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2017関西実業団陸上競技連盟記録会2017関西実業団陸上競技連盟記録会2017関西実業団陸上競技連盟記録会2017関西実業団陸上競技連盟記録会 2017年6月10日(土)2017年6月10日(土)2017年6月10日(土)2017年6月10日(土)

兼 兵庫実業団記録会兼 兵庫実業団記録会兼 兵庫実業団記録会兼 兵庫実業団記録会 決勝一覧表決勝一覧表決勝一覧表決勝一覧表
ベイコム陸上競技場ベイコム陸上競技場ベイコム陸上競技場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 6/10 １００ｍ 堀江　新太郎 10.82 大室　秀樹 10.90 堀井　浩介 11.07 宮川　拓巳 11.08 細川　和紀 11.14 同順：小川　太郎 11.14 前田　篤志 11.16 吉田　知央 11.17
住電ＲＣ･兵庫 -1.8 大塚製薬･徳島 -1.8 住友電工･兵庫 -1.8 近畿大･滋賀 -2.5 近畿大･大阪 -1.8 関西学院大･愛知 -0.5 大阪桐蔭高･大阪 -0.5 レジェンズ･神奈川 -2.4 

男子 6/10 ２００ｍ 田村　朋也 21.54 堀江　新太郎 21.95 堀井　浩介 22.06 大室　秀樹 22.15 今西　和希 22.35 細川　和紀 22.38 船口　凄 22.46 真鍋　諒大 22.55
住友電工･兵庫 -2.0 住電ＲＣ･兵庫 -2.0 住友電工･兵庫 -2.0 大塚製薬･徳島 -0.6 同志社大･兵庫 -2.0 近畿大･大阪 -2.0 近畿大･大阪 -2.0 大阪学院大･愛媛 -1.3 

同順：院瀬見　憲 22.55

関西学院大･兵庫 -3.8 

男子 6/10 ４００ｍ 田村　朋也 46.59 木村　和史 46.60 東　魁輝 47.41 小西　勇太 47.70 友廣　大希 49.17 山本　理貴 49.53 前田　盛翔 49.60 定道　大成 49.94
住友電工･兵庫 四電工･香川 ＮＴＮ･三重 住友電工･兵庫 京都工芸繊維大･滋賀 清風高･大阪 滋賀陸協･滋賀 大阪学院大･兵庫

男子 6/10 １５００ｍ 芝田　俊作  3:53.82 下藪　智史  3:59.38 村上　成聖  4:02.19 堀畑　佳吾  4:02.59 高橋　佑輔  4:02.61 池田　一貴  4:04.19 粟田　貴明  4:04.25 井谷　成希  4:05.02
大阪府警･大阪 ＢＵＲＬＥＳＣＡ･徳島 清風高･大阪 清風高･大阪 兵庫高･兵庫 清風高･大阪 ＧＲｌａｂ兵庫･兵庫 和歌山陸協･和歌山

男子 6/10 ３０００ｍ 今西　洸斗  8:40.99 川端　拳史  8:45.82 宮本　卓昌  8:47.78 大崎　陸斗  8:48.81 原　陽宏  8:51.86 長谷川　達也  8:53.23 新本　駿  8:53.40 松山　治  8:54.57
びわこ学院大･大阪 須磨学園高･兵庫 西脇工業高･兵庫 びわこ学院大･兵庫 びわこ学院大･大阪 びわこ学院大･大阪 報徳学園高･兵庫 ユニバーSC･兵庫

男子 6/10 ５０００ｍ 野田　一貴 14:10.20 山川　雄大 14:24.32 森田　清貴 14:25.84 益田　賢太朗 14:28.73 辻　茂樹 14:36.24 谷原　先嘉 14:39.37 中村　　涼 14:39.59 福島　太郎 14:40.21
大塚製薬･徳島 大塚製薬･徳島 ＮＴＴ西日本･大阪 ＮＴＴ西日本･大阪 大塚製薬･徳島 大阪府警･大阪 大阪ガス･大阪 小松島陸協･徳島

男子 6/10 走高跳 木村　友哉 2m00 藤井　稜真 1m95 宮本　笙 1m90 同順：福本　義永 1m90 嵯峨　颯 1m90 有馬　祐太郎 1m90 越智　葵 1m85 同順：嶋崎　雄飛 1m85
大阪大･京都 兵庫高･兵庫 県西宮高･兵庫 オフィスシャッツ･京都 びわスポ大･大阪 大阪学院大･兵庫 大阪桐蔭高･大阪 宝塚北高･兵庫

男子 6/10 走幅跳 木下　将一 7m25 松本　慎也 7m15 水本　健一 7m14 臼杵　將悟 7m05 田中　健太 6m95 島岡　大貴 6m93 今岡　佑介 6m91 伊庭　透哉 6m86
大阪大･兵庫 +1.0 関西学院大･兵庫 +2.1 +w 大阪学院大･大阪 +3.9 +w  ﾅｼ ユニバーSC･兵庫 +2.3 +w 関西学院大･兵庫 +0.7 近畿大･三重 +2.9 +w 大阪桐蔭高･大阪 +1.3 大阪桐蔭高･大阪 +3.6 +w 

