
第51回 近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会　参加競技者ランキング

種目 種目

ランク 競技者名 記録 ランク 競技者名 記録

1 青山  華依 大阪 大　阪 11.83 1 廣瀬  未翔 龍谷大平安 京　都 11.88

2 安達  茉鈴 京都橘 京　都 12.14 2 佃    光紗 山手 兵　庫 11.89

3 池松  杏香 石部 滋　賀 12.28 3 三浦  愛華 添上 奈　良 12.06

4 松永  朋子 小野 兵　庫 12.33 4 古西  清乃 京都橘 京　都 12.10

5 井上  晴稀 京都橘 京　都 12.34 5 村上ひかる 関大一 大　阪 12.20

6 大林  由依 大阪 大　阪 12.39 6 宮川千緒里 立命館守山 滋　賀 12.23

7 藤原  采音 山手 兵　庫 12.45 7 松方  美緒 大阪 大　阪 12.33

7 松浦  星乃 滝川第二 兵　庫 12.45 7 玉井  理子 帝塚山 奈　良 12.33

9 堂西  愛加 和歌山北 和歌山 12.49 9 田中ノフィー 鳥羽 京　都 12.34

10 瀬山  結菜 膳所 滋　賀 12.52 10 舩曵  瑠花 東大阪大敬愛 大　阪 12.38

種目 種目

ランク 競技者名 記録 ランク 競技者名 記録

1 青山  華依 大阪 大　阪 24.41 1 吉岡  里奈 西京 京　都 24.13

2 松永  朋子 小野 兵　庫 25.07 2 村上ひかる 関大一 大　阪 24.28

3 水口    萌 東大阪大敬愛 大　阪 25.08 3 廣瀬  未翔 龍谷大平安 京　都 24.46

4 井上  晴稀 京都橘 京　都 25.24 4 舩曵  瑠花 東大阪大敬愛 大　阪 24.97

4 山本  亜美 京都橘 京　都 25.24 5 玉井  理子 帝塚山 奈　良 25.03

6 大林  由依 大阪 大　阪 25.46 6 田中ノフィー 鳥羽 京　都 25.04

7 徳永倫加子 西京 京　都 25.56 7 川村ひかる 草津東 滋　賀 25.09

8 藤原  采音 山手 兵　庫 25.62 8 佐藤  安彩 近大附 大　阪 25.11

9 大崎由布子 姫路商 兵　庫 25.66 9 三浦  愛華 添上 奈　良 25.14

10 堂西  愛加 和歌山北 和歌山 25.91 10 佃    光紗 山手 兵　庫 25.25

種目 種目

ランク 競技者名 記録 ランク 競技者名 記録

1 羽田  有希 小野 兵　庫 56.47 1 吉岡  里奈 西京 京　都 54.80

2 山本  亜美 京都橘 京　都 56.68 2 中野  菜乃 姫路商 兵　庫 55.52

3 工藤  芽衣 咲くやこの花 大　阪 56.85 3 佐藤  安彩 近大附 大　阪 55.58

4 水口    萌 東大阪大敬愛 大　阪 56.99 4 山本早留香 小野 兵　庫 56.03

5 大崎由布子 姫路商 兵　庫 57.87 5 有廣璃々香 東大阪大敬愛 大　阪 56.23

6 渡辺    愛 大阪 大　阪 58.50 6 田和  りな 東大阪大敬愛 大　阪 56.67

7 村上  和葉 京都光華 京　都 59.52 7 鶴    真彩 北摂三田 兵　庫 56.82

8 永田  蒼衣 草津東 滋　賀 1:00.34 8 続木  千尋 京都橘 京　都 57.32

9 加茂万由子 加古川西 兵　庫 1:00.37 9 福井  陽香 近江 滋　賀 58.62

