
記録主任

日付 種目

井本　佳伸(3)  22.25 (+0.3) 梅川　峻(3)  22.53 (+0.3) 古川　樹(3)  22.79 (+0.3) 井上　航(3)  22.80 (+0.3) 瀧野　貴大(3)  22.86 (+0.3) 松本　拓巳(3)  23.03 (+0.3) 平峰　裕太(3)  23.03 (+0.3) 犀川　啓太(3)  23.32 (+0.3)

東輝・京都 井吹台・兵庫 明治池・大阪 楠葉・大阪 荒井・兵庫 加古川・兵庫 曙川・大阪 洛南附属・京都

山田　翼(3)  49.88 梅谷　穗志亜(3)  49.90 安藝　光遥(3)  51.31 伊藤　宏至(3)  51.44 橋本　真輝(3)  51.56 藤田　雄大(3)  52.33 新井　陽豊(3)  52.56 蓮葉　晴基(3)  53.01

加古川・兵庫 香芝東・奈良 山陽・兵庫 西脇・和歌山 咲くやこの花・大阪 豊中九・大阪 白鷺・兵庫 長岡二・京都

室　和希(3)  2:00.00 清水　晴斗(3)  2:01.06 松江　薫(3)  2:01.27 西田　圭吾(3)  2:01.85 藤本　璃久(3)  2:03.51 新井　和貴(3)  2:03.74 丸井　大河(3)  2:04.61 岩井　健太(3)  2:05.77

帝塚山・奈良 桂・京都 網野・京都 打出・滋賀 北神戸・兵庫 茨木西・大阪 湯浅・和歌山 旭丘・京都

北　和慶(3)  4:08.02 西村　暉(3)  4:10.15 橋本　大輝(3)  4:10.24 谷口　将也(3)  4:12.55 疋田　和直(3)  4:13.00 有田　恒(3)  4:14.85 久保田　飛翔(3)  4:16.44 杉岡　洸樹(3)  4:16.66

葛上・奈良 兄弟社・滋賀 桃山台・兵庫 亀川・和歌山 桃山・京都 男山東・京都 旭東・大阪 片塩・奈良

中尾　大樹(3)  8:57.37 中嶋　遼(3)  9:01.96 伴　直弥(3)  9:02.97 樋瀬　光稀(3)  9:08.33 前田　颯真(3)  9:09.82 中村　風馬(3)  9:11.35 岩嵜　友也(3)  9:13.21 坂本　将一朗(3)  9:14.06

宝殿・兵庫 箕面一・大阪 片山・大阪 野上・和歌山 茨木西・大阪 志賀・滋賀 大住・京都 けやき台・兵庫

平賀　健太郎(3)  14.51 (-2.3) 樋口　陸人(3)  14.78 (-2.3) 前田　篤志(3)  14.80 (-2.3) 裏出　陸(3)  14.93 (-2.3) 堂本　昌暉(3)  15.15 (-2.3) 徳岡　凌(3)  15.18 (-2.3) 大浦　竜城(3)  15.33 (-2.3) 二ノ宮　裕平(3)  15.44 (-2.3)

同志社・京都 平城東・奈良 甲武・兵庫 木津・京都 美原・大阪 西脇・兵庫 文成・和歌山 京都文教・京都

東輝・京都  43.45 咲くやこの花・大阪  43.73 甲武・兵庫  43.94 佐井寺・大阪  43.96 園田東・兵庫  44.26 光陽・奈良  44.31 学文・兵庫  44.42 帝塚山・奈良  44.58

秋月　大典(2) 小川　竜斗(3) 畠田　慎也(3) 津田　真太郎(3) 中島　岳穂(3) 巽　大紋(3) 末吉　拓海(3) 陣内　亮輔(3)

井本　佳伸(3) 尾崎　郁武(3) 三浦　悠聖(2) 吉田　真拓(3) 田口　竜也(2) 大谷　颯汰(3) 仲野　秀栄(3) 室　和希(3)

和田　遼(2) 長岡　泰成(3) 前田　篤志(3) 藤本　雄大(3) 山本　龍人(3) 中谷　勇輝(3) 有川　雄太(2) 大町　泰史(3)

