
平成27年9月21日(月)･22日(火)･23日(水)

成績一覧表 神戸ユニバー記念競技場（競技場コード：281050)
月 参加 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

日 人数

宮本  大輔(1) 10.62 向山理一朗(1) 10.89 宮本  浩翼(1) 10.92 樋口  陸人(1) 11.06 丘田  龍弥(1) 11.12 宮口  龍二(1) 11.16 吉岡  航平(1) 11.22 根上  大輝(1) 11.25

洛    南･京　都 NGR 膳    所･滋　賀 洛    南･京　都 奈良育英･奈　良 社･兵　庫 近    江･滋　賀 郡    山･奈　良 近 大 附･大　阪

井本  佳伸(1) 21.51 向山理一朗(1) 21.55 宮本  大輔(1) 21.58 丘田  龍弥(1) 22.20 宮口  龍二(1) 22.27 佐藤  玄主(1) 22.31 林    拓優(1) 22.32 吉岡  航平(1) 22.42

洛    南･京　都 膳    所･滋　賀 洛    南･京　都 社･兵　庫 近    江･滋　賀 市 尼 崎･兵　庫 龍谷大平安･京　都 郡    山･奈　良

梅谷穗志亜(1) 48.95 山田    翼(1) 49.14 赤松  拓実(1) 49.52 室    和希(1) 49.82 古川    樹(1) 49.89 新井  陽豊(1) 50.22 中村  祐也(1) 50.37 神田  真生(1) 50.75

洛    南･京　都 滝川第二･兵　庫 小    野･兵　庫 帝 塚 山･奈　良 近 大 附･大　阪 滝川第二･兵　庫 東海大仰星･大　阪 茨    木･大　阪

高橋  佑輔(1)  1:56.63 藤本浩太郎(1)  1:57.20 呑村  大樹(1)  1:58.34 井上  泰斗(1)  1:58.46 浦田  昴生(1)  1:59.95 坂元  祐喜(1)  2:00.57 永岡  拓大(1)  2:02.31 松江    薫(1)  2:02.81

兵    庫･兵　庫 清    風･大　阪 大    阪･大　阪 飾 磨 工･兵　庫 智辯学園･奈　良 須磨学園･兵　庫 桐    蔭･和歌山 網    野･京　都

前田  颯真(1)  4:05.54 2位:坂元  祐喜(1) 4:06.00 2位:高橋  佑輔(1) 4:06.00 大西  峻平(1)  4:06.70 藤本浩太郎(1)  4:07.59 呑村  大樹(1)  4:08.08 西村    暉(1)  4:08.31 若林    拓(1)  4:09.77

関大北陽･大　阪 須磨学園･兵　庫 兵    庫･兵　庫 西 脇 工･兵　庫 清    風･大　阪 大    阪･大　阪 草 津 東･滋　賀 滋賀学園･滋　賀

三浦  拓朗(1) 15:13.81 西村    暉(1) 15:16.80 平野康太郎(1) 15:16.92 片岡    大(1) 15:21.57 樋瀬  光稀(1) 15:26.39 原    直希(1) 15:39.85 中谷  光佑(1) 15:40.68 天野  克俊(1) 15:42.57

西 脇 工･兵　庫 草 津 東･滋　賀 清    風･大　阪 滋賀学園･滋　賀 和歌山北･和歌山 桐    蔭･和歌山 笠    田･和歌山 大    阪･大　阪

１１０ｍＨ 中田  英駿(1) 15.10 前田  篤志(1) 15.39 堂本  昌暉(1) 15.41 髙岡  祐大(1) 15.45 樋口  陸人(1) 15.60 仲野  秀栄(1) 15.62 徳岡    凌(1) 15.70 二ノ宮裕平(1) 15.79

(1.067m) 洛    南･京　都 大阪桐蔭･大　阪 大    塚･大　阪 東大寺学園･奈　良 奈良育英･奈　良 市 西 宮･兵　庫 社･兵　庫 京都文教･京　都

４００ｍＨ 今岡  海斗(1) 55.70 大前  智哉(1) 55.82 早川  裕貴(1) 56.59 西野    翔(1) 56.64 西岡    海(1) 57.40 半田  理玖(1) 57.60 川瀬  陽日(1) 58.12 細谷  雅貴(1)  1:02.30

