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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 5/19 江里口　匡史 10.51/-0.8

大阪ガス・大阪

木村　慎太郎 10.55/-0.8

アシックス・兵庫

小谷　優介 10.60/-0.8

住友電工・兵庫

小川　恭輔 10.82/-0.8

住友電工・兵庫

福岡　大生 福成会・兵庫 11.08/-0.8

藤澤　亮輔 住友電工・兵庫

岡田　敏彦 11.18/-0.8

KSC三宮・兵庫

山本　慎吾 11.89/-0.8

大阪ガス近畿・大阪

２００ｍ 5/18 金丸　祐三 21.52/-2.4

大塚製薬・徳島

土手　啓史 21.69/-2.4

住友電工・兵庫

藤澤　亮輔 22.13/-2.4

住友電工・兵庫

福岡　大生 22.47/-2.4

福成会・兵庫

三宝　健太郎 22.73/-2.4

神崎高教・大阪

上田　翔大 23.30/-2.4

門真第三中学校・大阪

浮氣　統一 23.97/-2.4

大阪ガス・大阪

４００ｍ 5/19 金丸　祐三 47.28

大塚製薬・徳島

土手　啓史 48.03

住友電工・兵庫

山口　有希 48.25

大阪ガス岩崎事業所・大阪

吉田　和晃 48.62

大阪ガス・大阪

小西　勇太 48.73

住友電工・兵庫

西本　翼 49.97

WRC・京都

坂口　雄一 52.67

三菱電機関西・神奈川

８００ｍ 5/18 岡　昇平  1:54.16

NPOはまゆう・和歌山

岡本　英也  1:56.49

ミズノ・大阪

津川　貴司  1:58.16

大阪府警・島根

内藤　隆秀  1:58.59

カネカ・兵庫

後藤　良徳  2:01.20

イチネンＨＤ・大阪

桑原　大樹  2:02.37

特養出石愛の園・兵庫

佐藤　翔士  2:03.59

三洋電機・兵庫

堀野　正雄  2:10.84

不二商事・大阪

１５００ｍ 5/18 秋本　優紀  3:50.51

山陽特殊製鋼・兵庫

監物　稔浩  3:51.38

NTT西日本・大阪

今﨑　俊樹  3:52.53

大阪ガス・大阪

樋口　正明  3:52.72

ＳＧＨさがわ・京都

岡﨑　達郎  3:53.05

大阪ガス・大阪

松田　佑太  3:55.63

ＳＧＨさがわ・京都

廣瀬　憲太  3:57.12

大塚製薬・徳島

岡田　竜治  3:58.53

大塚製薬・徳島

５０００ｍ 5/19 森川　翔平 14:05.83

山陽特殊製鋼・兵庫

関戸　雅輝 14:06.49

NTT西日本・大阪

益田　賢太朗 14:06.76

NTT西日本・大阪

西山　容平 14:09.60

大塚製薬・徳島

山本　亮 14:13.30

ＳＧＨさがわ・京都

高尾　博教 14:13.69

大阪ガス・大阪

樋口　正明 14:15.86

ＳＧＨさがわ・京都

三岡　大樹 14:15.90

大塚製薬・徳島

１００００ｍ 5/17 西山　容平 29:10.75

大塚製薬・徳島

川南　友佑 29:12.49

大阪ガス・大阪

飯沼　健太 29:27.77

ＳＧＨさがわ・京都

山本　亮 29:28.68

ＳＧＨさがわ・京都

藤村　行央 29:34.28

住友電工・兵庫

森川　翔平 29:37.31

山陽特殊製鋼・兵庫

森田　司 29:38.17

山陽特殊製鋼・兵庫

三岡　大樹 29:38.92

大塚製薬・徳島

１１０ｍＨ

(1.067m)