中田　英駿(3) 橋本　真輝(3) 前園　大貴(3) 陰山　誠広(3) 吉田　遊悟(3) 阪本　航太(3) 須貝　亮太朗(3) 中村　誠大(3)

野村　優太(3)  1.91 阪口　裕飛(3)  1.88 山田　秀勝(3)  1.85 常信　京汰(3)  1.85 臼井　悠真(3)  1.85 竹内　啓朗(3)  1.85 東　直輝(3)  1.80

市立守山・滋賀 二条・京都 小野南・兵庫 甲陵・兵庫 天理西・奈良 茨木西・大阪 枚方一・大阪

佐藤　龍一(3)  1.80

湖北・滋賀

奥　吏玖(3)  4.30 今西　弘成(3)  4.00 宮﨑　稜(3)  3.90 森本　拓実(3)  3.90 和田　寛大(3)  3.80 岸本　大和(3)  3.80 細川　祐作(3)  3.80

嵯峨・京都 香住第一・兵庫 湊川・兵庫 田原本・奈良 洛北・京都 奈良学園登美ヶ丘・奈良 能登川・滋賀

西　哲生(3)  3.90

近大和歌山・和歌山

東口　優志(3)  6.89 (+0.9) 小林　大起(3)  w6.82 (+2.1) 長岡　泰成(3)  w6.67 (+3.3) 佐貫　源紀(2)  6.42 (+0.9) 東川　大樹(2)  w6.40 (+2.2) 眞野　航季(3)  w6.27 (+2.8) 四方　大介(2)  6.25 (+1.3) 吉田　弘道(3)  6.24 (+1.1)

東大寺学園・奈良 西小倉・京都 咲くやこの花・大阪 有野北・兵庫 式下・奈良 育親・京都 豊里・京都 福崎西・兵庫

小川　竜斗(3)  13.83 (+0.1) 村田　秀太(3)  13.66 (+1.6) 細見　洸太(3)  13.37 (+0.4) 川西　紘生(3)  13.18 (+0.5) 三方　怜(3)  w13.09 (+2.3) 曽根　颯(3)  12.99 (-0.6) 橘　輝典(3)  12.78 (0.0) 中村　悟(3)  12.65 (+1.1)

咲くやこの花・大阪 片塩・奈良 春日・兵庫 猪名川・兵庫 洛北・京都 杉・大阪 亀岡・京都 志賀・滋賀

大川　健人(3)  14.76 谷　瑛大(3)  14.74 増田　直樹(3)  14.52 下浦　大輝(3)  13.96 満田　海斗(3)  13.54 三田　穂貴(2)  13.35 松田　貫汰(2)  13.22 近藤　剛亘(3)  13.06

登美丘・大阪 南ひばりヶ丘・兵庫 光陽・奈良 山添・奈良 陵南・兵庫 大宇陀・奈良 旭陽・大阪 長岡三・京都

小林　裕季(3)  40.66 中村　美史(3)  40.06 冨永　翔太(2)  38.32 飛川　龍雅(3)  38.26 長谷川　樹希(3)  37.48 吉浦　翔馬(3)  37.02 平塚　健太郎(2)  36.32 瀧上　剛史(3)  35.64

神河・兵庫 西谷・兵庫 盾津・大阪 玉園・滋賀 押部谷・兵庫 吹田六・大阪 大成・奈良 育親・京都

大前　智哉(3)  2523 今岡　海斗(3)  2519 内藤　大貴(3)  2452 戸梶　巧貴(3)  2393 吉元　麻人(3)  2327 今別府　蛍水(3)  2325 森　勝都(3)  2302 北村　樹(3)  2276

三田学園・兵庫 茨田・大阪 広陵・兵庫 有野北・兵庫 金剛・大阪 土山・滋賀 園部・京都 洛北・京都

8月6日 110mH

8月6日 砲丸投

8月6日 走高跳

8月6日 400m

溝口　塁生(1)  11.82 (-1.1) 金也　仁(1)  12.10 (-1.1) 大見　剛正(1)  12.13 (-1.1) 山岡　右京(1)  12.13 (-1.1) 佐藤　蒼志(1)  12.24 (-1.1) 吉田　星矢(1)  12.35 (-1.1) 花満　星哉(1)  12.38 (-1.1) 小森　亮太朗(1)  12.39 (-1.1)