(0.914m) 大阪桐蔭･大　阪 三    田･兵　庫 西    京･京　都 東大阪大柏原･大　阪 豊岡総合･兵　庫 京都両洋･京　都 草 津 東･滋　賀 生    野･大　阪

阪本  大貴(1)  9:37.75 渡部  裕輝(1)  9:45.60 須崎  乃亥(1)  9:48.69 清水    翼(1)  9:49.37 楳田  一陽(1)  9:49.42 中田  奎人(1)  9:53.43 平石  佑馬(1)  9:55.45 杉本  大弥(1)  9:56.64

西 脇 工･兵　庫 清    風･大　阪 大阪桐蔭･大　阪 篠山鳳鳴･兵　庫 清    風･大　阪 和歌山北･和歌山 桂･京　都 比 叡 山･滋　賀

住所  大翔(1) 23:38.87 苅田篤之介(1) 23:59.76 北田  瑞樹(1) 24:33.01 湊    康祐(1) 24:45.31 杉本凌太郎(1) 24:54.63 山内  皓太(1) 25:24.86 吉村  柊太(1) 25:29.65 古賀  尚斗(1) 25:42.86

飾 磨 工･兵　庫 大    塚･大　阪 飾 磨 工･兵　庫 川西緑台･兵　庫 東大寺学園･奈　良 草 津 東･滋　賀 堀    川･京　都 西    京･京　都

野村  優太(1) 2m01 2位:臼井  悠真(1)    1m89 2位:東    直輝(1)    1m89 内藤  大貴(1) 1m89 常信  京汰(1) 1m89 久常  温志(1) 1m86 阪口  裕飛(1) 1m86 山田  秀勝(1) 1m83

東 大 津･滋　賀 添    上･奈　良 東海大仰星･大　阪 滝川第二･兵　庫 市 西 宮･兵　庫 大 津 商･滋　賀 堀    川･京　都 滝川第二･兵　庫

奥    吏玖(1) 4m30 西    哲生(1) 4m30 森本  拓実(1) 4m20 和田  寛大(1) 4m20 宮崎    稜(1) 4m10 吉田  淳人(1) 3m90 岸本  一眞(1) 3m90 上中野翔稀(1) 3m80

北 嵯 峨･京　都 近大和歌山･和歌山 畝    傍･奈　良 西    京･京　都 明 石 商･兵　庫 添    上･奈　良 大阪桐蔭･大　阪 大    塚･大　阪

小林  大起(1)   7m11 酒井  雅也(1)   7m00 東口  優志(1)   6m97 眞野  航季(1)   6m69 伊庭  透哉(1)   6m64 長岡  泰成(1)   6m58 北田  永遠(1)   6m47 末吉  拓海(1)   6m44

西 城 陽･京　都 -0.1 北摂三田･兵　庫 +0.2 東大寺学園･奈　良    +1.2 亀    岡･京　都 +1.8 大阪桐蔭･大　阪 +1.3 咲くやこの花･大　阪  -1.6 大阪桐蔭･大　阪 +1.9 市 尼 崎･兵　庫 +1.2

三方    怜(1)  14m07 末吉  拓海(1)  13m95 川西  紘生(1)  13m79 明石宗一郎(1)  13m75 村田  秀太(1)  13m72 西谷  昌弘(1)  13m39 溝口    明(1)  13m32 鈴木  祐汰(1)  13m11

洛    南･京　都 +0.9 市 尼 崎･兵　庫 +1.8 大阪桐蔭･大　阪 +1.4 西    京･京　都 -2.5 添    上･奈　良 +0.1 平    城･奈　良 +2.0 郡    山･奈　良 +2.0 東海大仰星･大　阪    -1.2

砲丸投 下浦  大輝(1)  14m19 湯上  聖人(1)  13m92 谷    瑛大(1)  13m76 福榮  碧生(1)  13m46 矢吹紘二郎(1)  13m19 今井  幸星(1)  12m78 満田  海斗(1)  12m71 金井  一平(1)  11m79

(6.000kg) 添    上･奈　良 太成学院･大　阪 花    園･京　都 あべの翔学･大　阪 姫 路 商･兵　庫 紀 央 館･和歌山 東 播 磨･兵　庫 京都共栄･京　都

