 5  17:16.70

17  32 樋口　航 ( 2 )  草津東・滋賀 13  17:25.05

-  910 藤井　利哉 ( 2 )  西脇工・兵庫 11 DNF

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

2年 男子 5000m
19/9/15 13:20  

《 決勝 》

DNF (Did Not Finish) : 途中棄権

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/15 13:47:35

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   14:16.67 松岡　佑起 洛南
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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  122 丸山　壮 ( 2 )  乙訓・京都 4  14.80 Q 1  733 藤原　孝輝 ( 2 )  洛南・京都 7  14.46 Q

2  428 松井　泰誠 ( 2 )  添上・奈良 2  14.90 Q 2  4 太田　彪真 ( 2 )  石部・滋賀 3  15.13 Q

3  328 柴田　賢太郎 ( 2 )  報徳・兵庫 3  14.93 q 3  394 粟野　聖瑳 ( 2 )  社・兵庫 6  15.26

4  202 秋吉　陽斗 ( 2 )  大阪・大阪 6  15.55 4  95 西村　晟太朗 ( 2 )  彦根翔西館・滋賀 5  16.14

5  504 古川　樹 ( 2 )  熊野・和歌山 7  15.98 5  481 五十嵐　聖 ( 2 )  聖心学園・奈良 4  16.70

6  520 古湖　逸斗 ( 2 )  田辺・和歌山 5  16.73 6  31 梶川　裕貴 ( 2 )  草津東・滋賀 2  17.06

3組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  818 大村　一斗 ( 2 )  近大附・大阪 2  14.89 Q

2  193 岩井　章太郎 ( 2 )  同志社・京都 4  14.92 Q

3  306 猿渡　善斗 ( 2 )  市尼崎・兵庫 3  15.22 q

4  212 中山　聡太 ( 2 )  大阪・大阪 6  15.23

5  451 久保田　潤 ( 2 )  奈良情報商・奈良 7  16.60

-  543 嶋本　悠 ( 2 )  箕島・和歌山 5 DNS

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  733 藤原　孝輝 ( 2 )  洛南・京都 5  14.15  GR

2  193 岩井　章太郎 ( 2 )  同志社・京都 8  14.53

3  122 丸山　壮 ( 2 )  乙訓・京都 6  14.59

4  328 柴田　賢太郎 ( 2 )  報徳・兵庫 3  14.77

5  818 大村　一斗 ( 2 )  近大附・大阪 4  14.78

6  428 松井　泰誠 ( 2 )  添上・奈良 7  14.96

7  4 太田　彪真 ( 2 )  石部・滋賀 9  15.16

8  306 猿渡　善斗 ( 2 )  市尼崎・兵庫 2  15.32

決勝   19/9/14 16:00  

日本高校記録  

風速 (-0.9 m/s)

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]

 GR : 大会新記録

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/16 13:14:19

q (qualified by result) : プラスによる進出

19/9/14 11:25 ( 3組 2＋2 ) 

13.83 古谷　拓夢 相洋・神奈川 2014 瑞穂

2年 男子 110mH

14.44 川村　直也 東海大仰星・大阪

14.4 小苗　久信 市岡・大阪

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場

Q (Qualified by place) : 順位による進出

風速 (+1.1 m/s)

風速 (-1.4 m/s) 風速 (-0.2 m/s)

審判長： 山本　博司

紀三井寺公園 [301010] 記録主任： 栗山　真治

《 予選 》

予選  

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

大会記録  
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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  331 森髙　颯治朗 ( 2 )  報徳・兵庫 6  54.80 Q 1  95 西村　晟太朗 ( 2 )  彦根翔西館・滋賀 5  55.41 Q
2  112 嶋　泰智 ( 2 )  桃山・京都 2  55.11 Q 2  837 岡村　陸王 ( 2 )  大塚・大阪 2  56.31 Q
3  337 松田　圭太 ( 2 )  川西緑台・兵庫 4  55.14 q 3  520 古湖　逸斗 ( 2 )  田辺・和歌山 6  59.26
4  31 梶川　裕貴 ( 2 )  草津東・滋賀 5  55.88 q 4  409 石田　一 ( 2 )  登美ケ丘・奈良 3  1:00.05

