
<男子>第６８回近畿中学校総合体育大会　陸上競技の部 ２０１９年８月１０日（土）～１１日（日）　大津市皇子山総合運動公園陸上競技場

参加 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位 7 位 8 位
種　目 人数 氏名・校名 記録 氏名・校名 記録 氏名・校名 記録 氏名・校名 記録 氏名・校名 記録 氏名・校名 記録 氏名・校名 記録 氏名・校名 記録

服部　蓮太郎(1)  w11.47 (+2.4) 中村　玲皇(1)  w11.54 (+2.4) 橋詰　竜輝(1)  w11.74 (+2.4) 土橋　遥人(1)  w11.79 (+2.4) 三浦　颯斗(1)  w11.87 (+2.4) 足立　英士(1)  w11.89 (+2.4) 村松　悦基(1)  w11.95 (+2.4) 池田　涼汰(1)  w12.00 (+2.4)
桜井東・奈良 山城・京都 加美・兵庫 井吹台・兵庫 三郷・奈良 神河・兵庫 養精・大阪 培良・京都
中西　隼(2)  w11.18 (+4.6) 宮﨑　雅貴(2)  w11.21 (+4.6) 森　泰成(2)  w11.21 (+4.6) 宗光　玖羽(2)  w11.22 (+4.6) 濱口　亮太(2)  w11.22 (+4.6) 寺内　亨志郎(2)  w11.25 (+4.6) 松宮　武蔵(2)  w11.26 (+4.6) 細見　昂輝(2)  w11.33 (+4.6)
詳徳・京都 向陽・和歌山 朝桜・滋賀 広畑・兵庫 香芝北・奈良 桂・京都 片塩・奈良 県立守山・滋賀

八尾　藍麻(3)  10.89 (+0.7) 郷　颯冴(3)  10.91 (+0.7) 竹内　璃空弥(3)  10.96 (+0.7) 谷本　琳(3)  11.03 (+0.7) 藤原　篤弥(3)  11.07 (+0.7) 丸野　巧剛(3)  11.12 (+0.7) 松波　育実(3)  11.22 (+0.7)
西宮塩瀬・兵庫 式下・奈良 小園・兵庫 高槻十・大阪 小野南・兵庫 津田・大阪 長浜北・滋賀
間渕　秀康(3)  22.11 (-0.4) 古阪　優樹(3)  22.16 (-0.4) 谷　智也(3)  22.31 (-0.4) 安保　祐希(3)  22.50 (-0.4) 長谷川　倖生(3)  22.59 (-0.4) 奥谷　拓征(3)  22.78 (-0.4) 東　陸翔(3)  22.83 (-0.4) 杉山　昂生(3)  22.86 (-0.4)
松原・滋賀 姫路灘・兵庫 甲賀・滋賀 兵庫・兵庫 貴志・和歌山 桜井・奈良 豊中十五・大阪 野々池・兵庫
光随　隼弥(3)  50.54 佐々木　祥吾(3)  50.63 藤原　和真(2)  51.10 林　久遠(3)  51.15 柿塚　良太郎(3)  51.50 松浦　楓(3)  52.45 山村　将士(3)  52.48
佐井寺・大阪 三笠・奈良 男山第三・京都 明和・和歌山 美原西・大阪 小阪・大阪 郡山西・奈良
野村　怜(3)  1:57.83 永戸　敢太朗(3)  1:59.05 原　悠太(3)  1:59.18 別所　弘規(3)  2:01.42 中村　洋慧(3)  2:01.74 山下　慶馬(3)  2:03.28 半澤　彰基(3)  2:03.30 池田　成輝(3)  2:04.08
けやき台・兵庫 畝傍・奈良 紀見北・和歌山 豊中三・大阪 岩出・和歌山 立花・兵庫 玉川・滋賀 姫路高丘・兵庫