10 岩井  千波 京都橘 京　都 1:01.33 10 土生川季永 近大和歌山 和歌山 58.84

種目 種目

ランク 競技者名 記録 ランク 競技者名 記録

1 水口    杏 東大阪大敬愛 大　阪 2:16.07 1 有廣璃々香 東大阪大敬愛 大　阪 2:09.40

2 太田  美月 須磨学園 兵　庫 2:16.93 2 原    華澄 大体大浪商 大　阪 2:10.45

3 古田  愛弥 和歌山北 和歌山 2:17.01 3 吉田  果恋 八尾 大　阪 2:12.23

4 長岡  あず 姫路商 兵　庫 2:17.32 4 愛須  茉耶 京都文教 京　都 2:12.98

5 永田はなの 東大阪大敬愛 大　阪 2:17.75 5 福岡真悠莉 和歌山北 和歌山 2:15.28

6 増原なつみ 薫英女学院 大　阪 2:18.10 6 山本  千聖 田辺 和歌山 2:15.56

7 羽田  有希 小野 兵　庫 2:18.17 7 山崎  彩乃 乙訓 京　都 2:15.76

8 稲本  杏奈 橋本 和歌山 2:18.35 8 高橋  真子 星陵 兵　庫 2:16.37

9 伊藤  美空 立命館宇治 京　都 2:19.94 9 大井規紗莉 長田 兵　庫 2:16.38

10 小島萌々夏 西京 京　都 2:21.53 10 和田  彩花 山手 兵　庫 2:17.29

女子１年 ８００ｍ 女子２年 ８００ｍ

所属 所属

所属 所属

女子１年 ４００ｍ 女子２年 ４００ｍ

所属 所属

女子１年 １００ｍ 女子２年 １００ｍ

所属 所属

女子１年 ２００ｍ 女子２年 ２００ｍ



第51回 近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会　参加競技者ランキング

種目 種目

ランク 競技者名 記録 ランク 競技者名 記録

1 土井  葉月 須磨学園 兵　庫 4:29.29 1 樽本つかさ 須磨学園 兵　庫 4:23.38

2 松室  真優 薫英女学院 大　阪 4:30.06 2 桶谷  南実 立命館宇治 京　都 4:24.99

3 柴田  来夢 桂 京　都 4:31.08 3 原口  由子 東大阪大敬愛 大　阪 4:26.12

4 三原    梓 立命館宇治 京　都 4:31.60 4 北川  星瑠 比叡山 滋　賀 4:26.65

5 宇野  日陽 関大北陽 大　阪 4:35.72 5 小林    朝 須磨学園 兵　庫 4:30.32

6 長岡  あず 姫路商 兵　庫 4:37.87 6 窪    美咲 東大阪大敬愛 大　阪 4:34.53

7 津熊    彩 東大阪大敬愛 大　阪 4:38.55 7 中西さくら 智辯カレッジ 奈　良 4:35.15

8 松尾  瞳子 須磨学園 兵　庫 4:39.85 8 中本    香 宝塚 兵　庫 4:35.58

9 伊藤  美空 立命館宇治 京　都 4:40.06 9 柿本  花林 生野 大　阪 4:38.49

10 小出  佳奈 智辯カレッジ 奈　良 4:46.49 10 山崎  彩乃 乙訓 京　都 4:38.77

種目 種目

ランク 競技者名 記録 ランク 競技者名 記録

1 橋本  充央 福知山成美 京　都 9:19.71 1 桶谷  南実 立命館宇治 京　都 9:20.38

2 土井  葉月 須磨学園 兵　庫 9:29.65 2 北川  星瑠 比叡山 滋　賀 9:24.69

3 津熊  莉菜 立命館宇治 京　都 9:35.94 3 樽本つかさ 須磨学園 兵　庫 9:38.51