男子 6/10 三段跳 水本　健一 14m73 板西　佑介 14m69 川西　紘生 14m40 三星　怜 14m30 小寺　知輝 13m98 末吉　拓海 13m91 平　翔太 13m76 武林　仁 13m68
大阪学院大･大阪 +0.2 宝塚市陸協･兵庫 +0.4 大阪桐蔭高･大阪 +0.0 龍谷大･大阪 -0.8 大阪府立大･大阪 -1.2 市尼崎高･兵庫 +0.0 大阪桐蔭高･大阪 -0.5 関西学院大･徳島 +0.4 

男子 6/10 砲丸投 本田 真康  10m30 久志　敦男  10m15 中嶋　義貴  10m14

(7.260kg) OSAKA.T.C･大阪 龍谷大職員･滋賀 大阪市立大･奈良

男子 6/10 円盤投 福井　智幸  43m38 濱口　修人  35m88 宮崎　晃一  33m10 小西　信孝  30m21 中嶋　義貴  29m61 武山　晃己  27m45 五十嵐　隆皓  24m17 福元 豪起  22m10
(2.000kg) 関西学院大･兵庫 びわスポ大･大阪 神戸大･奈良 関西学院大･愛知 大阪市立大･奈良 関西外国語大･大阪 京都大･群馬 明石高専AC･兵庫

男子 6/10 ハンマー投 加部　望  51m21 鶴田　智也  42m17 武藤　将大  40m79 西脇　博之  25m10
(7.260kg) 大阪広域水道･大阪 桃山学院大･大阪 大阪陸協･大阪 とのめ内装近江･滋賀

男子 6/10 やり投 川村　亮太  58m40 小松　俊介  58m30 上村　拳矢  55m77 木村　優斗  55m14 北山　伸  54m61 小野　顕佳  53m52 本田 真康  53m02 山崎　雄祐  52m28
(0.800kg) 大阪桐蔭高･大阪 グランドストーン･山形 大阪経済大･兵庫 大阪経済大･兵庫 尼崎双星高･兵庫 カネカ･大阪 OSAKA.T.C･大阪 環太平洋大･大阪

女子 6/10 １００ｍ 和田　麻希 12.16 淡田　夏都香 12.76 三浦　和花子 12.82 川原　把菜 12.84 森田　玲加 12.94 稲田　美咲 12.96 佐藤　菜々甫 13.00 百足　千香 13.02
ミズノトラッククラブ･京都-2.2 同志社大･兵庫 -2.7 武庫川女子大･大阪 -2.2 関西学院大･兵庫 +0.0 園田学園女子大･兵庫 +0.0 愛媛陸協･愛媛 -2.2 大阪体育大･兵庫 -2.7 園田学園女子大･兵庫 -2.7 

女子 6/10 ４００ｍ 梅原　紗月 57.12 久保　夏鈴 58.76 松本　美紀 59.10 三好　果 59.72 中本　香 59.85 鈴木　まひる  1:00.16 明瀬　優香  1:00.21 山尾　佳未  1:00.29
住友電工･兵庫 兵庫高･兵庫 甲南大･兵庫 県西宮高･兵庫 宝塚高･兵庫 園田学園女子大･兵庫 神戸大･大阪 川西緑台高･兵庫

女子 6/10 １５００ｍ 佐藤　成葉  4:34.34 志水　麻紗  4:43.80 岡田　奈巳  4:44.14 平田　由佳  4:49.57 長野　夏子  4:51.32 山室　優香  4:51.89 山崎　茉奈  4:53.47 岡本　悠  4:54.33
立命館大･神奈川 尼崎市陸協･兵庫 大阪体育大･石川 びわこ学院大･大阪 大阪府立大･奈良 ND清心女子大･岡山 京都光華女子大･京都 兵庫高･兵庫

女子 6/10 ３０００ｍ 金平　裕希  9:35.07 田邊　摩希子  9:36.35 梅谷　愛花  9:36.80 西田　留衣  9:44.67 大同　美空  9:47.52 大東　優奈  9:52.84 瀬川　帆夏  9:53.72 南　美沙希  9:56.64
シスメックス･兵庫 シスメックス･兵庫 岩谷産業･大阪 シスメックス･兵庫 岩谷産業･大阪 兵庫大･兵庫 シスメックス･兵庫 ワコール･京都

女子 6/10 ５０００ｍ 安川　侑那 16:41.75 藤村　晶菜 16:58.82 小指　有未 17:14.67 澤山　佳世 17:27.45 上本　千尋 17:37.03 中村　鞠花 17:39.45 上野　夢歩 17:44.80 多田　咲美 17:46.05
ワコール･京都 京都光華女子大･京都 ワコール･京都 大阪芸術大･奈良 京都光華女子大･大阪 武庫川女子大･兵庫 京都光華女子大･山口 武庫川女子大･京都

女子 6/10 走高跳 福本　幸 1m70 鈴木　夢 1m65 同順：河野　葵 1m65 大竹　千香 1m65 辻　愛 1m65 時任　美保子 1m60 奥所　怜奈 1m55 南　希衣 1m55
甲南大職･兵庫 甲南大･奈良 甲南大･兵庫 京都光華女子大･京都 甲南大･奈良 甲南大･滋賀 武庫荘総合高･兵庫 岸和田産業高･大阪

