
日付 参加者 種目
西沢　隆汰(3)  10.91 (-1.0) 的場　奏太(2)  11.06 (-1.0) 岡本　翔也(4)  11.19 (-1.0) 木下　凌太朗(3)  11.47 (-1.0) 山本　隼一朗(2)  11.49 (-1.0) 宇野　潤一(5)  11.59 (-1.0) 中井　友厚(4)  11.67 (-1.0) 井戸硲　瑞歩(2)  11.89 (-1.0)

近畿大学・三重 近畿大学・三重 近畿大学・三重 明石・兵庫 明石・兵庫 舞鶴・京都 神戸市立・兵庫 和歌山・和歌山

西沢　隆汰  21.83 (-0.4) 岡本　翔也  22.03 (-0.4) 的場　奏太  22.11 (-0.4) 濱田　敬文  22.44 (-0.4) 山本　隼一朗  22.82 (-0.4) 原　玲音  23.21 (-0.4) 北村　龍夢  23.73 (-0.4) 木下　凌太朗  24.72 (-0.4)

近畿大学・三重 近畿大学・三重 近畿大学・三重 奈良・奈良 明石・兵庫 奈良・奈良 和歌山・和歌山 明石・兵庫
岡田　竜来(4)  49.83 山田　恭平(2)  50.30 和田　空翼(2)  50.98 渕田　健介(4)  51.64 大平　翔(2)  52.76 平山　伊澄(4)  52.94 谷岡　樹(4)  53.95 沖中　基生(2)  56.53
近畿大学・三重 近畿大学・三重 近畿大学・三重 奈良・奈良 神戸市立・兵庫 明石・兵庫 明石・兵庫 神戸市立・兵庫

和田　空翼(2)  1:59.74 川瀬　翔矢(3)  1:59.97 北山　海偉大(1)  2:05.33 牧野　陸(1)  2:06.59 福井　健人(1)  2:09.00 藤木　勇成(3)  2:11.02 内本　航太(2)  2:11.54 岸本　大地(1)  2:19.49
近畿大学・三重 近畿大学・三重 神戸市立・兵庫 近畿大学・三重 明石・兵庫 舞鶴・京都 和歌山・和歌山 明石・兵庫
川瀬　翔矢(3)  4:17.79 西川　晋太郎(4)  4:22.39 岡　高志(4)  4:22.96 山本　玲於奈(4)  4:25.88 金　智剛(1)  4:26.14 德田　拓眞(4)  4:27.39 谷口　涼太(4)  4:31.72 中西　和輝(3)  4:32.58
近畿大学・三重 奈良・奈良 舞鶴・京都 明石・兵庫 明石・兵庫 大阪府立大学・大阪 舞鶴・京都 大阪府立大学・大阪

岡　健太朗(4)  16:35.91 前川　寛太(5)  16:52.21 若林　駿(2)  17:03.26 西岡　佳祐(1)  17:38.46 小松　幹昴(2)  17:45.15 上原　健(1)  17:46.21 吉住　友哉(4)  17:46.22 梶原　柾希(2)  18:06.82
舞鶴・京都 舞鶴・京都 奈良・奈良 和歌山・和歌山 舞鶴・京都 明石・兵庫 明石・兵庫 近畿大学・三重

川畑　夏唯(5)  14.78 (+1.0) 北野　友啓(3)  15.20 (+1.0) 中谷　航也(5)  15.40 (+1.0) 南地　晶哉(3)  15.44 (+1.0) 宇野　潤一(5)  16.15 (+1.0) 國森　皓貴(3)  16.32 (+1.0) 柏原　悠二(3)  16.88 (+1.0)

