
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 中野 翔一 浅田 清貴 中河 伸之佑 平井 優太 荒木 亮太郎 堀江 新太郎 上田 智也 段 友大
所 属 大阪・大阪 出石・兵庫 南京都・京都 和歌山北・和歌山 近大附・大阪 太成学院・大阪 鳴尾・兵庫 光泉・滋賀
記 録 10.94(-1.0) 11.02(-1.0) 11.08(-1.0) 11.15(-1.0) 11.17(-1.0) 11.21(-1.0) 11.29(-1.0) 11.43(-1.0)
氏 名 浅田 清貴 荒木 亮太郎 細田 良介 森 裕貴 玉置 洋 伊藤 寛敏 島井 信吾 宮本 将陽
所 属 出石・兵庫 近大附・大阪 高砂南・兵庫 天王寺・大阪 田辺・和歌山 大阪・大阪 立命館・京都 猪名川・兵庫
記 録 21.93(-0.6) 22.44(-0.6) 22.57(-0.6) 22.66(-0.6) 22.73(-0.6) 22.75(-0.6) 22.75(-0.6) 22.87(-0.6)
氏 名 星畑 朗人 玉置 洋 森 裕貴 奥谷 慶 池西 玄人 多田 直樹 山口 享郎 小林 直生
所 属 和歌山工・和歌山 田辺・和歌山 天王寺・大阪 市西宮・兵庫 奈良北・奈良 加古川東・兵庫 清風・大阪 市川・兵庫
記 録 48.66 48.97 49.26 50.14 50.38 50.70 51.00 52.30
氏 名 和田 悠暉 寺岡 広大 松井 一樹 岡村 俊孝 米田 直記 平田 真也 小林 直生 淺田 明道
所 属 須磨学園・兵庫 草津東・滋賀 関西創価・大阪 清風・大阪 高田・奈良 関大一・大阪 市川・兵庫 網野・京都
記 録 1:56.03 1:56.18 1:56.39 1:57.96 1:58.26 2:00.92 2:02.53 2:03.61
氏 名 今崎 俊樹 尾崎 文彦 山野 博之 新庄 浩太 野田 一樹 西澤 俊晃 柯 友希 和田 悠暉
所 属 洛南・京都 久御山・京都 三国丘・大阪 西脇工・兵庫 牧野・大阪 草津東・滋賀 田辺・和歌山 須磨学園・兵庫
記 録 3:52.58 3:56.16 3:56.21 3:57.38 3:58.74 3:59.15 3:59.49 3:59.98
氏 名 今崎 俊樹 大江 啓貴 仁木 崇寛 西山 祐生 渡辺 真矢 久本 駿輔 岡田 恒平 西澤 俊晃
所 属 洛南・京都 須磨学園・兵庫 西脇工・兵庫 智辯学園・奈良 西脇工・兵庫 清風・大阪 京都外大西・京都 草津東・滋賀
記 録 14:46.73 14:56.33 14:57.89 15:04.68 15:04.81 15:06.96 15:07.68 15:08.14
氏 名 井平 椋太 村田 悠伎 城下 大 賀来 丈博 徳山 剛史 西村 類 加藤 綾 冨田 隼平
所 属 姫路西・兵庫 高島・滋賀 清風・大阪 東大阪大柏原・大阪 南陽・京都 鳴尾・兵庫 洛南・京都 滝川・兵庫
記 録 15.04(-0.6) 15.08(-0.6) 15.21(-0.6) 15.25(-0.6) 15.32(-0.6) 15.59(-0.6) 15.62(-0.6) 15.67(-0.6)
氏 名 小西 勇太 星畑 朗人 白石 祐太郎 加藤 綾 大野 貴弘 西河 和真 城下 大 小嶋 了嗣
所 属 関西創価・大阪 和歌山工・和歌山 姫路商・兵庫 洛南・京都 長田・兵庫 伊吹・滋賀 清風・大阪 南陽・京都
記 録 53.74 54.55 54.59 54.78 55.18 55.31 55.55 56.74
氏 名 宇野 翔太 服部 功太郎 板屋 祐樹 森 昌太 下屋 陽亮 東脇 直人 木村 逸人 吉川 朋希
所 属 水口東・滋賀 大塚・大阪 清風・大阪 西脇工・兵庫 三木・兵庫 清風・大阪 神戸甲北・兵庫 智辯学園・奈良
記 録 9:19.06 9:24.85 9:28.92 9:30.68 9:32.58 9:40.74 9:41.73 9:41.92
氏 名 池野 隼 今井 康太 山本 徹 濱出 大平 長崎 修司 河崎 拓郎 原口 朋也 千貫 愛
所 属 滋賀学園・滋賀 清風・大阪 須磨友が丘・兵庫 清風・大阪 水口東・滋賀 北摂三田・兵庫 市尼崎・兵庫 草津東・滋賀
記 録 23:01.22 23:24.66 23:31.72 23:43.73 23:59.62 24:05.76 24:16.82 24:28.05

大阪・大阪 近大附・大阪 東大阪大柏原・大阪 伊吹・滋賀 飾磨工・兵庫 立命館・京都 添上・奈良
チ ー ム 伊藤 寛敏 西田 直史 新井川 翔也 相馬 優太 船引 圭 本田 太一 辰巳 智也
選 手 中野 翔一 荒木 亮太郎 宇山 晃人 粕淵 慎支 窪田 祐紀 島井 信吾 浦川 和希

森下 俊明 西田 巧 畑中 勇人 西河 和真 高倉 慎矢 安川 晃平 山本 将也
記 録 塩山 昌弘 小西 裕之 伊藤 勝也 庄 篤志 﨑山 貴志 森本 勝也 松下 拓也