5  90 琴寄　晴仁 ( 2 )  彦根翔西館・滋賀 7  55.91 5  156 山本　悠貴 ( 2 )  西京・京都 4  1:00.22

6  402 野口　尚也 ( 2 )  奈良・奈良 3  1:00.39 -  284 仲井　晃士 ( 2 )  東海大仰星・大阪 7 DNS

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  361 宮川　祐京 ( 2 )  須磨東・兵庫 4  56.11 Q
2  818 大村　一斗 ( 2 )  近大附・大阪 6  56.17 Q
3  504 古川　樹 ( 2 )  熊野・和歌山 7  56.26
4  736 山田　優斗 ( 2 )  立命館・京都 2  57.03
5  483 今村　仁陽 ( 2 )  東大寺学園・奈良 3  59.05
6  543 嶋本　悠 ( 2 )  箕島・和歌山 5  59.75

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  331 森髙　颯治朗 ( 2 )  報徳・兵庫 5  52.86
2  818 大村　一斗 ( 2 )  近大附・大阪 8  54.00
3  95 西村　晟太朗 ( 2 )  彦根翔西館・滋賀 6  54.23
4  337 松田　圭太 ( 2 )  川西緑台・兵庫 3  54.63
5  837 岡村　陸王 ( 2 )  大塚・大阪 9  55.24
6  112 嶋　泰智 ( 2 )  桃山・京都 4  55.59
7  31 梶川　裕貴 ( 2 )  草津東・滋賀 2  56.55
8  361 宮川　祐京 ( 2 )  須磨東・兵庫 7  56.85

栗山　真治

リザルトリスト

19/9/13 14:50  

日本高校記録   49.09 為末　大 皆実・広島 1996 広島広域

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：

q (qualified by result) : プラスによる進出

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/15 20:21:18

近畿高校記録   50.03 垣守　博 添上・奈良 1985 三重

大会記録   51.50 松本　岳大 加古川東・兵庫

《 予選 》

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場

Q (Qualified by place) : 順位による進出

2年 男子 400mH 予選   19/9/13 11:00 ( 3組 2＋2 ) 

決勝  
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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  356 八澤　輝人 ( 2 )  須磨学園・兵庫 11  9:13.25

2  150 沖　尚悟 ( 2 )  網野・京都 8  9:13.50

3  111 西村　宗真 ( 2 )  桃山・京都 16  9:19.62

4  642 大谷　翔生 ( 2 )  立命館守山・滋賀 15  9:24.00

5  332 池村　剛志 ( 2 )  報徳・兵庫 18  9:27.39

6  189 長原　悠一郎 ( 2 )  京都外大西・京都 9  9:27.84

7  255 泉　龍之介 ( 2 )  関大北陽・大阪 13  9:29.55

8  213 鍋野　涼雅 ( 2 )  大阪・大阪 17  9:32.46

9  927 高谷　唯斗 ( 2 )  飾磨工・兵庫 12  9:41.76

10  1013 榎本　隆之介 ( 2 )  智辯カレッジ・奈良 14  9:42.96

11  1110 山本　萩 ( 2 )  橋本・和歌山 7  9:44.22

12  28 樽見　遊佑 ( 2 )  草津東・滋賀 6  9:57.17

13  424 北　雄大 ( 2 )  添上・奈良 1  10:03.84

14  75 江阪　智樹 ( 2 )  比叡山・滋賀 4  10:06.30

15  592 向井　空海 ( 2 )  和歌山北・和歌山 2  10:07.64

16  568 片畑　弥偲 ( 2 )  和歌山工・和歌山 3  10:21.52

-  1015 小田　圭悟 ( 2 )  智辯カレッジ・奈良 5 DNS

-  214 東原　豪輝 ( 2 )  大阪・大阪 10 DNS

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/14 20:46:20

近畿高校記録   8:39.37 三浦　龍司 洛南･京都 2019 博多の森

日本高校記録   8:39.37 三浦　龍司 洛南・京都 2019 博多の森

大会記録   8:46.56 三浦　龍司 洛南・京都

紀三井寺公園 [301010] 栗山　真治

2年 男子 3000mSC
19/9/13 15:50  

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] 山本　博司

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場
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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  1020 中谷　知博 ( 2 )  智辯カレッジ・奈良 1  21:55.55