橋本　颯人(1)  4:23.24 田中　颯眞(1)  4:23.93 和田　拓真(1)  4:24.48 植田　圭祐(1)  4:26.07 村上　硯哉(1)  4:30.24 山本　聖琉(1)  4:30.82 髙橋　大悟(1)  4:31.34 藤原　槙士(1)  4:32.76
大住・京都 宝殿・兵庫 白橿・奈良 大住・京都 男山第三・京都 吉野・奈良 片山・大阪 書写・兵庫
植阪　嶺児(3)  4:02.26 安原　海晴(3)  4:05.69 熊澤　学(3)  4:07.16 西森　市直(3)  4:10.72 南坂　柚汰(3)  4:10.73 北村　太一(3)  4:14.88 滝本　朗史(3)  4:16.60 望田　大翔(3)  4:17.04
古佐田丘・和歌山 船岡・滋賀 松尾・京都 園田・兵庫 安室・兵庫 米原・滋賀 香芝北・奈良 下京・京都
近森　遥斗(3)  8:45.26 長嶋　幸宝(3)  8:49.88 柴田　大地(3)  9:01.87 熊井　渓人(3)  9:04.43 竹田　優人(3)  9:05.52 西澤　マハロ(3)  9:06.60 尾島　大輝(3)  9:08.85 乙守　勇志(3)  9:22.90
畝傍・奈良 氷丘・兵庫 桂・京都 大池・兵庫 大池・兵庫 松尾・京都 京産大附・京都 芝谷・大阪
田原　歩睦(3)  13.88 (+0.2) 南本　陸斗(3)  14.05 (+0.2) 酒井　春名(3)  14.06 (+0.2) 西田　英史(3)  14.10 (+0.2) 橋本　碧一(3)  14.47 (+0.2) 牧　俊佑(3)  14.49 (+0.2) 山田　那央(3)  14.59 (+0.2) 福山　琉雲(3)  14.81 (+0.2)
平城東・奈良 GR 城陽・京都 星陵台・兵庫 北神戸・兵庫 月州・大阪 河南・大阪 加美・兵庫 明和・和歌山
宝殿・兵庫  45.75 富雄南・奈良  46.26 枚方二・大阪  46.75 山陽・兵庫  46.86 朝桜・滋賀  47.02 大久保・兵庫  48.10
小河原　優大(2) 松井　勇翔(2) 小川　煌世(2) 藤田　琉聖(2) 門坂　康生(2) 明榮　凌太朗(2)

辻本　滉貴(1) 村山　和駿(1) 菅原　祐平(1) 川﨑　雄介(1) 西村　碧心(1) 木下　恭太朗(1)

長通　時篤(1) 松本　悠佑(1) 今井　悠介(1) 中筋　正人(1) 丸山　怜桜(1) 葉　凛太郎(1)
東　倫太朗(2) 冨田　雅晴(2) 渡部　総一郎(2) 下村　伯(2) 森　泰成(2) 藤井　一輝(2)
西宮塩瀬・兵庫  43.14 松原・滋賀  43.38 咲くやこの花・大阪  43.41 盾津東・大阪  43.62 姫路灘・兵庫  43.68 東雲・大阪  43.97 守山北・滋賀  44.08 長浜北・滋賀  44.22
伊藤　太輔(2) 山元　馨斗(3) 井町　翔太(2) 伊勢脇　陽斗(3) 高尾　颯一郎(3) 増田　百輝(3) 正村　悠真(3) 宮本　陽向(3)
和田　純弥(2) 杉田　昊輝(2) 青山　凌(3) 前田　明博(3) 山本　恭平(3) 中田　皓大(3) 酒井　輝(3) 苗加　烈生(3)
下里　日向汰(3) 間渕　秀康(3) 阿部　雄斗(3) 水川　尚大(3) 近藤　蓮(3) 瀬戸　玲史(3) 木林　巧典(3) 井上　昇哉(3)
八尾　藍麻(3) 森　智紀(3) 白石　征也(3) 植田　圭一(3) 古阪　優樹(3) 水野　翔太(3) 筒井　久志(3) 松波　育実(3)

堤　郁斗(3)  1.88 斎藤　歩(3)  1.88 山口　貴也(3)  1.85 永禮　湧基(3)  1.80 別府　涼司(3)  1.80 古澤　侑也(3)  1.75
五箇荘・大阪 玉手・大阪 長岡・京都 三郷・奈良 市立守山・滋賀 能登川・滋賀