円盤投 中村  美史(1)  41m27 小林  裕季(1)  40m85 飛川  龍雅(1)  39m32 増田  直樹(1)  39m11 松岡  諒人(1)  38m44 倉元  俊亮(1)  37m71 東    直輝(1)  36m43 吉浦  翔馬(1)  34m66

(1.750kg) 市 尼 崎･兵　庫 花    園･京　都 滋賀学園･滋　賀 大阪桐蔭･大　阪 太成学院･大　阪 東大寺学園･奈　良 河    瀬･滋　賀 大阪桐蔭･大　阪

ハンマー投 小林  裕季(1)  48m78 吉田  明大(1)  47m57 中村  美史(1)  47m20 小川  直勇(1)  46m93 藤本  智大(1)  45m35 櫻井  双葉(1)  42m02 北山  智大(1)  41m14 田中    熙(1)  40m30

(6.000kg) 花    園･京　都 自由ヶ丘･兵　庫 市 尼 崎･兵　庫 花    園･京　都 自由ヶ丘･兵　庫 関西大倉･大　阪 近 大 附･大　阪 塔    南･京　都

やり投 谷    瑛大(1)  54m51 宮川  大夢(1)  53m90 出口  敦也(1)  52m32 津川  拓人(1)  50m46 小谷  柊太(1)  50m44 和田  遼樹(1)  50m21 壺井  亮介(1)  49m93 竹山  亮太(1)  49m62

(0.800kg) 花    園･京　都 添    上･奈　良 豊    岡･兵　庫 大阪桐蔭･大　阪 京教大附･京　都 和歌山北･和歌山 清風南海･大　阪 咲くやこの花･大　阪

洛    南･京　都 40.77 近 大 附･大　阪 41.33 滝川第二･兵　庫 41.42 加古川東･兵　庫 41.53 生    野･大　阪 41.62 龍谷大平安･京　都   41.78 大    阪･大　阪    41.86 太成学院･大　阪    42.41

   上田    匠(2)     NGR    古川  和都(2)    道下  巧也(2)    瀧野  貴大(1)    小林  大航(2)    平井  雄真(1)    宮本  拓実(2)    荒木  貴弘(2)

   宮本  浩翼(1)    根上  大輝(1)    梅川    峻(1)    日下部  駿(1)    畑浦  秀哉(2)    林    拓優(1)    田中  侑翔(2)    森本  秀翔(2)

   井本  佳伸(1)    上田  晃暉(2)    尾崎  望実(2)    島中    翼(2)    畑浦  佑亮(2)    福田  遼斗(2)    赤澤  征樹(2)    竹中  真人(2)

   宮本  大輔(1)    笠谷  洸貴(2)    前田    凌(2)    桒原  拓也(2)    高橋    頼(2)    中村  僚真(2)    平峰  裕太(1)    松兼  央八(2)

洛　　南･京　都 101点 大阪桐蔭･大　阪 73点 滝川第二･兵　庫 59点 西 脇 工･兵　庫 53点 大　　塚･大　阪 47点 生　　野･大　阪 46点 市 尼 崎･兵　庫 42点 花　　園･京　都 41点

洛　　南･京　都 52点 大阪桐蔭･大　阪 46点 花　　園･京　都 34点 添　　上･奈　良 28.5点 清　　風･大　阪 28点 市 尼 崎･兵　庫 25点 西 脇 工･兵　庫 21点 飾 磨 工･兵　庫 19点

洛　　南･京　都 35点 生　　野･大　阪 33点 大　　塚･大　阪 33点 西 脇 工･兵　庫 32点 滝川第二･兵　庫 30点 大阪桐蔭･大　阪 27点 滋賀学園･滋　賀 23点 桐　　蔭･和歌山 19点

179校 主  催：近畿高等学校体育連盟・兵庫県教育委員会・近畿陸上競技協会 総      務： 河 崎　哲 生

862名 主  管：兵庫県高等学校体育連盟陸上競技部・兵庫陸上競技協会 記 録 主 任： 藤 田　和 洋

ﾄﾗｯｸ審判長： 榎 本　隆 夫

NGR：大会新記録 跳躍審判長： 清 水　秀 章

投擲審判長： 武 本　益 和

※ 気象状況は女子１年の欄に記載

最優秀選手 井本　佳伸 (洛　　南･京　都)
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平成27年9月21日(月)･22日(火)･23日(水)