2  928 辻村　絢平 ( 2 )  飾磨工・兵庫 5  22:07.17

3  324 近藤　颯太 ( 2 )  西宮北・兵庫 8  22:08.83

4  844 木村　太陽 ( 2 )  大塚・大阪 6  22:27.74

5  1018 中尾　心哉 ( 2 )  智辯カレッジ・奈良 9  22:40.44

6  141 谷垣　大翔 ( 2 )  田辺・京都 17  22:53.24

7  316 的場　堅 ( 2 )  県西宮・兵庫 11  22:58.77

8  618 小川　尚比古 ( 2 )  彦根東・滋賀 14  23:06.77

10  264 黄地　一希 ( 2 )  履正社・大阪 10  23:27.88

11  157 宮崎　翔 ( 2 )  西京・京都 4  23:53.08

12  206 川端　豪 ( 2 )  大阪・大阪 12  23:54.76

13  184 嶋　奏一郎 ( 2 )  京都工学院・京都 13  23:55.61

14  34 前田　優真 ( 2 )  草津東・滋賀 15  24:29.60

15  97 草川　桐吏 ( 2 )  彦根翔西館・滋賀 3  26:10.28

-  484 大石　柊介 ( 2 )  東大寺学園・奈良 7 DQ K1

-  585 芝辻　晴裕 ( 2 )  和歌山北・和歌山 2 DNS

-  579 安東　怜音 ( 2 )  和歌山北・和歌山 16 DNS

《 決勝 》

DQ (DisQualified) : 失格

DNS (Did Not Start) : 欠場

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/14 20:47:13

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

大会記録   20:44.23 北村　匠 田辺・京都

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]

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

紀三井寺公園 [301010] 栗山　真治

2年 男子 5000mW
19/9/14 15:05  
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無効

試技数

15  399 武政　壮之助( 2 ) 社・兵庫  2.01 1

8  859 山中　駿( 2 ) 三国丘・大阪  2.01 2

3  270 津田　怜( 2 ) 咲くやこの花・大阪  1.98 3

10  629 西川　裕太( 2 ) 水口東・滋賀  1.95 4

7  153 志水　宙斗( 2 ) 西京・京都  1.89 5

6  392 松本　祐茉( 2 ) 三木・兵庫  1.86 6

16  2 玉西　光宣( 2 ) 安曇川・滋賀  1.86 7

14  370 小宮路　大翔( 2 ) 滝川第二・兵庫  1.83 8

4  439 勝本　真那斗( 2 ) 橿原・奈良  1.83 9

11  128 横山　元樹( 2 ) 乙訓・京都  1.83 10

2  408 福本　清貴( 2 ) 平城・奈良  1.83 11

1  419 西岡　祐貴( 2 ) 郡山・奈良  1.80 12

5  739 西村　祥( 2 ) 京都両洋・京都  1.80 13

9  89 北村　拓海( 2 ) 彦根翔西館・滋賀 NM -

13  1106 黒木　大智( 2 ) 那賀・和歌山 NM -

12  858 長谷川　迅( 2 ) 東百舌鳥・大阪 DNS -

無効

試技数

6  438 本池　直樹( 2 ) 橿原・奈良  4.60 1

4  815 田中　聖也( 2 ) 今宮工科・大阪  4.30 2

5  101 高橋　海舟( 2 ) 洛東・京都  4.20 3

9  94 北尾　響( 2 ) 彦根翔西館・滋賀  4.20 3

13  932 赤松　心太朗( 2 ) 姫路南・兵庫  4.10 5

2  368 宮崎　暉( 2 ) 神戸国際附・兵庫  4.10 6

7  313 齊藤　雅征( 2 ) 尼崎双星・兵庫  4.00 7

10  30 中澤　一颯( 2 ) 草津東・滋賀  4.00 7

3  464 青木　颯汰( 2 ) 法隆寺国際・奈良  4.00 9

14  848 最上　友晴( 2 ) 大塚・大阪  3.80 10

12  838 北谷　宏人( 2 ) 大塚・大阪  3.60 11

8  102 上阪　琉来( 2 ) 洛東・京都 NM -

11  109 中沢　実夢( 2 ) 北嵯峨・京都 NM -

1  634 橋本　尽人( 2 ) 水口東・滋賀 DNS -

NM (No Marks) : 記録無し

DNS (Did Not Start) : 欠場

× : 無効試技

日本高校記録  

○ : 有効

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/14 20:48:17

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:

－ : パス

Ord. No. 競技者名 所属

種目 2年 男子 棒高跳 決勝

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

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

4.82 藤居　大喜 東大阪大柏原

期日・時刻
2019/9/13

開始時刻　 14:30 　終了時刻　 16:30 　
審判長 氏野　修次

順位

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

 4.00  4.10  4.20 得点 備考

試技

最高記録 4.50  4.60  4.70 3.60  3.80  4.40

- - - - - o

xxx

xxx

xxo

- xo xo xxx

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。

 4.30

- - - - xxo xo xxx

xxx

xxx

xxo xxo xxx

-

- - o xo o

xo o xxx

xxo xxx

xxx

o

- - xxo xo xxx

xxo o xxx

o xo xxx

xxx

xo xo xxx

o o

o o xxo xxx

xxx

xo

- -

o o xxx-

-

- -

o xxx

- -

o o o

- xxoo - - o

- o xo xxx

xo xxx

o o

- xo o o

xxx

 2.04

xxxo o

xxo xxx

o xxo xo

- - -

-

xo

-

xxo

 1.98

試技

 2.01

-

 1.80  1.83  1.86

o

o o xxx

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

- -

順位 得点 備考最高記録

氏野　修次

栗山　真治

期日・時刻
2019/9/14

開始時刻　 15:00 　終了時刻　 16:20 　
審判長

陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任

記録担当審判員

Ord. No. 競技者名 所属

競技場名

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]

 1.89  1.92  1.95

種目

2年 男子 走高跳

近畿高校記録  

日本高校記録  

大会記録  

2.21 平松　祐司 西城陽・京都 2015 鴻ノ池

2年 男子 走高跳 決勝

2.23 戸邉　直人 専大松戸・千葉 2009 ﾋﾞｯｸﾞｽﾜﾝ

2.13 上嶋　五朗 添上・奈良

xxo xxx

- - -

- - -

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/14 11:04:11

－ : パス

xxx

2年 男子 棒高跳

近畿高校記録  

大会記録  

-

xxx

○ : 有効

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）

× : 無効試技

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:

NM (No Marks) : 記録無し

DNS (Did Not Start) : 欠場

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

11  733 藤原　孝輝( 2 ) 洛南・京都 8 1

3  237 田中　隆太郎( 2 ) 摂津・大阪 7 2

15  723 イベル　ブランドン( 2 ) 洛南・京都 6 3

5  346 陶山　雄世( 2 ) 芦屋・兵庫 5 4

16  573 坂部　海太( 2 ) 桐蔭・和歌山 4 5

6  428 松井　泰誠( 2 ) 添上・奈良 3 6

13  842 栂尾　鷹兵( 2 ) 大塚・大阪 2 7

14  291 小松　秀伍( 2 ) 東海大仰星・大阪 1 8

4  397 島田　拓実( 2 ) 社・兵庫 9

12  88 北脇　涼也( 2 ) 東大津・滋賀 10

7  934 伊賀　大晟( 2 ) 姫路南・兵庫 11

2  183 松成　倖希( 2 ) 南陽・京都 12

1  426 佐藤　拓海( 2 ) 添上・奈良 13

8  91 三木　謙( 2 ) 彦根翔西館・滋賀 14

9  420 松島　昂輔( 2 ) 郡山・奈良 15

17  544 延坂　智哉( 2 ) 箕島・和歌山 16

18  1114 諏訪　皓己( 2 ) 初芝橋本・和歌山 17

10  637 住友　祐輝( 2 ) 水口東・滋賀 -

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

15.24 小川　恭輔 大阪・大阪

トップ8

試技順

13  842 栂尾　鷹兵( 2 ) 大塚・大阪 7 1

3  290 篠原　和真( 2 ) 東海大仰星・大阪 8 2

15  485 須志原　治輝( 2 ) 東大寺学園・奈良 3 3

4  426 佐藤　拓海( 2 ) 添上・奈良 6 4

17  386 中谷　琉来( 2 ) 明石商・兵庫 2 5

2  901 田中　健太郎( 2 ) 社・兵庫 1 6

8  396 梅野　真生( 2 ) 社・兵庫 4 7

9  723 イベル　ブランドン( 2 ) 洛南・京都 5 8

1  476 木村　亜悠夢( 2 ) 一条・奈良 9

18  125 山下　遼也( 2 ) 乙訓・京都 10

7  138 平野　達也( 2 ) 田辺・京都 11

11  8 西藤　我空( 2 ) 石部・滋賀 12

6  547 宮井　達真( 2 ) 海南・和歌山 13

5  601 中西　漣( 2 ) 彦根翔西館・滋賀 14

10  853 大西　康太( 2 ) 鳳・大阪 15

12  1108 海堀　歩夢( 2 ) 橋本・和歌山 16

16  523 木村　栄光( 2 ) 紀央館・和歌山 -

14  637 住友　祐輝( 2 ) 水口東・滋賀 -

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

NM (No Marks) : 記録無し

DNS (Did Not Start) : 欠場

× : 無効試技

－ : パス

-          DNS     

   ×     ×    NM

-1.2        12.65

-    ×

   ×     12.65 -1.2   12.15

  