5/19 青木　悠人 14.42/-0.8

小松島西高教・徳島

和戸　達哉 14.46/-0.8

和歌山県教育委員会・和歌山

福田　博之 14.65/-0.8

伊川谷高教・兵庫

山中　昇 14.96/-0.8

南城陽中教員・京都

緒方　健二 15.24/-0.8

ｱﾙﾍﾟﾝ・大阪

山中　裕太 15.41/-0.8

山中造園・滋賀

榮山　剛史 16.32/-0.8

大阪大学職・大阪

四方　達也 17.72/-0.8

日東精工・京都

４００ｍＨ

(0.914m)

5/18 小西　勇太 50.63

住友電工・兵庫

武田　健太 50.78

比叡山高教・滋賀

吉田　和晃 53.53

大阪ガス・大阪

山道　修平 54.52

関西学院中学部教・兵庫

四方　達也 56.52

日東精工・京都

３０００ｍＳＣ 5/18 松本　葵  8:53.03

大塚製薬・徳島

末山　貴文  8:59.53

NTT西日本・大阪

木村　哲也  9:03.06

住友電工・兵庫

渡辺　圭一  9:26.22

NTT西日本・大阪

白波瀬　裕真  9:30.87

大阪府警・大阪

佐藤　章徳  9:39.22

カネカ・兵庫

櫻井　研吾 10:19.22

住友化学・大阪

５０００ｍＷ 5/19 谷井　孝行 19:36.78

NGRＳＧＨさがわ・京都

杉本　明洋 21:34.70

京都府庁・愛知

森川　直樹 29:59.33

大阪法務局・大阪

松本　浩一 33:34.18

松本商会・大阪

４×１００ｍ 5/18 住友電工 40.21

NGR小川　恭輔

小谷　優介

土手　啓史

藤澤　亮輔

４×４００ｍ 5/19 住友電工  3:19.10

藤澤　亮輔

小川　恭輔

小西　勇太

土手　啓史

大塚製薬A  3:29.07

堀　正樹

廣瀬　憲太

松本　葵

金丸　祐三

大阪ガス  3:31.28

高尾　博教

白川　健司

岡﨑　達郎

今﨑　俊樹

山陽特殊製鋼  3:40.11

小西　生眞

熊橋　弘将

森川　翔平

秋本　優紀

SGHｻｶﾞﾜ  3:41.00

樋口　正明

松田　佑太

橋爪　孝安

山本　亮

NTT西日本  3:45.65

監物　稔浩

高関　伸

平川　信彦

益田　賢太朗

日亜化学  3:51.55

稲岡　哲平

正木　一平

井上　直人

吉田　侑祐

カネカ  3:52.87

内藤　隆秀

矢田　和也

吉田　順哉

佐藤　章徳

走高跳 5/19 佐々木　竜一 2m03

京産大職・京都

岡山　優樹 2m03

旭正和・奈良

山腰　翔一 2m00

大阪ガス・大阪

福本　義永 2m00

オフィスシャッツ・京都

真鍋　享平 1m90

大阪ガス・大阪

濱崎　武志 1m90

川崎重工・兵庫

加藤　洋介 1m85

都島中教・大阪

棒高跳 5/18 土井　翔太 5m00

とよおか接骨院・愛媛

菅原　大我 4m80

ﾏﾙｳ接着・香川

走幅跳 5/18 木内　康寛   7m55/+4.9

+w 木内農園・徳島

小川　恭輔   7m43/+5.3

+w 住友電工・兵庫

荒川　大輔   7m33/+1.8

大阪ガス近畿・大阪

濱崎　和幸   7m26/+2.2

+w 奈良ろう教・奈良

石井　一成   6m92/+2.4

+w 池田泉州銀行・愛媛

須田　学   6m81/+1.7

大阪国際空港・大阪

宮川　洋也   6m48/+2.5

+w 金化堂宮川商店・大阪

小田　紳介   6m41/+0.7

シマノ・大阪

三段跳 5/18 松田　晋治  15m22/+0.9

京田辺消防・京都

福田　浩之  14m86/+1.6

和泉支援学校・大阪

後藤　厚人  14m69/-0.2

三井住友銀行・大阪

池田　貴雄  14m59/+1.9

加古川市消防本部・兵庫

砲丸投

(7.260kg)

