
日付日付日付日付 種目種目種目種目

川波　光輝  22.18 (+0.8) 上田　晃暉  22.43 (+0.8) 赤澤　征樹  22.46 (+0.8) 飯田　健太  22.52 (+0.8) 飯村　真那斗  22.61 (+0.8) 佐井熊　功貴  22.86 (+0.8) 髙浦　凌司  22.97 (+0.8) 石井　英行  23.05 (+0.8)

西ノ京･京 登美丘･大 蒲生･大 長浜北･滋 西脇･和 住吉一･大 畝傍･奈 五色･兵

道下　巧也  50.05 今西　優太  51.24 笹山　佳暉  51.47 泉　一斗  51.79 橋本　陸  52.10 梅谷　穗志亜  52.62 佐古田　走  52.69 安藤　大晃  53.10

歌敷山･兵 けやき台･兵 青雲･兵 咲くやこの花･大 堺長尾･大 香芝東･奈 城南･京 玉川･大

奥　泰地  2:01.51 四方　悠瑚  2:01.58 西園　颯斗  2:01.76 有松　憧  2:01.91 富田　遼太郎  2:02.23 小田　文哉  2:03.16 八木　祐太  2:03.92 室　和希  2:05.77

平岡･兵 光ガ丘･兵 加古川山手･兵 貴志川･和 中野･大 箕面二･大 下鴨･京 帝塚山･奈

三浦　隆寛  4:06.75 酒井　耀史  4:11.18 吉岡　遼人  4:11.86 田中　誉也  4:12.05 中嶋　遼  4:14.99 加井　虎造  4:15.60 林　紘平  4:17.55 矢野　郁人  4:18.47

守口一･大 大原･兵 志賀･滋 茨木南･大 箕面一･大 篠山･兵 西賀茂･京 本多聞･兵

加藤　淳  8:50.81 松尾　拓実  8:54.17 稲田　拓真  8:54.76 森上　優太  9:03.49 吉田　匠  9:06.93 千葉　直輝  9:07.88 村田　惇  9:11.82 清水　颯大  9:12.00

大久保･兵 亀川･和 小野･兵 玉園･滋 泉川･京 城山･滋 誠風･大 東宇治･京

西森　龍馬  14.35 (+1.4) 大西　克典  14.43 (+1.4) 中島　涼  14.68 (+1.4) 谷　駿輔  14.76 (+1.4) 吉間　海斗  14.77 (+1.4) 柿本　崇宏  15.02 (+1.4) 井尾　風馬  15.19 (+1.4) 藤田　康平  15.24 (+1.4)

播磨南･兵 井吹台･兵 金岡南･大 豊中十一･大 新北野･大 山陽･兵 男山･京 式下･奈

畝傍･奈  43.47 新北野･大  43.90 けやき台･兵  44.27 亀岡･京  44.32 有野北･兵  44.59 彦根中央･滋  44.71 西ノ京･京  44.74 上富田･和  44.81

舛田　圭丞 林　嘉凡 市野　真央 川勝　紅葉 中野　智之 冨永　琢矢 秋山　南海人 楠本　悠人

髙浦　凌司 田中　侑翔 今西　優太 茨木　司 岸　竜也 廣瀬　賢人 川波　光輝 木村　直樹

堺　駿祐 北邨　一樹 高橋　拓真 茨木　元 磯崎　祐樹 矢野　宏樹 中村　泰輝 成瀬　隆之

内田　駆 吉間　海斗 澤　直樹 遠藤　崇平 白井　佑汰 大崎　雄生 岡本　英 竹本　竜也

桒原　拓也  1.91 織田　力  1.80 相川　竜輝  1.80 内田　駆  1.80 津田　大勢  1.80 吉川　寿希  1.75

神吉･兵 花田･兵 能登川･滋 畝傍･奈 茨木西･大 市立守山･滋

溝川　直嵩  1.80 小川　隼平  1.75

嵯峨･京 大枝･京

寺沢　凌  1.80 小橋川　昂希  1.75

守山北･滋 岩出第二･和

山田　皓生  4.20 竹本　瑛亮  4.20 福永　凌太  3.90 久保　源太  3.80 井上　貴明  3.80 川久保　友博  3.70 乾　博貴  3.70 小北　将輝  3.70

