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2016関西実業団陸上競技連盟記録会 2016年6月11日(土)

兼 兵庫実業団記録会 決勝一覧表
ベイコム陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子 6/11 １００ｍ 野川　大地 10.42 竹下　裕希 10.45 南山　曙宏 10.72 古池　勁太 10.82 魚澄　宗一朗 10.82 浦川　和希 10.83 秋鹿　　翔 10.89 福本　昴 10.90

住友電工･兵庫 +0.4 住友電工･兵庫 +0.4 関西学院大･福岡 +0.9 CRESCENT.A.C･大阪 +0.4 関西大･大阪 +0.4 奈良陸協･奈良 +0.4 伊丹西高･兵庫 +0.9 奈良陸協･奈良 +0.4 
男子 6/11 ２００ｍ 古池　勁太 22.04 近藤　佑哉 22.08 佐藤　玄主 22.22 神田　真生 22.23 大森　俊哉 22.35 関谷　堂真 22.42 真嶋　翼 22.46 飯田　隼平 22.52

CRESCENT.A.C･大阪 -1.3 神戸大･兵庫 +0.0 市尼崎高･兵庫 -1.3 大阪府立茨木高･大阪 +0.0 関西大･大阪 -1.3 岡山大･岡山 -1.3 和歌山大･和歌山 +0.0 大阪経済大･大阪 +0.0 
男子 6/11 ４００ｍ 木村　和史 47.55 小西　勇太 47.91 椋下　弦矢 48.16 穂積　裕次郎 48.76 魚澄　宗一朗 48.77 関谷　堂真 48.91 神先　宏樹 49.50 宮田　大聖 49.57

四電工･香川 住友電工･兵庫 関西学院大･大阪 関西学院大･兵庫 関西大･大阪 岡山大･岡山 京都大･兵庫 洸陽電機･兵庫

男子 6/11 １５００ｍ 水野　健太朗  3:55.67 中村　航士  3:56.84 足立　涼  3:57.21 細田　善也  3:58.89 仙　阿門  3:58.99 澤田　陽太  4:00.06 高橋　佑輔  4:00.16 井田　健太郎  4:01.96
関西学院大･兵庫 関西学院大･兵庫 京都大･大阪 岡山大･兵庫 清風高･大阪 清風高･大阪 兵庫高･兵庫 大阪教育大･兵庫

男子 6/11 ３０００ｍ 阪本　大貴  8:44.08 浅川　倖生  8:44.12 坂元　祐喜  8:47.16 大崎　陸斗  8:48.96 藤本　珠輝  8:49.12 三宅　友哉  8:50.92 小嶋　慶伸  8:51.33 須崎　乃亥  8:54.30
西脇工業高･兵庫 早稲田大･兵庫 須磨学園高･兵庫 びわこ学院大･兵庫 西脇工業高･兵庫 須磨学園高･兵庫 大阪府立山田高･大阪 大阪桐蔭高･大阪

男子 6/11 ５０００ｍ 三岡　大樹 14:14.00 上村　和生 14:19.08 沖守　怜 14:19.70 岩見　秀哉 14:20.41 細川　勇介 14:21.21 西山　容平 14:22.37 髙橋　裕太 14:26.51 森本　直人 14:27.37
大塚製薬･徳島 大塚製薬･徳島 ＳＧＨグループ･京都 須磨学園高･兵庫 大阪ガス･大阪 大塚製薬･徳島 大塚製薬･徳島 山陽特殊製鋼･兵庫

男子 6/11 走高跳 岩本　知樹 2m00 白石　直大 2m00 藤井　稜真 1m95 竹田　風馬 1m85 牧野　廉 1m80 中島　樹哉 1m80 辻田　航大 1m80 三浦　宏士朗 1m75
大阪桐蔭高･大阪 三井住友銀行･大阪 兵庫高･兵庫 京都大･京都 大阪桐蔭高･大阪 大阪桐蔭高･大阪 関大一高･大阪 市尼崎高･兵庫

男子 6/11 走幅跳 畑中　慎也 7m09 中谷　豪汰 6m96 松下　隼人 6m91 北田　永遠 6m86 田中　健太 6m74 原戸　健生 6m59 森田　智比呂 6m57 藤浪　正季 6m54
夕陽丘学園高･大阪 +1.3 大阪大･滋賀 +0.8 京都大･大阪 +3.0 大阪桐蔭高･大阪 +3.6 関西学院大・兵庫 +0.5 上ヶ原AC･兵庫 +0.4 宝塚市役所･兵庫 +3.6 京都工繊大･大阪 +0.4

