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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 6/13 小谷　優介 10.51/+0.0

住友電工・兵庫

土手　啓史 10.57/+0.0

住友電工・兵庫

野川　大地 10.58/+0.0

住友電工・兵庫

堀江　新太郎 10.79/+0.0

住友電工・兵庫

竹下　裕希 10.80/+0.0

住友電工・兵庫

山本　慎吾 10.84/+0.0

NOBY・大阪

小西　勇太 住友電工・兵庫 11.01/-1.0

戸田　富貴 摂南大・兵庫

２００ｍ 6/13 土手　啓史 21.39/-1.0

住友電工・兵庫

小谷　優介 21.73/-1.0

住友電工・兵庫

土屋　佑太 22.02/+1.1

京都大・東京

木村　和史 四電工・香川 22.09/-1.0

新道　拓朗 関西学院大・大阪 22.09/+1.1

沖　佳史 22.17/+1.1

関西大・大阪

宮澤　勇伎 22.20/+1.1

関西学院大・京都

木原　舜 22.21/+1.1

大阪桐蔭高・大阪

４００ｍ 6/13 田村　朋也 46.18

住友電工・兵庫

木村　和史 47.59

四電工・香川

小西　勇太 47.94

住友電工・兵庫

椋下　響介 48.52

関西学院大・大阪

大岡　健 48.95

関西学院大・大阪

堀江　新太郎 49.11

住友電工・兵庫

浜口　泰裕 49.41

関西学院大・兵庫

氷上　俊平 49.54

関西学院大・大阪

１５００ｍ 6/13 佐野　裕周  3:57.70

関西大・兵庫

渡邉　大介  3:58.65

関西大・大阪

中村　航士  3:59.65

関西学院大・兵庫

西園　颯斗  4:00.04

西脇工業高・兵庫

末次　悠人  4:00.09

関西学院大・兵庫

内山　優弥  4:00.27

西脇工業高・兵庫

太西　浩之  4:00.57

立命館陸上同好会・京都

岩崎　涼  4:01.40

兵庫教育大・兵庫

３０００ｍ 6/13 井上　大輝  8:36.90

須磨学園・兵庫

三浦　拓朗  8:38.95

西脇工業高・兵庫

水野　健太朗  8:41.57

関西学院高等部・兵庫

伴　直弥  8:42.00

関大一高・大阪

加藤　淳  8:42.80

西脇工業高・兵庫

三宅　友哉  8:43.45

陵南中・兵庫

宮本　卓昌  8:43.56

西脇工業高・兵庫

藤本　珠輝  8:44.78

陵南中・兵庫

５０００ｍ 6/13 松岡　佑起 14:05.40

大塚製薬・徳島

村本　一樹 14:10.88

兵庫県立大・兵庫

木村　哲也 14:13.16

住友電工・兵庫

森田　司 14:25.48

山陽特殊製鋼・兵庫

熊谷　拓馬 14:26.00

住友電工・兵庫

新庄　浩太 14:28.72

NTT西日本・大阪

井川　重史 14:29.00

大塚製薬・徳島

飯沼　健太 14:29.79

SGHｸﾞﾙｰﾌﾟ・京都

走高跳 6/13 藤森　宣哉 2m05

ﾄｰﾀﾙｽﾎﾟｰﾂ・大阪

堀　一槻 2m00

関西大・大阪

安田　洋亮 2m00

京都工芸繊維大・京都

福本　義永 2m00

ｵﾌｨｽｼｬｯﾂ・京都

下元　龍也 2m00

大阪桐蔭高・大阪

岩本　知樹 1m95

大阪桐蔭高・大阪

有岡　隆二 1m90

摂南大・大阪

坂本　享平 1m85

大阪桐蔭高・大阪

走幅跳 6/13 足達　一馬   7m19/+0.3

大阪桐蔭高・大阪

遠藤　泰司   6m92/+0.3

大阪桐蔭高・大阪

松下　隼人   6m73/+1.1

京都大・大阪

田中　健太   6m68/+1.8

川西北陵高・兵庫

澤　薫   6m66/+0.0

京都大・滋賀

藤林　祥大 大阪大・兵庫   6m58/+2.3+w 

安田　洋亮 京都工芸繊維大・京都   6m58/+0.3

小田　紳介   6m55/+0.9

ｼﾏﾉ・大阪

砲丸投

(7.260kg)

