
ト ラ ッ ク 審 判 長 角谷　和宏

跳 躍 審 判 長 谷　映親

投 て き 審 判 長 谷　映親

記 録 主 任 南部　朗

日付 種目

清田　偉斗(4) 11.10 中瀬　陽斗(4) 11.11 古川　直(3) 11.37 矢部　亨(2) 11.41 隅井　裕希人(3) 11.58 グエンティンクォン(2) 11.66 福田　尚己(2) 11.69 藤保　慈元(4) 12.23
近大高専 近大高専 近大高専 奈良高専 神戸市立高専 神戸市立高専 公大高専 奈良高専
中瀬　陽斗(4) 22.84 烏野　拓弥(4) 23.17 岡崎　煌(2) 23.53 隅井　裕希人(3) 24.28 藤保　慈元(4) 25.18 増野　陽音(2) 25.52 澤　聖士朗(1) 26.12 千野根　匠吾(1) 26.76
近大高専 神戸市立高専 近大高専 神戸市立高専 奈良高専 神戸市立高専 奈良高専 明石高専
岳野　迪也(3) 51.80 伊藤　颯大(2) 52.57 天辰　昂平(4) 54.12 田中　大馳(2) 54.56 笹川　航平(3) 54.99 武川　真絹(4) 55.34 福本　和正(2) 58.58
近大高専 近大高専 明石高専 近大高専 奈良高専 舞鶴高専 和歌山高専
三原　万拓(2) 2:06.29 木下　隼(5) 2:07.49 清水　晃生(3) 2:11.36 笠原　伸一朗(1) 2:14.42 辻本　正晴(2) 2:17.84 勝浪　琢磨(3) 2:19.20 福武　輝垣(2) 2:20.23 末定　遼之介(1) 2:22.67
明石高専 奈良高専 公大高専 公大高専 和歌山高専 奈良高専 神戸市立高専 明石高専
上田　結一(4) 4:23.86 中村　晃(2) 4:25.22 虻江　智裕(2) 4:27.78 大津　紀人(3) 4:28.50 前田　雄士(1) 4:35.70 石谷　仁(1) 4:42.15 田邉　雅翔(5) 4:50.86 中川　馳充(2) 4:54.78
明石高専 明石高専 明石高専 神戸市立高専 和歌山高専 奈良高専 舞鶴高専 舞鶴高専
香西　一樹(2) 16:41.35 古岡　誠也(1) 16:49.05 三浦　颯太(3) 16:53.15 福田　一晟(3) 17:05.71 渕川　直紀(5) 17:29.98 山田　智也(2) 17:40.95 赤名　慶志朗(1) 17:50.21 宮武　駿(3) 18:10.63
明石高専 奈良高専 明石高専 明石高専 和歌山高専 奈良高専 神戸市立高専 舞鶴高専
長田　怜士(3) 14.88 長田　一晟(5) 14.91 中川　陽司(3) 15.15 所　奈樹(4) 18.37
近大高専 近大高専 近大高専 明石高専
近大高専 42.82 公大高専 45.00 神戸市立高専 46.12 奈良高専 47.29 舞鶴高専 47.69 明石高専 49.58
伊藤　渉(5) 岡崎　英資(3) 山口　正貴(2) 藤保　慈元(4) 吉川　祥(3) 千野根　匠吾(1)
岡崎　煌(2) 福田　尚己(2) 烏野　拓弥(4) 矢部　亨(2) 武川　真絹(4) 蛭子　継登(4)
清田　偉斗(4) 竹中　敬士(4) 隅井　裕希人(3) 上北　涼斗(2) 横山　暁史(1) 塚下　稜也(3)
中瀬　陽斗(4) 出口　海斗(4) グエンティンクォン(2) 澤　聖士朗(1) 横田　耕史朗(2) 所　奈樹(4)
近大高専 3:33.83 公大高専 3:37.46 奈良高専 3:37.86 明石高専 3:46.58 和歌山高専 3:53.42
中瀬　陽斗(4) 竹中　敬士(4) 矢部　亨(2) 中村　晃(2) 渕川　直紀(5)
村田　陽音(1) 出口　海斗(4) 笹川　航平(3) 天辰　昂平(4) 辻本　正晴(2)
岡崎　煌(2) 白藤　泰知(4) 上林　優生(4) 上田　結一(4) 前田　雄士(1)
田中　大馳(2) 清水　晃生(3) 木下　隼(5) 香西　一樹(2) 黒﨑　陸斗(1)
上田　優空(1) 1m80 井川　稜斗(1) 1m80 三田　健太郎(2) 1m80 音成　岬(5) 1m75 田中　佑昇(2) 1m60 岩﨑　正悟(1) 1m60 高嶋　駿十(3) 1m55 松内　慈杏(1) 1m45
近大高専 近大高専 神戸市立高専 奈良高専 近大高専 舞鶴高専 神戸市立高専 舞鶴高専
伊藤　渉(5) 6m76(-0.2) 清田　偉斗(4) 6m62(+0.5) 岡崎　英資(3) 6m33(-0.8) 田中　佑昇(2) 6m15(+0.1) 吉川　祥(3) 5m83(+0.9) 愛須　史都(1) 5m36(+0.7) 森川　晴景(3) 5m32(+0.7) 田中　敦稀(2) 5m27(-0.1)
近大高専 近大高専 公大高専 近大高専 舞鶴高専 公大高専 明石高専 和歌山高専
西田　陸人(2) 13m46(+0.2) 伊藤　渉(5) 13m43(+0.3) 矢野　湊士(3) 12m44(-0.2) 森川　晴景(3) 11m62(+0.1)
近大高専 近大高専 公大高専 明石高専
明石　駿汰(4) 12m95 上田　望笑(3) 11m73 廣川　滉生(3) 11m31 俵　鉄宗(1) 10m79 竹田　時英(3) 9m46
奈良高専 近大高専 近大高専 近大高専 奈良高専
廣川　滉生(3) 35m11 竹田　時英(3) 31m53 俵　鉄宗(1) 31m08 明石　駿汰(4) 28m84 日裏　和志(3) 26m63 甲斐　廉也(1) 24m80
近大高専 奈良高専 近大高専 奈良高専 近大高専 奈良高専
上田　望笑(3) 39m38 中川　陽司(3) 39m05 日裏　和志(3) 32m73 塚下　稜也(3) 30m94
近大高専 近大高専 近大高専 明石高専
奥田　陽美(2) 13.22 井口　一葉(3) 14.18 安田　聡子(3) 14.41 川本　栞(1) 14.51 村上　瑞祈(1) 16.38
奈良高専 神戸市立高専 舞鶴高専 奈良高専 奈良高専
田中　もえ(3) 2:20.95 橋本　奈央子(4) 2:38.98 川中　優梨子(3) 2:46.46 中川　弥咲(3) 3:00.80 辻　英恵(1) 3:18.67
舞鶴高専 明石高専 明石高専 公大高専 明石高専
奈良高専 55.69
山口　叶夢(5)
奥田　陽美(2)
西前　若菜(4)
川本　栞(1)
奥田　陽美(2) 4m49(-0.6) 阿部　まみ(3) 4m34(-0.4) 山口　叶夢(5) 4m30(-0.5) 川本　栞(1) 3m80(-0.6) 小畑　琴音(4) 3m49(-0.6)
奈良高専 公大高専 奈良高専 奈良高専 和歌山高専
新井　万都里(2) 7m52 山口　叶夢(5) 7m06 和泉　穂花(1) 7m05 西前　若菜(4) 5m90
明石高専 奈良高専 舞鶴高専 奈良高専