野々池・兵庫 本山南・兵庫 同志社・京都 塩瀬・兵庫 東城陽・京都 桜丘・大阪 加茂川・京都 東雲・大阪

西田　歩(1)  4:25.18 井澗　翔太(1)  4:26.43 諸冨　湧(1)  4:26.62 六萬　悠斗(1)  4:28.43 砂田　晟弥(1)  4:29.28 柑本　志温(1)  4:29.39 坂本　智基(1)  4:30.84 安原　太陽(1)  4:31.07

日吉・滋賀 明洋・和歌山 深草・京都 鹿島・兵庫 置塩・兵庫 木津二・京都 吉野・奈良 船岡・滋賀

阿部　寛太(2)  11.43 (0.0) 野中　楓(2)  11.64 (0.0) 宮本　光翼(2)  11.71 (0.0) 飯田　温哉(2)  11.77 (0.0) 伊藤　大和(2)  11.85 (0.0) 小島　翔大(2)  11.86 (0.0) 角田　龍(2)  11.99 (0.0)

盾津・大阪 加古川・兵庫 城南・京都 南池田・大阪 高穂・滋賀 杉・大阪 天理南・奈良

田中　聡(2)  11.71 (0.0)

太子東・兵庫

竹本　竜也(3)  11.40 (-1.5) 高尾　翼(3)  11.43 (-1.5) 安藤　誉浩(3)  11.48 (-1.5) 向山　理一朗(3)  11.49 (-1.5) 林　拓優(3)  11.52 (-1.5) 根上　大輝(3)  11.56 (-1.5) 丘田　龍弥(3)  11.57 (-1.5) 伊藤　照(3)  11.64 (-1.5)

上富田・和歌山 湯浅・和歌山 播磨・兵庫 守山南・滋賀 南郷・滋賀 交野三・大阪 高砂・兵庫 寝屋川九・大阪

加古川・兵庫  46.55 塩瀬・兵庫  47.18 咲くやこの花・大阪  47.72 枚方二・大阪  47.94 日吉・滋賀  48.24 大東・滋賀  48.31 式下・奈良  48.35 片山・大阪  48.52

野中　楓(2) 中村　優太(2) 谷山　翔太(2) 柳井　竜太朗(2) 川添　佑真(2) 清水　亮汰(2) 松村　勇佑(2) 平田　悠海(2)

田口　遥斗(1) 横山　修大(1) 奥村　諒(1) 瀬尾　京佑(1) 橋本　浩志(1) 髙森　翔(1) 木村　裕亮(1) 田辺　泰一(1)

杉本　一真(1) 山岡　右京(1) 新出　理羽人(1) 原島　隆治(1) 則貞　秀(1) 一色　涼太(1) 安井　涼(1) 藤戸　涼達(1)

松本　侑也(2) 中村　亮太(2) 加藤　雄人(2) 松永　侑樹(2) 家里　渓太(2) 堀居　拓(2) 東川　大樹(2) 垂水　聖也(2)

盾津・大阪　　同志社・京都　　１４点　　　*４位２校 日吉・滋賀　　１２点 塩瀬・兵庫　　１２点

京都　　　１１９．５点 奈良　　　８５点 滋賀　　　５９．５点府県対抗得点　男子

100m

１年男子 8月7日 100m

8月6日 1500m

低学年男子 8月6日 4x100mR

 16.22 (+0.2)  15.87 (+0.2)  16.14 (+0.2)

 1.75  1.65

 54.46  53.30  56.04  57.36  59.49  55.30  56.90  55.48

 1.65  1.70  1.70  1.81  1.65  1.50

8月7日 3000m

8月6日 110mH

8月7日 800m

8月7日 1500m

審判長
佐藤　　貢　・　小宿　義幸
都藤　将伸　・　栗林　秀行

7位 8位

共通男子 8月6日 200m

8月6日 400m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

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

競技会名 平成２６年度第６３回近畿中学校総合体育大会陸上競技大会
期日・時刻 2014/8/7

競技場名 神戸総合運動公園陸上競技場

甲武・兵庫　　１２点

兵庫　　　２０５点 大阪　　　１３２．5点

 16.63 (+0.2)  16.33 (-1.4)

