
第56回 近畿地区高等専門学校陸上競技大会 2019年6月22日(土)

　　成績一覧表 （大会ｺｰﾄﾞ：19501711） ユニバー記念競技場（ｺｰﾄﾞ：282030）

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

山田  恭平(5) 11.08 濱田  敬文(5) 11.24 鈴木  健太(4) 11.63 岡本  章宏(3) 11.69 樋口遼太郎(3) 11.82 安立健太郎(3) 11.95 多田  悠人(2) 12.03 水野  雄太(2) 12.09

近畿大学高専 -2.2 奈良高専 -2.2 近畿大学高専 -2.2 神戸高専 -2.2 明石高専 -2.2 神戸高専 -2.2 近畿大学高専 -2.2 大阪府立高専 -2.2 

山田  恭平(5) 21.88 濱田  敬文(5) 22.51 鈴木  健太(4) 22.89 多田  悠人(2) 23.70 岡本  章宏(3) 23.91 太期  崇浩(3) 24.30 烏野  拓弥(1) 24.46

近畿大学高専 -1.7 奈良高専 -1.7 近畿大学高専 -1.7 近畿大学高専 -1.7 神戸高専 -1.7 神戸高専 -1.7 神戸高専 -1.7 

古川  壮汰(3) 51.38 森    遼和(2) 54.01 森    真澄(2) 54.20 泰間  健斗(3) 54.41 大野    晶(3) 55.68 武川  真絹(1) 55.72 田邉  雅翔(2) 56.58 守山  太陽(2) 59.02

奈良高専 神戸高専 舞鶴高専 和歌山高専 神戸高専 舞鶴高専 舞鶴高専 神戸高専

中村  義隆(2)  2:00.78 北山海偉太(4)  2:01.84 清水  晃正(1)  2:02.36 夏見  宙茉(2)  2:06.15 東    凜汰(2)  2:07.75 大城  篤司(5)  2:08.76 木下    隼(2)  2:08.92 上田  結一(1)  2:10.66

近畿大学高専 神戸高専 大阪府立高専 和歌山高専 近畿大学高専 大阪府立高専 奈良高専 明石高専

橋本  遼佑(3)  4:15.49 中村  義隆(2)  4:19.35 山本  雄大(1)  4:19.78 出口  海斗(1)  4:21.67 下田清太郎(3)  4:28.80 久木元滋宜(4)  4:31.00 二井  智央(1)  4:31.13 山田  哲平(4)  4:33.25

神戸高専 近畿大学高専 明石高専 大阪府立高専 明石高専 舞鶴高専 明石高専 大阪府立高専

小松  幹昂(5) 17:08.19 梶原  柾希(5) 17:15.42 渕川  直紀(2) 17:53.04 山本  大夏(1) 18:03.53 藤原  吾朗(3) 18:04.99 佐藤  瑞生(1) 18:13.71 芳賀    智(2) 18:25.96 小林  大輝(4) 18:39.33

舞鶴高専 近畿大学高専 和歌山高専 明石高専 神戸高専 明石高専 舞鶴高専 舞鶴高専

川畑    涼(5) 15.41 上地  海斗(5) 15.94 牧田  颯平(3) 18.00 所    奈樹(1) 19.94

近畿大学高専 -2.2 近畿大学高専 -2.2 明石高専 -2.2 明石高専 -2.2 

奈良高専 42.61 神戸高専 44.29 明石高専 44.91 大阪府立高専 44.98 舞鶴高専 45.40
  柴田  海翔(4)   岡本  章宏(3)   樋口遼太郎(3)   水野  雄太(2)   高松  恭央(2)
  濱田  敬文(5)   安立健太郎(3)   丸山結貴弥(3)   上城  祐貴(4)   内橋  拓斗(4)
  古川  壮汰(3)   太期  崇浩(3)   寒竹  志勇(2)   箭野  立樹(4)   武川  真絹(1)
  森本  奏多(3)   烏野  拓弥(1)   藤岡  宏輔(4)   上野  敦寛(4)   安藤  光生(1)
奈良高専  3:29.62 大阪府立高専  3:31.97 舞鶴高専  3:33.14 神戸高専  3:34.12 明石高専  3:34.92 和歌山高専  3:42.86
  木下    隼(2)   上城  祐貴(4)   山田    凜(2)   大野    晶(3)   樋口遼太郎(3)   渕川  直紀(2)
  古川  壮汰(3)   上野  敦寛(4)   新田  鉄朗(3)   岡本  章宏(3)   寒竹  志勇(2)   夏見  宙茉(2)
  森本  奏多(3)   出口  海斗(1)   森    真澄(2)   北山海偉太(4)   三島  佳和(2)   舛田    隼(4)
  濱田  敬文(5)   清水  晃正(1)   熊谷    鷹(5)   安立健太郎(3)   福井  健人(4)   泰間  健斗(3)
田中  遼河(5) 1m88 音成    岬(2) 1m85 柴田  海翔(4) 1m80 森本  奏多(3) 1m75

