
日付 種目
8月27日 100m  10.35 土手 啓史  10.40 猶木　雅文 10.42 竹下 裕希 10.47 大石 烈(3) 10.51 小谷 優介 10.76 古池 勁太 11.12 堀江 新太郎

 (+0.3) 住友電工・兵庫 大阪ガス・大阪 住友電工・兵庫 関西大・大阪 住友電工・兵庫 CRESENTA.C・大阪 住友電工・兵庫
8月28日 200m  20.83 猶木 雅文  21.11 堀江　新太郎 21.35 土手 啓史 21.36 木村 淳 21.70 片岡 直希(2) 22.27 椋下 響介

 (+0.8) 大阪ガス・大阪 住友電工・兵庫 住友電工・兵庫 大阪ガス・大阪 大阪体育大・兵庫 CRESENTA.C・大阪
8月27日 400m  47.22 北谷 直輝(3)  47.43 片山　雄斗(2) 48.52 清水 卓斗(2) 49.09 髙松 知史(2) 50.12 奥田 将基(4)

神戸科技高・兵庫 法政大・大阪 龍谷大・滋賀 中京大・和歌山 大阪教育大・兵庫
8月28日 800m  1:53.84 東海 真之介(4)  1:54.49 森谷　公亮 1:54.66 花村 拓人(1) 1:54.67 和仁 崇浩(1) 1:55.03 湯崎 容生(3) 1:56.76 美濃 優人(2) 2:01.87 杉田 祐弥 2:03.26 阿部　広樹(3)

関西学院大・京都 大阪教育大・奈良 関西学院大・大阪 関西学院大・大阪 順天堂大・和歌山 大阪国際大・兵庫 尼崎市陸協・兵庫 大阪体育大・滋賀
8月27日 1500m  3:52.86 森谷 公亮  3:53.30 高橋　佑輔(2) 3:54.11 大西 洋彰 3:55.42 中村 航士(3) 3:55.45 川崎 新太郎(3) 3:55.96 三浦 隆寛(3) 4:01.77 松岡 義基(1) 4:02.26 森本　直人

大阪教育大・奈良 兵庫高・兵庫 アラタプロ・京都 関西学院大・兵庫 水口東高・滋賀 大阪桐蔭高・大阪 関西学院大・兵庫 山陽特殊製鋼・兵庫
8月28日 5000m  14:48.52 関戸 雅輝  14:52.10 川崎　友輝 14:52.52 北﨑 拓矢(3) 14:54.80 森本 直人 14:57.28 高田 大樹 15:13.38 畠中 利樹 15:22.46 中川 卓也 15:22.97 高畑　凌太(2)

ＮＴＴ西日本・大阪 滋賀陸協・滋賀 関西大学北陽高・大阪 山陽特殊製鋼・兵庫 山陽特殊製鋼・兵庫 山陽特殊製鋼・兵庫 豊中市消防局・大阪 草津東高・滋賀
8月27日 10000m  31:18.88 小西 生眞  31:29.68 高田　大樹 31:33.64 畠中 利樹 31:52.39 矢野 郁人(3) 32:45.87 高畑 凌太(2) 32:57.80 下村 悟 33:07.03 岡本 哲平(3) 33:35.59 吉岡　遼人(3)

山陽特殊製鋼・兵庫 山陽特殊製鋼・兵庫 山陽特殊製鋼・兵庫 須磨学園高・兵庫 草津東高・滋賀 ﾊﾟﾅﾎｰﾑ・滋賀 飾磨工業高・兵庫 草津東高・滋賀
8月27日 110mH  14.03 小林 文人(4)  14.05 村上　眞生 14.13 桐山 範大 14.17 田中 新也(5) 14.44 住友 壱星(3) 14.44 井上 暢起(4) 14.52 福田 博之 14.68 小林　隼(2)

 (+1.9) 京都教育大・兵庫 Gloria・京都 関西電力・大阪 筑波大・京都 関西学院大・大阪 大阪大・京都 茗友ｸﾗﾌﾞ・兵庫 京都教育大・兵庫
8月28日 400mH  51.44 吉田 和晃  51.99 豊田　将樹(1) 52.53 濵村 一輝(1) 52.56 押谷 真鈴(4) 52.85 道下 幸平(2) 53.40 畑浦 佑亮(3) 53.62 山道 修平 54.00 近藤　海斗(1)

大阪ガス・大阪 法政大・京都 日本大・大阪 福岡大・滋賀 龍谷大・京都 生野高・大阪 宝塚市陸協・兵庫 龍谷大・大阪
8月28日 3000mSC  9:17.64 須崎 乃亥(2)  9:21.87 藤田　竣也(3) 9:22.20 荒井 祐人(3) 9:22.44 上谷川 諭哉(3) 9:32.41 原 陽宏(3) 9:32.94 不破 佑太 9:33.49 川口 大輝(1) 9:42.21 清水　大幹