 12.55  10.96  11.51  10.93  12.64  12.42  10.72  10.17

 15.78 (-0.4)

学校対抗得点　男子 咲くやこの花・大阪　　３１点 加古川・兵庫　　２６点 東輝・京都　　１６点

8月6日 棒高跳

8月6日 走幅跳

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 4x100mR

8月7日 走高跳

8月7日 砲丸投

 15.73 (-1.4)  15.65 (-1.4)

２年男子 8月7日 100m

３年男子 8月6日

信近 清志

和歌山　　　４６．５点



記録主任

日付 種目

審判長
佐藤　　貢　・　小宿　義幸
都藤　将伸　・　栗林　秀行

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

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

競技会名 平成２６年度第６３回近畿中学校総合体育大会陸上競技大会
期日・時刻 2014/8/7

競技場名 神戸総合運動公園陸上競技場

信近 清志

宮田　乙葉(3)  25.49 (+0.4) 菊岡　萌々(3)  25.83 (+0.4) 安田　明日翔(3)  25.90 (+0.4) 西村　寧々花(3)  26.10 (+0.4) 奥薗　佐津季(3)  26.15 (+0.4) 尾上　梨香(3)  26.44 (+0.4) 藤田　春奈(3)  26.55 (+0.4) 尾﨑　夏菜(3)  26.66 (+0.4)

朝霧・兵庫 大成・奈良 狭間・兵庫 東城陽・京都 橿原・奈良 猪名川・兵庫 光陽・奈良 千里丘・大阪

後藤　夢(3)  2:12.86 塩見　綾乃(3)  2:13.31 大原　里奈(3)  2:15.19 宮出　彩花(2)  2:16.58 藤井　利佳子(3)  2:18.16 樫原　真未(3)  2:18.59 礒野　恵梨(3)  2:18.99 大浦　咲穂(3)  2:27.14

平岡南・兵庫 桂・京都 佐野・大阪 東陽・大阪 瓦木・兵庫 松尾・京都 小野南・兵庫 式下・奈良

髙松　智美ムセンビ(3)  4:26.96 田中　希実(3)  4:31.06 竹内　ひかり(3)  4:39.36 南　茉里奈(2)  4:39.88 村尾　綾香(2)  4:40.14 野村　蒼(3)  4:41.27 鳴瀧　ほのか(3)  4:43.05 八木　あかり(3)  4:44.69

薫英女学院・大阪 小野南・兵庫 三島・大阪 龍野東・兵庫 桂・京都 上秋津・和歌山 稲美北・兵庫 下鴨・京都

坂東　あすか(3)  14.61 (-1.1) 和三　はるか(3)  14.76 (-1.1) 和田　来称(3)  14.79 (-1.1) 福本　真由(3)  14.80 (-1.1) 羽田野　郁恵(3)  15.02 (-1.1) 中西　菜月(3)  15.05 (-1.1) 野田　朱音(3)  15.14 (-1.1) 米田　祐梨(3)  15.29 (-1.1)

花園・大阪 井吹台・兵庫 三笠・奈良 御影・兵庫 西陵・大阪 平野・兵庫 平田・大阪 橿原・奈良

小野・兵庫  49.77 畝傍・奈良  49.89 精華・京都  50.21 井吹台・兵庫  50.24 香芝・奈良  50.29 田上・滋賀  50.34

梶尾　菜那(2) 金森　結子(2) 西村　彩(3) 宮原　里沙(2) 田原　実佳(3) 北川　千咲都(3)

小島　彩華(3) 根津　明日香(3) 中谷　美紀(3) 和三　はるか(3) 松田　鈴音(3) 四方　夢(3)

田中　文菜(2) 幸田　茉子(3) 酒部　瑞規(3) 村上　由季(3) 岡田　有理沙(3) 松下　葵(3)