女子 6/10 走幅跳 林　薫乃 5m57 佐伯　美奈 5m54 河下　莉子 5m48 森本　千春 5m47 柾木　ひかり 5m37 吉木　さくら 5m37 足立　晴香 5m34 上垣　麻衣子 5m32
甲南大･三重 +1.4 大阪桐蔭高･大阪 +2.0 園田学園女子大･兵庫 +3.0 +w 園田学園女子大･兵庫+3.5 +w  ﾅｼ 関西学院大･神奈川 +0.5 大阪桐蔭高･大阪 +0.2 甲南大･福井 +1.4 武庫川女子大･兵庫+2.9 +w  ﾅｼ 

女子 6/10 三段跳 冨士　曜莉 11m70 小林　真実 11m68 畑　ともよ 11m39 後藤田　真衣 11m05 井上　美季 10m99 廣川　津喜子 10m81 奥村　春花 10m47 松尾　聖 10m37
立命館大･京都 +1.0 Gloria-AC･京都 +1.4 園田学園女子大･兵庫 +1.1 大阪桐蔭高･大阪 +0.6 武庫川女子大･兵庫 +0.7 兵庫高･兵庫 +0.4 園田学園女子大･兵庫 +1.1 大阪桐蔭高･大阪 +0.9 

女子 6/10 砲丸投 岩木　理菜  11m47 奈良　彩加  11m44 五十川　利心  10m33 永井　来海  10m00 八木　佑芽奈   9m66 末岡　絢菜   9m51 古結　桃子   9m20 松本　杏実   8m91

(4.000kg) 園田学園女子大･兵庫 大阪桐蔭高･大阪 智辯カレッジ高･奈良 尼崎双星高･兵庫 尼崎稲園高･兵庫 仁川学院高･兵庫 西宮南高･兵庫 智辯カレッジ高･奈良

女子 6/10 円盤投 山本　実果  40m84 兒島　怜奈  32m01 尼子　麗奈  31m07 八木　佑芽奈  29m23 上田　ひかり  29m03 梅本　唯  28m05 徳田　千咲  28m02 好田　萌加  27m95

(1.000kg) コンドーテック･兵庫 大阪桐蔭高･大阪 武庫川女子大･大阪 尼崎稲園高･兵庫 智辯カレッジ高･奈良 尼崎双星高･兵庫 芦屋高･兵庫 園田学園女子大･兵庫

女子 6/10 ハンマー投 好田　萌加  48m52 三宅　れい  46m69 山口　紗苗  44m14 渕上　桜  39m28 鈴木　桃果  39m18 梅本　唯  33m95 作田　優花  28m87 下湯　百華  28m25

(4.000kg) 園田学園女子大･兵庫 園田学園女子大･兵庫 武庫川女子大･大阪 武庫川女子大･兵庫 大阪桐蔭高･大阪 尼崎双星高･兵庫 岸和田産業高･大阪 尼崎双星高･兵庫

女子 6/10 やり投 久世　生宝  51m47 松井　麻里弥  40m63 神代　結  38m65 稗田　悠綺  38m19 永井　来海  35m90 鵜峠　涼香  35m67 岩木　理菜  33m95 渡辺　あや  33m34

(0.600kg) コンドーテック･兵庫 阪南大高教･大阪 大阪大･大阪 園田学園女子大･兵庫 尼崎双星高･兵庫 尼崎双星高･兵庫 園田学園女子大･兵庫 関西学院大･岡山

男子 6/10 高校円盤投 北山　伸  38m62 近藤　信幸  36m14 矢野　大輔  32m54 町　太誠  30m69 中村　慧  29m96 鬼頭　龍司  28m86 河野　諭  27m59 新保　大和  27m51

(1.750kg) 尼崎双星高･兵庫 大阪桐蔭高･大阪 滝川高･兵庫 西宮南高･兵庫 尼崎北高･兵庫 武庫荘総合高･兵庫 鳴尾高･兵庫 武庫荘総合高･兵庫

男子 6/10 高校ハンマー投 松井　龍弥  45m10 伊藤　大翔  37m82 吉元　麻人  27m76 中嶋　樹  23m55

(6.000 大阪桐蔭高･大阪 大阪桐蔭高･大阪 大阪桐蔭高･大阪 大阪桐蔭高･大阪

男子 6/10 高校砲丸投 江上　拓弥  10m56 ジン　シン  10m43 松元　春樹  10m42 三崎　貴雄  10m39 西口　正倫  10m13 川西　悠人   9m50 九鬼 拓也   9m02 鬼頭　龍司   8m68

(6.000kg) 尼崎稲園高･兵庫 大阪桐蔭高･大阪 尼崎双星高･兵庫 川西緑台高･兵庫 県西宮高･兵庫 尼崎稲園高･兵庫 明石高専･兵庫 武庫荘総合高･兵庫

凡例（+w :追い風参考/ ﾅｼ   なし）