5/19 鈴木　孝尚  16m80

NGRオークワ・和歌山

池田　富雄  12m49

兵庫県庁・兵庫

木下　準一  12m21

篠山東中学校教・兵庫

田畑　勝基  11m98

どんぐり整骨院・兵庫

栗山　佳之  11m46

大阪市役所・大阪

小松崎　信征  11m28

向日支援学教・京都

磯本　昂甫  11m19

川崎重工・兵庫

中林　達紀  11m18

龍野東中学校教員・兵庫

円盤投

(2.000kg)

5/18 宮木　淳平  45m25

乙訓高校・京都

鈴木　孝尚  44m02

オークワ・和歌山

河村　晃幸  42m31

セントラル警備保障・京都

小松崎　信征  39m69

向日支援学教・京都

掛谷 亨  37m02

旭化成守山・滋賀

橋村　尚樹  35m49

ﾋﾟｰｱｲｼｽﾃﾑ・京都

山本　高輝  31m15

徳島県庁・徳島

伊藤　和樹  30m77

兵庫県警陸上部・兵庫

ハンマー投

(7.260kg)

5/18 森本　真敏  63m71

滋賀ﾚｲｸｽﾀｰｽﾞ・滋賀

平尾　茂  60m52

日亜化学・徳島

市浦　英樹  58m20

三木東高教・兵庫

中馬　義宗  53m14

大阪池田中教員・大阪

高橋　俊雄  49m74

城南診療所・京都

加部　望  46m97

宇部興産堺・大阪

榎並　諒二郎  46m38

佐野支援教・大阪

やり投

(0.800kg)

