
2022年9月16日(金)・17日(土)・18日(日)

成績一覧表 （大会コード：22501701） 神戸ユニバー記念競技場（競技場コード：281080）

日付 種目
参加
人数

年綱　晃広(1) 10.60 村松　悦基(1) 10.62 西岡　尚輝(1) 10.63 青山　侑樹(1) 10.83 土城　隼磨(1) 10.85 藤本　圭亮(1) 10.91 坂本新ノ助(1) 10.97

滝川第二･兵庫 +2.9 洛南･京都 +2.9 東海大仰星･大阪 +2.9 東海大仰星･大阪 +2.9 洛南･京都 +2.9 滝川第二･兵庫 +2.9 亀岡･京都 +2.9 

増山　煌冨(1) 10.91

比叡山･滋賀 +2.9 

年綱　晃広(1) 21.63 村松　悦基(1) 21.68 末武　勇樹(1) 21.99 中島虎太郎(1) 22.15 木下恭太朗(1) 22.25 小倉　和門(1) 22.51 松本　悠佑(1) 22.64 大橋　透綺(1) 22.86

滝川第二･兵庫 +0.9 洛南･京都 +0.9 洛南･京都 +0.9 汎愛･大阪 +0.9 明石北･兵庫 +0.9 関大北陽･大阪 +0.9 近大附･大阪 +0.9 彦根工･滋賀

木村　公響(1) 50.17 足立　朱優(1) 50.30 岡橋虎之介(1) 50.53 大和田優志(1) 50.54 吉本　龍誠(1) 50.63 本橋　悠輝(1) 51.42 岸本　恭汰(1) 52.78

王寺工業･奈良 社･兵庫 橿原･奈良 神戸科技･兵庫 東海大仰星･大阪 咲くやこの花･大阪 洛南･京都

落合　　晃(1)  1:52.04 川口峻太朗(1)  1:52.98 上田　悠輔(1)  1:56.47 道野　尊琉(1)  1:57.79 山下輝一郎(1)  1:59.93 山本　聖琉(1)  2:00.07 奥田　頼希(1)  2:01.68

滋賀学園･滋賀 NGR 洛南･京都 NGR 大阪学芸･大阪 大塚･大阪 京都外大西･京都 智辯カレッジ･奈良 福知山成美･京都

落合　　晃(1)  3:56.05 川口峻太朗(1)  3:56.35 菅原　　爽(1)  4:01.03 安藤　海音(1)  4:03.58 神吉　惺翔(1)  4:03.90 木南　明道(1)  4:04.24 塚本　航多(1)  4:04.55 和田　拓真(1)  4:04.78

滋賀学園･滋賀 洛南･京都 草津東･滋賀 和歌山北･和歌山 西脇工･兵庫 龍野･兵庫 近大附･大阪 智辯カレッジ･奈良

衣川　勇太(1) 14:45.75 井上　朋哉(1) 14:47.28 佐々木悠吏(1) 14:49.14 堀野　正太(1) 14:50.22 三宅　悠斗(1) 14:52.33 安藤　海音(1) 14:53.55 菅原　　爽(1) 15:16.81 和田　拓真(1) 15:17.34

西脇工･兵庫 洛南･京都 京都外大西･京都 須磨学園･兵庫 洛南･京都 和歌山北･和歌山 草津東･滋賀 智辯カレッジ･奈良

１１０ｍＪＨ 足立　英士(1) 14.50 曽山　夏緒(1) 14.54 石本　澄空(1) 14.55 前園　幸伸(1) 14.67 原科　歩季(1) 14.76 川崎　広大(1) 15.31 高橋　歩夢(1) 15.61

(0.991/9.14m) 社･兵庫 -0.0 NGR 関大北陽･大阪 -0.0 =GR 鳥羽･京都 -0.0 生野･大阪 -0.0 社･兵庫 -0.0 比叡山･滋賀 -0.0 西城陽･京都 -0.0 

４００ｍＨ 白髭　怜士(1) 55.26 浮田　知哉(1) 56.52 仮屋薗　漣(1) 57.54 枦元　拓幹(1) 57.55 岸本　恭汰(1) 58.13 重村波也斗(1) 58.30 山田　那月(1) 59.78 川崎　広大(1)  1:01.55