成績一覧表 神戸ユニバー記念競技場（競技場コード：281050)
月 参加 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

日 人数

高橋    頼(2) 10.82 横山    聡(2) 10.92 脇    康太(2) 10.95 桒原  拓也(2) 10.98 前田    凌(2) 11.12 笹山  佳暉(2) 11.16 伊丹  優貴(2) 11.17 福田  遼斗(2) 11.21

生    野･大　阪 東大阪大柏原･大　阪 東大寺学園･奈　良 加古川東･兵　庫 滝川第二･兵　庫 淡路三原･兵　庫 立 命 館･京　都 龍谷大平安･京　都

小林  大航(2) 21.65 横山    聡(2) 21.70 北谷  直輝(2) 21.72 畑浦  秀哉(2) 21.81 前田    凌(2) 21.82 髙田  奨太(2) 22.12 濱田  貴文(2) 22.23 梶原  凌也(2) 22.33

生    野･大　阪 東大阪大柏原･大　阪 神戸科技･兵　庫 生    野･大　阪 滝川第二･兵　庫 塔    南･京　都 佐    用･兵　庫 草 津 東･滋　賀

北谷  直輝(2) 47.78 鵜池  優至(2) 48.44 小林  大航(2) 48.64 志賀    颯(2) 48.85 畑浦  秀哉(2) 48.92 山中  悠人(2) 49.37 今西  優太(2) 49.76 泉    一斗(2) 50.19

神戸科技･兵　庫 西    京･京　都 生    野･大　阪 姫 路 西･兵　庫 生    野･大　阪 草 津 東･滋　賀 北摂三田･兵　庫 咲くやこの花･大　阪

有松    憧(2)  1:54.19 四方  悠瑚(2)  1:54.43 岩本  淳平(2)  1:54.67 西園  颯斗(2)  1:54.89 今西  優太(2)  1:55.17 鵜池  優至(2)  1:55.40 小田  文哉(2)  1:55.41 中田  真大(2)  1:59.99

桐    蔭･和歌山 県 西 宮･兵　庫 枚    方･大　阪 西 脇 工･兵　庫 北摂三田･兵　庫 西    京･京　都 関大北陽･大　阪 郡    山･奈　良

有松    憧(2)  3:57.11 川崎新太郎(2)  3:57.89 富田遼太郎(2)  3:57.98 千葉  直輝(2)  3:58.68 上村  亮太(2)  3:59.44 林    紘平(2)  4:01.78 西田  雄飛(2)  4:01.82 三浦  隆寛(2)  4:04.80

桐    蔭･和歌山 水 口 東･滋　賀 大    阪･大　阪 滋賀学園･滋　賀 西 脇 工･兵　庫 桂･京　都 興    國･大　阪 大阪桐蔭･大　阪

加藤    淳(2) 14:50.10 加井  虎造(2) 14:50.45 川崎新太郎(2) 14:53.49 岡田  浩平(2) 14:56.71 矢野  直幹(2) 15:01.88 中筋  千尋(2) 15:04.41 西田  雄飛(2) 15:18.36 中村  雅史(2) 15:24.88

西 脇 工･兵　庫 西 脇 工･兵　庫 水 口 東･滋　賀 洛    南･京　都 比 叡 山･滋　賀 桐    蔭･和歌山 興    國･大　阪 関大北陽･大　阪

１１０ｍＨ 富岡  達人(2) 14.64 吉間  海斗(2) 14.70 髙田  奨太(2) 14.93 西森  龍馬(2) 15.05 鈴木  勝也(2) 15.17 植田  響輝(2) 15.24 伊藤  大翔(2) 15.96 藤田  康平(2) 15.96

(1.067m) 三 国 丘･大　阪 大    塚･大　阪 塔    南･京　都 加古川西･兵　庫 東 大 津･滋　賀 八    尾･大　阪 熊    野･和歌山 奈良大附属･奈　良

４００ｍＨ 道下  巧也(2) 53.62 藤原  功規(2) 53.62 富永  裕太(2) 54.06 鈴木  勝也(2) 54.73 榮    圭悟(2) 54.75 平畑  友貴(2) 54.94 高橋  和也(2) 55.65 中西    光(2) 56.98