大和田　幸志(3)  1.80 奥野　大翔(3)  1.75
鈴蘭台・兵庫 郡山南・奈良

渡邉　瑛斗(3)  4.20 川島　颯太(3)  4.10 藤野　一寿(3)  4.00 吉田　陸哉(3)  3.80 浦東　海翔(3)  3.80 作田　篤哉(3)  3.80 渡部　宏斗(3)  3.70 山本　夢影(3)  3.60
東我孫子・大阪 八条・京都 洛北・京都 都祁・奈良 田原本・奈良 栗東西・滋賀 藤森・京都 郡山南・奈良
平岡　泰那(3)  6.82 (+0.8) 脇本　誠也(3)  6.82 (+0.3) 中島　一喜(3)  6.74 (+0.7) 吉田　正道(3)  6.65 (+0.2) 上田　竣貴(3)  6.51 (+0.6) 山本　凌樹(3)  6.51 (+0.5) 小林　俊輝(3)  6.49 (+1.1) 竹内　快斗(3)  6.44 (0.0)
福高附属・京都 天理南・奈良 竜が台・兵庫 福崎西・兵庫 熊取・大阪 河南・大阪 栗東西・滋賀 盾津・大阪
宮尾　真仁(3)  w14.69 (+2.6) 島田　ジェイチーマ(3)  13.86 (+1.4) 磯本　楓太(3)  13.46 (+1.8) 田中　康太郎(3)  w13.45 (+2.2) 奥村　航貴(3)  13.04 (+1.6) 深谷　健斗(3)  13.02 (+1.7) 金光　将英(3)  w12.89 (+2.8) 浅羽　虎瑠(3)  12.70 (+1.0)
烏帽子・兵庫 公 14.32 (+1.5) 井高野・大阪 金岡南・大阪 増位・兵庫 日野・滋賀 斑鳩南・奈良 東大寺学園・奈良 鳴尾南・兵庫

GR
大島　ブルースリー(3)  14.84 宇都宮　諒平(3)  14.75 柴田　大二郎(3)  14.59 花光　亜十夢(3)  14.42 泊　瑶平(3)  14.21 中嶋　大遥(3)  13.74 桑添　喬偉(2)  13.39 岩城　結太(3)  13.27
城東・和歌山 安倉・兵庫 三国・大阪 高倉・大阪 豊中十五・大阪 二名・奈良 西脇・和歌山 大成・和歌山
山口　翔輝夜(3)  47.39 門田　大樹(3)  41.31 池川　一哲(3)  40.67 藤下　勇真(3)  38.91 中西　火々良(3)  36.38 久保田　大暉(3)  35.71 谷口　大翔(2)  35.52 古川　貴進(3)  35.43
三原・兵庫 天理西・奈良 鈴蘭台・兵庫 中主・滋賀 武庫・兵庫 東輝・京都 彦根中央・滋賀 吉備・和歌山
三和　龍之介(3)  2830 山本　湧斗(3)  2660 上島　楓生(3)  2548 織田　誠也(3)  2482 成本　涼(3)  2414 津田　響己(3)  2401 木津　周汰(3)  2384 石黒　太陽(2)  2287
山陽・兵庫 播磨・兵庫 田原本北・奈良 押部谷・兵庫 咲くやこの花・大阪 城東・和歌山 東大寺学園・奈良 三郷・奈良

110H  14.35 (+1.7)  14.65 (+0.1)  15.53 (+0.1)  16.30 (+0.4)  15.25 (+0.4)  16.40 (+0.4)  16.64 (+0.4)  15.72 (+1.7)
ＳＰ  11.21  10.61  10.12  11.51  10.72  12.65  11.16  10.57
ＨＪ  1.84  1.84  1.81  1.70  1.70  1.70  1.70  1.55
400m  53.04  55.34  54.19  53.47  57.00  56.95  54.43  55.57

西宮塩瀬・兵庫 16点
松原・滋賀
宝殿・兵庫
畝傍・奈良

15点
大住・京都
山陽・兵庫

13点 城東・和歌山 11点 姫路灘・兵庫 11点

兵庫 209.5点 奈良 125.5点 大阪 125点 京都 99点 滋賀 70点 和歌山 50点

兵庫 409点 大阪 289点 奈良 180.5点 京都 154.5点 滋賀 99点 和歌山 87点

GR：大会新

w：追風参考

女子 3年100m 予選2組1着 12"47(+1.4) 奧野　由萌　水口･3
3年100m 予選5組1着 12"52(+1.2) 治武　杏祈　城山･3

日付

8/11
1年

100ｍ
18

8/11
2年

100m
18

8/10
3年

100m
18

8/10 200m 18

8/10 400m 18

8/11 800m 18

8/10
1年

1500m
18

8/11 1500m 18

8/11 3000m 18

8/10 110mH 18

8/11 4×100m 18

8/10 棒高跳 17

8/10
低学年

4×100m
18

8/11 走高跳 18

8/10 走幅跳 18

8/11 三段跳 18

8/11 砲丸投 18

8/10 円盤投 18

8/10 四種競技

18

学校対抗得点男子

府県対抗得点男子

府県対抗得点男女



<女子>第６８回近畿中学校総合体育大会　陸上競技の部 ２０１９年８月１０日（土）～１１日（日）　大津市皇子山総合運動公園陸上競技場

参加 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位 7 位 8 位
種　目 人数 氏名・校名 記録 氏名・校名 記録 氏名・校名 記録 氏名・校名 記録 氏名・校名 記録 氏名・校名 記録 氏名・校名 記録 氏名・校名 記録