(0.914/35m) 北摂三田･兵庫 飾磨工･兵庫 花園･京都 大阪･大阪 洛南･京都 同志社香里･大阪 社･兵庫 比叡山･滋賀

３０００ｍＳＣ 長谷川大翔(1)  9:12.06 松栄　　匠(1)  9:34.60 大西　隼斗(1)  9:38.68 佐藤　祐介(1)  9:38.84 森本　空凛(1)  9:48.33 山本　久記(1)  9:54.40 岩﨑　竜馬(1) 10:01.52 前川　璃空(1) 10:13.49

(0.914m) 須磨学園･兵庫 関大北陽･大阪 報徳･兵庫 神戸商･兵庫 大阪桐蔭･大阪 和歌山北･和歌山 関西創価･大阪 向陽･和歌山

玉春　汰造(1) 23:04.25 瀨川　孝太(1) 24:47.50 白石　涼介(1) 25:04.88 高橋　一虎(1) 25:53.56 西山　周汰(1) 25:54.60 胎中　隆太(1) 26:15.04 小谷　　歩(1) 27:03.03 石田　大雅(1) 28:26.23

西脇工･兵庫 西京･京都 長田･兵庫 智辯カレッジ･奈良 履正社･大阪 奈良大附属･奈良 大津商･滋賀 大塚･大阪

山代　壱意(1) 1m95 ｱﾌﾞﾗﾊﾑ光ｵｼﾅﾁ(1) 1m92 服部　暖大(1) 1m92 中本　飛羽(1) 1m89 藤原　大知(1) 1m83 西野　琥珀(1) 1m83 手﨑　真志(1) 1m80

北稜･京都 東大阪大柏原･大阪 東海大仰星･大阪 市尼崎･兵庫 社･兵庫 春日丘･大阪 米原･滋賀

川中　透矢(1) 1m83 神崎　隼人(1) 1m80

近大和歌山･和歌山 社･兵庫

長野　董也(1) 4m50 前中　颯斗(1) 4m40 田中　悠貴(1) 4m20 山瀬　雄大(1) 4m10 中村　響大(1) 4m00 渡邉　　空(1) 4m00 藤島　瑛琉(1) 3m90 田中　聖士(1) 3m70

王寺工業･奈良 近大和歌山･和歌山 西京･京都 奈良育英･奈良 北稜･京都 大塚･大阪 福井･大阪 大塚･大阪

福島　直樹(1) 6m86 長谷川侑輝(1) 6m77 松田　竜弥(1) 6m77 岩出　　悠(1) 6m71 増山　煌冨(1) 6m70 奥田　将生(1) 6m67 森　　明徳(1) 6m59 岡西　璃輝(1) 6m55

箕面自由･大阪 -0.4 社･兵庫 -0.3 清風･大阪 +1.1 滝川第二･兵庫 +0.1 比叡山･滋賀 +1.2 比叡山･滋賀 +2.3 一条･奈良 +4.5 奈良育英･奈良 +2.4 

岩出　　悠(1) 13m98 中橋　知良(1) 13m76 松原玲久斗(1) 13m74 善利　諦英(1) 13m69 奥村　莉生(1) 13m53 矢持　皓聖(1) 13m47 大渡　傳人(1) 13m34 岡西　璃輝(1) 13m19

滝川第二･兵庫 +3.8    比叡山･滋賀 +2.6 大阪･大阪 +1.8 米原･滋賀 +0.5 和歌山北･和歌山 +2.6 開智･和歌山 +1.6 北稜･京都 -0.5 奈良育英･奈良 +1.7 

砲丸投 永江翔太朗(1)  14m31 髙橋　雄大(1)  13m59 村上　翔太(1)  13m28 大野　和晴(1)  12m60 吉田　翔維(1)  12m47 萩原　大地(1)  12m17 長谷川雄琉(1)  12m00 加藤　希歩(1)  11m38

