
日付 種目

魚里　勇介 11"00 (-0.5) 坂田　将司 11"18 (-0.5) 安藤　翔太 11"35 (-0.5) 稲田　昇平 11"39 (-0.5) 浮氣　将裕 11"41 (-0.5) 川本　正哉 11"55 (-0.5) 西田　匡志 11"56 (-0.5) 備藤　翼 11"62 (-0.5)

兵庫・青雲 大阪・若江 京都・大成 兵庫・伊丹南 兵庫・浜の宮 滋賀・守山北 滋賀・田上 大阪・豊中八

段林　翔希 11"61 (-2.0) 桐生　祥秀 11"84 (-2.0) 坂井　智 11"88 (-2.0) 寺田　クウィニィ桂上 11"91 (-2.0) 細川　和紀 11"93 (-2.0) 髙野　健 12"05 (-2.0) 近藤　巧 12"05 (-2.0) 西村　顕志 12"10 (-2.0)

兵庫・鈴蘭台 滋賀・彦根南 和歌山・西浜 大阪・十三 大阪・蹉跎 滋賀・粟津 兵庫・甲陵 滋賀・びわ

坂本　晴輝 12"17 (-0.6) 多田　雄樹 12"26 (-0.6) 佐々木　哲也 12"39 (-0.6) 澤野　碧 12"44 (-0.6) 岸　隼也 12"44 (-0.6) 園部　雄三 12"53 (-0.6)

兵庫・加古川 京都・木津 大阪・玉出 奈良・高田 兵庫・有野北 京都・修学院

池上　英徳 12"44 (-0.6)

滋賀・八幡西

高柳　俊隆 4'31"60 藤井　翔太 4'33"42 橋詰　大慧 4'34"70 小澤　直人 4'35"19 佐々木　浩平 4'35"25 長谷川　刻矢 4'35"93 野津　俊太 4'37"88 森坂　嵐 4'38"77

兵庫・加古川山手 京都・修学院 和歌山・下津第二 滋賀・水口 滋賀・滋大附属 大阪・平田 京都・洛北附属 大阪・枚方長尾

三崎　大樹 22"53 (-0.4) 島村　亮 22"55 (-0.4) 池　剛志 22"66 (-0.4) 奥野　遼平 22"69 (-0.4) 西川　晃輝 22"88 (-0.4) 小谷　大地 23"03 (-0.4) 北風　優貴 23"14 (-0.4) 紀平　直人 23"31 (-0.4)

兵庫・白川台 滋賀・田上 兵庫・潮見 奈良・富雄南 兵庫・揖保川 奈良・平城西 京都・江陽 大阪・高槻

前田　直哉 51"03 津田　将隆 51"06 河﨑　慎吾 51"34 橘田　佳和 51"70 向山　尊次 52"02 牛尾　瑞貴 52"52 森　知幸 52"75 落合　良樹 53"26

滋賀・甲賀 大阪・近大附属 兵庫・深津 大阪・泉ヶ丘東 京都・宇治 兵庫・桃山台 京都・長岡第三 大阪・茨木西

竹中　惇 2'02"87 田中　稜也 2'03"38 田中　佑樹 2'03"71 一色　恭志 2'04"10 友田　浩平 2'04"13 三宅　雄大 2'04"71 瀬領　尚輝 2'04"89 松岡　亮佑 2'05"16

京都・西陵 兵庫・多聞東 大阪・加美南 京都・橋立 兵庫・加古川 滋賀・安曇川 大阪・浅香山 兵庫・朝日

前野　裕行 4'09"82 北野井　智希 4'10"00 寺本　亮輔 4'10"72 野口　拓人 4'12"16 深澤　哲也 4'14"12 武内　基真 4'14"61 田中　敬也 4'17"30 松本　光司 4'20"04

兵庫・桜が丘 奈良・八木 大阪・浜寺南 京都・大住 京都・音羽 大阪・豊中十七 滋賀・市立守山 奈良・八木

秋山　雄飛 8'56"89 籔下　響大 9'00"10 服部　賢志 9'02"03 西村　宗 9'02"73 南　隆之介 9'05"68 江口　昂佑 9'06"59 髙田　康志郎 9'07"66 城越　洸星 9'09"33