対抗得点 総合 近大高専 154点 明石高専 54点 奈良高専 48点 公大高専 26点 神戸市立高専 23点 和歌山高専 8点 舞鶴高専 6点
凡例 

日付 種目

村田　宇哉(1) 15.35(+1.8) 上田　優空(1) 16.04(+1.8) 井川　稜斗(1) 16.85(+1.8) 森　佑聖(1) 17.56(+1.8)
近大高専 近大高専 近大高専 近大高専
長田　怜士(3) 14.28(+2.3) 中川　陽司(3) 14.56(+2.3) 岡崎　煌(2) 15.69(+2.3)
近大高専 近大高専 近大高専

6位 7位 8位

7月3日 女子走幅跳

7月3日 女子砲丸投(4.000kg)

1位 2位

7月3日
女子１００ｍ 

風：+3.0

7月3日 女子８００ｍ

7月3日 女子４×１００ｍR

7月3日 男子やり投(800g)

7月3日 男子三段跳

7月3日 男子砲丸投(6.000kg)

7月3日 男子円盤投(1.750kg)

7月3日 男子４×４００ｍR

7月3日 男子走高跳

7月3日 男子走幅跳

7月3日 男子５０００ｍ

7月3日
男子１１０ｍH(106.7㎝/9.14m) 

風：+2.2

7月3日 男子４×１００ｍR

7月3日 男子４００ｍ

7月3日 男子８００ｍ

7月3日 男子１５００ｍ

7月3日
ｵｰﾌﾟﾝ 高校･高専男子
110mJH(99.1㎝/9.14m)

7月3日
男子１００ｍ 

風：+3.0

7月3日
男子２００ｍ 

風：+1.8

8位

7月3日
ｵｰﾌﾟﾝ少年B男子

110mYH(91.4㎝/9.14m)

3位 4位 5位

第59回近畿地区高等専門学校体育大会陸上競技の部 【22501711】 
AGF鈴鹿鈴鹿陸上競技場 【233080】 
2022/07/03 ～ 2022/07/03
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