小東　ゆい(3) 中井　日奈子(2) 杉山　葵(3) 上月　亜美(2) 三上　奈桜(3) 小西　真世(3)

片山　桜子(3)  1.65 木下　夏緒(3)  1.62 伊吹　美奈(3)  1.59 西井　公規恵(2)  1.59 楠田　菜津美(3)  1.56 田中　志奈(3)  1.56 柴田　千暉(2)  1.56

盾津・大阪 豊中九・大阪 市立守山・滋賀 豊中九・大阪 西城陽・京都 横尾・兵庫 日吉・滋賀

大石　遥菜(3)  1.59

南桑・京都

高良　彩花(2)  w5.69 (+2.2) 岸口　輝美(3)  w5.60 (+3.2) 辰川　凜々楓(3)  5.57 (+2.0) 木村　裕加(3)  5.44 (-0.2) 森山　玖実(3)  5.42 (-0.3) 廣瀬　理紗子(2)  w5.35 (+2.3) 中村　寧(3)  5.30 (+1.6) 田中　杏奈(2)  5.27 (+1.1)

西宮浜・兵庫 城北・京都 横尾・兵庫 菫・大阪 東城陽・京都 八木・京都 大原・兵庫 楠葉西・大阪

進堂　りか(3)  15.45 アヒンバレ　ティナ(3)  14.92 広沢　南奈(3)  14.81 馬場　桜子(3)  14.22 瀬貝　彩加(3)  13.19 中井　萌絵(3)  13.04 山本　怜奈(3)  12.87 山根　詩乃(3)  12.14

淀川・大阪 加古川・兵庫 友渕・大阪 枚方長尾・大阪 橿原・奈良 岩出・和歌山 朝日・兵庫 高穂・滋賀

松本　奈夕(3)  33.82 堂元　鈴子(3)  33.72 内田　汐里(3)  33.22 矢野　美由(3)  32.96 三田村　麻央(3)  31.82 岡　優希(3)  31.50 刈谷　みちる(3)  30.40 兒島　怜奈(2)  29.32

室生・奈良 青山台・大阪 大原・兵庫 西京附属・京都 高丘・兵庫 我孫子南・大阪 浜脇・兵庫 田原本・奈良

宅間　きらら(3)  2707 安達　杏香(3)  2637 辻井　美緒(2)  2602 池田　涼香(2)  2552 切石　奏(3)  2505 洲戸　裕香(3)  2492 市川　裕子(3)  2359 三上　可純(3)  2329

京都文教・京都 ゆりのき台・兵庫 田原本・奈良 桃山・京都 深津・兵庫 平岡南・兵庫 斑鳩南・奈良 堺長尾・大阪

8月6日 100mH

8月6日 走高跳

8月6日 砲丸投

8月6日 200m

佃　光紗(1)  12.71 (+1.1) 古西　清乃(1)  13.03 (+1.1) 荒木　彩波(1)  13.06 (+1.1) 吉岡　里紗(1)  13.07 (+1.1) 吉識　史央里(1)  13.19 (+1.1) 小畑　真稀(1)  13.24 (+1.1) 杉江　美香(1)  13.33 (+1.1) 樋口　海奈(1)  13.41 (+1.1)

上野・兵庫 白鷺・兵庫 豊中十四・大阪 式下・奈良 飾磨西・兵庫 宮津・京都 瀬田・滋賀 平城東・奈良

壹岐　あいこ(2)  12.87 (-3.7) 坂野　七海(2)  12.95 (-3.7) 上月　亜美(2)  13.04 (-3.7) 古段　佐南(2)  13.06 (-3.7) 下村　日向子(2)  13.18 (-3.7) 多田　愛海(2)  13.29 (-3.7) 廣瀬　桃奈(2)  13.34 (-3.7) 村田　実優(2)  13.47 (-3.7)