兵庫・三田学園 兵庫・加古川山手 奈良・香芝北 京都・綾部 大阪・上野芝 大阪・東陽 兵庫・青雲 京都・立命館

鍵本　訓近 14"66 (-1.2) 佐久間　翔太郎 14"72 (-1.2) 間處　将太 14"75 (-1.2) 福井　智衆 15"02 (-1.2) 大川　順也 15"13 (-1.2) 辻　康広 15"28 (-1.2) 安永　南津樹 15"47 (-1.2) 大西　佑希 15"56 (-1.2)

奈良・八木 兵庫・播磨南 兵庫・平岡南 京都・木津 兵庫・深津 滋賀・能登川 京都・洛北附属 滋賀・水口東

兵庫・浜の宮 44"11 滋賀・守山北 44"34 奈良・八木 44"42 京都・大成 44"85 大阪・千里丘 44"93 兵庫・青雲 45"03 大阪・三国 45"13 奈良・天理西 45"21

名村　和希 城野　有希 清水　翼 小野　恒成 山本　翔 小嶋　涼太 小野　大地 小路　涼太

浮氣　将裕 川本　正哉 鍵本　訓近 中井　嘉久 平　巧輝 魚里　勇介 前濱　良太 澤山　翔悟

義澤　允 井上　亮 石丸　翔也 安藤　翔太 梶尾　良佑 増井　蒼太 宮前　嵩之 清水　凌平

廣田　英一郎 西村　俊輝 鍵本　真啓 東川　滉希 仲　郁紀 関　奏人 牧内　颯 薮内　良介

大阪・蹉跎 47"32 滋賀・彦根南 47"61 京都・木津 47"66 奈良・高田 47"67 兵庫・有野北 47"71 兵庫・八景 47"91 大阪・枚岡 48"10 奈良・式下 48"19

神田　寛登 黒丸　智弘 玉﨑　一颯 藤井　慎平 浅野　徹 川越　史嵩 藤平　陵太 大角　謙太

渡部　弘樹 疋田　天希 多田　雄樹 澤野　碧 岸　隼也 西薗　宗輝 北川　遥貴 山本　拓実

家座　準也 久木　統希也 永島　一矢 富浦　直人 山本　誉志樹 金古　正也 久保　智大 森　大樹

細川　和紀 桐生　祥秀 辻　亮輔 酒井　豪 藤原　一晟 岡　竜平 入江 信也 桶谷　拳志朗

平　巧輝 1m85 川中　誠 1m85 中村　太一 1m85 西田　悠人 1m80 梅村　武彦 1m75 佐藤　颯真 1m75

大阪・千里丘 大阪・三国 京都・双ヶ丘 京都・勧修 滋賀・安曇川 兵庫・緑が丘

奥門　祥春 1m80 渡辺　匡志 1m75

兵庫・兵教大附 和歌山・紀之川

日置　健也 4m00 辻　祐喜 3m90 西秋　吉伶 3m80 町田　大地 3m80 濱崎　優 3m60 大植　悠真 3m60 永井　洋輔 3m40

奈良・片塩 滋賀・能登川 滋賀・柏原 兵庫・小田北 兵庫・小田北 大阪・山滝 和歌山・近大附属

堀田　早人 3m80 澤　薫 3m40

大阪・陵南 滋賀・城山

恒次　涼太 3m40

奈良・田原本

渡邉　康裕 7m09 (+1.5) 平井　修吾 6m63 (+1.4) 荻野　翔 6m51 (+0.7) 島津　将基 w6m46 (+2.1) 金澤　俊貴 6m45 (0.0) 西川　智貴 6m43 (+1.5) 松下　隼人 6m33 (+0.9) 山崎　康平 w6m29 (+2.1)