-1.9           12.76

-1.9           13.06

-1.9 

-1.9 

 12.69 -2.1   12.76 -1.9   ×

 ×     12.78

-3.3           13.07

-2.1   13.06

 13.04 -2.1   12.29

-2.6           13.46

-1.9   13.07

-1.3           13.48

-3.3 

 12.93 -1.8   13.18 -1.9   13.46

 13.07 -2.7   13.48

-2.7           13.62

-1.3   13.31

 13.55 -1.8   13.40

+0.7           13.67

-1.6   13.62

-2.0 +2.4   13.88 +1.1   ×     14.07

-2.7 

 13.67 +0.7   ×     13.38

 13.74 -1.5   14.07

+0.9 +1.9   ×     14.32 +0.9   14.32

-2.0   13.09

 12.99 -2.7   12.13

+3.0     14.47 +3.0   ×    w 14.47

-1.8   13.94

+2.1     13.83 +2.1   14.51 +2.1  w 14.51

-4.0 

 13.72 -0.1   13.48 -2.1   13.71

 13.55 -3.1   13.86

+2.4 +3.9   14.07 +2.3   14.56 +2.4  w 14.56

-1.9   13.57

 14.10 +0.8   13.93

+2.8 +3.8   ×     14.64 +2.8  w 14.64

-0.9   14.15

+2.7 +2.7   14.69 +2.8   14.70 +4.7  w 14.75

-3.0 

 13.68 -3.0   13.58 -2.7   13.86 -1.8   13.86 -1.8 

+1.1   14.82

 14.46 -0.9   14.23 -1.2   －

 14.57

試技
最高記録

4 5

+1.8   14.82 +1.8 +3.3   14.72-3.5   14.18 -1.4   14.18 -1.4 

1 2

 13.54 -3.0   13.91

順位 得点 備考
3

試技
3回の最高記録

6
Ord. No. 競技者名 所属

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

氏野　修次

競技会名 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  

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/15 20:25:43

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）

  

  

-3.1   12.65 -1.2 

2年 男子 三段跳

近畿高校記録  

日本高校記録  

    12.76

-1.9   13.06

-3.3   13.07

-2.6   13.46 -2.6 

-2.8   13.48 -1.3 

 13.62 -2.7 

栗山　真治

種目 2年 男子 走幅跳 決勝 期日・時刻
2019/9/13

開始時刻　 12:00 　終了時刻　 13:41 　
審判長

-2.4   13.67 +0.7 

-1.9   14.07 -2.0   13.54

 13.94 -4.0 

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

 14.26

 14.15 -3.0   14.18

氏野　修次

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

Ord. No. 競技者名 所属

競技場名 紀三井寺公園 [301010]

3回の最高記録

-2.8   13.72 -0.1   ×

-2.0   13.86 -1.9   ×

 14.32

  

順位

 14.46 -0.9   14.75

第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701]