男子 6/11 砲丸投 木下　隼一 12m63 太田　康介 11m90 磯本　昂甫 10m78 渡邊　星矢 9m11
(7.260kg) 林薬局店･兵庫 神戸大･愛知 川崎重工･兵庫 HYOGOTFC･兵庫

男子 6/11 円盤投 福井　智幸 39m12 上野　環太 36m21 橋村　尚樹 36m05 岡崎　一輝 34m53 太田　康介 33m50 片桐　一樹 32m15 加藤　博之 31m86 西川　竜也 31m50
(2.000kg) 関西学院大･兵庫 神戸大･兵庫 ピーアイシステム･京都 立命館大･兵庫 神戸大･愛知 丹波市消防本部･兵庫 大阪陸協･大阪 HYOGOTFC･兵庫

男子 6/11 ハンマー投 平尾　茂 52m81 高橋　俊雄 48m90 加部　望 47m28 赤永　直也 39m99 黄田　俊英 22m50 渡邊　星矢 15m49
(7.260kg) 日亜化学･徳島 京都城南診療所･京都 大阪広域水道･大阪 大阪経済大･兵庫 鳩印G＆T･兵庫 HYOGOTFC･兵庫

男子 6/11 やり投 室田　恭佑 57m44 矢田　雅輝 57m03 木村　優斗 56m10 谷場　雅之 55m13 西野　迅人 54m65 川村　亮太 54m35 上村　拳矢 51m95 末吉　歩基 50m74
(0.800kg) びわこ成蹊スポーツ大･兵庫 大阪桐蔭高･大阪 大阪経済大･兵庫 大阪学院大･大阪 立命館大･兵庫 大阪桐蔭高･大阪 大阪経済大･兵庫 岸和田産業高･大阪

女子 6/11 １００ｍ 和田　麻希 11.83 淡田　夏都香 12.32 木村　　茜 12.36 中原　凛 12.38 田中　佑美 12.40 山口　華子 12.60 松浦　朋花 12.68 芝田　陽香 12.69
ミズノ･京都 -0.3 同志社大･兵庫 -0.3 住友電工･兵庫 -0.3 関西学院大･大阪 -0.3 関大一高･大阪 -0.3 園田学園女子大･兵庫 +0.1 大阪学院大･高知 +0.1 チームミズノ･京都 -0.3 

女子 6/11 ４００ｍ 芝田　陽香 55.71 堀出　百花 57.02 木下　真希 58.84 山下 優香 59.07 山本　紗也夏 59.72 前田　伊代  1:00.04 村尾　理菜  1:00.24 五十嵐有沙  1:00.36
チームミズノ･京都 園田学園女子大･兵庫 関西学院大･兵庫 武庫川女子大･香川 園田学園高･兵庫 大阪学院大･京都 県立西宮高･兵庫 県立西宮高･兵庫

女子 6/11 １５００ｍ 志水　麻紗  4:39.87 吉田　夏菜  4:41.07 柳谷　日菜  4:44.26 上田 智美  4:44.53 小枝　未森  4:44.80 八色　優菜  4:46.47 上田　青空  4:46.58 太田　梨菜  4:49.66
尼崎市陸協･兵庫 大阪桐蔭高･大阪 大阪桐蔭高･大阪 京都光華女子大･山梨 大阪桐蔭高･大阪 大阪桐蔭高･大阪 関西大･大阪 大阪桐蔭高･大阪

女子 6/11 ３０００ｍ 井上　彩花  9:40.49 和田　紗季  9:41.76 川内　理江  9:51.71 野村　蒼  9:54.16 前畑　有希  9:56.86 福良　郁美  9:56.91 津田　夏実  9:57.18 小指　有未  9:59.08
大塚製薬･徳島 大塚製薬･徳島 大塚製薬･徳島 神島高校･和歌山 大塚製薬･徳島 大塚製薬･徳島 関西大･和歌山 ワコール･京都

女子 6/11 ５０００ｍ 一山　麻緒 16:07.27 児玉　柚稀 16:24.02 樋口　紀子 16:46.17 田渕　怜那 16:51.79 大谷　美優 16:59.74 大畠　万由子 17:05.58 安川　侑那 17:07.10 善村　穂乃香 17:07.81
ワコール･京都 ワコール･京都 ワコール･京都 ワコール･京都 ワコール･京都 神戸学院高･兵庫 ワコール･京都 佛教大･兵庫

