
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　（２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 早川 勇己 １０．７４ 矢野 祥伍 １０．８２ 小谷 優介 １０．８７ 小林 広平 １０．９０ 松尾 真也 １０．９０ 中山 雄平 １０．９４ 田中 佑治 １１．０５ 小笹 隼人 １１．１４

風:＋０．９ 啓光学園・大阪 東大阪大柏原・大阪 八日市・滋賀 明石城西・兵庫 清友・大阪 飾磨工・兵庫 三田・兵庫 花園・京都

２００ｍ 中山 雄平 ２１．９２ 小野 浩隆 ２２．０１ 後藤 慶行 ２２．０６ 宇佐見 隼人 ２２．０８ 田中 佑治 ２２．１０ 伊藤 真弘 ２２．２２ 河合 元紀 ２２．４９ － －

風:＋０．６ 飾磨工・兵庫 大阪・大阪 山城・京都 清風・大阪 三田・兵庫 西京・京都 東大阪大柏原・大阪 －

４００ｍ 宇佐見 隼人 ４８．７１ 後藤 慶行 ４９．１１ 永久 絢也 ４９．１８ 梅田 祐輝 ４９．３３ 真辻 侑也 ４９．７５ 佐藤 雅気 ４９．８４ 山本 恭平 ５０．３４ 福井 悠樹 ５１．６４

清風・大阪 山城・京都 清風・大阪 近大附・大阪 平城・奈良 飾磨工・兵庫 橿原・奈良 向陽・京都

８００ｍ 谷下 駿貴 １：５４．５９ 岸本 大樹 １：５５．９０ 林 真央 １：５６．０３ 久我 アレキサンテ゛ル １：５７．５４ 向井 祐一郎 １：５７．９８ 長谷川 和也 １：５８．６０ 橋川 亮介 １：５９．１１ 前田 洋平 ２：００．６２

清風・大阪 洛南・京都 大阪・大阪 三原・兵庫 豊岡・兵庫 高田・奈良 大阪・大阪 田辺・和歌山

１５００ｍ 八木 勇樹 ４：００．７９ 横津 琢磨 ４：０２．０３ 細川 雅史 ４：０２．４０ 折部 公一 ４：０４．３６ 木田 歩 ４：０４．７１ 松井 直也 ４：０４．８８ 大森 理範 ４：０５．２０ 池田 充伺 ４：０５．４６

西脇工・兵庫 滋賀学園・滋賀 龍野・兵庫 大阪・大阪 草津東・滋賀 北摂三田・兵庫 明星・大阪 比叡山・滋賀

５０００ｍ 中村 悠二 １４：５２．７３ 中山 卓也 １４：５６．４６ 細川 勇介 １４：５６．８８ 小松 紀裕 １５：０６．０３ 新松 弘祥 １５：０９．０５ 松田 圭祐 １５：１６．２７ 松尾 直樹 １５：２０．８８ 丹治 史弥 １５：２３．８０

日高・和歌山 須磨学園・兵庫 西脇工・兵庫 日高・和歌山 三田西陵・兵庫 和歌山北・和歌山 草津東・滋賀 奈良学園・奈良

１１０ｍＨ 中村 仁 １４．５２ 桑田 洸輔 １５．１４ 森本 隆太 １５．２１ 広野 雄大 １５．２５ 岡本 和樹 １５．５２ 原田 佳輔 １５．６３ 石野 玲央 １５．８２ 伊藤 正美 １６．０３

風:＋０．１ 洛南・京都 ＮＧＲ 近大附・大阪 姫路商・兵庫 洛南・京都 堺東・大阪 大阪・大阪 出石・兵庫 赤穂・兵庫

４００ｍＨ 赤木 大介 ５２．９５ 永久 絢也 ５３．８９ 松本 悟 ５４．４７ 山中 裕太 ５５．１２ 清水 理史 ５５．６４ 園田 真一郎 ５６．１５ 増田 大次郎 ５６．２０ 寺岡 裕心 ５７．５８

姫路商・兵庫 清風・大阪 姫路商・兵庫 洛南・京都 立命館・京都 田辺・和歌山 東大津・滋賀 草津東・滋賀

３０００ｍＳＣ 大迫 祥太 ９：１８．０７ 天野 正治 ９：２０．４６ 鍵谷 亮 ９：２７．２０ 久保田 健嗣 ９：３０．０３ 橋形 卓磨 ９：３６．２６ 笠松 直人 ９：３６．６７ 木田 歩 ９：３９．１１ 上北 泰弘 ９：３９．６２

須磨学園・兵庫 東大阪大柏原・大阪 須磨学園・兵庫 大阪・大阪 洲本・兵庫 桃山・京都 草津東・滋賀 添上・奈良

５０００ｍＷ 内田 恵治 ２３：３３．２０ 新村 恭志郎 ２４：０９．８７ 池内 久生 ２４：１８．８４ 権田 崇行 ２４：２７．３８ 大上 直哉 ２４：３３．０５ 望月 公平 ２５：０５．８５ 松見 惠斗 ２５：２７．４２ 宮崎 恵次 ２５：４９．０１

大津商・滋賀 乙訓・京都 飾磨工・兵庫 大阪・大阪 泉北・大阪 草津東・滋賀 比叡山・滋賀 和歌山北・和歌山

４×１００ｍ 山下 脩平 ４１．７７ １位　森澤 祐介 ４１．７７ 喜田 大史 ４２．３０ 梅田 祐輝 ４２．３３ 坂上 勇 ４２．９７ 穐西 俊弥 ４３．１９ 大沼 拓也 ４３．３５ 西田 卓矢 ４３．７６