2年 男子 三段跳 決勝 期日・時刻
2019/9/15

得点
1 2 3

備考
試技

6
最高記録

4 5

開始時刻　 12:00 　終了時刻　 14:14 　
審判長

 7.23 -0.4   7.18

 7.13

 ×     ×    5.21

試技

-0.7   × 7.20 -0.6   ×     7.23 -0.4 

種目

    7.29 -1.3   7.29

-1.5   7.09 -1.5   ×   

-1.3 

 ×     6.82 -1.7   7.09     7.13 -1.3   ×

-1.0   6.87 -0.8   6.80

-1.3 

-0.8   6.87 -0.8   6.68 -1.7   6.87

 6.72 +0.7   ×  6.72

-0.8 

+0.7  ×    6.72 +0.7   ×     6.24 -1.2 

-0.7   6.49

    ×   

-1.3   6.68 -0.9  6.46 -1.6   ×     6.68 -0.7   6.44 -1.4   6.68

-1.3   6.63 -1.3   ×     6.66

 6.68 -0.7 

 ×     6.56 -0.9   6.63     6.66 -0.7   ×

 6.37 -0.8   6.59 -1.2   6.56

-0.7 

-0.8   6.59 -1.2   6.58 -0.8   ×     ×     6.59

 6.58 -1.3   ×

-1.2 

 6.58 -1.3   ×     6.40 -0.3  -1.3 

 6.52 +0.6 

    ×     6.37 -1.8   6.58

 6.52 +0.6   6.29 -1.1   6.30 -1.1            6.52

-0.5   6.38 -0.5 

+0.6 

 6.33 -0.7   ×     6.38           6.38

 6.35 +0.3   6.09 -1.2   6.34

-0.5 

-1.9   6.35 +0.3            6.35

 6.30 +0.9 

+0.3 

 6.30 +0.9   6.02 -1.8   6.30 -0.8  +0.9 

 6.25 -1.3 

          6.30

 ×     6.01 -2.2   6.25 -1.3            6.25

 6.02 -1.1   6.10 -1.3 

-1.3 

 6.23 +0.1   6.23 +0.1            6.23

 5.97 +0.1 

+0.1 

 4.51 -1.3   6.01 -0.8   6.01 -0.8            6.01

 5.85

-0.8 

 5.85 -1.4   －     －     5.85 -1.4 

 4.47 -0.8   5.82 -0.8 

  

       5.82

-1.4      

近畿高校記録  

日本高校記録  

     

 4.03 -1.7   5.82 -0.8 

DNS

-0.8 
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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）

  

2年 男子 走幅跳

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 2019 タピック県総ひやごん

7.50 森長　正樹 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。
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トップ8

試技順

14  814 アツオビン　ジェイソン( 2 ) 大阪桐蔭・大阪 8 1  GR

12  233 杉村　武紀( 2 ) 北野・大阪 7 2

17  303 競　友哉( 2 ) 市尼崎・兵庫 6 3

6  529 井戸　良( 2 ) 日高・和歌山 5 4

4  582 大前　敬信( 2 ) 和歌山北・和歌山 4 5

2  922 永井　裕斗( 2 ) 姫路商・兵庫 3 6

18  624 渋谷　航平( 2 ) 米原・滋賀 2 7

16  292 下平　瞬( 2 ) 東海大仰星・大阪 1 8

10  744 細見　明也( 2 ) 京都共栄・京都 9

13  304 小山　光( 2 ) 市尼崎・兵庫 10

7  477 中西　陸斗( 2 ) 一条・奈良 11

5  144 野田　昂汰( 2 ) 綾部・京都 12

1  524 宮本　雄太( 2 ) 紀央館・和歌山 13

8  423 小掠　太智( 2 ) 添上・奈良 14

15  437 中井　大治( 2 ) 二階堂・奈良 15

9  1 岡本　啓志( 2 ) 安曇川・滋賀 16

3  708 上野　元暉( 2 ) 花園・京都 -

11  45 木村　圭吾( 2 ) 滋賀学園・滋賀 -DNS

DNS (Did Not Start) : 欠場

× : 無効試技
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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。

 GR : 大会新記録

順位

期日・時刻 審判長 井上　英典
2019/9/15

得点 備考
6

開始時刻　 11:30 　終了時刻　 12:35 　

5

 16.25  16.57  16.60  16.60

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

3回の最高記録 最高記録Ord. No.

大会記録  

2年 男子 砲丸投

近畿高校記録  

日本高校記録  

種目

18.21 幸長　慎一 生光学園・徳島

18.02 井元　幸喜 都島工・大阪 2003 敷島

16.50 松田　貫汰 咲くやこの花

2年 男子 砲丸投6k 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

競技者名 所属
1 2 3 4

試技

 16.63

試技

 ×  16.44  16.63

 14.91  15.06  14.91  15.06  ×  ×  15.45  15.45

 15.01  ×  ×  15.01  14.11  14.25  ×  15.01

 14.65  14.56  ×  14.65  14.64  14.40  ×  14.65

 12.51  13.83  14.40  14.40  13.61  14.50  14.34  14.50

 14.27  14.32  14.26  14.32  14.08  14.17  ×  14.32

 13.29  13.29  13.87  13.87  14.12  ×  13.94  14.12

 13.61  ×  13.57  13.61  ×  13.43  13.52  13.61

 12.99  13.60  13.09  13.60  13.60

 13.49  13.33  13.29  13.49  13.49

 12.64  12.42  12.68  12.68  12.68

 12.58  12.19  12.13  12.58  12.58

 11.99

 11.79  12.02  ×  12.02  12.02

 11.84  11.99  11.85  11.99

 11.67

 11.25  10.47  10.99  11.25  11.25

 ×  11.67  11.51  11.67

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

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:
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トップ8