4 三原    梓 立命館宇治 京　都 9:44.10 4 三原    環 立命館宇治 京　都 9:44.31

5 福永  愛佳 須磨学園 兵　庫 9:54.99 5 小倉  稜央 和歌山北 和歌山 9:47.18

6 松室  真優 薫英女学院 大　阪 9:57.65 6 窪    美咲 東大阪大敬愛 大　阪 9:50.32

7 小出  佳奈 智辯カレッジ 奈　良 9:58.05 7 小林    朝 須磨学園 兵　庫 9:51.29

8 宇野  日陽 関大北陽 大　阪 10:02.43 8 吉田    藍 和歌山北 和歌山 9:52.49

9 安  なつ美 薫英女学院 大　阪 10:04.67 9 清水ひなた 比叡山 滋　賀 9:54.63

10 陰山  朋佳 西脇工 兵　庫 10:15.26 10 雲丹亀美月 西脇工 兵　庫 10:01.07

種目 種目

ランク 競技者名 記録 ランク 競技者名 記録

1 太田  朋華 山手 兵　庫 14.47 1 古西  清乃 京都橘 京　都 13.82

2 大菅紗矢香 鳥羽 京　都 14.62 2 藤井このみ 大塚 大　阪 13.96

3 定池  弥音 塔南 京　都 14.72 3 東谷  美都 関大一 大　阪 14.00

3 長田  杏音 園田 兵　庫 14.72 4 麻野  涼葉 大阪 大　阪 14.08

5 前畑    凜 鳥羽 京　都 14.74 5 吉村  美咲 山手 兵　庫 14.39

6 瀬山  結菜 膳所 滋　賀 14.85 6 檜垣  真由 啓明 兵　庫 14.57

7 黒川  翔音 柏原 兵　庫 14.88 7 南    鈴菜 奈良育英 奈　良 14.69

8 國本  美柚 大阪 大　阪 14.89 8 植田  麻香 奈良育英 奈　良 14.73

9 城  まなみ 那賀 和歌山 15.18 9 竹村  清子 園田 兵　庫 14.89

10 八代  杏音 草津東 滋　賀 15.29 10 是枝和佳奈 立命館 京　都 15.03

種目 種目

ランク 競技者名 記録 ランク 競技者名 記録

1 工藤  芽衣 咲くやこの花 大　阪 1:01.80 1 田和  りな 東大阪大敬愛 大　阪 59.67

2 津田  百翔 大体大浪商 大　阪 1:03.54 2 中野  菜乃 姫路商 兵　庫 1:00.21

3 中村  友香 近大附 大　阪 1:03.55 3 中澤  春香 長田 兵　庫 1:01.32

4 長田  杏音 園田 兵　庫 1:04.46 4 花房  彩音 神戸鈴蘭台 兵　庫 1:01.55

5 松本  美紀 姫路 兵　庫 1:04.56 5 勝冶  奈央 西京 京　都 1:01.67

6 八代  杏音 草津東 滋　賀 1:04.69 6 大林  真緒 咲くやこの花 大　阪 1:02.12

7 川上  瑞生 飾磨工 兵　庫 1:05.11 7 井川  紅亜 向陽 京　都 1:02.55

8 田村  理紗 西京 京　都 1:05.35 8 原    紗海 生野 大　阪 1:02.70

9 大菅紗矢香 鳥羽 京　都 1:06.04 9 尾崎  未悠 同志社 京　都 1:02.74

10 青海  夢生 那賀 和歌山 1:06.27 10 土生川季永 近大和歌山 和歌山 1:05.40

所属 所属

女子１年 １００ｍＨ(0.838m) 女子２年 １００ｍＨ(0.838m)

所属 所属

女子１年 ４００ｍＨ(0.762m) 女子２年 ４００ｍＨ(0.762m)