(6.000kg) 紀央館･和歌山 太成学院･大阪 大阪･大阪 東海大仰星･大阪 県立商業･奈良 東大寺学園･奈良 花園･京都 和歌山商･和歌山

円盤投 ｱﾂｵﾋﾞﾝ ｱﾝﾄﾞﾘｭｳ(1)  42m40 永江翔太朗(1)  42m33 波部　拓真(1)  39m07 中谷　澪音(1)  38m72 大野　和晴(1)  37m99 髙橋　雄大(1)  36m76 萩原　大地(1)  35m27 小杉　春陽(1)  34m56

(1.750kg) 花園･京都 紀央館･和歌山 花園･京都 神戸第一･兵庫 東海大仰星･大阪 太成学院･大阪 東大寺学園･奈良 西野田工科･大阪

ハンマー投 ｱﾂｵﾋﾞﾝ ｱﾝﾄﾞﾘｭｳ(1)  54m04 長谷川雄琉(1)  49m02 加藤　希歩(1)  41m74 八田　好誠(1)  38m99 今井　陸都(1)  37m82 山本　翔太(1)  37m06 黒河　陽月(1)  36m89 志手　奏太(1)  35m87

(6.000kg) 花園･京都 花園･京都 和歌山商･和歌山 久御山･京都 大津商･滋賀 近大附･大阪 社･兵庫 大体大浪商･大阪

やり投 村上　翔太(1)  53m34 大前　遥人(1)  48m06 秋田　倖佑(1)  45m56 前山　　奏(1)  45m38 筑紫　公秀(1)  45m16 大住　槙月(1)  44m76 柴田　陽斗(1)  44m52 楠嶺　天寅(1)  43m93

(0.800kg) 大阪･大阪 大津商･滋賀 比叡山･滋賀 海南･和歌山 西城陽･京都 奈良･奈良 兵庫工･兵庫 東海大仰星･大阪

洛南 40.81 東海大仰星 41.37 滝川第二 41.41 関大北陽 41.50 大阪 41.76 比叡山 41.83 大体大浪商 41.99

  村松　悦基(1)   角本　尚也(2)   藤本　圭亮(1)   大路昇太郎(2)   岡本　　隼(2)   増山　煌冨(1)   植村　亮太(2)

  津田　伊万(2)   青山　侑樹(1)   和田　純弥(2)   島瀬　裕次(2)   瀬楽　雅斗(2)   杉田　昊輝(2)   池辺　智哉(2)

  中川　敬貴(2)   西岡　尚輝(1)   村上　堅亮(2)   小倉　和門(1)   妻鹿　　匠(2)   保正　和希(2)   南　　政希(2)

  土城　隼磨(1)   堀　　泰将(2)   年綱　晃広(1)   徳廣　匡祇(2)   松永　颯優(2)   井上健士郎(2)   山本　浩千(1)

洛南・京都 137点 社・兵庫 88点 関大北陽・大阪 54点 滝川第二・兵庫 53.5点 比叡山・滋賀 51.5点 花園・京都 50点 東海大仰星・大阪 40点 大阪・大阪 36点

洛南・京都 55点 花園・京都 37点 社・兵庫 34点 滝川第二・兵庫 31.5点 東海大仰星・大阪 31点 比叡山・滋賀 26.5点 大阪・大阪 25点 西脇工・兵庫 20点

洛南・京都 70点 社・兵庫 46点 関大北陽・大阪 30点 彦根翔西館・滋賀 29点 乙訓・京都 28点 智辯カレッジ・和歌山 25点 近大附・大阪 21点 市尼崎・兵庫 17点

総　　   務： 北　脇　　　剛

165校 主催： 近畿高等学校体育連盟 主管：兵庫県高等学校体育連盟陸上競技部 記 録 主 任： 中　村　　　暁

815名 兵庫県教育員会 　　　兵庫陸上競技協会 ﾄﾗｯｸ審判長： 榎　本　隆　夫

近畿陸上競技協会 水　田　雅　幸
跳躍審判長: 山　村　博　之

※気象状況は2年女子の欄に記載 共催： 神戸市・神戸市教育委員会 投擲審判長: 奥　道　利　浩
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2022年9月16日(金)・17日(土)・18日(日)