大阪桐蔭高・大阪 神戸大・兵庫 川西緑台高・兵庫 摂南大・京都 長尾高・大阪 京都陸協・京都 大阪経済大・大阪 京都教育大・和歌山
8月27日 5000mW  21:16.29 村山 裕太郎(3)  21:23.52 川田　敦斗(3) 21:25.50 松本 海人(3) 21:33.13 中 優介(2) 21:55.12 渡邉 遊(3) 22:01.55 木戸 大智(3) 22:06.00 小笠原 大河(3) 22:10.92 岡部　光(3)

川西緑台高・兵庫 滋賀学園高・滋賀 飾磨工業高・兵庫 大阪高・大阪 兵庫高・兵庫 関西学院大・兵庫 市尼崎高・兵庫 田辺高・京都
8月27日 4x100mR  40.61 大阪体育大・大阪  40.86 大阪体育大・兵庫 41.15 CRESENTA.C・大阪 41.51 大阪高・大阪 41.54 近大附高・大阪 41.55 滝川第二高・兵庫 42.07 兵庫県立大・兵庫 42.79 生野高・大阪

田 聖福(3) 山口　輝也(2) 新道 拓朗 宮本 拓実(3) 古川 和都(3) 道下 巧也(3) 細井 颯馬(3) 和島　左京(2)
佐野 雅樹(3) 松井　星矢(5) 吉坂 直人 赤澤 征樹(3) 根上 大輝(2) 梅川 峻(2) 中江 理緒(3) 小田原　陣(2)
大西 克広(3) 片岡　直希(2) 椋下 響介 山本 尚(2) 東側 海人(2) 前田 凌(3) 小林 優一(2) 中山　颯太(1)
川西 悠介(2) 松井　一星(3) 古池 勁太 平峰 裕太(2) 笠谷 洸貴(3) 尾崎 望実(3) 井岡 克也(2) 細谷　雅貴(2)

8月28日 4x400mR  3:16.53 スターヒルズ・大阪  3:17.16 滝川第二高・兵庫 3:17.55 大阪高・大阪 3:18.52 兵庫県立大・兵庫 3:18.53 CRESENTA.C・大阪 3:19.00 淡路三原高・兵庫 3:24.82 神戸学院大・兵庫 3:26.66 立命館大・京都
溝腰 好高 新井　陽豊(2) 藤田 雄大(1) 井岡 克也(2) 古池 勁太 瀧川 将輝(3) 加古 裕馬(1) 向山　尊次(4)
増原 麟 山田　翼(2) 赤澤 征樹(3) 小林 慶弘(6) 椋下 響介 笹山 佳暉(3) 赤穂 凌(4) 柳　元起(4)
南野 晃一 梅川　峻(2) 芦田 英太(2) 小林 優一(2) 新道 拓朗 登 悠太(2) 古西 洋哉(3) 播間　雅英(4)
角 達也 藤原　広夏(3) 犬走 淳人(2) 中江 理緒(3) 有吉 達海 宇治 直樹(2) 来實 耕平(2) 岡井　健登(4)

8月27日 走高跳  2.05 上田 裕紀  2.05 下元　龍也(1) 2.00 荻野 海翔(2) 2.00 白石 直大 2.00 近藤 佑樹(4) 1.95 上鍵 政隆(3) 1.95 阪口 裕飛(2)
スターヒルズ・大阪 大阪国際大・兵庫 びわ学大・滋賀 大阪陸協・大阪 大阪国際大・大阪 龍野高・兵庫 堀川高・京都

1.95 上村 太一(2)
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びわこｽﾎﾟｰﾂ大・兵庫

8月27日 棒高跳  5.20 田中 僚  5.00 山方　諒平(6) 5.00 中村 命 4.80 井上 貴明(3) 4.60 石川 貴規 4.60 三宅 良樹(1) 4.50 板東　歓揮(4)
和歌山陸協・和歌山 大阪教育大・兵庫 チームマル籠・大阪 大塚高・大阪 米原AC・滋賀 大阪体育大・大阪 びわこｽﾎﾟｰﾂ大・滋賀

4.60 久保 源太(3)
大塚高・大阪

8月27日 走幅跳  7.80 (+0.6) 成定 駿介(4)  7.24 (+1.5) 廣田　英一郎(4)  7.21 (+0.4) 辻本 嘉和(2)  7.17 (+1.0) 川﨑 庄太郎(2)  7.00 (+0.1) 小川 翔(2)  6.98 (+1.1) 成宮 壮(3)  6.97 (+1.2) 小川 恭輔  6.83 (+0.1) 畑中　慎也(3)
NGR 関西学院大・大阪 関西学院大・兵庫 関西大・大阪 大阪教育大・大阪 東洋大・大阪 比叡山高・滋賀 鳩印G&T・兵庫 夕陽丘学園高・大阪