試技順

17  233 杉村　武紀( 2 ) 北野・大阪 4 1

12  709 小川　典祐( 2 ) 花園・京都 7 2

15  148 富永　健心( 2 ) 峰山・京都 5 3

14  839 坂口　昇大( 2 ) 大塚・大阪 8 4

18  292 下平　瞬( 2 ) 東海大仰星・大阪 6 5

3  922 永井　裕斗( 2 ) 姫路商・兵庫 1 6

5  741 足立　琉希( 2 ) 京都共栄・京都 3 7

8  345 鶴﨑　誠( 2 ) 宝塚東・兵庫 2 8

16  529 井戸　良( 2 ) 日高・和歌山 9

1  582 大前　敬信( 2 ) 和歌山北・和歌山 10

4  304 小山　光( 2 ) 市尼崎・兵庫 11

6  533 永岡　新大( 2 ) 日高・和歌山 12

13  423 小掠　太智( 2 ) 添上・奈良 13

7  68 窪田　雅史( 2 ) 八幡・滋賀 14

11  463 清水　心斗( 2 ) 榛生昇陽・奈良 15

9  430 吉野　壱圭( 2 ) 添上・奈良 16

10  6 御宿　一輝( 2 ) 石部・滋賀 17

2  615 高淵　敦也( 2 ) 彦根東・滋賀 18

2年 男子 円盤投

近畿高校記録   58.02 山下　航生 市岐阜商・岐阜

× : 無効試技

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/14 20:52:39

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）

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。

 31.10

 ×  27.47  ×  27.47  27.47

 31.10  ×  ×  31.10

 31.94

 31.90  27.12  31.10  31.90  31.90

 31.94  30.70  30.78  31.94

 37.02

 32.39  33.91  35.79  35.79  35.79

 ×  37.02  35.03  37.02

 40.02

 39.38  37.85  39.28  39.38  39.38

 40.02  ×  ×  40.02

 41.51

 35.75  40.83  40.56  40.83  40.83

 ×  ×  41.51  41.51

 ×  42.52

 40.87  ×  41.54  41.54  ×  41.48  ×  41.54

 42.52  42.01  41.32  42.52  42.18  35.25

 39.38  44.38

 40.98  41.51  41.09  41.51  42.98  42.55  42.99  42.99

 41.29  41.35  43.95  43.95  44.38  ×

 38.71  45.23

 42.51  44.78  ×  44.78  44.76  45.17  44.91  45.17

 42.15  42.31  43.63  43.63  43.58  45.23

 45.74

 44.44  44.33  43.11  44.44  ×  45.46  44.51  45.46

 39.89

3回の最高記録
試技

 41.41  43.62  43.62  45.74  44.76  ×

試技
Ord. No. 競技者名 所属

61 2 3 4 5

記録担当審判員

最高記録 順位 得点 備考

井上　英典

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

種目 2年 男子 円盤投1.75k 決勝 期日・時刻
2019/9/14

開始時刻　 14:20 　終了時刻　 15:34 　
審判長

大会記録   49.95 執行　大地 市尼崎

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

日本高校記録   54.05 石山　歩 花園・京都 2014 山梨中銀
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トップ8

試技順

1  303 競　友哉( 2 ) 市尼崎・兵庫 7 1

2  144 野田　昂汰( 2 ) 綾部・京都 8 2

15  857 原田　恒輝( 2 ) 大体大浪商・大阪 6 3

6  535 畑原　涼汰( 2 ) 日高・和歌山 5 4

13  147 渡邊　准基( 2 ) 加悦谷・京都 4 5

16  129 檜田　大喜( 2 ) 乙訓・京都 1 6

8  590 古井　颯汰( 2 ) 和歌山北・和歌山 3 7

5  855 實平　陽弘( 2 ) 信太・大阪 2 8

11  351 長谷川　拓海( 2 ) 神戸第一・兵庫 9

3  847 松原　光汰( 2 ) 大塚・大阪 10

14  593 保井　蔵人( 2 ) 和歌山北・和歌山 11

7  302 楓　龍之介( 2 ) 市尼崎・兵庫 12

9  23 武田　佑季( 2 ) 大津商・滋賀 13

10  624 渋谷　航平( 2 ) 米原・滋賀 14

12  492 峯田　蓮大( 2 ) 奈良大学附属・奈良 15

4  465 木村　太一( 2 ) 法隆寺国際・奈良 16

17  493 中水　孝輔( 2 ) 奈良大学附属・奈良 17

18  21 川井　貴斗( 2 ) 大津商・滋賀 -

近畿高校記録  

日本高校記録  

大会記録  

2年 男子 ハンマー投

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

61.93 中村　美史 市尼崎

5
最高記録

4

種目 2年 男子 ハンマー投6k 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]

競技場名 紀三井寺公園 [301010]