6/13 木下　隼一  12m31

篠山養護学校・兵庫

田上　貴之  10m51

紀の川高教・和歌山

渡邊　星矢  10m46

HYOGOTFC・兵庫

浅井　惣一郎   9m85

明石高専AC・兵庫

橋詰　知尚   9m85

甲南大・兵庫

西野　史晃   8m15

鈴蘭NAC・兵庫

円盤投

(2.000kg)

6/13 和田　拓巳  39m95

但馬AC・兵庫

今西　一貴  35m17

甲南大・兵庫

西川　竜也  34m22

HYOGOTFC・兵庫

芦田　凛  29m24

大阪市立大・兵庫

浅井　惣一郎  27m01

明石高専AC・兵庫

黄田　俊英  26m35

鳩印G&T・兵庫

寺澤　佑記  26m20

大経大・大阪

渡邊　星矢  23m15

HYOGOTFC・兵庫

ハンマー投

(7.260kg)

6/13 中山　脩陛  55m05

関西大・大阪

加部　望  50m53

大阪広域水道・大阪

高橋　俊雄  50m50

京都城南診療所・京都

田上　貴之  35m69

紀の川高教・和歌山

黄田　俊英  24m83

鳩印G&T・兵庫

やり投

(0.800kg)

6/13 山中　統吾  60m62

大阪大・三重

谷場　雅之  60m45

大阪学院大・大阪

山田　智也  53m62

芦屋高・兵庫

中田　周作  53m39

大阪陸協・大阪

岡崎　一輝  51m88

尼崎西高・兵庫

木村　優斗  51m07

大経大・兵庫

矢田　雅輝  48m15

大阪桐蔭高・大阪

上井　浩輝  48m00

大阪陸協・大阪

高校砲丸投

(6.000kg)

6/13 岩戸　孝平  12m61

市立尼崎高・兵庫

矢吹　紘二郎  11m67

姫路商業高・兵庫

原　晶紀  11m03

大阪桐蔭高・大阪

垣尾　勇樹  10m72

明石高専・兵庫

志摩　直也  10m42

川西北陵高・兵庫

奥谷　匠   8m83

兵庫高・兵庫

九鬼　拓也   7m98

明石高専・兵庫

田中　雄也   7m96

川西北陵高・兵庫

高校円盤投

(1.750kg)