女子 6/11 走高跳 福本　幸 1m70 鐡丸　美由紀 1m60 佐々木　悠里 1m60 笠島　真実 1m60 町田　瑞季 1m60 木村　知沙紀 1m55 小西　優耶 1m50 南　希衣 1m45
甲南大職･兵庫 園田学園女子大･鹿児島 甲南大･愛知 園田学園女子大･山梨 園田学園女子大･兵庫 園田学園高･兵庫 園田学園高･兵庫 岸和田産業高･大阪

女子 6/11 走幅跳 田中　日向子 5m41 佐伯　美奈 5m40 岸　優希 5m30 山下　佳昴 5m24 井上　美季 5m18 足立　晴香 5m17 瀬戸内　真帆 5m15 岩倉　美晴 5m12
尼崎小田高･兵庫 +1.6 大阪桐蔭高･大阪 +0.4 県立西宮高･兵庫 -0.7 園田学園高･兵庫 +0.3 県立西宮高･兵庫 +1.9 甲南大･山梨 -0.8 大阪桐蔭高･大阪 -0.2 県立西宮高･兵庫 -0.5

女子 6/11 砲丸投 麓　沙恵 11m80 奈良　彩加 10m02 末岡　綾菜 9m16 藤本　恭子 9m15 永井　来海 9m04 古結　桃子 8m99 永尾　友希 8m28 日高　友樹 7m86
(4.000kg) 神戸大･京都 大阪桐蔭高･大阪 仁川学院高･兵庫 明石高専･兵庫 尼崎双星高･兵庫 西宮南高･兵庫 智辯学園高･奈良 園田学園高･兵庫

女子 6/11 円盤投 北垣　真里 37m79 笹渕　笙子 35m96 麓　沙恵 34m37 加藤　博子 34m20 西矢　可奈 33m71 吉田　悠夏 32m92 林　里紗 30m27 兒島　怜奈 28m82
(1.000kg) コンドーテック･兵庫 立命館大･京都 神戸大･京都 園田学園高･兵庫 園田学園女子大･兵庫 神戸市陸協･兵庫 園田学園女子大･兵庫 大阪桐蔭高･大阪

女子 6/11 ハンマー投 佐伯　珠実 56m47 片岡　美月 36m28 木下　みづき 35m70 淵上　桜 34m30 作田　優花 25m83 竹下　里咲 20m87
(4.000kg) チャンピオン･滋賀 西脇高･兵庫 淡路三原高･兵庫 県立農業高･兵庫 岸和田産業高･大阪 大阪桐蔭高･大阪

女子 6/11 やり投 柳澤　美樹 41m55 神代　結 41m11 稗田　悠綺 40m99 古澤　帆乃香 30m43 鵜峠　涼香 30m20 島田　優莉 28m85 兒島　怜奈 28m12 里井　彩華 26m60
(0.600kg) 立命館大･大阪 大阪大･大阪 園田学園女子大･兵庫 大阪桐蔭高･大阪 尼崎双星高･兵庫 県立川西北陵高･兵庫 大阪桐蔭高･大阪 伊丹西高･兵庫

男子 6/11 高校円盤投 平林　一希 43m66 北山　伸 35m30 花田　貴斗 31m97 山口　和真 31m12 町　太誠 30m55 阿久根　樹 29m17 柴田　恭希 28m80 福元　豪起 26m83
(1.750kg) 大阪桐蔭高･大阪 尼崎双星高･兵庫 岸和田産業高･大阪 大阪府立旭高･大阪 西宮南高･兵庫 尼崎双星高･兵庫 尼崎双星高･兵庫 明石高専･兵庫

男子 6/11 高校ハンマー投 松井　龍弥 41m36 石田　和輝 37m20 福田　翔大 36m51 伊藤　大翔 24m20
(6.000 大阪桐蔭高･大阪 県立農業高･兵庫 大阪桐蔭高･大阪 大阪桐蔭高･大阪

男子 6/11 高校砲丸投 岡西　巧光 12m65 志摩　直也 12m08 垣尾　勇樹 10m88 夜久　航太朗 10m78 田中　雄也 10m42 荒内　亮人 9m64 西口　正倫 9m01 岡　幹 8m82
(6.000kg) 大阪桐蔭高･大阪 県立川西北陵高･兵庫 明石高専･兵庫 兵庫高･兵庫 県立川西北陵高･兵庫 明星高･大阪 県立西宮高･兵庫 尼崎双星高･兵庫

男子 6/11 中学砲丸投 辻村　仁之介 7m18 中村　莉輝 7m15
(5.000kg) 塩瀬中･兵庫 塩瀬中･兵庫

男子 6/11 中学円盤投 西　虎太朗 20m16
(1.500kg) 塩瀬中･兵庫