近畿大学高専 奈良高専 奈良高専 奈良高専

上地  海斗(5) 7m14 庵前  宥斗(3) 6m81 守  新太郎(3) 6m73 上城  祐貴(4) 6m57 西村  宗真(1) 6m13 岡    諒人(4) 5m85 鈴木  克哉(3) 5m62 岡崎  英資(1) 5m53
近畿大学高専 NGR +1.6 近畿大学高専 +1.5 神戸高専 +1.8 大阪府立高専 -0.7 神戸高専 +2.0 明石高専 +0.0 神戸高専 -0.0 大阪府立高専 +0.1 
庵前  宥斗(3) 14m04 上野  敦寛(4) 12m67 内橋  拓斗(4) 12m58 竹中  敬士(1) 12m46 西村  宗真(1) 12m17 岡    諒人(4) 12m12 前澤  勇里(2) 11m16 西下    亘(3) 11m09

近畿大学高専 +0.1 大阪府立高専 +1.2 舞鶴高専 +1.0 大阪府立高専 +2.3 神戸高専 +0.2 明石高専 -0.8 大阪府立高専 +0.3 明石高専 +1.3 

明石  駿汰(1)  11m80 山中  竣介(2)  11m72 神林優太郎(5)  11m41 大津  大翔(2)  10m03
奈良高専 神戸高専 近畿大学高専 神戸高専

神林優太郎(5)  39m74 山中  竣介(2)  35m62 柴田  海翔(4)  28m68 明石  駿汰(1)  27m50 桂    優介(2)  25m01 松橋  悠馬(2)  23m57 仲間  聖真(3)  20m02

近畿大学高専 神戸高専 奈良高専 奈良高専 神戸高専 神戸高専 明石高専

川畑    涼(5)  49m24 藤浦  浩司(2)  39m72 北野  瑞起(1)  39m34 菅田  千生(3)  38m08 小森山友大(5)  37m57 松橋  悠馬(2)  37m56 桂    優介(2)  33m01 立川  裕也(3)  31m91

近畿大学高専 和歌山高専 明石高専 和歌山高専 明石高専 神戸高専 神戸高専 明石高専

東尾  瑚子(5) 13.77 大平  美優(3) 13.88 川崎  慈愛(5) 14.08 岩崎  京香(2) 14.19 小畑  琴音(1) 15.37

奈良高専 +1.9 神戸高専 +1.9 舞鶴高専 +1.9 神戸高専 +1.9 和歌山高専 +1.9 

橋本奈央子(1)  2:37.10 福井  智美(2)  2:39.93 青山  宙未(3)  2:40.08 廣田  千歩(1)  2:58.69

明石高専 明石高専 大阪府立高専 奈良高専

上山  真未(3) 4m46 山口  叶夢(2) 4m43 林部亜衣香(1) 4m40 藤谷  磨生(5) 4m29 小畑  琴音(1) 3m93 柏木みゆき(4) 3m88
神戸高専 +1.8 奈良高専 +0.5 奈良高専 -0.2 神戸高専 -0.6 和歌山高専 +0.8 和歌山高専 +0.2 

大平  美優(3)   8m58 山口  叶夢(2)   8m02 村上奈々美(2)   7m09 中村木乃葉(3)   7m04 尾花    楓(4)   6m66 前田  侑希(2)   6m23 明石  凛音(2)   6m00 薗田  恋果(2)   5m18
神戸高専 奈良高専 舞鶴高専 舞鶴高専 神戸高専 明石高専 神戸高専 和歌山高専

神戸高専 55.13 奈良高専 56.02 明石高専 58.45

  藤谷  磨生(5)   林部亜衣香(1)   上月　　凛(2)

  岩崎  京香(2)   東尾  瑚子(5)   福井  智美(2)

  上山  真未(3)   山口  叶夢(2)   橋本奈央子(1)

  大平  美優(3)   西前　若菜(1)   前田  侑希(2)

近畿大学高専 100点 神戸高専 59点 奈良高専 57点 明石高専 33点 大阪府立高専 27点 舞鶴高専 23点 和歌山高専 19点

NGR:大会新記録 天候 風向・風速 湿度 主催：近畿地区高等専門学校体育連盟 総　　　 務： 正　木　一　央

晴れ 東北東　0.8m 57% 　　　神戸市立高等学校体育連盟 ﾄﾗｯｸ 審判長： 河　崎　哲　生

晴れ 　西　　3.0m 57% 主管：神戸市陸上競技協会 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長： 森　田　哲　司

晴れ  南東　 0.5m 52% 後援：神戸市教育委員会 記 録 主 任： 岸　良　　　悟
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