和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任 栗山　真治

得点 備考

期日・時刻
2019/9/13

開始時刻　 11:40 　終了時刻　 13:00 　
審判長 井上　英典

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

陸協名

Ord. No. 競技者名 所属 順位
1 2 3

試技
3回の最高記録

6

試技

 47.57  48.25

 47.85  ×  50.89  ×  ×  55.25  55.25

 48.73  52.24 52.24  52.24  ×  48.74

 50.89

 ×

 44.11  46.32  48.43

 48.99

 50.13  ×  48.75  50.13  ×  48.59  43.88  50.13

 48.99  ×  ×  48.99  47.87  47.39

 48.43  46.00  44.94  ×  48.43

 42.68  47.39  41.66  47.39  ×  43.95  48.24  48.24

 45.32  45.42  47.61

 47.73  45.95  47.13  45.47  47.73

 43.46  44.23  47.61  47.61  45.95

 38.37  ×  47.73

 ×  47.37  47.37  47.37

 43.04  46.33  ×  46.33  46.33

 ×

 43.64

 43.97  44.73  43.80  44.73  44.73

 ×  42.60  43.64  43.64

 42.09  42.49  40.52  42.49  42.49

 41.51  38.88  ×  41.51  41.51

 36.93

 ×  37.92  41.08  41.08  41.08

 35.28  ×  36.93  36.93

 36.87

 ×  ×  × NM

 36.87  ×  36.29  36.87

NM (No Marks) : 記録無し

× : 無効試技

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/14 11:11:26

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）

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

18  301 巖　優作( 2 ) 市尼崎・兵庫 8 1  GR

10  430 吉野　壱圭( 2 ) 添上・奈良 7 2

4  741 足立　琉希( 2 ) 京都共栄・京都 6 3

15  22 山田　隼人( 2 ) 大津商・滋賀 5 4

2  104 藤原　翔真( 2 ) 洛東・京都 3 5

13  293 片山　拓人( 2 ) 東海大仰星・大阪 2 6

7  204 上村　壮吾( 2 ) 大阪・大阪 4 7

11  828 四ツ谷　康汰( 2 ) 八尾・大阪 1 8

1  586 庄司　龍正( 2 ) 和歌山北・和歌山 9

3  360 小松　祥大( 2 ) 須磨翔風・兵庫 10

9  518 西　隆弥( 2 ) 神島・和歌山 11

12  53 寺脇　靖史( 2 ) 膳所・滋賀 12

8  475 若林　誠也( 2 ) 十津川・奈良 13

17  352 稲葉　龍弥( 2 ) 神戸北・兵庫 14

14  561 白井　理暉( 2 ) 星林・和歌山 15

16  609 青木　秀磨( 2 ) 彦根東・滋賀 16

5  146 中井　智也( 2 ) 福知山・京都 17

6  477 中西　陸斗( 2 ) 一条・奈良 18

68.68 中村　　健太郎 清風南海

× : 無効試技

－ : パス
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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。

 GR : 大会新記録

開始時刻　 15:50 　終了時刻　 17:10 　

3 4 5
3回の最高記録

審判長

所属
試技

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

2019/9/13
井上　英典

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

種目 2年 男子 やり投800g 決勝 期日・時刻

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

最高記録 順位 得点 備考Ord. No. 競技者名
61 2

試技

 62.52 64.30  65.97  63.31  61.85  65.97

 65.64  64.57  66.53  66.53  －  －  68.85

 63.41  65.97

 57.99  59.98  ×  59.98  58.69  60.21

 68.85

 55.22  60.21

 58.22  55.25  55.83  58.22  54.07  58.87  59.28  59.28

 56.53

 51.06  53.21  54.00  54.00  56.28  56.09

 52.52

 57.94  57.94

 52.79  53.92  50.09  53.92  46.48  ×  56.53

 53.97  54.14  54.14

 48.11  50.12  52.88  52.88  50.23  50.63  50.82  52.88

 51.80

 51.56

 51.77

 42.05  50.90  51.56  51.56

 49.15  ×  51.77  51.77

 51.07

 54.14  50.36

 51.07

 45.43  46.89  50.82  50.82  50.82

 51.07  50.96  49.91

 52.88

 49.80

 46.40  50.30  45.73  50.30

 47.69

 50.30

 47.39  47.47  49.80  49.80

 46.36  47.69  ×  47.69

 47.36  45.29  44.64  47.36  47.36

 43.67

 41.75  43.82  40.40  43.82

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

 43.82

 41.97  40.62  43.67  43.67

2年 男子 やり投

近畿高校記録  

日本高校記録  

大会記録  
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