兵庫・櫨谷 京都・男山 兵庫・春日 大阪・堺長尾 奈良・桜井 滋賀・日野 大阪・豊中十三 京都・岡崎

和多利　瑛洋 13m44 (+1.3) 桑原　拓弥 13m24 (+0.4) 廣田　英一郎 13m04 (+1.5) 吉田　侑弥 12m93 (+0.6) 新井　大智 w12m92 (+2.8) 国友　亮太 12m87 (-0.9) 谷　馨 12m72 (+1.0)

京都・泉川 和歌山・岩出 兵庫・浜の宮 奈良・榛原 滋賀・甲南 兵庫・狭間 兵庫・有野北

宮田　弘輝 12m92 (+0.3)

大阪・東我孫子

芝岡　拓哉 14m82 岸本　雄介 14m44 磯本　昂甫 14m41 香山　勇輝 14m36 森　大地 14m06 谷口　秀仁 13m53 中川　雄太 13m34 山川　智章 12m91

大阪・貝塚四 大阪・松虫 兵庫・志方 兵庫・福田 兵庫・宝殿 奈良・広陵 和歌山・近大附属 京都・春日丘

細川　浩 50m54 谷口　兼次郎 50m25 青木　裕司 48m00 福西　拓未 47m78 吉見　勇人 44m77 荒木　慎大郎 44m61 井本　大貴 44m06 上林　翔也 43m32

兵庫・福田 大阪・盾津 京都・立命館 奈良・都祁 大阪・松虫 兵庫・豊岡南 大阪・大和川 京都・詳徳

下司　剛久 2681 美甘　哲也 2524 仁井　大志 2495 乾　大輔 2454 阪口　壽也 2439 伊藤　学 2373 森下　浩平 2330 中江　祥吾 2268

兵庫・望海 兵庫・小園 兵庫・有野北 京都・長岡第三 大阪・盾津 滋賀・志賀 京都・木幡 奈良・飛鳥

8月6日 110mH

8月6日 砲丸投

8月6日 走高跳

8月6日 400m

8月7日 100m

8月6日 1500m

３年男子 8月6日 100m

低学年男子 8月6日 4x100mR

１年男子

２年男子

1m70 1m70

53"13 55"09 53"71 55"08 55"23 55"01 57"21 57"73

1m75 1m78 1m70 1m75 1m65 1m70

15"37 (+0.2) 16"25 (+0.1)

10m75 11m62 11m16 11m31 12m05 11m00 9m70 10m65

14"68 (+1.6) 15"97 (+0.1) 15"91 (+0.2) 16"22 (+1.6) 15"97 (+0.2) 16"43 (+0.2)

8月6日 円盤投

8月6日 四種競技

8月7日 三段跳

8月7日 砲丸投

8月6日 棒高跳

8月6日 走幅跳

8月7日 4x100mR

共通男子 8月7日 走高跳

8月7日 3000m

8月6日 110mH

8月7日 800m

8月7日 1500m

7位 8位

共通男子 8月6日 200m

8月6日 400m

8月7日 100m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

競技場名 神戸総合運動公園陸上競技場 記録主任 信近　清志

主催団体名 近畿中学校体育連盟　近畿各府県教育委員会 陸協名 兵庫陸上競技協会

競技会名 近畿中学校総合体育大会・陸上競技大会
期日・時刻 2009/8/6･7 審判長

永井　哲夫　・　井上　寿一
池野　憲一郎　・　竹原　昇



日付 種目

武本　知紘 12"26 (0.0) 村上　彩花 12"54 (0.0) 藤村　葵 12"76 (0.0) 迫　百合愛 12"91 (0.0) 中野　絵理子 12"92 (0.0) 西野　泰加 12"98 (0.0) 吉本　理沙 13"09 (0.0) 長谷川　花暖 13"10 (0.0)

奈良・都祁 兵庫・宝殿 京都・亀岡 大阪・石切 兵庫・井吹台 大阪・泉南 大阪・友渕 京都・北城陽

下村　香穂 12"94 (-2.0) 北澤　沙耶 13"10 (-2.0) 藤原　理奈 13"11 (-2.0) 城谷　美沙希 13"23 (-2.0) 有馬　めぐみ 13"26 (-2.0) 石本　侑希奈 13"26 (-2.0) 森下　恵利佳 13"44 (-2.0) 松本　侑那 13"52 (-2.0)