南郷・滋賀 田尻・大阪 井吹台・兵庫 本山南・兵庫 明富・滋賀 京都光華・京都 東山泉・京都 咲くやこの花・大阪

吉野　史織(3)  12.61 (-4.4) 今村　芹加(3)  12.75 (-4.4) 榎　真菜(3)  12.88 (-4.4) 大崎　美都(3)  12.90 (-4.4) 前田　瞳(3)  12.96 (-4.4) 四方　夢(3)  13.00 (-4.4) 藤山　日鈴(3)  13.12 (-4.4) 田端　芽依(3)  13.40 (-4.4)

日吉・滋賀 常陽・兵庫 小野南・兵庫 学文・兵庫 南郷・滋賀 田上・滋賀 京都文教・京都 高田・奈良

荒井・兵庫  50.74 飾磨西・兵庫  50.94 青雲・兵庫  51.24 式下・奈良  52.45 田原本・奈良  52.72 咲くやこの花・大阪  52.89 平田・大阪  53.00 高穂・滋賀  53.05

後迫　栞奈(2) 石谷　綾菜(2) 浜田　詩織(2) 中森　導(2) 辻井　菜緒(2) 瀧川　実優(2) 井上　沙耶(2) 中島　光菜(2)

塩田　莉加(1) 吉識　史央里(1) 山田　逸子(1) 吉岡　里紗(1) 茨本　菜々子(1) 浅野　さくら(1) 中釜　亜月(1) 川路　萌恵(1)

中村　百花(1) 尾ノ井　羅奈(1) 笹山　明日香(1) 藤田　萌花(1) 植田　麻香(1) 祐伯　はるか(1) 井上　あかり(1) 山村　仁菜(1)

谷根　優花(2) 長濵　奈々美(2) 谷　若奈(2) 風呂谷　茉優(2) 辻井　美緒(2) 國重　萌香(2) 和田　さくら(2) 中村　早希(2)

総　　 務 奥 野 耕 太 郎

審 判 長 トラック 佐 藤 貢

フィールド 小 宿 義 幸

14501703 混成競技 都 藤 将 伸

男子 スタート 栗 林 秀 行

女子 281050 記録主任 信 近 清 志

合計

100m

２年女子 8月7日 100m

平岡南・兵庫　　１１点

 1.52  1.40  1.55  1.52  1.35  1.43

砲丸投

8月6日 円盤投

田原本・奈良　　１１点

府県対抗得点　女子 兵庫　　　１９５点 大阪　　　１１４点 京都　　　７６．５点 奈良　　　６９点 滋賀　　　４０．５点

 27.26 (-1.9)  28.71 (-0.9)  28.41 (-0.9)

 1.46

 9.89  11.19  9.46  8.54

四種競技

 14.53 (-1.9)  15.60 (-1.4)  15.01 (-1.5)

 10.42  10.58

w (wind assist) : 追風参考 男子　　　小川　竜斗　咲くやこの花 (3) ・大阪最優秀選手賞 共通男子三段跳　決勝１位　１３ｍ８３（+0.1）

 26.71 (-1.9)  27.49 (-1.9)  27.35 (-1.9)  27.73 (-1.9)  28.10 (-1.9)

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

大阪　　　２４６．５点 京都　　　１９６点 奈良　　　１５４点 滋賀　　１００点

共通女子 8月6日 200m

8月7日 走高跳

8月7日 100mH

8月7日 4x100mR

 15.44 (-1.5)  15.70 (-1.9)  15.84 (-1.5)  15.75 (-1.9)  15.96 (-1.4)

 1.43

 8.60  9.35

南郷・滋賀　　１２点

8月6日 800m

8月7日 1500m

8月6日 走幅跳

8月6日

8月7日

府県対抗得点　男女総合 兵庫　　　４００点

学校対抗得点　女子 井吹台・兵庫　　１８点

３２７校 ８９１名

競技会コード

競技場コード

和歌山　　　６点

女子　　　進堂　りか　淀川 (3) ・ 大阪 共通女子砲丸投　決勝１位　１５ｍ４５

和歌山　　　５２．５点

豊中九・大阪　　桂・京都　　飾磨西・兵庫　　１１点　　　*５位３校

参加校

２３０校

参加人数

４９０名

１７２校 ４０１名

小野南・兵庫　　１５点