(0.914m) 滝川第二･兵　庫 大    塚･大　阪 姫路飾西･兵　庫 東 大 津･滋　賀 大商大堺･大　阪 長    田･兵　庫 西    京･京　都 三 国 丘･大　阪

吉田    匠(2)  9:14.45 原田  和輝(2)  9:20.21 沖見  史哉(2)  9:23.54 足立    舜(2)  9:27.53 小嶋  慶伸(2)  9:28.82 福田    樹(2)  9:29.44 長濱  京太(2)  9:37.44 原塚  友貴(2)  9:43.05

洛    南･京　都 西 脇 工･兵　庫 和歌山北･和歌山 膳    所･滋　賀 山    田･大　阪 高    島･滋　賀 京都外大西･京　都 西 脇 工･兵　庫

中    優介(2) 21:53.21 鈴木    匠(2) 21:54.23 村山裕太郎(2) 22:15.08 川田  敦斗(2) 22:35.55 中村  耀晶(2) 22:42.97 近藤  嘉紀(2) 22:45.47 平澤  一輝(2) 23:24.83 城元真生人(2) 23:49.55

大    阪･大　阪 履 正 社･大　阪 川西緑台･兵　庫 滋賀学園･滋　賀 滋賀学園･滋　賀 堀    川･京　都 飾 磨 工･兵　庫 洛    南･京　都

上鍵  政隆(2) 1m98 溝川  直嵩(2) 1m98 岩本  知樹(2) 1m98 藤本  結仁(2) 1m95 寺沢    凌(2) 1m95 槌屋  遼馬(2) 1m92 内田    駆(2) 1m92 池田  仁也(2) 1m92

龍    野･兵　庫 花    園･京　都 大阪桐蔭･大　阪 履 正 社･大　阪 大 津 商･滋　賀 登美ケ丘･奈　良 添    上･奈　良 社･兵　庫

井上  貴明(2) 4m70 山田  晧生(2) 4m60 川久保友博(2) 4m60 吉留  涼太(2) 4m60 吉川  寿希(2) 4m30 乾    博貴(2) 4m20 奥村  拓真(2) 4m10 久保  源太(2) 4m10

大    塚･大　阪 大阪桐蔭･大　阪 北    稜･京　都 洛    東･京　都 近    江･滋　賀 明 石 商･兵　庫 水    口･滋　賀 大    塚･大　阪

松兼  央八(2)   7m24 木下  将一(2)   6m98 松井    湊(2)   6m89 瀧谷  京輔(2)   6m84 畑中  慎也(2)   6m82 佐々木  諒(2)   6m77 荒賀  崇碩(2)   6m76 西村  訓斗(2)   6m74

太成学院･大　阪 -0.1 姫 路 西･兵　庫 -2.8 高    島･滋　賀 -0.5 洛    南･京　都 -1.7 夕陽丘学園･大　阪    +0.6 橿    原･奈　良 -1.8 西 城 陽･京　都 -1.0 洛    南･京　都 -0.8

西村  恒太(2)  14m95 瀧谷  京輔(2)  14m69 黒木  智裕(2)  14m33 炭村    怜(2)  14m21 池田  敦士(2)  14m14 香嶋  隼斗(2)  14m01 源  識之相(2)  13m88 橋本  啓史(2)  13m84

洛    南･京　都 +1.3 洛    南･京　都 +1.8 近 大 附･大　阪 +2.1 西 城 陽･京　都 +0.4 明 石 商･兵　庫 +1.1 姫 路 商･兵　庫 -0.0 生    野･大　阪 -0.5 牧    野･大　阪 +0.2

砲丸投 池川  博史(2)  15m04 中村  佑晟(2)  14m53 中山  靖将(2)  14m44 岩戸  孝平(2)  14m44 和泉    樹(2)  14m30 松田  直哉(2)  13m99 阪上  拓真(2)  13m59 迎    泰輝(2)  13m29

(6.000kg) 滝川第二･兵　庫 滋賀学園･滋　賀 関大北陽･大　阪 市 尼 崎･兵　庫 和    泉･大　阪 乙    訓･京　都 開    智･和歌山 神戸科技･兵　庫

円盤投 廣田  歩夢(2)  47m80 山田  有亮(2)  43m53 平林  一希(2)  43m36 松谷廉太郎(2)  42m19 岩戸  孝平(2)  41m20 木村  優太(2)  39m07 中村  佑晟(2)  38m11 椿    翔真(2)  38m09