兵庫・白川台 滋賀・粟津 京都・立命館宇治 兵庫・三木東 兵庫・井吹台 大阪・小津 滋賀・守山北 奈良・新庄

林　香織 13"17 (+0.7) 小田　早織 13"21 (+0.7) 榊　遥 13"32 (+0.7) 楢原　永巳 13"36 (+0.7) 庄司　優佳 13"36 (+0.7) 石原　千怜 13"43 (+0.7) 建部　つぐみ 13"48 (+0.7)

京都・大枝 兵庫・住吉 兵庫・宝殿 奈良・八木 京都・桂川 大阪・島本一 大阪・養精

辰己　楓 13"21 (+0.7)

兵庫・上ヶ原

荒木　夏波 25"73 (-1.2) 安達　真琴 26"09 (-1.2) 岡　由依子 26"13 (-1.2) 神崎　恵利 26"26 (-1.2) 稲岡　真由 26"64 (-1.2) 荒金　優奈 26"75 (-1.2) 熊谷　美咲 26"77 (-1.2) 谷口　明日香 26"96 (-1.2)

大阪・豊中十四 滋賀・南郷 兵庫・加古川 兵庫・小田南 京都・中京 大阪・淀川 兵庫・太山寺 滋賀・守山北

澤井　喜百 2'14"59 中田　美保 2'14"81 福田　有以 2'15"40 廣田　麻衣 2'16"81 黒田　みな 2'21"92 岡田　茅里 2'21"96 大前　七実 2'23"93 横田　麻里亜 2'23"97

兵庫・氷丘 兵庫・光ガ丘 兵庫・稲美北 京都・蜂ヶ岡 大阪・赤坂台 京都・広野 奈良・香芝東 滋賀・今津

横江　里沙 4'27"07 清政　愛理 4'32"11 大森　菜月 4'32"26 本母　有紀 4'36"41 池内　彩乃 4'38"98 吉川　りつこ 4'39"52 隠岐　麻子 4'40"92 竹今　紗英 4'41"98

兵庫・稲美北 兵庫・稲美北 大阪・豊中十六 兵庫・安室 京都・洛西 京都・蜂ヶ岡 奈良・天理西 京都・蜂ヶ岡

梅原　紗月 13"97 (0.0) 毎床　結紀 14"14 (0.0) 山中　亜耶 14"36 (0.0) 中村　有希 14"38 (0.0) 新　裕衣 14"43 (0.0) 福井　葵 14"60 (0.0) 小林　美咲 14"73 (0.0) 弓場　咲良 14"87 (0.0)

京都・京都文教 NGR 兵庫・広畑 奈良・三笠 京都・橋立 兵庫・大久保 大阪・箕面三 兵庫・増位 京都・木津

大阪・石切 49"38 兵庫・井吹台 49"53 京都・京都文教 49"91 兵庫・宝殿 50"16 奈良・片塩 50"35 滋賀・今津 50"46 兵庫・広畑 50"54 奈良・八木 51"01