香住第一･兵 城山･滋 中主･滋 淀川･大 茨木西･大 洛北･京 播磨南･兵 中主･滋

松兼　央八  6.92 (+1.9) 趙　振  6.91 (-0.9) 木下　将一  6.75 (+1.3) 瀧谷　京輔  w6.57 (+2.2) 潮崎　爽  6.50 (+0.8) 久保　源輝  w6.50 (+2.1) 松井　湊  6.48 (+0.5) 澤　知輝  6.37 (+1.4)

河南･大 盾津･大 飾磨西･兵 片塩･奈 港島･兵 神吉･兵 今津･滋 大東･滋

源　識之相  w13.55 (+3.9) 西村　恒太  w13.50 (+2.3) 原田　ホドリゴ  13.34 (+2.0) 佐々木　諒  12.81 (+2.0) 池田　敦士  w12.80 (+2.3) 久禮　悠大  12.75 (+0.7) 大田　晃良  w12.69 (+3.1) 宮吉　和暉  12.62 (+1.2)

松虫･大 下京･京 柏原･滋 天理西･奈 大蔵･兵 米原･滋 中宮･大 狭間･兵

池川　博史  15.09 澤野　由雅  14.15 青木　奎斗  13.67 松田　直哉  13.61 中山　靖将  13.52 冨田　悠平  13.21 杉本　啓悟  13.12 若山　哲也  12.83

鈴蘭台･兵 田尻･大 湯川･和 育親･京 千里丘･大 飾磨中部･兵 都祁･奈 伏見･京

廣田　歩夢  44.39 天野　大輝  40.94 平林　一希  39.33 左近　洋樹  38.47 児島　清成  38.08 松本　良太  37.10 山田　有亮  35.85 林　桂也  34.94

太子西･兵 播磨南･兵 樫原･京 三稜･大 播磨南･兵 松虫･大 長岡三･京 江住･和

奥山　裕紀  2572 清水　大稀  2559 森口　諒也  2546 中村　晃平  2529 岩本　知樹  2517 鈴木　勝也  2462 岩崎　将真  2426 田畑　海斗  2418

播磨南･兵 神吉･兵 枚方四･大 園田･兵 河南･大 高穂･滋 東輝･京 狭山南･大

8月6日 110mH

8月6日 砲丸投

8月6日 走高跳

8月6日 400m

飯田　温哉  11.89 (+0.5) 池田　裕樹  11.95 (+0.5) 寺下　公貴  12.03 (+0.5) 小島　翔大  12.12 (+0.5) 田中　聡  12.16 (+0.5) 松本　侑也  12.26 (+0.5) 川上　琢豊  12.27 (+0.5) 木坊子　俊資  12.33 (+0.5)

南池田･大 平田･大 由良･和 杉･大 太子東･兵 加古川･兵 明和･和 丹生･和

松嶋　陸  4:29.18 宮島　英冴  4:29.92 三宅　友哉  4:29.94 堀畑　佳吾  4:30.05 田邉　光  4:34.06 辻本　兼也  4:34.31 大村　悠一郎  4:35.59 奥村　日向  4:37.88

姫路灘･兵 荒井･兵 陵南･兵 誠風･大 梅津･京 亀川･和 京産大附･京 東雲･大

伊藤　照  11.37 (+1.5) 宮本　浩翼  11.44 (+1.5) 東側　海人  11.50 (+1.5) 向山　理一朗  11.54 (+1.5) 横山　龍吾  11.60 (+1.5) 松本　拓巳  11.64 (+1.5) 根上　大輝  11.67 (+1.5) 安藤　誉浩  11.67 (+1.5)