6/13 長谷川　祥大  42m78

兵庫高・兵庫

平林　一希  42m12

大阪桐蔭高・大阪

岡崎　一輝  40m48

尼崎西高・兵庫

谷口　陸  39m75

大阪桐蔭高・大阪

中村　美史  37m81

市立尼崎高・兵庫

天野　大輝  37m36

姫路商業高・兵庫

大塚　剛史  31m70

姫路商業高・兵庫

花田　貴斗  30m38

岸和田産業高・大阪

高校ハンマー投

(6.000

6/13 山本　拓実  46m15

大阪桐蔭高・大阪

天野　大輝  43m12

姫路商業高・兵庫

堀江　龍誠  42m98

大阪桐蔭高・大阪

中村　美史  37m70

市立尼崎高・兵庫

矢吹　紘二郎  33m68

姫路商業高・兵庫

大野　幹太  31m30

岸和田産業高・大阪

花田　貴斗  27m20

岸和田産業高・大阪

男子

１００ｍ 6/13 三宅　奈緒香 12.12/-1.7

住友電工・兵庫

和田　麻希 12.26/-1.7

ﾐｽﾞﾉﾄﾗｯｸｸﾗﾌﾞ・京都

木村　茜 12.39/-1.7

住友電工・兵庫

高木　志帆 12.60/-1.7

住友電工・兵庫

河口　悠 12.83/-1.7

大阪市立大・兵庫

川畑　さくら 12.84/-1.9

園田学園女子大・兵庫

矢島　照子 12.93/-1.9

甲南大・大阪

芝田　陽香 12.94/-1.7

TMA・京都

４００ｍ 6/13 芝田　陽香 56.08

TMA・京都

出口　真美 57.54

甲南大・大阪

森本　友紀子 57.82

園田学園女子大職・兵庫

松ケ谷　茜里 58.80

甲南大・福井

中野　絵理子 59.47

甲南大・兵庫

明瀬　優香 59.79

神戸大・大阪

市川　華愛 59.83

姫路商業高・兵庫

山村　蓮 59.89

園田学園女子大・兵庫

１５００ｍ 6/13 髙松　望ムセンビ  4:20.70

薫英女学院高・大阪

髙松　智美ムセンビ  4:27.31

薫英女学院高・大阪

菅野　七虹  4:29.12

立命館大・京都

太田　琴菜  4:29.60

立命館大・兵庫

山本　千絵  4:41.40

姫路商業高・兵庫

杉山　志保  4:44.51

神戸学院大・兵庫

吉川　瑛梨香  4:49.25

関西学院大・兵庫

前田　愛美  4:50.00

神島高・和歌山

３０００ｍ 6/13 山本　明日香  9:39.89

神島高・和歌山

岩川　真知子  9:40.49

大塚製薬・徳島

樋口　紀子  9:52.46

ﾜｺｰﾙ・京都

寸田　桜  9:52.96

立命館宇治高・京都

内田　梨絵  9:53.08

大塚製薬・徳島

山本　帆乃香  9:55.89

立命館宇治高・京都

右田　愛  9:59.32

ﾜｺｰﾙ・京都

渡辺　恵美 10:06.65

京都光華女子大・京都

５０００ｍ 6/13 伊藤　舞 16:24.35

大塚製薬・徳島

岡田　唯 16:25.41

大塚製薬・徳島

川内　理江 16:37.08

大塚製薬・徳島

前畑　有希 16:41.51

大塚製薬・徳島

田端　沙紀 16:44.54

大塚製薬・徳島

岸本　由佳 16:58.94

ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌHD・大阪

西田　留衣 17:13.59

ｼｽﾒｯｸｽ・兵庫

大樽　瑞葉 17:15.36

神戸学院大・兵庫

走高跳 6/13 渡邉　有希 ﾐﾗｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ・大阪 1m75

福本　幸 甲南学園AC・兵庫

本山　佳凛 1m70

武庫川女子大・大阪

堰本　朱里 1m60

武庫川女子大・兵庫

美馬　綾乃 1m60

摂南大・大阪

木下　夏緒 1m55

大阪桐蔭高・大阪

河野　葵 1m55

甲南大・兵庫

兼藤　ユメ 関西大・京都 1m55

鐡丸　美由紀 園田学園女子大・兵庫

走幅跳 6/13 喜田　愛以   5m65/+0.5

ﾐﾗｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ・大阪

宇田　祐稀   5m51/+0.9

園田学園女子大・兵庫

坂元　里穂   5m47/+0.0

武庫川女子大・兵庫

小林　真実   5m24/+0.0

月かげ保育園職員・新潟

泉谷　莉子   5m23/+0.2

武庫川女子大・大阪

足立　晴香   5m15/+1.2

甲南大・福井

末廣　真子   5m12/+1.8

神戸大・兵庫

能勢　夏帆   5m09/+1.6

武庫川女子大・兵庫

砲丸投

(4.000kg)

6/13 宮家　玲美  10m33

園田学園女子大・兵庫

岡本　奈緒   9m90

園田学園女子大・兵庫

位田　柚香   8m72

鳴尾高・兵庫

嶋田　樹乃   7m93

姫路商業高・兵庫

寺田　満里奈   5m74

明石高専・兵庫

円盤投

(1.000kg)

6/13 北垣　真里  41m58

ｺﾝﾄﾞｰﾃｯｸ・兵庫

山口　紗苗  34m78

武庫川女子大・大阪

内田　汐里  34m27

市立尼崎高・兵庫

吉田　悠夏  32m35

神戸市陸協・兵庫

林　里紗  31m48

園田学園女子大・兵庫

清水　南実保  30m89

武庫荘総合高・兵庫

刈谷　みちる  28m71

鳴尾高・兵庫

阿波根　知果  27m28

大経大・大阪

ハンマー投

(4.000kg)

6/13 綾　真澄  65m81

丸善工業・香川

三宅　れい  45m59

園田学園女子大・兵庫

山口　紗苗  41m19

武庫川女子大・大阪

福島　梨香  40m67

武庫川女子大・大阪

大谷　優華  38m58

市立尼崎高・兵庫

沖　砂織  35m42

淡路三原高・兵庫

内田　汐里  26m37

市立尼崎高・兵庫

渕上　桜  26m26

県立農業高・兵庫

やり投

(0.600kg)

6/13 松井　麻里弥  44m39

阪南大高教・大阪

林　あかり  32m97

尼崎北高・兵庫

岡本　奈緒  32m16

園田学園女子大・兵庫

島田　優莉  30m59

川西北陵高・兵庫

藤本　恭子  26m08

明石高専・兵庫

岩本　雛花  24m99

川西北陵高・兵庫

鵜峠　涼香  16m69

尼崎双星高・兵庫

女子

凡例（+w :追い風参考）


