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第７回日本記録挑戦記録会　兼　住友電工杯第７回日本記録挑戦記録会　兼　住友電工杯第７回日本記録挑戦記録会　兼　住友電工杯第７回日本記録挑戦記録会　兼　住友電工杯 2018年10月21日(日)2018年10月21日(日)2018年10月21日(日)2018年10月21日(日)
決勝一覧表決勝一覧表決勝一覧表決勝一覧表

住友総合グランド陸上競技場住友総合グランド陸上競技場住友総合グランド陸上競技場住友総合グランド陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男子10/21 ６０ｍ 野川　大地 6.81 竹下　裕希 6.83 滝内　誠 6.87 川村　建勝 6.99 中道　泰貴 7.05 的場　奏太 7.19 中田　健太 7.19
住友電工･兵庫 -0.7 住友電工･兵庫 -0.7 近畿大学･大阪 -0.7 中京大学･三重 -0.7 近畿大学･静岡 -0.7 近畿大学･三重 -0.7 城西大学･群馬 -0.7 

男子10/21 １００ｍ 土手　啓史 10.26 竹下　裕希 10.30 大久保　公彦 10.36 野川　大地 10.37 川西　裕太 10.41 松尾　隆雅 10.44 室谷　翔太郎 10.48 浦井　崚自 10.65
住友電工･兵庫 +3.4 住友電工･兵庫 +3.4 中央大学･神奈川 +3.4 住友電工･兵庫 +3.4 近畿大学･大阪 +2.5 東洋大学･広島 +3.4 中央大学･北海道 +2.5 中京大学･三重 +2.5 

男子10/21 ３００ｍ 木村　和史 33.16 堀井　浩介 33.32 鍜冶木　崚 33.37 中村　拓都 33.66 小西　勇太 33.68 川端　魁人 33.84 祖父江　巧 34.16       
四電工･香川 住友電工･兵庫 住友電工･兵庫 東洋大学･熊本 住友電工･兵庫 中京大学･三重 中京大学･愛知

男子10/21 ３０００ｍ 遠藤　日向  8:11.34
住友電工･兵庫

男子10/21 ５０００ｍ 田村　和希 14:21.01 熊谷　拓馬 14:23.13 木村　哲也 14:37.70 実近　力丸 14:48.56 藤村　行央 14:53.98 土居森　諒 15:10.18
住友電工･兵庫 住友電工･兵庫 住友電工･兵庫 環太平洋大･広島 住友電工･兵庫 環太平洋大･広島

男子10/21 ２００ｍＨ 鍜冶木　崚 22.86 小西　勇太 23.10 角田　涼一 23.29 川越　広弥 23.49 真鍋　諒大 23.76 伊藤　大翔 24.56 堀江　功輝 25.28

(0.762m) 住友電工･兵庫 +1.3 住友電工･兵庫 +1.3 デンソーダイシン･愛知 +1.3 城西大学･宮崎 +1.3 大阪学院大学･愛媛 +1.3 桃山学院大･和歌山 +1.3 MIX･岐阜 +1.3 

男子10/21 ４×２００ｍ 中央大  1:23.15 住友電工  1:23.22 近畿大  1:25.33 中京大  1:25.88 東洋大  1:26.16 立命館大  1:26.91 城西大  1:37.69

  室谷　翔太郎   土手　啓史   西沢　隆汰   川村　建勝   松尾　隆雅   畑中　晃   中田　健太

  染谷　佳大   竹下　裕希   笠谷　洸貴   川端　魁人   中村　拓都   梶川　颯太   川越　広弥

  大久保　公彦   鍜冶木　崚   的場　奏太   野村　勇輝   大橋　尚之   今井　智博   野口　友輝

  竹田　一平   堀井　浩介   白井　雅弥   祖父江　巧   田村　直也   中西　彗太   港　大空

女子10/21 ６０ｍ 和田　麻希 7.40 三宅　奈緒香 7.53 山中　日菜美 7.57 名倉　千晃 7.59 壹岐　いちこ 7.66 島田　沙絵 7.68 近藤　亜友美 7.81 藤原　沙耶 7.92
ミズノ･京都 -0.7 NGR 住友電工･兵庫 -0.7 立命館大･滋賀 -0.7 NTN･三重 -0.7 立命館大･滋賀 -0.7 JMS･東京 -0.7 園田学園女子大･京都 +1.0 園田学園女子大･兵庫 +1.0 

女子10/21 １００ｍ 和田　麻希 11.53 山中　日菜美 11.70 壹岐　いちこ 11.75 三宅　奈緒香 11.79 島田　沙絵 12.01 藤原　沙耶 12.41 大塩　明音 12.45
ミズノ･京都 +0.8 NGR 立命館大･滋賀 +0.8 NGR 立命館大･滋賀 +0.8 住友電工･兵庫 +0.8 JMS･東京 +0.8 園田学園女子大･兵庫 +0.3 園田学園女子大･兵庫 +0.3 

女子10/21 ３００ｍ 梅原　紗月 40.24 王子田　萌 40.57 山下　優香 43.71
住友電工･兵庫 NDソフト･大阪 武庫川女子大･香川

女子10/21 １００ｍＨ 藤原　未来 13.55 梅原　紗月 13.60 小柳　結莉 13.86
(0.840m) 住友電工･兵庫 +0.1 住友電工･兵庫 +0.1 諫早特別支援学校教･長崎+0.1 

女子10/21 ４×２００ｍ 立命館大  1:37.68 園田学園女子大  1:39.25
  山中　日菜美   近藤　亜友美
  木本　彩葉   稲岡　真由
  壹岐　いちこ   大塩　明音

  吉田　紗弓   後藤　奈緒

男子中学オープン10/21 ４×１００ｍ 天王寺川中 48.24 荒牧中 49.22 東中 51.25 南中 51.42 西中 53.99

  柴田  蓮   難波　秀翔   馬場　智紀   門城　楓人   北川　奎哉

  高谷  優輝   坂東　宏祐   宮川　恭一郎   山下　竜也   木村　歩輝
  久松　竜也   柴田　光二郎   藤原　悠斗   宮本　一輝   中東　琉士朗
  福嶋  遼   高寺　琉羽   渡邊　航多   川﨑　恭佑   平塚　優幹

女子中学オープン10/21 ４×１００ｍ 天王寺川中 53.26 南中 53.42 荒牧中 54.06 東中 55.02 北中 55.22 西中 56.85

  日浦  ほのか   片山　ちさ   竹内　一花   川畑　茉夢   尾崎　澪花   菅野　未久瑠

  谷口  璃奈   村山　美咲   尾畠　琴真   池信　南帆   村岡　優   伊藤　萌花

  玉野  汐梨   福田　心花   澁井　心結   岡村　凪帆   永井　歩果   安陪　碧

  足立  望々花   金光　百花   岡田　梨里   坂井　佑衣   正岡　ももか   曾根　愛里彩

審判長：中尾　一二三
記録主任：前田　芳博
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1 10月21日 ○ 女子 ６０ｍ 2組 1  7.40 -0.7 和田　麻希 ミズノ              ・京　都
2 10月21日 ○ 女子 １００ｍ 2組 1 11.53 +0.8 和田　麻希 ミズノ              ・京　都
3 10月21日 ○ 女子 １００ｍ 2組 2 11.70 +0.8 山中　日菜美 立命館大            ・滋　賀

凡例（NGR:大会新記録）