寝屋川九･大 木津二･京 貝塚一･大 守山南･滋 松陽･兵 加古川･兵 交野三･大 播磨･兵

樋口　優人  11.02 (-0.2) 前田　凌  11.11 (-0.2) 脇　康太  11.14 (-0.2) 澤　直樹  11.28 (-0.2) 田中　侑翔  11.31 (-0.2) 福田　遼斗  11.31 (-0.2) 井田　悠  11.33 (-0.2) 戸塚　悠太  11.35 (-0.2)

綾部･京 多聞東･兵 東大寺学園･奈 けやき台･兵 新北野･大 嵯峨･京 下鴨･京 緑が丘･兵

加古川･兵  45.74 水口･滋  46.94 有野北･兵  47.19 本多聞･兵  47.21 枚方二･大  47.63 橿原･奈  47.80 洛北･京  48.59

大路　凌雅 橘　海 大谷　幹 吉村　賢祐 澤　直樹 山口　輝起 立石　捷人

松本　侑也 丸山　翔 佐貫　源紀 今関　伸吾 松永　侑樹 眞田　海斗 永野　圭亮

野中　楓 高橋　颯 小谷　聖成 今関　康明 上原　拓馬 松永　翔吾 小林　大賀彦

松本　拓巳 吉川　湧人 西尾　颯太 西野　滉起 柏原　颯太 桝野　恭平 北村　樹

播磨南・兵 ２９点 神吉・兵 １８点 けやき台・兵 １８点 新北野・大 １５点 加古川・兵 １４点 畝傍・奈 １３点 河南・大 １２点 松虫・大 １１点
兵庫 256 大阪 190 京都 88.33 滋賀 73.33 奈良 39 和歌山 36.33
兵庫 448 大阪 343 京都 143.33 滋賀 117.83 奈良 81.5 和歌山 51.33

w (wind assist) : 追風参考

大会新 : 大会記録

学校対抗得点男子
府県対抗得点男子
府県対抗得点男女

低学年男子 8月6日 4x100mR
大会新

 54.16  53.88

2年男子 8月7日 100m

3年男子 8月6日 100m

1年男子 8月7日 100m

8月6日 1500m

 55.37  54.40  57.27  55.64

 12.32  11.83

 1.70  1.60

 56.06  54.87

 1.78  1.70  1.70  1.75  1.84  1.81

 11.16  12.08  12.32  11.42  11.60  10.14

 15.48 (0.0)  15.85 (+1.1)  15.73 (+0.9)  15.77 (+0.9)  16.30 (0.0)  15.81 (+1.1)

8月6日 円盤投

8月6日 四種競技

 15.65 (0.0)  15.77 (+0.9)

8月6日 走幅跳

8月7日 三段跳

8月7日 砲丸投

8月7日 走高跳

8月6日 棒高跳

1500m

8月7日 3000m

8月6日 110mH

8月7日 4x100mR

7位7位7位7位 8位8位8位8位

共通男子

8月6日 200m

8月6日 400m

8月7日 800m

8月7日

主催団体名 近畿中学校体育連盟 陸協名 滋賀陸上競技協会

1位1位1位1位 2位2位2位2位 3位3位3位3位 4位4位4位4位 5位5位5位5位 6位6位6位6位

競技会名 第６２回近畿中学校総合体育大会　陸上競技の部
期日・時刻 2013/8/6-7

競技場名 東近江市布引運動公園陸上競技場



日付日付日付日付 種目種目種目種目

津山　葵  24.95 (+0.8) 祐岡　舞衣  24.97 (+0.8) 大林　真由  25.40 (+0.8) 戸谷　湧海  25.60 (+0.8) 藤田　あいか  25.87 (+0.8) 西田　美菜  25.87 (+0.8) 横田　華恋  25.98 (+0.8) 西村　美穂  26.12 (+0.8)

学文･兵 大会新 飛鳥･奈 大会新 佐井寺･大 枚方山田･大 香寺･兵 中宮･大 朝日･兵 市立守山･滋

髙橋　ひな  2:08.56 福富　真友  2:12.70 秋山　あみる  2:15.26 安達　眞咲  2:15.33 戸谷　温海  2:16.10 中岡　瑞稀  2:18.84 樫原　真未  2:22.69 北川　舞帆  2:25.03

