
第３９回近畿高等学校陸上競技対校選手権大会　（大会コード：０６５０１７０１） 　決勝記録一覧表　（１年男子） 平成１８年９月１５日（金）・１６日（土）・１７日（日）

奈良市鴻ノ池総合運動公園陸上競技場　（競技場コード：２９１０１０）

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 中河 伸之佑 １１．０８ 荒木 亮太郎 １１．０９ 森下 俊明 １１．１６ 中野 翔一 １１．２６ 安田 敏彰 １１．３３ 西村 颯希 １１．３６ 細田 良介 １１．４ 浦川 和希 １１．５４

風:－０．１ 南京都・京都 近大附・大阪 大阪・大阪 大阪・大阪 郡山・奈良 向陽・京都 高砂南・兵庫 添上・奈良

２００ｍ 細田 良介 ２２．０９ 浅田 清貴 ２２．２７ 荒木 亮太郎 ２２．２７ 福島 航 ２２．５１ 西村 颯希 ２２．６６ 森 裕貴 ２２．６９ 玉置 洋 ２２．８４ 島井 信吾 ２２．９４

風:±０．０ 高砂南・兵庫 出石・兵庫 近大附・大阪 洛南・京都 向陽・京都 天王寺・大阪 田辺・和歌山 立命館・京都

４００ｍ 森 裕貴 ５０．７０ 星畑 朗人 ５１．０５ 多田 直樹 ５１．８８ 白石 祐太郎 ５２．２０ 髙尾 仁 ５２．４６ 森本 勝也 ５２．６６ 山崎 英治 ５２．９２ 土谷 雄真 ５４．１９

天王寺・大阪 和歌山工・和歌山 加古川東・兵庫 姫路商・兵庫 洛北・京都 立命館・京都 星光・大阪 添上・奈良

８００ｍ 和田 悠暉 １：５５．９２ 今崎 俊樹 １：５７．９２ 松井 一樹 １：５８．４８ 高橋 亮平 １：５８．７３ 寺岡 広大 ２：０１．４７ 植 司 ２：０１．８８ 岡村 俊孝 ２：０３．７６ － －

須磨学園・兵庫 洛南・京都 関西創価・大阪 須磨学園・兵庫 草津東・滋賀 新宮商・和歌山 清風・大阪 －

１５００ｍ 今崎 俊樹 ３：５８．９２ 高橋 亮平 ４：００．２０ 野田 一貴 ４：０１．４８ 島嵜 岳志 ４：０２．１６ 西山 祐生 ４：０３．５９ 東脇 直人 ４：０４．２０ 吉川 了 ４：０４．４１ 城戸 寿輝 ４：０４．５３

洛南・京都 ＮＧＲ 須磨学園・兵庫 牧野・大阪 報徳・兵庫 智辯学園・奈良 清風・大阪 智辯学園・奈良 岸和田・大阪

５０００ｍ 大江 啓貴 １４：５８．５８ 松田 直久 １５：０４．８７ 新庄 浩太 １５：０５．９７ 桒谷 亮佑 １５：１３．３３ 森井 勇磨 １５：１４．９５ 仁木 崇寛 １５：１７．３０ 菅田 莊志 １５：３６．９９ 谷口 祐樹 １５：３７．６２

須磨学園・兵庫 智辯学園・奈良 西脇工・兵庫 福知山成美・京都 山城・京都 西脇工・兵庫 智辯学園・奈良 清風・大阪

１１０ｍＨ 村田 悠伎 １５．７０ 井平 椋太 １５．７２ 賀来 丈博 １６．０６ 山根 貴大 １６．１５ 尾崎 一成 １６．３５ 加藤 綾 １６．３５ 高田 昌憲 １６．７９ 冨田 隼平 １７．４０

風:－０．３ 高島・滋賀 姫路西・兵庫 東大阪大柏原・大阪 京都共栄・京都 和歌山工・和歌山 洛南・京都 高砂・兵庫 滝川・兵庫

４００ｍＨ 白石 祐太郎 ５５．４５ 小西 勇太 ５５．５１ 福井 浩之 ５６．３９ 大野 貴弘 ５６．９８ 城下 大 ５７．１５ 細井 真太郎 ５８．１６ 村田 悠伎 ５８．４９ 岡井 雄弥 ６１．３９