(1.750kg) 姫 路 商･兵　庫 塔    南･京　都 大阪桐蔭･大　阪 大    塚･大　阪 市 尼 崎･兵　庫 草 津 東･滋　賀 滋賀学園･滋　賀 関大北陽･大　阪

ハンマー投 服部  優允(2)  60m98 若山  哲也(2)  58m89 片浦  達也(2)  53m42 山田    航(2)  51m03 二宮  雄斗(2)  50m34 辰巳  空斗(2)  49m76 山本  拓実(2)  49m62 横山    潤(2)  49m29

(6.000kg) 市 尼 崎･兵　庫 NGR 洛 陽 工･京　都 社･兵　庫 大阪桐蔭･大　阪 東 大 津･滋　賀 大    淀･奈　良 大阪桐蔭･大　阪 添    上･奈　良

やり投 谷      憩(2)  62m90 奥田  大樹(2)  62m16 池川  博史(2)  60m53 笠井  大輔(2)  59m46 宮田  暁典(2)  59m22 駒走  圭紀(2)  56m43 雜賀  大輔(2)  56m28 髙橋    岳(2)  55m17

(0.800kg) 八    尾･大　阪 宮    津･京　都 滝川第二･兵　庫 大    塚･大　阪 教育ｾﾝﾀｰ附･大　阪 西 宮 東･兵　庫 和歌山北･和歌山 米    原･滋　賀

生    野･大　阪  3:13.58 滝川第二･兵　庫  3:14.34 洛    南･京　都  3:15.29 姫 路 商･兵　庫  3:16.52 近 大 附･大　阪  3:16.76 須 磨 東･兵　庫  3:17.54 東海大仰星･大阪   3:18.70 姫 路 西･兵　庫  3:21.35

   畑浦  佑亮(2)     NGR    梅川    峻(1)     NGR    瀧谷  京輔(2)    安藝  光遥(1)    古川    樹(1)    土橋  律来(2)    原      諒(2)    植木  祐也(2)

   畑浦  秀哉(2)    前田    凌(2)    樋口  優人(2)    安達  祐樹(2)    佐井熊功貴(2)    五島  和徳(2)    保坂  蒼志(2)    木下  将一(2)

   高橋    頼(2)    山田    翼(1)    井本  佳伸(1)    清水  大稀(2)    古川  和都(2)    中谷  健生(2)    中村  祐也(1)    中村  元紀(2)

   小林  大航(2)    道下  巧也(2)    梅谷穗志亜(1)    香嶋  隼斗(2)    安藤  大晃(2)    岸本  健良(2)    山崎  智貴(2)    志賀    颯(2)

洛　　南･京　都 101点 大阪桐蔭･大　阪 73点 滝川第二･兵　庫 59点 西 脇 工･兵　庫 53点 大　　塚･大　阪 47点 生　　野･大　阪 46点 市 尼 崎･兵　庫 42点 花　　園･京　都 41点

洛　　南･京　都 52点 大阪桐蔭･大　阪 46点 花　　園･京　都 34点 添　　上･奈　良 28.5点 清　　風･大　阪 28点 市 尼 崎･兵　庫 25点 西 脇 工･兵　庫 21点 飾 磨 工･兵　庫 19点

洛　　南･京　都 35点 生　　野･大　阪 33点 大　　塚･大　阪 33点 西 脇 工･兵　庫 32点 滝川第二･兵　庫 30点 大阪桐蔭･大　阪 27点 滋賀学園･滋　賀 23点 桐　　蔭･和歌山 19点

179校 主  催：近畿高等学校体育連盟・兵庫県教育委員会・近畿陸上競技協会 総      務： 河 崎　哲 生

862名 主  管：兵庫県高等学校体育連盟陸上競技部・兵庫陸上競技協会 記 録 主 任： 藤 田　和 洋

ﾄﾗｯｸ審判長： 榎 本　隆 夫

NGR：大会新記録 跳躍審判長： 清 水　秀 章

投擲審判長： 武 本　益 和

※ 気象状況は女子１年の欄に記載
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対校得点

最優秀選手 服部　優允 (市 尼 崎･兵　庫)
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平成27年度

第48回　近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会
(大会コード：15501701)
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