所属 所属

女子１年 ３０００ｍ 女子２年 ３０００ｍ

所属 所属

女子１年 １５００ｍ 女子２年 １５００ｍ



第51回 近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会　参加競技者ランキング

種目 種目

ランク 競技者名 記録 ランク 競技者名 記録

1 市村  実夢 県西宮 兵　庫 27:12.21 1 籔田みのり 県西宮 兵　庫 23:16.96

2 迫田  有咲 県西宮 兵　庫 27:17.14 2 柳田  紗希 須磨友が丘 兵　庫 23:45.50

3 青野  陽香 大塚 大　阪 27:34.77 3 岡本  瑠香 大塚 大　阪 24:01.39

4 服部  美宙 大塚 大　阪 27:48.52 4 菊田  陽世 草津東 滋　賀 24:04.05

5 谷口  千晴 水口東 滋　賀 27:55.55 5 奥田  月菜 西京 京　都 24:54.89

6 畑  恵里伽 市西宮 兵　庫 28:15.87 6 若狭  杏奈 嵯峨野 京　都 24:56.12

7 栗原  史歩 大体大浪商 大　阪 28:20.64 7 柏    小晴 堀川 京　都 25:14.32

8 杉江ひかる 草津東 滋　賀 31:16.07 8 林    杏奈 智辯カレッジ 奈　良 26:31.76

9 中村  緋菜 堀川 京　都 31:27.35 9 阿部  小町 大体大浪商 大　阪 27:38.55

10 前原  実咲 草津東 滋　賀 31:34.77 10 前川  梨真 川西緑台 兵　庫 28:25.88

種目 種目

ランク 競技者名 記録 ランク 競技者名 記録

1 宗澤ﾃｨﾌｧﾆｰ 滝川第二 兵　庫 1m70 1 井上紗耶加 北摂三田 兵　庫 1m72

2 辻内  杏奈 奈良 奈　良 1m63 2 松本  万鈴 和歌山北 和歌山 1m70

3 井原  樹里 東大阪大敬愛 大　阪 1m62 3 勝冶  奈央 西京 京　都 1m69

3 森岡  未優 関大北陽 大　阪 1m62 4 石黒  樹子 添上 奈　良 1m68

5 丸尾  明代 姫路商 兵　庫 1m59 5 諸隈あやね 京都両洋 京　都 1m66

5 小松  茜音 立命館 京　都 1m59 6 長尾  陽菜 花園 京　都 1m62

7 山本  陽菜 園田 兵　庫 1m57 7 烏山ひかる 県伊丹 兵　庫 1m60

8 林中    櫻 鳥羽 京　都 1m56 8 谷口    蘭 一条 奈　良 1m59

8 清水  友理 西城陽 京　都 1m56 8 那須  颯輝 東大阪大敬愛 大　阪 1m59

8 小林久美子 高槻北 大　阪 1m56 8 金子  舞羽 大塚 大　阪 1m59

種目 種目

ランク 競技者名 記録 ランク 競技者名 記録

1 古林  愛理 明石商 兵　庫 3m30 1 田畑奈都希 桐蔭 和歌山 3m51

2 大坂谷明里 社 兵　庫 3m00 2 三好  結女 尼崎双星 兵　庫 3m40

3 伊藤萌々葉 西京 京　都 2m90 3 上出彩朱実 西京 京　都 3m35

3 横山  愛華 明石商 兵　庫 2m90 4 峰本    涼 東海大仰星 大　阪 3m30

5 清田  愛来 北稜 京　都 2m80 5 上野  七海 鳳 大　阪 3m20

6 川口  夏生 彦根翔西館 滋　賀 2m60 5 広田    歩 尼崎双星 兵　庫 3m20

6 齊藤  結月 洛東 京　都 2m60 5 小畑    碧 明石商 兵　庫 3m20

8 渡辺  七海 大塚 大　阪 2m40 8 伊吹  空倫 北嵯峨 京　都 3m10

8 村上  萌莉 彦根翔西館 滋　賀 2m40 8 木下  瑚都 加悦谷 京　都 3m10

10 北條    花 草津東 滋　賀 2m20 10 佐々木  凜 大塚 大　阪 2m90

10 今井  智咲 東海大仰星 大　阪 2m20

10 大門  まこ 長野 大　阪 2m20

種目 種目

ランク 競技者名 記録 ランク 競技者名 記録

1 岸下  美月 大塚 大　阪 5m87 1 北田  莉亜 摂津 大　阪 5m97

2 山根  碧栞 咲くやこの花 大　阪 5m64 2 吉岡  里紗 大阪成蹊女子 大　阪 5m78

3 村岡  望羽 添上 奈　良 5m46 3 白石  光音 京都文教 京　都 5m56