8月28日 三段跳  15.90 (+0.4) 藤林 献明  w15.40 (+4.7) 岡田　直之  w15.21 (+3.8) 田中 駿平(2)  15.05 (+1.7) 松田 晋治  14.93 (+0.5) 古賀 幹也(1)  14.75 (+1.3) 香嶋 隼斗(3)  w14.70 (+2.1) 田中 勝貴(1)  w14.54 (+2.3) 谷　真三朗(4)
びわこ成蹊ＡＣ・滋賀 トータルスポーツ・大阪 立命館大・大阪 Gloria・京都 関西学院大・大阪 姫路商業高・兵庫 大産大・京都 関西学院大・兵庫

8月28日 砲丸投  16.26 鈴木 孝尚  15.07 黒田　章裕 14.86 田中 光(2) 14.69 杉本 仁(1) 14.59 森 大地 13.65 今泉 仁 13.34 山本 剛士(3) 13.00 湯上　善之
オークワ・和歌山 大阪国際大ＡＣ・大阪 順天堂大・大阪 中京大・滋賀 高砂市陸協・兵庫 ﾘｭｳｺｸｸﾗﾌﾞ・滋賀 龍谷大・兵庫 長浜AC・滋賀

8月27日 円盤投  53.56 前田 奎  44.60 沖見　拓真(2) 43.99 久保田 健一郎(3) 43.93 中村 美史(2) 43.43 福井 智幸(1) 43.19 田中 涼太(2) 43.06 梶谷 達郎(3) 42.14 吉本　寬希
S.T.T.・兵庫 法政大・大阪 関西大・兵庫 市尼崎高・兵庫 関西学院大・兵庫 京都産業大・大阪 京都教育大・兵庫 天理大・奈良

8月27日 ﾊﾝﾏｰ投  59.46 木村 太一  58.67 中川　達斗(3) 58.54 池田 和彦 58.05 森垣 和也(3) 57.67 児島 伸幸 57.20 大宅 和幸 56.58 川勝 崇弘(2) 54.41 宝本　眞也(4)
京産大AC・京都 姫路工業高・兵庫 大阪陸協・大阪 大阪教育大・大阪 W.A.S・和歌山 紫郊クラブ・京都 京産大・京都 立命館大・滋賀

8月27日 やり投  69.15 田原 紘樹  68.53 南　隆司 67.74 権出 憲一(3) 67.69 平松 弘成(4) 66.63 植村 浩至 65.87 神田 基樹(2) 64.20 上ノ坊 健(3) 61.62 亀井　綾介(1)
京大職員・京都 オークワ・和歌山 広島大・和歌山 九州共立大・滋賀 CRESENTA.C・大阪 日本体育大・滋賀 関西学院大・兵庫 大阪体育大・大阪

8/27-8/28 十種競技  6382 北野 貴士  6325 壇野　俊 6002 杉本 翼(2) 5900 畑中 智貴(3) 5887 吉田 峻一(5) 5649 野町 祐輝(3) 5437 福永 瑞貴 5425 松村　拓哉
CRESENTA.C・大阪 大阪教育大・大阪 天理大・京都 大阪経済大・兵庫 神戸大・兵庫 同志社大・京都 鳩印G&T・兵庫 同志社大・奈良

100m 11.64 (+1.5)  11.55 (-0.2) 11.64 (+1.5) 12.15 (-0.7) 12.00 (+1.5) 11.50 (-0.2) 11.68 (-0.7)  11.41 (-0.7)
走幅跳 6.35 (-1.3)  6.04 (+0.6) 6.44 (-1.2) 6.07 (+0.8) 6.06 (+0.4) 5.95 (-0.2) 6.11 (+1.9)  6.04 (-0.6)
砲丸投 13.52  12.14 10.59 9.64 10.79 8.57 9.12  9.07
走高跳 1.65  1.70 1.85 1.91 1.79 1.82 1.60  1.60
400m 52.28  53.06 52.31 53.02 54.76 49.47 54.95  52.74
110mH 15.41 (+0.4)  16.71 (0.0) 15.52 (+0.4) 16.32 (+1.2) 16.71 (+1.2) 18.71 (+0.4) 16.41 (0.0)  16.94 (+0.4)
円盤投 34.46  37.63 27.00 26.40 31.69 26.93 26.39  26.24
棒高跳 3.80  4.00 3.20 3.70 4.10 3.40 3.50  3.20
やり投 49.59  52.87 43.59 44.76 48.50 41.55 43.83  42.14
1500m 4:56.55  4:48.08 4:53.21 4:41.43 5:08.51 4:44.36 5:01.11  4:58.11

NGR：大会新
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（   ）内は旧記録 総　　　務 坂　　一　郎 （ ス タ ー ト ） 安　福　　修
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