河野　桃々(1)  w12.65 (+3.2) 谷口　心音(1)  w12.78 (+3.2) 長野　亜美(1)  w12.82 (+3.2) 小林　侑加(1)  w12.96 (+3.2) 原　陽菜佳(1)  w13.01 (+3.2) 田中　瑛美莉(1)  w13.02 (+3.2) 山川　なつみ(1)  w13.13 (+3.2) 山西　真由(1)  w13.23 (+3.2)

蒲生・大阪 三木東・兵庫 稲美・兵庫 神戸長坂・兵庫 紀之川・和歌山 聖徳・滋賀 永源寺・滋賀 紀見北・和歌山

瀧野　未来(2)  w12.11 (+2.3) 加田　実優(2)  w12.29 (+2.3) 香西　万桜(2)  w12.34 (+2.3) 國松　日向葵(2)  w12.39 (+2.3) 奥田　陽美(2)  w12.41 (+2.3) 森本　海咲希(2)  w12.42 (+2.3) 南　こはる(2)  w12.49 (+2.3) 光安　しずく(2)  w12.60 (+2.3)

男山東・京都 由良・兵庫 港島学園・兵庫 咲くやこの花・大阪 上牧・奈良 守口一・大阪 奈良学園登美ヶ丘・奈良 平岡・兵庫
松田　空(3)  12.10 (+0.3) 吉島　ゆい(3)  12.29 (+0.3) 林田　悠希(3)  12.36 (+0.3) 伊藤　真優(3)  12.37 (+0.3) 麻生　妃奈乃(3)  12.43 (+0.3) 岩永　彩萌(3)  12.50 (+0.3) 原　萌琉(3)  12.57 (+0.3) 横張　美結(3)  12.57 (+0.3)
大阪女学院・大阪 高砂・兵庫 式下・奈良 立命館守山・滋賀 太田・大阪 姫路灘・兵庫 修学院・京都 高槻ニ・大阪
松田　杏(3)  24.96 (+0.6) 宗野　華楓(2)  25.00 (+0.6) 今津　花巴(3)  25.18 (+0.6) 島田　幸羽(1)  25.34 (+0.6) 前田　光希(3)  25.35 (+0.6) 児島　柚月(3)  25.36 (+0.6) 坂本　実南(2)  25.50 (+0.6) 好井　愛結(2)  25.56 (+0.6)
大阪女学院・大阪 山陽・兵庫 荒井・兵庫 咲くやこの花・大阪 市立守山・滋賀 桂・京都 貴志・和歌山 氷丘・兵庫
細見　芽生(1)  2:19.30 原田　陽菜(1)  2:19.55 中島　光流(1)  2:21.86 柴田　春菜(1)  2:23.37 宮本　真央(1)  2:24.98 伊藤　綾乃(1)  2:25.55 花坂　陽葵(1)  2:26.34 塚本　夕藍(1)  2:29.28
白鷺小中・兵庫 GR 平岡・兵庫 GR 京都御池・京都 京都光華・京都 楠葉西・大阪 光明台・大阪 五條西・奈良 荒井・兵庫
好井　万結(2)  2:17.80 尾崎　真衣(3)  2:17.81 西澤　茉鈴(3)  2:18.16 波江野　碧羽(3)  2:18.24 飯塚　菜月(3)  2:20.25 山本　菜々香(3)  2:21.86 千田　梨央(3)  2:22.82 芦田　遥(3)  2:22.89
氷丘・兵庫 枚方山田・大阪 誠風・大阪 咲くやこの花・大阪 大久保・兵庫 桂・京都 大東・滋賀 南陵・京都
新　楓菜(2)  4:32.43 深田　望友(2)  4:40.54 大江　咲歩(3)  4:40.88 羽原　恋乃(3)  4:42.89 水本　佳菜(3)  4:43.76 瀨川　藍(3)  4:44.40 山本　空(3)  4:46.04 佐藤　鳳羽(3)  4:48.29
飾磨西・兵庫 樫原・京都 田辺・和歌山 高倉・大阪 峰塚・大阪 木津第二・京都 北神戸・兵庫 城南・京都
藤原　かれん(3)  13.66 (+0.6) 吉田　江梨花(3)  14.07 (+0.6) 中西　桃美(3)  14.08 (+0.6) 戸田　瑠菜(3)  14.12 (+0.6) 谷野　梨乃愛(3)  14.49 (+0.6) 東大路　紫帆(3)  14.54 (+0.6) 丸山　優空(3)  14.66 (+0.6) 前底　希果(3)  14.67 (+0.6)
神河・兵庫 AJH-GR 上野芝・大阪 塩瀬・兵庫 畝傍・奈良 郡山・奈良 青山・滋賀 都南・奈良 平野・兵庫
咲くやこの花・大阪  50.60 木津南・京都  51.17 五色・兵庫  51.46 網干・兵庫  51.60 香芝・奈良  51.81 聖徳・滋賀  51.90 神戸長坂・兵庫  52.43 南池田・大阪  52.58
木村　優来(2) 北山　陽菜(2) 除　佳乃子(2) 岩田　愛実(2) 小泉　夏紀(2) 石川　優空(2) 黒原　穂乃花(2) 江藤　香弥(2)
岸本　礼菜(1) 三田井　希心(1) 山﨑　リリヤ(1) 岸本　理央奈(1) 加藤　杏菜(1) 藤田　朔夜(1) 小林　侑加(1) 高宮　ひかり(1)