成績一覧表 （大会コード：22501701） 神戸ユニバー記念競技場（競技場コード：281080）

日付 種目
参加
人数

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位

冨田　啓斗(2) 10.65 山田　　瞬(2) 10.71 安井　達哉(2) 10.72 甲斐　日翔(2) 10.76 冨田　雅晴(2) 10.80 白石　　稜(2) 10.80 中川　敬貴(2) 10.80 谷埜　太郎(2) 10.80

近大附･大阪 +2.8 清風･大阪 +2.8 育英･兵庫 +2.8 洛南･京都 +2.8 奈良･奈良 +2.8 三田･兵庫 +2.6 洛南･京都 +2.8 初芝橋本･和歌山 +2.6 

津田　伊万(2) 21.35 山本　麻斗(2) 21.43 冨田　啓斗(2) 21.45 冨田　雅晴(2) 21.89 安井　達哉(2) 21.93 村上　堅亮(2) 22.04 中西　　隼(2) 22.14 松永　颯優(2) 22.47

洛南･京都 +1.9 草津･滋賀 +1.9 近大附･大阪 +1.9 奈良･奈良 +1.9 育英･兵庫 +1.9 滝川第二･兵庫 +1.9 西京･京都 +1.9 大阪･大阪 +1.9 

堀田　雅斗(2) 48.26 小幡　丈士(2) 48.61 瀧埜　　蒼(2) 48.90 播磨　仁太(2) 49.22 保正　和希(2) 50.02 藤原　和真(2) 50.25 大西　翔也(2) 50.39 リード来優(2) 50.71

枚方･大阪 宝塚･兵庫 滝川第二･兵庫 東山･京都 比叡山･滋賀 洛南･京都 東海大仰星･大阪 大阪･大阪

萬野　七樹(2)  1:53.29 福田　海未(2)  1:54.21 髙木　章伍(2)  1:54.51 中西　柊樹(2)  1:56.54 岡田　開成(2)  1:57.74 松岡　空良(2)  1:58.52 山田　翔悟(2)  1:59.04 久世　大朗(2)  2:01.57

大塚･大阪 智辯カレッジ･奈良 河瀬･滋賀 大津商･滋賀 洛南･京都 京都外大西･京都 膳所･滋賀 関大北陽･大阪

松尾　侍弦(2)  3:53.38 東　　悠太(2)  3:53.66 柏木　優希(2)  3:54.04 福田　海未(2)  3:54.64 岡田　開成(2)  3:54.91 磯部煌太郎(2)  3:55.47 日数谷隼人(2)  3:57.56 吉木　寛馬(2)  3:58.34

奈良育英･奈良 洛南･京都 智辯カレッジ･奈良 智辯カレッジ･奈良 洛南･京都 長田･兵庫 神港学園･兵庫 近大附･大阪

並川　颯太(2) 14:22.87 柏木　優希(2) 14:38.42 七枝　　直(2) 14:39.65 中西慶士郎(2) 14:54.96 平田　　碧(2) 14:56.21 若林　良樹(2) 15:02.30 野間　黎矢(2) 15:21.55 髙田　滉翔(2) 15:26.12

洛南･京都 智辯カレッジ･奈良 関大北陽･大阪 比叡山･滋賀 比叡山･滋賀 洛南･京都 関大北陽･大阪 須磨学園･兵庫

１１０ｍＪＨ 杉田　　善(2) 14.15 蓮香　　颯(2) 14.23 尾形　成梧(2) 14.29 須佐見容平(2) 14.30 山内　政成(2) 14.52 國井　大翔(2) 14.63 金田　壮平(2) 14.89

(0.991/9.14m) 生野･大阪 +2.1 社･兵庫 +2.1 洛南･京都 +2.1 海南･和歌山 +2.1 大体大浪商･大阪 +2.1 市尼崎･兵庫 +2.1 社･兵庫 +2.1 

４００ｍＨ 橋本　諒生(2) 52.11 堀口　颯汰(2) 53.78 廣田　悠磨(2) 53.83 金田　壮平(2) 53.95 宮坂　寛仁(2) 54.27 大久保康祐(2) 55.21 橋本　圭汰(2) 55.42