姫路商・兵庫 関西創価・大阪 葺合・兵庫 長田・兵庫 清風・大阪 近大附・大阪 高島・滋賀 峰山・京都

３０００ｍＳＣ 板屋 祐樹 ９：２９．４１ 宇野 翔太 ９：３２．９３ 品田 潤之 ９：３６．０６ 荒森 啓太 ９：３９．４８ 森 昌太 ９：３９．７５ 米田 晴玲 ９：５２．３４ 峰高 正大 ９：５２．６７ 吉川 朋希 ９：５７．６７

清風・大阪 水口東・滋賀 須磨学園・兵庫 清風・大阪 西脇工・兵庫 関西大倉・大阪 豊岡・兵庫 智辯学園・奈良

５０００ｍＷ 今井 康太 ２４：３６．５８ 濱出 大平 ２５：５０．３６ 長崎 修司 ２６：０６．８７ 山本 徹 ２６：３１．６４ 湯川 明洋 ２６：４５．６２ 石川 高寛 ２７：００．３５ 上田 修司 ２７：２１．５２ 片山 広志 ２８：１７．７９

清風・大阪 清風・大阪 水口東・滋賀 須磨友が丘・兵庫 田辺工・和歌山 滝川・兵庫 同志社国・京都 東大津・滋賀

４×１００ｍ 伊藤 寛敏 ４２．５４ 奥井 純一 ４２．８６ 大槻 幸司 ４３．８０ 真砂 秀至 ４３．９９ 山本 将也 ４４．０８ 梅田 友紀 ４４．２０ 本田 太一 ４４．２２ 小國 友也 ４４．５４

中野 翔一 新井川 翔也 松村 篤 日浦 崇道 浦川 和希 大西 亮 島井 信吾 福永 瑞貴

橋本 滉一 北川 晃 草本 海郎 辻本 宗誉 宇野 心 田中 侑一郎 山住 将斗 中井 創太

森下 俊明 伊藤 勝也 紙谷 英樹 平井 優太 土谷 雄真 武内 章真 森本 勝也 井平 椋太

大阪・大阪 東大阪大柏原・大阪 三田・兵庫 和歌山北・和歌山 添上・奈良 花園・京都 立命館・京都 姫路西・兵庫

４×４００ｍ 大上 礼央 ３：２５．４０ 小牟礼 尚也 ３：２５．６２ 伊藤 寛敏 ３：２７．６９ 庄 篤志 ３：２９．４２ 大西 克哉 ３：３０．６６ 西岡 良矩 ３：３２．１９ 山住 将斗 ３：３２．２６ 多田 直樹 ３：３２．６６

吉原 誠也 窪田 祐紀 佐々木 優 堤 貴寛 榎本 圭佑 犬山 達哉 安川 晃平 横田 大佑

荒木 亮太郎 崎山 貴志 中野 翔一 粕淵 慎支 松村 篤 田中 大貴 島井 信吾 森川 典久

渡邊 弘樹 東 誠也 市川 翔士 米澤 創 紙谷 英樹 長野 正美 森本 勝也 長谷川 博生

近大附・大阪 飾磨工・兵庫 大阪・大阪 伊吹・滋賀 三田・兵庫 北陽・大阪 立命館・京都 加古川東・兵庫

走高跳 川森 篤志 1m91 向井 真人 1m88 岡山 優樹 1m85 若井 豊 1m80 仲野 翔平 1m80 更谷 和隆 1m80 坂井 紀之 1m80 大野 翼 1m80

八幡・滋賀 西大和学園・奈良 大和広陵・奈良 添上・奈良 東大阪大柏原・大阪 北陽・大阪 滝川第二・兵庫 近大和歌山・和歌山

棒高跳 細田 真広 4m10 饗庭 充 4m00 山本 翔紀 3m90 丸山 優馬 3m90 石井 洋成 3m90 家吉 裕二 3m90 古澤 洋介 3m80 道前 涼太 3m70

天王寺・大阪 高島・滋賀 伊吹・滋賀 近大和歌山・和歌山 京都共栄・京都 今宮工・大阪 北嵯峨・京都 王寺工業・奈良

走幅跳 田中 裕丸 7ｍ09(+1.3) 国頭 圭介 6ｍ74(+2.4) 日浦 崇道 6ｍ67(+0.3) 横洲 正明 6ｍ60(+2.6) 濱田 翔伍 6ｍ54(+1.9) 石橋 哲也 6ｍ43(+0.9) 山本 将也 6ｍ41(+0.6) 藤原 祐介 6ｍ31(+0.7)