5/19 長谷川　鉱平  69m74

大体大職・大阪

音川　健  60m28

大津市消防局・滋賀

井内　次郎  60m13

井内鍼灸院・兵庫

小倉  正樹  56m36

JSADF・奈良

上杉　宏治  54m71

大商大堺高教・大阪

野花　秀人  54m57

新日鐵住金広畑・兵庫

遠藤　太香雄  51m03

京都府警・京都

伊藤　和樹  49m41

兵庫県警陸上部・兵庫

男子

１５００ｍ 5/18 小西　生眞  4:02.27

山陽特殊製鋼・兵庫

熊橋　弘将  4:04.30

山陽特殊製鋼・兵庫

５０００ｍ 5/19 熊橋　弘将 14:46.02

山陽特殊製鋼・兵庫

小西　生眞 15:15.34

山陽特殊製鋼・兵庫

堀川　彩斗 16:43.13

川崎重工・兵庫

男子ジ
ュニア

１００ｍ 5/19 海原　崇人 12.39/-0.4

王寺町陸上ク・奈良

池野　昌弘 12.43/-0.4

千里高校教員・大阪

井上　義雅 14.44/-0.4

兵庫マスターズ・兵庫

５０００ｍ 5/18 辻　修二 16:10.60

大塚製薬・徳島

池野　正幸 16:19.05

姫路市陸協・兵庫

中川　正治 16:46.28

ＮＴＴ西日本ＯＢｸﾗﾌﾞ・大阪

川前　紀尚 17:13.24

大阪陸協・大阪

辰己　義隆 17:17.84

香芝広陵消防・奈良

森西　正典 17:48.09

日亜化学・徳島

福貴田　秀孝 17:50.37

ＪＲ東海・大阪

濱　剛嗣 18:24.33

ＮＴＴ西日本ＯＢｸﾗﾌﾞ・大阪

男子マ
スター
ズ

１５００ｍ 5/18 山本　篤志  4:28.90

尼崎工業高校・兵庫

黒木　卓真  4:33.78

尼崎西高校・兵庫

玉利　　渉  4:40.80

尼崎工業高校・兵庫

黒田　崇久  4:43.71

尼崎工業高校・兵庫

恒吉　豊希  4:45.42

尼崎工業高校・兵庫

進　　雅  4:51.69

尼崎工業高校・兵庫

光木　　慧  4:58.98

尼崎工業高校・兵庫

篠岡　基輝  5:00.57

尼崎工業高校・兵庫

４×１００ｍ 5/18 尼崎工業高校 47.75

藤井　瑛寛

萩原　隆太

建畠　大輝

富田　晃平

尼崎西高校 48.18

遠藤　穂高

宮本　大樹

田中　悠暉

猪俣　　渉

男子招
待

凡例（NGR:大会新記録/ +w :追い風参考）
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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 5/19 和田　麻希 11.89/+0.6

ミズノ・京都

高木　志帆 12.12/+0.6

住友電工・兵庫

三宅　奈緒香 12.52/+0.6

住友電工・兵庫

２００ｍ 5/18 和田　麻希 24.65/-1.4

ミズノ・京都

高木　志帆 24.85/-1.4

住友電工・兵庫

三宅　奈緒香 25.68/-1.4

住友電工・兵庫

加藤　亜友美 25.88/-1.4

住友電工・兵庫

４００ｍ 5/19 馬渕　奏 57.35

ｱﾗｷｽﾎﾟｰﾂ・京都

加藤　亜友美 58.54

住友電工・兵庫

８００ｍ 5/18 馬渕　奏  2:14.38

ｱﾗｷｽﾎﾟｰﾂ・京都

尾崎　聡美  2:20.90

シスメックス・兵庫

１５００ｍ 5/19 岩川　真知子  4:29.81

大塚製薬・徳島

柿﨑　栞  4:29.92

ワコール・京都

大山　香織  4:31.67

ノーリツ・兵庫

藤本　知佐  4:34.25

大塚製薬・徳島

福元　美由紀  4:45.85

ワコール・京都

馬渕　奏  4:50.37

ｱﾗｷｽﾎﾟｰﾂ・京都

５０００ｍ 5/18 高山　琴海 16:02.95

シスメックス・兵庫

伊藤　舞 16:02.98

大塚製薬・徳島

田中　美里 16:04.94

シスメックス・兵庫

大山　香織 16:09.08

ノーリツ・兵庫

光延　友希 16:09.38

京セラ・京都

岩川　真知子 16:11.15

大塚製薬・徳島

樋口　紀子 16:12.01

ワコール・京都

井上　彩花 16:16.44

大塚製薬・徳島

１００００ｍ 5/17 樋口　紀子 33:07.29

ワコール・京都

宮内　洋子 33:09.04

京セラ・京都

光延　友希 33:10.25

京セラ・京都

高山　琴海 33:17.79

シスメックス・兵庫

堀江　美里 33:19.02

ノーリツ・兵庫

田中　美里 33:22.05

シスメックス・兵庫

宮内　宏子 33:24.90

京セラ・京都

井上　彩花 33:31.15

大塚製薬・徳島

１００ｍＨ

(0.840m)

5/19 伊藤　愛里 13.85/-0.2

住友電工・兵庫

冨山　朝代 14.91/-0.2

東大阪大職員・大阪

棚田　のぞみ 15.07/-0.2

大津市役所・京都

４００ｍＨ

(0.762m)