(0.914/35m) 乙訓･京都 熊野･和歌山 近大附･大阪 社･兵庫 乙訓･京都 比叡山･滋賀 姫路商･兵庫

３０００ｍＳＣ 髙木　崚平(2)  9:10.46 福冨　　翔(2)  9:12.99 早尻　智人(2)  9:15.16 上田　航大(2)  9:16.65 糟谷　源太(2)  9:18.35 永井　孝明(2)  9:19.59 中村　貫太(2)  9:23.62 河合　恒輝(2)  9:28.59

(0.914m) 洛南･京都 須磨学園･兵庫 滋賀学園･滋賀 西脇工･兵庫 関大北陽･大阪 洛北･京都 洛南･京都 上宮･大阪

吉岡　秀賢(2) 22:32.98 津田　彩翔(2) 22:35.55 柴野　大輔(2) 23:26.16 岡森　太路(2) 23:32.09 高田　智生(2) 23:40.73 三谷　翔真(2) 23:56.53 小堀慎之介(2) 24:40.91 林田　岳大(2) 24:47.31

大塚･大阪 滋賀学園･滋賀 膳所･滋賀 宝塚･兵庫 洛南･京都 京都工学院･京都 大体大浪商･大阪 水口東･滋賀

石井　喜人(2) 2m03 新山　創大(2) 2m03 川﨑　俊祐(2) 1m97 小島　碧波(2) 1m97 井上　翔太(2) 1m94 大平夏野人(2) 1m91 長田　瑛志(2) 1m91

市尼崎･兵庫 関大北陽･大阪 市尼崎･兵庫 社･兵庫 一条･奈良 桂･京都 彦根東･滋賀

黒田琥央佑(2) 1m91

四條畷･大阪

高山　　烈(2) 4m30 赤坂　　翼(2) 4m00 西山　晃輔(2) 4m00 小西一太朗(2) 3m90 小路　拓実(2) 3m90 松田　幸輝(2) 3m80 土居　弘季(2) 3m80

明石商･兵庫 洛東･京都 添上･奈良 明石商･兵庫 近大和歌山･和歌山 添上･奈良 北野･大阪

池田　泰我(2) 3m80

北千里･大阪

中田　凱斗(2) 7m09 工藤　匠真(2) 6m97 亀之園　新(2) 6m90 平原　壮真(2) 6m90 藤本　謙伸(2) 6m90 元木　涼介(2) 6m86 山口　裕星(2) 6m83 戸島　清太(2) 6m76

北稜･京都 +0.5 乙訓･京都 +1.1 関大北陽･大阪 +2.5 彦根翔西館･滋賀 +1.3 社･兵庫 +2.3 洛南･京都 +0.2 汎愛･大阪 +0.8 奈良育英･奈良 +1.4 

工藤　匠真(2) 15m05 藤本　謙伸(2) 14m84 中田　凱斗(2) 14m83 實藤　　仁(2) 14m64 新山　創大(2) 14m25 浦川　尚樹(2) 14m18 戸島　清太(2) 14m07 岡田　碧伊(2) 14m01

乙訓･京都 +3.9    社･兵庫 +0.9 北稜･京都 +1.1 生駒･奈良 +2.8 関大北陽･大阪 +1.6 洛南･京都 +0.2 奈良育英･奈良 +3.9 彦根翔西館･滋賀

砲丸投 桑添　喬偉(2)  15m41 須田　旺来(2)  15m15 森川　陽介(2)  14m88 藤原　大心(2)  14m28 田中鷲仁生(2)  13m68 山内　弘稀(2)  13m44 冨江　駿仁(2)  13m38 青野　勇護(2)  12m98

(6.000kg) 和歌山工･和歌山 社･兵庫 添上･奈良 大体大浪商･大阪 神戸第一･兵庫 太成学院･大阪 滋賀学園･滋賀 乙訓･京都

円盤投 谷口　大翔(2)  44m05 阪上　弘貴(2)  43m07 桑添　喬偉(2)  42m10 藤田　和希(2)  42m08 田中鷲仁生(2)  41m13 北村　翔也(2)  40m76 大森ジョウイ(2)  39m85 植田　彪雅(2)  39m15