4 古家  佑唯 明石南 兵　庫 5m40 3 西村  純夏 東大津 滋　賀 5m56

5 島田  歩果 彦根翔西館 滋　賀 5m35 5 大津裕貴野 畝傍 奈　良 5m51

5 北野上愛莉 近江 滋　賀 5m35 6 山口  菜摘 星陵 兵　庫 5m50

7 恩田  玲奈 和歌山北 和歌山 5m34 7 上島  優里 奈良育英 奈　良 5m49

8 小山    葵 桜宮 大　阪 5m33 8 岡本  芽依 京都文教 京　都 5m48

9 松下  美咲 滝川第二 兵　庫 5m30 9 竹村  清子 園田 兵　庫 5m46

10 廣瀬  瑳姫 園田 兵　庫 5m25 10 高本  千鶴 小野 兵　庫 5m44

女子１年 走幅跳 女子２年 走幅跳

所属 所属

所属 所属

女子１年 棒高跳 女子２年 棒高跳

所属 所属

女子１年 ５０００ｍＷ 女子２年 ５０００ｍＷ

所属 所属

女子１年 走高跳 女子２年 走高跳



第51回 近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会　参加競技者ランキング

種目 種目

ランク 競技者名 記録 ランク 競技者名 記録

1 島田  歩果 彦根翔西館 滋　賀 11m83 1 北田  莉亜 摂津 大　阪 12m24

2 岸下  美月 大塚 大　阪 11m44 2 白石  光音 京都文教 京　都 11m99

3 南方  美羽 和歌山北 和歌山 11m33 3 三好ひなの 西城陽 京　都 11m97

4 堀内  律子 生野 大　阪 11m18 4 西村  純夏 東大津 滋　賀 11m94

5 尾石  陽菜 関大北陽 大　阪 11m13 5 為岡  杏奈 加古川東 兵　庫 11m90

6 村岡  望羽 添上 奈　良 11m02 6 藤田  詩乃 西城陽 京　都 11m85

7 小栗  七海 和歌山北 和歌山 10m90 7 坂本  真菜 汎愛 大　阪 11m75

8 森    望来 鳥羽 京　都 10m84 8 吉岡  里紗 大阪成蹊女子 大　阪 11m69

9 北野上愛莉 近江 滋　賀 10m80 9 高崎    心 西脇 兵　庫 11m34

10 平山  菜乃 京都文教 京　都 10m78 10 大津裕貴野 畝傍 奈　良 11m28

種目 種目

ランク 競技者名 記録 ランク 競技者名 記録

1 日夏  涼香 大塚 大　阪 13m54 1 廣島愛亜梨 大阪 大　阪 13m81

2 永井  桃花 姫路商 兵　庫 12m20 2 岩本  真波 添上 奈　良 13m42

3 松井  春菜 大塚 大　阪 11m81 3 山本  佳奈 東大阪大敬愛 大　阪 13m02

4 垣内  優里 海南 和歌山 11m08 4 瀬戸  杏奈 姫路商 兵　庫 12m53

5 武久  由佳 西京 京　都 11m06 5 村上  嘉奈 大阪 大　阪 12m30

6 小泉  風香 八尾 大　阪 10m85 6 小川  由有 西宮甲山 兵　庫 12m13

7 中堂  妃菜 京都西山 京　都 10m47 7 五十川利心 智辯カレッジ 奈　良 12m03

8 窪    千優 和歌山商 和歌山 10m40 8 熊本  望香 久御山 京　都 11m80

9 杉原  なつ 北嵯峨 京　都 10m39 9 高橋  奈々 滝川第二 兵　庫 11m68

10 山本  紗矢 市尼崎 兵　庫 10m29 10 吉田  佳奈 一条 奈　良 10m91

種目 種目

ランク 競技者名 記録 ランク 競技者名 記録

1 日夏  涼香 大塚 大　阪 40m39 1 辻村  柚月 西の京 奈　良 39m12

2 金村  響木 大塚 大　阪 40m17 2 森    美優 紀央館 和歌山 38m86

3 神本真衣音 市尼崎 兵　庫 39m96 3 廣島愛亜梨 大阪 大　阪 38m55

4 永井  桃花 姫路商 兵　庫 38m90 4 中瀬  綺音 東大阪大敬愛 大　阪 38m37

5 大西  愛莉 大体大浪商 大　阪 36m25 5 岡嶋  香菜 西京 京　都 37m13

6 桝田  玲奈 郡山 奈　良 36m13 6 宮本  愛香 滝川第二 兵　庫 37m07

7 竹本  百花 県農 兵　庫 34m72 7 新井  悠衣 添上 奈　良 36m06