大和川・大阪 太成学院・大阪 公6m60(+0.9) 和歌山北・和歌山 須磨学園・兵庫 公6m59(+0.8) 東大阪大柏原・大阪 京都両洋・京都 添上・奈良 高砂南・兵庫

三段跳 国頭 圭介 15m00(+2.1) 田中 裕丸 14m63(+3.5) 藤原 祐介 13m73(+0.9) 大野 寛雄 13m65(+1.5) 山田 健吾 13m56(+2.1) 安井 敏高 13m44(+0.7) 星畑 朗人 13m30(+1.4) 渡邉 功記 13m28(+1.1)

太成学院・大阪 公14m32(+0.3) 大和川・大阪 公13m76(-1.2) 高砂南・兵庫 千里・大阪 県神戸商・兵庫 公13m30(+2.0) 西大和学園・奈良 和歌山工・和歌山 洛南・京都

砲丸投 和泉 信太朗 13m68 宮崎 就 13m04 前田 奎 13m00 石川 健一朗 12m30 濱端 慎 12m06 小畑 貴啓 11m98 船越 智史 11m62 福井 純平 11m38

東大阪大柏原・大阪 大体大浪商・大阪 加古川東・兵庫 三国丘・大阪 日生第三・兵庫 向陽・和歌山 小野・兵庫 奈良学園・奈良

円盤投 堀田 悠貴 41m84 松井 亮太 40m90 前田 奎 40m38 藤原 裕己 39m89 川上 潤 39m29 楢崎 雅文 39m02 杉村 優人 37m91 松場 靖生 36m30

洛陽工・京都 貝塚南・大阪 加古川東・兵庫 姫路商・兵庫 社・兵庫 登美丘・大阪 西城陽・京都 田辺・和歌山

ハンマー投 小倉 聖央 42m31 原田 徹也 38m01 澤田 健太 37m07 中尾 剛 36m90 神野 幸造 36m37 池田 和彦 35m85 武村 恵太 35m16 木村 久人 35m06

八幡・滋賀 姫路商・兵庫 花園・京都 伯太・大阪 初芝橋本・和歌山 生野・大阪 太成学院・大阪 東大津・滋賀

やり投 上田 知明 54m87 加奈川 崇徳 54m86 藤田 康人 52m63 田野 達也 49m42 谷川 郁弥 48m11 木下 祥彦 44m76 原田 真司 43m90 本田 真康 42m86

生野・大阪 八幡・滋賀 加古川南・兵庫 東大阪大柏原・大阪 花園・京都 東大寺学園・奈良 宝塚西・兵庫 洛南・京都

１年総合 須磨学園・兵庫 39点 清風・大阪 38点 東大阪大柏原・大阪 34点 姫路商・兵庫 25点 洛南・京都 25点 大阪・大阪 25点 近大附・大阪 24点 八幡・滋賀 23点

男子総合 清風・大阪 94点 洛南・京都 75.5点 大阪・大阪 70.5点 東大阪大柏原・大阪 68点 須磨学園・兵庫 60点 姫路商・兵庫 57点 近大附・大阪 50点 飾磨工・兵庫 30点

NGR:大会新記録 ＜気象状況＞

主催 近畿陸上競技協会 総 務

近畿高等学校体育連盟 トラック審判長

主管 奈良陸上競技協会 跳 躍審 判長

奈良県高等学校体育連盟 投てき審判長

優秀選手 今崎 俊樹（洛南・京都） 記 録 主 任   堺 　　 隆 司

  上 田　 忠 和

  相 和 　潤 一

  駒 谷 　輝 男

  山 田    　隆
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日 時刻 天候 気温 ℃ 湿度％ 風向・風速 m/s

15 12:00 晴れ 28.0 58 北東1.2

16 12:00 曇り 25.0 65 北北西1.8

17 12:00 晴れ 27.0 66 北北東1.9

日 時刻 天候 気温 ℃ 湿度％ 風向・風速 m/s

15 12:00 晴れ 28.0 58 北東1.2

16 12:00 曇り 25.0 65 北北西1.8

17 12:00 晴れ 27.0 66 北北東1.9