(1.750kg) 彦根翔西館･滋賀 西城陽･京都 和歌山工･和歌山 向陽･和歌山 神戸第一･兵庫 明石商･兵庫 飾磨工･兵庫 大体大浪商･大阪

ハンマー投 比嘉　琉星(2)  51m79 髙屋　友希(2)  51m70 永田　大和(2)  50m88 須田　旺来(2)  49m37 笹倉　和楽(2)  49m11 長東　功大(2)  48m88 鈴木　雄太(2)  48m04 大森　太郎(2)  46m77

(6.000kg) 大津商･滋賀 花園･京都 花園･京都 社･兵庫 社･兵庫 大体大浪商･大阪 滋賀学園･滋賀 彦根翔西館･滋賀

やり投 谷口　大翔(2)  61m80 渡邉　　宙(2)  57m50 村岸　大空(2)  54m97 角田　陽都(2)  54m68 藤田　和希(2)  54m01 松本　樹楽(2)  53m27 小森　遥斗(2)  50m68 石黒　太陽(2)  50m25

(0.800kg) 彦根翔西館･滋賀 草津東･滋賀 彦根翔西館･滋賀 北嵯峨･京都 向陽･和歌山 宮津天橋･京都 桜宮･大阪 添上･奈良

社  3:15.50 滝川第二  3:16.04 比叡山  3:16.31 大阪  3:17.46 洛南  3:17.68 枚方  3:19.39 関大北陽  3:19.76 大塚  3:20.05

  橋詰　竜輝(1)   村上　堅亮(2)   保正　和希(2)   山本真ノ介(2)   藤原　和真(2)   越野　　陸(2)   亀之園　新(2)   道野　尊琉(1)

  上治　大琉(1)   瀧埜　　蒼(2)   森　　宥誠(2)   奥野　　耀(2)   岸本　恭汰(1)   堀田　雅斗(2)   堀田　陽樹(2)   萬野　七樹(2)

  山田　那月(1)   和田　純弥(2)   森口　匠真(1)   冨江　俊矢(2)   村松　悦基(1)   出野　絃季(2)   島瀬　裕次(2)   前川　瑠偉(2)

  足立　朱優(1)   新澤　悠人(2)   古田　凌也(1)   リード来優(2)   津田　伊万(2)   重野　伊吹(2)   新山　創大(2)   立石　悠真(2)

洛南・京都 137点 社・兵庫 88点 関大北陽・大阪 54点 滝川第二・兵庫 53.5点 比叡山・滋賀 51.5点 花園・京都 50点 東海大仰星・大阪 40点 大阪・大阪 36点

洛南・京都 55点 花園・京都 37点 社・兵庫 34点 滝川第二・兵庫 31.5点 東海大仰星・大阪 31点 比叡山・滋賀 26.5点 大阪・大阪 25点 西脇工・兵庫 20点

洛南・京都 70点 社・兵庫 46点 関大北陽・大阪 30点 彦根翔西館・滋賀 29点 乙訓・京都 28点 智辯カレッジ・和歌山 25点 近大附・大阪 21点 市尼崎・兵庫 17点

140校 主催： 近畿高等学校体育連盟 主管：兵庫県高等学校体育連盟陸上競技部 総　　   務： 北　脇　　　剛

691名 兵庫県教育員会 　　　兵庫陸上競技協会 記 録 主 任： 中　村　　　暁

近畿陸上競技協会 ﾄﾗｯｸ審判長： 榎　本　隆　夫

※気象状況は2年女子の欄に記載 共催： 神戸市・神戸市教育委員会 水　田　雅　幸
跳躍審判長： 山　村　博　之
投擲審判長： 奥　道　利　浩

８位

優秀選手 橋本　諒生（乙訓・京都）
参加人数

参加校数

18

18日 三段跳 18

18

17日 ５０００ｍＷ 16
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18日

第55回 近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会

対校得点

男子総合

１　　年

２　　年

18日 18

共

通

18日 ４×４００ｍ
36
ﾁｰﾑ

17日

17日 18

16日 18

１００ｍ 18

16日 走幅跳

17日 18

16日 18

16日 18

17日 １５００ｍ 18

18日 ５０００ｍ 18

18

17日 ４００ｍ 18

16日 ８００ｍ 18

16日 ２００ｍ

17日 走高跳 17

16日 棒高跳 12

２ 年 ・ 男 子