今岡　澄香(1) 中村　優羽(1) 南　裕妃(1) 黒瀬　遥香(1) 竹村　悠里(1) 田中　瑛美莉(1) 田中　音緒(1) 久保　紗羽(1)
吉田　果由(2) 上山　莉奈(2) 吉岡　唯菜(2) 松本　あかり(2) 綛谷　梨菜(2) 布施　結衣子(2) 熊野　菜々(2) 宮内　梨帆(2)

桐蔭・和歌山  48.02 由良・兵庫  49.13 平岡・兵庫  49.15 大阪女学院・大阪  49.57 咲くやこの花・大阪  49.66 市立守山・滋賀  49.73 氷丘・兵庫  49.77 粟津・滋賀  50.09
岡　稚奈(3) GR 由本　凛(2) 木原　美苗(2) 城内　美紗稀(3) 島田　幸羽(1) 河内　七菜(3) 西村　奈緒(3) 山田　瑠捺(3)
福井　有香(2) 加田　実優(2) 谷口　亜実(2) 松田　杏(3) 國松　日向葵(2) 内山　菜乃葉(3) 栗屋　友佳(3) 三宅　里菜(2)
稲荷　未来(3) 須恵　樹杏良(2) 作間　乃々香(3) 山田　真悠子(2) 中道　ゆず(2) 前田　光希(3) 浅間　希佳(3) 中島　咲弥花(3)

藤木　志保(3) 加田　実咲(2) 光安　しずく(2) 松田　空(3) 岩本　彩李(3) 西田　有里(2) 好井　愛結(2) 富澤　知咲(3)
山下　愛生(3)  1.62 樗木　紗英(3)  1.62 上田　桃愛(3)  1.62 金谷　朋代(3)  1.59 小笹　恵維(3)  1.59 池田　美咲(3)  1.56 林　佳乃(3)  1.56 佐々木　菜摘(2)  1.53
けやき台・兵庫 菫・大阪 弥栄・京都 四郷学院・兵庫 日高東・兵庫 八木・奈良 豊中十一・大阪 桃映・京都