41.52 42.32 42.50 42.90 42.96 43.15 43.25
飾磨工・兵庫 伊吹・滋賀 立命館・京都 近大附・大阪 和歌山北・和歌山 大阪・大阪 添上・奈良 向陽・京都

チ ー ム 東 誠也 堤 貴寛 安川 晃平 大上 礼央 日浦 崇道 市川 翔士 浦川 和希 坂井 耕介
選 手 窪田 祐紀 庄 篤志 森本 勝也 西田 直史 平井 優太 伊藤 寛敏 土谷 雄真 西村 颯希

小牟礼 尚也 西河 和真 本田 太一 荒木 亮太郎 森本 貴久 佐々木 優 廣瀬 秀郎 鈴木 貴也
記 録 﨑山 貴志 米澤 創 島井 信吾 渡邊 弘樹 辻本 宗誉 中島 隆伸 宇野 心 小嶋 純平

03:20.20 03:21.10 03:21.49 03:22.81 03:24.31 03:24.87 03:26.55 03:26.80
氏 名 岡山 優樹 大野 翼 川森 篤志 巻田 知範 石橋 哲也 梶木 康平 向井 真人／下條 友也

所 属 大和広陵・奈良 近大和歌山・和歌山 八幡・滋賀 東大阪大柏原・大阪 京都両洋・京都 生駒・奈良 西大和学園・奈良／飾磨工・兵庫

記 録 2.03 1.96 1.93 1.93 1.90 1.90 1.85
氏 名 石井 洋成 中村 駿介 道前 涼太 家吉 裕二 栗畑 典明 山本 翔紀 ／細田 真広 饗庭 充
所 属 京都共栄・京都 東大阪大柏原・大阪 王寺工業・奈良 今宮工科・大阪 紀央館・和歌山 伊吹・滋賀／天王寺・大阪 高島・滋賀
記 録 4.40 4.30 4.30 4.20 4.20 4.10 4.10
氏 名 田中 裕丸 國頭 圭介 日浦 崇道 石橋 哲也 北川 峻吾 濱田 翔伍 山中 敬雄 横洲 正明
所 属 大和川・大阪 太成学院・大阪 和歌山北・和歌山 京都両洋・京都 堀川・京都 東大阪大柏原・大阪 北須磨・兵庫 須磨学園・兵庫
記 録 7.17(-0.5) 7.07(-1.2) 7.05(-0.1) 6.81(-0.2) 6.77(-1.6) 6.77(-0.4) 6.57(-1.6) 6.34(+0.1)
氏 名 川上 博之 國頭 圭介 藤原 祐介 松崎 通弘 吉田 直矢 田中 裕丸 渡邉 功記 横洲 正明
所 属 東大阪大柏原・大阪 太成学院・大阪 高砂南・兵庫 鳥羽・京都 山城・京都 大和川・大阪 洛南・京都 須磨学園・兵庫
記 録 14.60(+2.4) 14.42(+1.0) 14.33(+1.9) 14.05(+1.8) 14.02(+1.5) 13.76(0.0) 13.68(+1.5) 13.61(-0.3)
氏 名 石川 健一郎 前田 奎 和泉 信太朗 栗木 隼人 粟井 勝裕 芝 秀文 濱端 慎 堀田 悠貴
所 属 三国丘・大阪 加古川東・兵庫 東大阪大柏原・大阪 市尼崎・兵庫 大体大浪商・大阪 紀央館・和歌山 日生第三・兵庫 洛陽工・京都
記 録 13.90 13.63 13.47 13.04 13.01 12.94 12.78 11.85
氏 名 楢崎 雅文 神下 豊夢 前田 奎 堀田 悠貴 藤原 裕己 一之瀬 剛史 杉村 優人 西 栄次朗
所 属 登美丘・大阪 大体大浪商・大阪 加古川東・兵庫 洛陽工・京都 姫路商・兵庫 太成学院・大阪 西城陽・京都 和歌山北・和歌山
記 録 48.98 47.48 45.57 43.14 40.58 39.91 39.32 39.08
氏 名 澤田 健太 池田 和彦 小倉 聖央 泉 達成 臼杵 諒亘 神下 豊夢 濱端 慎 木村 久人
所 属 花園・京都 生野・大阪 八幡・滋賀 高島・滋賀 北陽・大阪 大体大浪商・大阪 日生第三・兵庫 東大津・滋賀
記 録 50.22 49.81 47.70 47.14 46.80 46.64 46.55 44.18
氏 名 長谷川 鉱平 加奈川 崇徳 角田 涼 上田 知明 金井 大典 浅田 英亮 谷川 郁弥 井上 貴文
所 属 神戸北・兵庫 八幡・滋賀 北陽・大阪 生野・大阪 柏原東・大阪 網野・京都 花園・京都 東大津・滋賀
記 録 60.52 58.68 57.36 57.31 57.29 56.45 54.62 51.08
所 属 東大阪大柏原・大阪 洛南・京都 滝川第二・兵庫 近大附・大阪 太成学院・大阪 清風・大阪 大阪・大阪 添上・奈良
得 点 69点 51点 50点 49点 46.5点 44点 43点 39.5点
所 属 滝川第二・兵庫 添上・奈良 東大阪大柏原・大阪 花園・京都 太成学院・大阪 近大附・大阪 洛南・京都 大阪・大阪
得 点 50点 35.5点 29点 27点 26.5点 26点 26点 21点
所 属 東大阪大柏原・大阪 清風・大阪 洛南・京都 近大附・大阪 大阪・大阪 太成学院・大阪 西脇工・兵庫 八幡・滋賀
得 点 40点 39点 25点 23点 22点 20点 20点 19点
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