吉田　美咲 有馬　めぐみ 植田　柚里 坂下　祐佳 荻野　春菜 河原田　枝里 今城　真由香 福田　成美

迫　百合愛 中野　絵理子 梅原　紗月 村上　彩花 西村　由依 古谷　佳穂 毎床　結紀 冨永　佐知

西村　有希 小倉　穂乃子 五十住　佳那子 後藤　瑠美 日置　美菜 大橋　生 藤井　まりあ 岩井　彩華

江守　理沙 岸本　奈々 佐野　知奈美 長谷川　祐花 赤松　祐菜 能芝　七海 杉本　麻香 中島　美佳

奈良・御所 51"76 兵庫・大久保 52"08 兵庫・有野北 52"38 兵庫・宝殿 52"53 大阪・小津 52"53 滋賀・能登川 53"16

吉川　奈緒 藤田　千聖 山口　有理奈 小中　樹里 藤原　加菜実 国本　あきこ

町田　つかさ 松岡　祐希 谷掛　ちひろ 榊　遥 鼻毛　沙弥華 加藤　伊織

保井　沙来 干場　和加奈 河田　江梨那 佐野　裕里江 最相　葉名 福井　彩香

村埜　文香 池田　真菜 淡田　夏都香 松陰　映里 石本　侑希奈 青山　紋叶

京都・精華西 52"08

仲地　結花

綱田　佳純

石崎　綾理

三浦　まどか

上島　みどり 1m71 荒谷　絵里佳 1m65 濱津　麻愛 1m56 辻　愛 1m56 町田　瑞季 1m56 高橋　花梨 1m53

京都・花園 NGR 大阪・長尾西 大阪・咲くやこの花 奈良・郡山南 兵庫・上ヶ原 大阪・松虫

元田　花 1m56 青山　紋叶 1m53

京都・西京附属 滋賀・能登川

小野　史織 5m55 (0.0) 藤井　まりあ 5m47 (+0.7) 角木　麻里子 5m31 (0.0) 山内　沙厘 5m20 (+1.3) 渕田　有美 5m14 (+1.5) 北川　真帆 5m12 (0.0) 宇野　早央里 5m08 (+1.8) 伊藤　愛 5m08 (+0.3)

滋賀・柏原 兵庫・広畑 大阪・枚方 奈良・式下 滋賀・安曇川 奈良・八木 大阪・泉南 和歌山・文成

藤原　加菜実 13m34 田口　奈菜美 13m11 筒井　麻莉 12m85 中島　美穂 12m53 岸本　紋芽 12m40 湯川　早陽 12m12 間　奈津希 12m04 麓　沙恵 12m00

大阪・小津 奈良・天理西 大阪・今市 兵庫・白川台 兵庫・新宮 和歌山・白浜 大阪・近大附属 京都・北城陽

松井　玲奈 36m02 田中　友子 33m05 山本　実果 33m03 車塚　愛実 32m60 小山　明友美 32m23 片桐　麻衣 31m68 太田　彩花 31m09 阪本　佳穂 29m02

兵庫・飾磨中部 京都・立命館 奈良・河合第二 兵庫・大久保 奈良・生駒 兵庫・洲浜 大阪・野村 和歌山・名田

藤本　奈那 2914 岩井　彩華 2720 山岡　未与 2700 松岡　絵里 2622 白石　萌 2520 太田　みなみ 2457 木下　ななか 2319 古賀　早絵 2314

兵庫・福崎東 NGR 奈良・八木 大阪・友渕 兵庫・福崎東 大阪・金岡南 京都・西京附属 京都・育親 大阪・縄手南

8月6日 100mH

8月6日 走高跳

8月6日 砲丸投

8月6日 200m

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

信近　清志

主催団体名 近畿中学校体育連盟　近畿各府県教育委員会 陸協名 兵庫陸上競技協会

w (wind assist) : 追風参考

競技会名 近畿中学校総合体育大会・陸上競技大会
期日・時刻 2009/8/6･7 審判長

永井　哲夫　・　井上　寿一
池野　憲一郎　・　竹原　昇

競技場名 神戸総合運動公園陸上競技場 記録主任

３年女子 8月6日 100m

低学年女子 8月6日 4x100mR

１年女子 8月7日 100m

２年女子

27"60 (-1.8) 28"43 (-1.8)27"29 (-1.5) 27"45 (-1.5) 27"03 (-1.5) 28"90 (-1.5) 28"30 (-1.5) 29"80 (-1.5)

10m23 9m5812m32 10m78 12m71 10m96 8m83 10m50

1m30 1m401m58 1m49 1m43 1m55 1m55 1m52

16"10 (-1.3) 16"09 (-0.6)15"07 (-0.6) w14"91 (+2.8) 15"80 (-1.3) w15"40 (+2.8) w15"46 (+2.8) 15"67 (-0.6)

8月6日 円盤投

8月6日 四種競技

8月6日 走幅跳

8月7日 砲丸投

8月7日 4x100mR

共通女子 8月7日 走高跳

8月7日 1500m

8月7日 100mH

共通女子 8月6日 200m

8月6日 800m

8月7日 100m