近畿大学・三重 GR 明石・兵庫 近畿大学・三重 近畿大学・三重 舞鶴・京都 奈良・奈良 神戸市立・兵庫

近畿大学・三重  41.41 神戸市立・兵庫  43.52 奈良・奈良  44.11 大阪府立大学・大阪  45.73 和歌山・和歌山  46.18 舞鶴・京都  48.58 明石・兵庫  50.87
大川　璃久(3) 全国高専新・大会新 熊澤　武始(3) 児島　大河(2) 上城　祐貴(1) 中村　瑞稀(3) 南　大地(1) 藤岡　宏輔(1)
的場　奏太(2) 北田　大樹(2) 原　玲音(2) 井上　航輝(3) 秋吉　和総(3) 沖田　直人(2) 木下　凌太朗(3)
西沢　隆汰(3) 大平　翔(2) 岩本　好広(5) 松崎　拓実(2) 辻　大河(3) 山西　博大(3) 北野　友啓(3)
岡本　翔也(4) 中井　友厚(4) 河岸　壮志(5) 冨安　達也(3) 井戸硲　瑞歩(2) 小牧　勇斗(2) 山本　隼一朗(2)
近畿大学・三重  3:22.83 奈良・奈良  3:29.89 明石・兵庫  3:32.00 神戸市立・兵庫  3:32.11 大阪府立大学・大阪  3:39.83 舞鶴・京都  3:47.00
南地　晶哉 國森　皓貴 山本　隼一朗 熊澤　武始 中西　和輝 岡　高志
岡本　翔也 西川　晋太郎 平山　伊澄 今石　安紀 德田　拓眞 岡　健太朗
岡田　竜来 濱田　敬文 山村　聡太郎 沖中　基生 北条　駿人 熊谷　鷹
中谷　航也 岩本　好広 宇井　達郎 大平　翔 吉村　友我 木村　悠希
鳥海　一馬(4)  1.95 米田　隼都(5)  1.89 田中　遼河(2)  1.89 玉城　直人(1)  1.83 宮口　航太(3)  1.80 杉野森　拓馬(3)  1.70 柴田　海翔(1)  1.65 宇井　達郎(3)  1.60
近畿大学・三重 明石・兵庫 近畿大学・三重 神戸市立・兵庫 近畿大学・三重 奈良・奈良 奈良・奈良 明石・兵庫
大川　璃久  6.82 (+0.1) 小倉　健吾  6.59 (+1.1) 伊藤　陸  6.46 (+1.3) 熊澤　武始  w6.40 (+2.4) 塩地　優樹  6.37 (+1.1) 玉置　友史  6.13 (+0.5) 松崎　拓実  5.89 (+1.3) 上城　祐貴  5.73 (+1.3)
近畿大学・三重 近畿大学・三重 近畿大学・三重 神戸市立・兵庫 神戸市立・兵庫 大阪府立大学・大阪 大阪府立大学・大阪 大阪府立大学・大阪

塩地　優樹(4)  13.97 (+1.0) 熊澤　武始(3)  13.79 (+1.0) 河出　壱貫(3)  13.57 (-0.5) 福田　竜大(1)  13.53 (-0.7) 北野　友啓(3)  12.44 (+0.2) 岸田　勇一郎(2)  12.42 (+0.6) 中村　瑞稀(3)  12.38 (+1.6) 岩本　遼生(4)  12.22 (+0.9)

神戸市立・兵庫 神戸市立・兵庫 近畿大学・三重 近畿大学・三重 明石・兵庫 舞鶴・京都 和歌山・和歌山 明石・兵庫
川畑　夏唯(5)  13.08 古橋　慎ノ介(4)  12.93 小野　大樹(4)  12.57 垣尾　勇樹(4)  11.68 若松　映吾(2)  11.45 大村　悠真(1)  10.58 宮本　章弘(4)  10.03 太田　宇叶(4)  9.25
近畿大学・三重 近畿大学・三重 奈良・奈良 明石・兵庫 近畿大学・三重 神戸市立・兵庫 和歌山・和歌山 舞鶴・京都
古橋　慎ノ介(4)  40.78 山澤　優(4)  33.68 今石　安紀(3)  33.16 若松　映吾(2)  33.11 藤本　到真(5)  31.33 大村　悠真(1)  29.99 神林　優太郎(2)  29.96 福元　豪起(3)  29.28
近畿大学・三重 和歌山・和歌山 神戸市立・兵庫 近畿大学・三重 舞鶴・京都 神戸市立・兵庫 近畿大学・三重 明石・兵庫
岩本　遼生  53.48 川畑　涼  47.88 宮口　航太  46.76 小倉　健吾  46.00 玉城　直人  42.18 井上　雄登  42.13 今石　安紀  39.67 山澤　優  36.75
明石・兵庫 近畿大学・三重 近畿大学・三重 近畿大学・三重 神戸市立・兵庫 和歌山・和歌山 神戸市立・兵庫 和歌山・和歌山