前西　咲良(2)  1.53
紀之川・和歌山

中尾　心春(3)  5.78 (+0.3) 佐藤　琴望(3)  5.71 (+1.5) 釣本　陽香(2)  5.45 (+0.9) 栗屋　友佳(3)  5.43 (+0.7) 吉田　果由(2)  5.38 (+1.1) 辻　杏樹(3)  5.27 (+1.0) 今岡　理実(3)  5.21 (0.0) 山岡　澄空(2)  5.13 (0.0)
平野・兵庫 加古川中部・兵庫 郡山南・奈良 氷丘・兵庫 咲くやこの花・大阪 土山・滋賀 弥栄・京都 友渕・大阪
岡野　風璃(3)  14.64 酒井　喜与(3)  13.42 小島　怜(3)  13.25 押部　唯愛(3)  13.03 蓑田　凪彩(3)  12.92 竹内　美蓮(3)  12.90 嶋本　美海(2)  12.86 上田　知佳(3)  12.74
平田・大阪 城東・和歌山 墨江丘・大阪 別府・兵庫 大淀・奈良 旭東・大阪 斑鳩南・奈良 嵯峨・京都
桑島　弥々(3)  35.50 西岡　祥穂(3)  34.94 岩瀬　循子(3)  32.12 楠本　さくら(3)  31.56 永江　そら(3)  31.30 小島　汐葵(3)  29.67 永井　彩花(2)  29.63 井上　花菜(3)  29.36
咲くやこの花・大阪 畝傍・奈良 武庫東・兵庫 加古川山手・兵庫 大成・和歌山 島本一・大阪 浜の宮・兵庫 王寺・奈良
津田　妃茉里(3)  2966 中田　成美(3)  2908 中村　和花(3)  2766 藤井　香帆(3) 上野山　真白(3) 竹井　杏(3)  2706 杉山　結香(3)  2701 福西　琉奈(2)  2525
三稜・大阪 さだ・大阪 三国丘・大阪 播磨・兵庫 東和・和歌山 西宮大社・兵庫 郡山南・奈良 榛原・奈良

 2756  2756
100H  14.56 (+0.6)  15.05 (-0.3)  15.10 (+0.3)  15.05 (+0.6)  14.75 (-0.3)  14.84 (+0.3)  15.57 (+0.3)  15.60 (-0.3)
ＨＪ  1.49  1.61  1.55  1.49  1.43  1.55  1.55  1.55
ＳＰ  12.67  12.58  11.74  11.65  10.45  9.87  10.59  9.01
200m  26.56 (+0.3)  28.06 (+0.3)  28.19 (+0.3)  27.47 (+0.3)  26.22 (+0.5)  27.83 (+0.3)  27.30 (+0.3)  28.16 (+0.5)

咲くやこの花・大阪 39点 大阪女学院・大阪 21点 氷丘・兵庫 16点 由良・兵庫 14点 平岡・兵庫 14点 畝傍・奈良 12点 平野・兵庫 9点

男山東・京都
平田・大阪
蒲生・大阪

けやき台・兵庫
飾磨西・兵庫

白鷺小中・兵庫
桐蔭・和歌山
三稜・大阪
神河・兵庫

8点

兵庫 199.5点 大阪 164点 京都 55.5点 奈良 55点 和歌山 37点 滋賀 29点

GR：大会新

w：追風参考

日付

8/11
1年

100ｍ
18

8/11
2年

100m
18

8/10
3年

100m
18

8/10 200m 18

8/11
1年

800m
18

8/10 800m 18

8/11 1500m 18

8/11 100mH 18

8/10
低学年

4×100m
18

8/11 4×100m 18

8/11 走高跳 18

8/10 走幅跳 18

8/11 砲丸投 18

8/10 円盤投 18

AJH：近畿中学新

8/10 四種競技

18

学校対抗得点女子

府県対抗得点女子

最優秀選手賞 男子　 田原　歩睦　（平城東・奈良)　３年　１１０ｍＨ　大会新 競技会コード 19501703

女子　 藤原　かれん　（神河・兵庫）　３年　１００ｍＨ　大会新 競技場コード 252020 総　　務 億　田　明　彦

審 判 長 ｽﾀｰﾄ 小　林　徹　郎

参加校 参加人数 大会新記録一覧表 ﾄﾗｯｸ 山　林　　　聡

男子 223 493 月日 近畿中学新 近畿中学タイ 大会新 大会タイ 男女 種　目 予準決 記　録 氏　　名 学校・年 跳躍 大　前　智　也

女子 177 413 8/10 〇 男 110mH 決 13"88(+0.2) 田原　歩睦 平城東(奈良)・３年 投てき 西　藤　高　志

合計 332 906 8/11 〇 男 三段跳 決 14m32(+1.5) 宮尾　真仁 烏帽子(兵庫)・３年 混成 市　田　正　義

8/11 〇 〇 女 100mH 決 13"66(+0.6) 藤原　かれん 神河(兵庫)・３年 招集所 森　本　昌　浩

8/11 〇 女 1年800m 決 2'19"30 細見　芽生 白鷺小中(兵庫)・３年 記録主任 杉　本　喜一郎

8/11 〇 女 1年800m 決 2'19"55 原田　陽菜 平岡(兵庫)・３年 滋賀県中学校体育連盟陸上競技専門部

桐蔭(和歌山)

3233
岡-福井-稲荷-藤木8/11 〇 女 4×100mR 決 48"02