8 中芝  美玖 京都女 京　都 34m46 8 山下  未夢 橿原 奈　良 35m91

9 安食  加葉 彦根翔西館 滋　賀 32m80 9 荒井  香穂 花園 京　都 35m00

10 山内  希美 智辯カレッジ 奈　良 32m59 10 橋本菜々子 姫路商 兵　庫 34m39

種目 種目

ランク 競技者名 記録 ランク 競技者名 記録

1 山本  紗矢 市尼崎 兵　庫 44m14 1 奥村梨里佳 添上 奈　良 51m08

2 米山  栄香 日ノ本 兵　庫 38m91 2 荒井  香穂 花園 京　都 44m86

3 西田  好伽 大塚 大　阪 37m59 3 黒田  菜月 太子 兵　庫 44m02

4 神本真衣音 市尼崎 兵　庫 36m92 4 竹谷    陸 大体大浪商 大　阪 43m68

5 杉原  なつ 北嵯峨 京　都 34m44 5 西村    南 塔南 京　都 43m45

6 山原    優 和歌山北 和歌山 31m85 6 葛    未紅 姫路商 兵　庫 43m17

7 南    優希 高取国際 奈　良 28m93 7 北村  瑠美 大塚 大　阪 42m64

8 大西  愛莉 大体大浪商 大　阪 27m94 8 亀井  菜凪 高取国際 奈　良 42m55

9 桐石  青菜 金剛 大　阪 26m83 9 野口  七海 彦根翔西館 滋　賀 41m89

10 矢野寿愛来 彦根翔西館 滋　賀 25m35 10 藤井  聖奈 神戸龍谷 兵　庫 41m69

所属 所属

女子１年 円盤投(1.000kg) 女子２年 円盤投(1.000kg)

所属 所属

女子１年 ハンマー投(4.000kg) 女子２年 ハンマー投(4.000kg)

所属 所属

女子１年 砲丸投(4.000kg) 女子２年 砲丸投(4.000kg)

所属 所属

女子１年 三段跳 女子２年 三段跳
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種目 種目

ランク 競技者名 記録 ランク 競技者名 記録

1 中村    怜 東大阪大敬愛 大　阪 48m43 1 山根  睦稀 太成学院 大　阪 46m84

2 井澤茉実香 滝川第二 兵　庫 37m79 2 高橋  奈々 滝川第二 兵　庫 44m98

3 園田    遙 松陽 兵　庫 36m92 3 熊本  望香 久御山 京　都 41m67

4 加藤  りの 市伊丹 兵　庫 36m88 4 禰宜田真央 大体大浪商 大　阪 40m57

5 高橋知優子 太成学院 大　阪 36m39 5 大森  美穂 松陽 兵　庫 39m03

6 青木菜那子 東大津 滋　賀 35m20 6 瀬戸  杏奈 姫路商 兵　庫 38m99

7 伊藤愛理咲 大阪桐蔭 大　阪 35m05 7 服部花菜子 宮津 京　都 38m10

8 後藤  瑞季 久美浜 京　都 35m01 8 新井  悠衣 添上 奈　良 37m05

9 寺田  早希 北稜 京　都 34m86 9 瀧川    梢 紀央館 和歌山 36m54

10 小南  胡桃 北嵯峨 京　都 34m61 10 内藤  結衣 塔南 京　都 35m76

種目 種目

ランク チーム名 記録 ランク チーム名 記録

1 小野 兵　庫 46.82 1 東大阪大敬愛 大　阪 3:45.06

2 大阪 大　阪 47.30 2 小野 兵　庫 3:49.42

3 京都橘 京　都 47.59 3 京都橘 京　都 3:49.98

4 生野 大　阪 47.70 4 西京 京　都 3:51.43

5 山手 兵　庫 47.73 5 姫路商 兵　庫 3:53.12

6 草津東 滋　賀 47.83 6 大阪 大　阪 3:54.76

7 咲くやこの花 大　阪 48.02 7 大体大浪商 大　阪 3:55.42

8 東大阪大敬愛 大　阪 48.11 8 園田 兵　庫 3:56.70

9 和歌山北 和歌山 48.28 9 草津東 滋　賀 3:56.72

10 大塚 大　阪 48.50 10 近大附 大　阪 3:56.82

10 西京 京　都 48.50 10 桜宮 大　阪 3:56.82

所属 所属

女子 ４×１００ｍＲ 女子 ４×４００ｍＲ

女子１年 やり投(0.600kg) 女子２年 やり投(0.600kg)

所属 所属