牧瀬 仁祐 中村 仁　 宇佐見 隼人 川端 大介 田中 俊樹 辻本 賢司 岡野 元樹 前田 健

國本 竜一朗 広野 雄大 西川 元気 桑田 洸輔 岡本 智史 葛本 泰地 増田 大次郎 宮本 篤志

大西 新悟 多田 泰典 永久 絢也 今井 亮佑 中西 正弥 奥村 尚史 井ノ口 星弥 田上 徹

大阪・大阪 洛南・京都 清風・大阪 近大附・大阪 和歌山北・和歌山 奈良・奈良 東大津・滋賀 滝川第二・兵庫

４×４００ｍ 西川 元気 ３：１７．４８ 森本 隆太 ３：１８．２３ 岩松 卓哉 ３：１８．９８ 桑田 洸輔 ３：１９．３１ 横山 聖史 ３：１９．７７ 東元 勇樹 ３：２２．７５ 中山 雄太 ３：２６．０３ 高橋 渉 ３：２７．１３

宇佐見 隼人 松本 悟 中村 仁 村田 夕葵 野入 洋亮 御書 孝彰 裏住 隆幸 葛本 泰地

谷下 駿貴 都藤 誠羽 広野 雄大 松本 康平 田中 佑治 山田 裕起 宇貞 歩 穐西 俊弥

永久 絢也 赤木 大介 山中 裕太 梅田 祐輝 西田 泰大 小野 浩隆 杉山 啓介 平岡 成彦

清風・大阪 姫路商・兵庫 洛南・京都 近大附・大阪 三田・兵庫 大阪・大阪 長田・兵庫 奈良・奈良

走高跳 松下 翔一 2m05 滝川 憲 1m99 寺地 研人 1m99 都藤 誠羽 1m96 礒崎 大二郎 1m96 藤森 宣哉 1m90 ７位　木村 慎太郎 1m90 廣瀨 智之 1m85

星陵・兵庫 明星・大阪 添上・奈良 姫路商・兵庫 清風・大阪 枚方津田・大阪 教大附・京都 西城陽・京都

棒高跳 中村 命 4m60 吉田 諭志 4m50 橋本 帆巨 4m40 宮崎 秀穂 4m40 辻 篤志 4m30 野村 賢太 4m20 山本 浩史 4m20 石川 貴規 4m00

大塚・大阪 明石商・兵庫 和歌山北・和歌山 明石商・兵庫 東大阪大柏原・大阪 北嵯峨・京都 紀央館・和歌山 光泉・滋賀

走幅跳 城戸 聡 6m94(+1.4) 中野 裕介 6m94(+2.0) 長尾 慎祐 6m92(+0.7) 大谷 祐毅 6m81(+1.7) 宮本 成徳 6m73(+1.6) 佐藤 雅気 6m64(-0.8) 山添 日出男 6m53(+0.7) 増田 康孝 6m49(+0.5)

汎愛・大阪 水口東・滋賀 東舞鶴・京都 村野工・兵庫 向陽・和歌山 飾磨工・兵庫 大阪・大阪 畝傍・奈良

三段跳 松下 翔一 14m56(+1.4) 濱中 良 14m20(+1.4) 永田 晋也 14m09(-0.8) 今津 初夫 14m02(+1.0) 冨岡 大輔 14m01(-0.5) 濱田 祐輔 14m00(+0.6) 新川 哲哉 13m76(+0.7) 山岡 大祐 13m72(+2.2)

星陵・兵庫 西京・京都 太成学院・大阪 加古川東・兵庫 清風・大阪 明石・兵庫 泉陽・大阪 洛陽工・京都 公13m51(+0.7)

砲丸投 酒井 一之助 14m24 今北 雄太 14m09 西 裕毅 13m91 細川 悟 13m89 山口 祐生 13m60 西守 貴弘 13m42 山口 裕平 13m22 渡辺 良祐 13m20

東大阪大柏原・大阪 日高・和歌山 添上・奈良 長田・兵庫 大体大浪商・大阪 上郡・兵庫 大体大浪商・大阪 西城陽・京都

円盤投 北川 直之 47m74 宮木 淳平 46m57 鈴木 典生 45m82 西守 貴弘 45m09 北村 裕樹 44m90 谷口 健太 43m99 今北 雄太 43m98 西 裕毅 43m35

花園・京都 園部・京都 東大阪大柏原・大阪 上郡・兵庫 太成学院・大阪 明石商・兵庫 日高・和歌山 添上・奈良

ハンマー投 野中 直道 53m10 笠原 孝夫 51m61 出原 知幸 49m41 臼木 寛弥 48m79 高本 旭 46m83 児島 伸幸 46m54 阪口 友弥 46m40 南 雄大 45m28

園部・京都 園部・京都 大体大浪商・大阪 洛南・京都 近大附・大阪 耐久・和歌山 広陵・大和広陵・奈良 北陽・大阪

やり投 松田 史也 58m00 中井 慎吾 56m36 中山 貴之 54m49 久保田 宏和 54m43 濱田 祐輔 54m24 本岡 良太 53m11 中西 一平 52m95 渡辺 良祐 51m83

汎愛・大阪 洛南・京都 桜井・奈良 彦根東・滋賀 明石・兵庫 清風南海・大阪 園部・京都 西城陽・京都

２年総合 清風・大阪 56点 洛南・京都 50.5点 大阪・大阪 45.5点 東大阪大柏原・大阪 34点 姫路商・兵庫 32点 近大附・大阪 26点 園部・京都 24点 飾磨工・兵庫 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 中村 仁（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
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17 12:00 晴れ 27.0 66 北北東1.9
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