
日付日付日付日付 1111位位位位 2222位位位位 3333位位位位 4444位位位位 5555位位位位 6666位位位位 7777位位位位 8888位位位位

氏 名 竹井 尚也 和田 充功 山田 卓郎 阿部 祐也 上田 祐司 上谷 明 森本 克貴 葉佐 賢太郎
所 属 平安・京都 東大阪大柏原・大阪 京都共栄・京都 滝川第二・兵庫 添上・奈良 伊丹北・兵庫 西京・京都 大阪・大阪
記 録 11.03(-1.5) 11.21(-1.5) 11.21(-1.5) 11.30(-1.5) 11.32(-1.5) 11.33(-1.5) 11.33(-1.5) 11.39(-1.5)
氏 名 上田 祐司 阿部 祐也 竹井 尚也 永島 桂太 松浦 智史 武田 凌也 谷口 晃一 山田 卓郎
所 属 添上・奈良 滝川第二・兵庫 平安・京都 近大附・大阪 天王寺・大阪 大津商・滋賀 滝川第二・兵庫 京都共栄・京都
記 録 22.19(+0.1) 22.42(+0.1) 22.49(+0.1) 22.51(+0.1) 22.56(+0.1) 22.83(+0.1) 22.88(+0.1) 23.15(+0.1)
氏 名 田中 翔也 谷口 晃一 前田 盛翔 松浦 智史 吉村 健吾 石原 誠悟 指出 大志 上坊 信貴
所 属 飾磨工・兵庫 滝川第二・兵庫 春日丘・大阪 天王寺・大阪 畝傍・奈良 和歌山工・和歌山 須磨学園・兵庫 桂・京都
記 録 49.25 49.53 49.73 50.09 50.39 50.64 50.81 51.64
氏 名 指出 大志 梶原 昂希 横田 翼 伴 真滋 山崎 貴史 阪本 大樹 東 竜太郎 中井 一宏
所 属 須磨学園・兵庫 長田・兵庫 洛南・京都 桃山・京都 膳所・滋賀 橋本・和歌山 洛南・京都 西大和学園・奈良
記 録 1:57.91 1:58.23 1:58.90 1:59.12 2:00.01 2:00.13 2:00.52 2:03.90
氏 名 エドリフ ヨセフ 廣瀬 大貴 秋山 怜士 妹尾 大 楳田 裕樹 古賀 渉 山崎 貴史 綾香 怜
所 属 京都外大西・京都 洛南・京都 北陽・大阪 報徳・兵庫 智辯学園・奈良 滋賀学園・滋賀 膳所・滋賀 須磨学園・兵庫
記 録 3:55.59(大会新) 4:01.50 4:03.09 4:03.90 4:04.50 4:05.71 4:07.06 4:07.32
氏 名 志方 文典 天野 健太 楳田 裕樹 綾香 怜 津田 光介 野原 康平 兼松 正寿 上原 寛大
所 属 西脇工・兵庫 洛南・京都 智辯学園・奈良 須磨学園・兵庫 西脇工・兵庫 桃山・京都 草津東・滋賀 智辯学園・奈良
記 録 14:42.64 15:00.86 15:08.91 15:31.71 15:32.11 15:42.91 15:45.24 15:46.88
氏 名 三田 恭平 本松 孝彬 内賀島 陽史 赤木 健太郎 桐生 大輝 廣瀬 達也 橋詰 拓弥 田井 祐介
所 属 東大阪大柏原・大阪 大阪・大阪 大阪・大阪 姫路商・兵庫 洛南・京都 御影・兵庫 添上・奈良 星陵・兵庫
記 録 15.14(-1.2) 15.48(-1.2) 15.84(-1.2) 15.90(-1.2) 16.13(-1.2) 16.53(-1.2) 16.55(-1.2) 16.90(-1.2)
氏 名 飯島 憂 大浦 遼平 宮本 幸治 奈目良 勇貴 田野上 浩二 服部 光記 徳廣 駿
所 属 市神港・兵庫 明石城西・兵庫 滝川第二・兵庫 熊野・和歌山 都島工・大阪 膳所・滋賀 向陽・京都
記 録 56.39 57.28 58.64 59.61 59.82 59.83 60.84
氏 名 小澤 一真 大中 康平 寳榮 安将 高田 康典 横田 瑛 大槻 優 本田 和希 清水 光
所 属 滋賀学園・滋賀 西脇工・兵庫 興国・大阪 草津東・滋賀 須磨学園・兵庫 福知山成美・京都 滋賀学園・滋賀 桃山・京都
記 録 9:36.28 9:38.86 9:46.40 9:48.76 9:58.26 9:58.47 10:04.60 10:05.11
氏 名 東口 佳憲 本田 健人 松原 良太 石田 瑞樹 長谷川 純平 岡谷 良平 高田 幸朗 牛居 広貴
所 属 和歌山北・和歌山 滋賀学園・滋賀 和歌山北・和歌山 堺西・大阪 草津東・滋賀 長田・兵庫 熊野・和歌山 北陽・大阪
記 録 25:11.14 25:21.44 25:37.69 25:39.56 26:13.95 26:26.07 26:29.52 27:17.18

近大附・大阪 大阪・大阪 添上・奈良 滝川第二・兵庫 東大阪大柏原・大阪 彦根工・滋賀 飾磨工・兵庫 花園・京都
チ ー ム 北 明典 平田 翔一 松吉 修平 松下 真樹 中山 大輔 川嶋 晃太 日高 優規 木下 勇亮
選 手 近藤 祐也 葉佐 賢太郎 上田 祐司 谷口 晃一 和田 充功 桐生 将希 山本 康貴 山内 和典