総　合 近畿大学・三重 170点 神戸市立・兵庫 42点 明石・兵庫 42点 奈良・奈良 31点 舞鶴・京都 27点 和歌山・和歌山 11点 大阪府立大学・大阪 7点

日付 参加者 種目
三木原　芹奈(4)  13.35 (+0.7) 廣瀬　百恵(3)  13.56 (+0.7) 藤谷　磨生(2)  13.82 (+0.7) 松田　早也香(3)  14.08 (+0.7) 細川　菜希(2)  14.25 (+0.7) 東尾　瑚子(2)  14.33 (+0.7) 東　さくら(1)  14.49 (+0.7) 尾仲　美佑(2)  14.70 (+0.7)

神戸市立・兵庫 神戸市立・兵庫 神戸市立・兵庫 舞鶴・京都 和歌山・和歌山 奈良・奈良 和歌山・和歌山 明石・兵庫
鶴石　侑子(4)  2:23.63 鶴石　佳也(4)  2:25.08 新居　由香里(5)  2:42.20 木本　麗香(3)  2:43.21 奥口　穂香(1)  2:43.31 坂江　亜弥(2)  2:54.57
神戸市立・兵庫 明石・兵庫 大阪府立大学・大阪 舞鶴・京都 明石・兵庫 舞鶴・京都
藤谷　磨生(2)  w4.88 (+2.1) 廣瀬　百恵(3)  4.86 (+1.9) 石谷　文絵(2)  4.66 (-0.5) 小川　万里奈(2)  4.13 (-1.3) 西岡　里紗(2)  4.05 (0.0) 奥口　穂香(1)  3.38 (+2.0)
神戸市立・兵庫 神戸市立・兵庫 神戸市立・兵庫 奈良・奈良 和歌山・和歌山 明石・兵庫
藤本　恭子(3)  9.61 小川　万里奈(2)  8.04 石谷　文絵(2)  7.63 関　香音(4)  7.33 井戸本　悠伽(4)  7.04 荒木　眞羽(2)  6.40 尾花　楓(1)  5.29 寺田　満里奈(4)  5.27
明石・兵庫 奈良・奈良 神戸市立・兵庫 和歌山・和歌山 和歌山・和歌山 神戸市立・兵庫 神戸市立・兵庫 明石・兵庫

（気象状況） 主催： 総　　務： 南　　正晃

天候 気温（℃） 湿度（％） 風向 風速(m/s） 記録主任： 出羽　靖弘

9:30 晴 30.5 59 北東 1.2 ﾄﾗｯｸ競技審判長： 中村　勝久

10:00 晴 31 54 東北東 1.4 跳躍競技審判長： 氏野　修次

11:00 曇 31 57 東 3.0 主管： 投擲競技審判長： 井上　英典

12:00 晴 32 49 北東 1.7

13:00 晴 32 52 南南東 2.4 主管校： 大阪府立大学工業高等専門学校

14:00 曇 32.5 52 北北西 3.3

7月16日 14 円盤投

一般財団法人和歌山陸上競技協会

7月16日 14

女子 　 女子　成績一覧表

1位 2位 3位 4位 5位

GR：大会新　w (wind assist) : 追風参考

和歌山工業高等専門学校　　大阪府立大学工業高等専門学校　　神戸市立工業高等専門学校
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7月16日

やり投

13 砲丸投

7月16日 20 走幅跳

7月16日 15 三段跳

7月16日 12 走高跳

7月16日 7 4x100mR

7月16日 7 4x400mR

7月16日 17 5000m

7月16日 10 110mH
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7月16日 21 100m

7月16日 18 200m

7月16日

7月16日 21 1500m

15 400m

7月16日 19 800m

男子 　第５３回近畿地区高等専門学校体育大会（大会コード　16501711）
平成28年7月16日（土）

　 男子　成績一覧表 紀三井寺公園陸上競技場（競技場ｺｰﾄﾞ：301010）
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7月16日 9 100m

7月16日 6 800m

舞鶴工業高等専門学校　　　明石工業高等専門学校　　　　　　奈良工業高等専門学校

近畿大学工業高等専門学校　近畿地区高等専門学校体育連盟

一般財団法人和歌山陸上競技協会

学校別得点
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7月16日 6 走幅跳

7月16日 8 砲丸投

6位 7位

7月16日(土)

※学校名の正式名称は右記の主催に記載している学校名を参照ください。