5/18 芝田　陽香 59.70

トレーナーズラボ・京都

伊藤　愛里 59.76

住友電工・兵庫

３０００ｍＳＣ 5/18 福元　美由紀 10:42.01

ワコール・京都

舩冨　智恵 11:40.96

北池田中教・大阪

５０００ｍＷ 5/19 渕瀬　真寿美 21:54.07

大塚製薬・徳島

佐久間　あすみ 26:02.57

高知銀行・高知

芳之内　奈央 27:12.77

愛媛県庁・愛媛

４×１００ｍ 5/18 住友電工 46.95

NGR加藤　亜友美

高木　志帆

伊藤　愛里

三宅　奈緒香

４×４００ｍ 5/19 住友電工  3:55.21

NGR高木　志帆

加藤　亜友美

三宅　奈緒香

伊藤　愛里

大塚製薬  4:18.40

井上　彩花

岡田　唯

藤本　知佐

岩川　真知子

シスメックス  4:19.55

影浦　あかり

高山　琴海

田中　花英

山口　秀美

ダイハツ  4:22.28

樋口　智美

村上　沙也加

矢野　麻利亜

中島　いづみ

ノーリツ  4:24.19

中野　円花

大山　香織

石本　里緒奈

堀江　美里

京セラ  4:29.15

光延　友希

宮内　洋子

徳永　琴乃

古瀬　麻美

ワコール  4:30.58

森　聡子

柿﨑　栞

児玉　柚稀

川西　寧々

走高跳 5/19 福本　幸 1m75

甲南大職・兵庫

三村　有希 1m75

トレーナーズラボ・大阪

向山　紗由里 1m55

ｼﾞｬﾊﾟﾝｿｰﾗｰ・大阪

棒高跳 5/18 我孫子　智美 4m21

NGR滋賀ﾚｲｸｽﾀｰｽﾞ・滋賀

饗庭　みずき 3m80

湖西中教・滋賀

高須賀　優 3m60

ｸﾞﾝｾﾞｽﾎﾟｰﾂ・大阪

走幅跳 5/18 山根　愛以   5m54/+1.5

園田大職・兵庫

祐谷　瑞穂   5m45/+2.0

兵庫ヤクルト・兵庫

棚田　のぞみ   5m16/+1.0

大津市役所・京都

三段跳 5/19 山根　愛以  12m63/-0.4

園田大職・兵庫

清瀬　静佳  12m29/+0.2

原田教育研究・大阪

祐谷　瑞穂  11m26/+0.0

兵庫ヤクルト・兵庫

砲丸投

(4.000kg)

5/19 白井　裕紀子  15m18

滋賀草津養学教・滋賀

冨山　朝代  12m03

東大阪大職員・大阪

円盤投

(1.000kg)

5/18 春木　理奈  42m39

生光学園・徳島

北垣　真里  41m43

コンドーテック・兵庫

助永　仁美  40m75

佐野支援教・大阪

ハンマー投

(4.000kg)

5/19 綾　真澄  65m03

NGR丸善工業・香川

浅田　鈴佳  55m11

武庫川女子大職員・大阪

やり投

(0.600kg)

5/19 宮下　梨沙  52m27

大阪薫英女学院教・大阪

助永　仁美  48m55

佐野支援教・大阪

吉田　恵美可  47m79

大阪成蹊学園職・奈良

島田　稚佳  47m72

大体大職・大阪

松井麻里弥  43m11

阪南大高教員・大阪

女子

１５００ｍ 5/19 影浦　あかり  4:31.58

シスメックス・兵庫

田中　花英  4:33.55

シスメックス・兵庫

川西　寧々  4:34.52

ワコール・京都

大久保　美里  4:34.59

シスメックス・兵庫

西田　留衣  4:37.60

シスメックス・兵庫

岡田　唯  4:39.67

大塚製薬・徳島

児玉　柚稀  4:39.68

ワコール・京都

森　聡子  4:40.75

ワコール・京都

３０００ｍ 5/18 森　聡子  9:35.96

ワコール・京都

川西　寧々  9:36.19

ワコール・京都

大久保　美里  9:39.73

シスメックス・兵庫

影浦　あかり  9:42.75

シスメックス・兵庫

村上　沙也加  9:44.43

ダイハツ・大阪

右田　愛  9:44.47

ワコール・京都

岡田　唯  9:47.99

大塚製薬・徳島

児玉　柚稀 10:00.85

ワコール・京都

女子ジ
ュニア

５０００ｍ 5/18 村崎　寿美 19:58.99

松本商会・大阪

女子マ
スター
ズ

凡例（NGR:大会新記録）