上床 祐輔 内賀島 陽史 東 正也 宮本 幸治 秋田 郁弥 川嶋 祥太 立岩 恭周 井上 晃貴
記 録 永島 桂太 小柳 亮太 向久保 裕己 阿部 祐也 宇田 恭生 吉田 匡寿 田中 翔也 芳賀 大輝

42.80 42.95 43.26 43.27 43.45 43.95 43.99 44.21
近大附・大阪 添上・奈良 和歌山工・和歌山 清風・大阪 西城陽・京都 飾磨工・兵庫 北摂三田・兵庫 花園・京都

チ ー ム 永島 桂太 松吉 修平 阪田 太志 松崎 直之 長見 晋治 山本 康貴 北本 暁裕 木下 勇亮
選 手 島田 拓実 上田 祐司 石原 誠悟 有田 和晃 塩見 賢太郎 田中 翔也 藤原 周太 山内 和典

加納 寛 桝野 誠 前中 康志 西川 嘉貴 前野 諭 日高 優規 阿部 祥大 芳賀 大輝
記 録 堀内 智樹 東 正也 岩橋 宏樹 長井 貴裕 矢谷 大樹 立岩 恭周 横内 一貴 井上 晃貴

3:23.68 3:27.68 3:27.74 3:28.26 3:29.52 3:30.17 3:31.12 3:31.78
氏 名 宮地 宏弥 杉本 亜土武 鷲尾 尚輝 東中 友哉 ／堂本 貴之 前田 麻希穂 前原 健人 山腰 翔一 　／橋詰 拓弥

所 属 東海大仰星・大阪 八尾・大阪 社・兵庫 鳥羽・京都／太成学院・大阪 添上・奈良 滝川第二・兵庫 兵庫工・兵庫／添上・奈良

記 録 1.91 1.88 1.85 1.85 1.80 1.80 1.80
氏 名 宇賀 雄基 金子 尚弘 上笹 悠 大井 大右 亀石 眞 中井 聡 佐崎 正弥 山内 賢治
所 属 近大和歌山・和歌山 東大阪大柏原・大阪 明石商・兵庫 草津東・滋賀 西京・京都 東大阪大柏原・大阪 大塚・大阪 明石商・兵庫
記 録 4.30 4.30 4.20 4.10 4.00 4.00 3.80 3.80
氏 名 松下 真樹 川田 祥史 堂本 貴之 西村 優汰 長田 有司 田中 亮介 岡 礼人 清水 泰介
所 属 滝川第二・兵庫 水口東・滋賀 太成学院・大阪 西京・京都 洛北・京都 和歌山北・和歌山 北須磨・兵庫 京都共栄・京都
記 録 6.91(+0.9) 6.65(+1.0) 6.63(0.0) 6.56(+0.5) 6.50(0.0) 6.34(+0.3) 6.31(+1.3) 6.31(+0.1)
氏 名 松下 真樹 岡 礼人 川田 祥史 舛田 充旦 西村 優汰 吉村 智樹 矢野 達哉 野村 茂孝
所 属 滝川第二・兵庫 北須磨・兵庫 水口東・滋賀 太成学院・大阪 西京・京都 添上・奈良 泉陽・大阪 草津東・滋賀
記 録 13.97(+2.0) 13.90(0.0) 13.88(-1.0) 13.61(+0.4) 13.39(-1.5) 13.38(-0.9) 13.16(-0.1) 13.16(+1.3)
氏 名 好田 弘希 本山 司 北川 大五郎 木村 俊晴 眞里谷 健司 川邉 誠人 津本 悠太 丸山 純平
所 属 松陽・兵庫 大体大浪商・大阪 太成学院・大阪 洛陽工・京都 花園・京都 西城陽・京都 和歌山北・和歌山 西脇・兵庫
記 録 13.32 13.01 12.94 12.78 12.71 12.48 11.66 11.53
氏 名 ディーン 元気 鹿取 一馬 水島 淳 新井 和輝 檀野 俊 青山 拓人 森 裕介 安村 昇平
所 属 市尼崎・兵庫 園部・京都 西京・京都 近大附・大阪 泉北・大阪 花園・京都 添上・奈良 彦根西・滋賀
記 録 46.98 42.00 41.00 39.21 38.85 38.75 37.54 36.99
氏 名 テ゛ィーン 元気 植原 久貴 西川 涼平 青砥 翔平 青山 拓人 好田 弘希 内田 和弥 橋尾 伊武季
所 属 市尼崎・兵庫 松陽・兵庫 奈良大学附属・奈良 太成学院・大阪 花園・京都 松陽・兵庫 紀北工・和歌山 海南・和歌山
記 録 45.24(大会新） 43.21(大会新) 42.12 42.11 41.15 37.25 35.79 35.47
氏 名 眞里谷 健司 木村 俊晴 山瀬 貴雅 濱崎 孝信 水口 善文 上西 慶昌 五百尾 元貴 岸本 規孝
所 属 花園・京都 洛陽工・京都 花園・京都 大体大浪商・大阪 橿原・奈良 日高・和歌山 尼崎北・兵庫 明石商・兵庫
記 録 59.85 57.68 52.07 50.51 48.80 48.13 46.95 46.38
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