山陽･兵 AJR-大会新 高倉･兵 鷹取･兵 粟津･滋 枚方山田･大 香芝北･奈 松尾･京 京都御池･京

髙松　智美ムセンビ  4:24.63 田中　希実  4:28.35 西川　みゆう  4:28.78 後藤　夢  4:31.68 南　美沙希  4:32.72 渡邉　桃子  4:39.13 野村　蒼  4:43.91 竹内　舞梨  4:44.64

薫英女学院･大 小野南･兵 樫原･京 平岡南･兵 龍野東･兵 千里丘･大 上秋津･和 修学院･京

中司　菜月  14.01 (+1.1) 牧　すずな  14.24 (+1.1) 中村　麗奈  14.32 (+1.1) 天野　瑠菜  14.35 (+1.1) 渡部　里佳子  14.46 (+1.1) 関　晴香  14.51 (+1.1) 中治　早貴  14.53 (+1.1) 児玉　鈴  14.63 (+1.1)

豊中十四･大 姫路高丘･兵 茨木西･大 西陵･大 飾磨西･兵 井吹台･兵 粟津･滋 長岡三･京

大原･兵  48.95 学文･兵  49.18 西陵･大  49.34 南郷･滋  49.62 咲くやこの花･大  49.87 宝殿･兵  49.92 枚方山田･大  50.12 東輝･京  50.57

中村　寧 大黒　奈津美 羽田野　郁恵 壹岐　あいこ 小野原　清美 伊尻　裕唯 松村　潤華 小松　史奈

米村　京子 大崎　美都 黒住　紗弥 前田　瞳 寄田　麗蘭 藤原　沙耶 戸谷　湧海 古西　真悠

光山　枝里 上原　由梨佳 天野　瑠菜 間宮　美帆 諫山　美穂 後藤田　葵 戸谷　温海 野口　純

岸本　若奈 津山　葵 佐々木　梓 阪田　桜 柳田　七央乃 森崎　結菜 藤原　小夏 小野　香菜子

神田　千穂  1.63 廣中　三春  1.62 山口　更紗  1.59 鈴木　夢  1.59 平野　由夏  1.56 川瀬　裕乃  1.56 時任　美保子  1.56

志賀･滋 宇治･京 上甲子園･兵 三郷･奈 赤坂台･大 香芝東･奈 堅田･滋

岡田　真帆  1.56

野洲･滋

竹内　真弥  w5.72 (+2.4) 市原　琴乃  5.71 (-1.5) 椹木　亜美  5.71 (+0.6) 漁野　理子  w5.41 (+2.8) 野尻　真由  5.39 (+1.2) 小山　春香  w5.38 (+3.0) 橋本　恵実梨  5.35 (+1.6) 原田　和泉  5.28 (+0.5)

長瀬･大 梅津･京 男山三･京 太地･和 楠葉西･大 高倉･兵 志方･兵 岡崎･京

尾山　和華  15.72 秋田　茜  13.73 青柳　栞  13.43 板倉　蓮華  13.03 藤本　咲良  12.98 岩木　理菜  12.83 柳澤　紗樹  12.70 瀬貝　彩加  12.26

志方･兵 大会タイ 都祁･奈 赤坂台･大 苦楽園･兵 有野北･兵 咲くやこの花･大 深井･大 橿原･奈

榎坂　佳子  32.16 渡辺　七海  31.76 山下　里菜  31.52 加藤　博子  31.13 武田　優美香  30.33 吉田　綾花  29.86 高橋　知佐  29.70 下峯　朱  29.11

赤坂台･大 昭和･大 小津･大 平野･兵 高積･和 橿原･奈 有野北･兵 王寺南･奈

シュレスタ　まや  3002 川口　真弥  2937 八尾　果奈実  2771 村尾　理菜  2630 馬賣　萌花  2619 加藤　真央  2606 竹内　玲菜  2573 野口　麗奈  2423

友渕･大 大会新 古江台･大 大会新 姫路高丘･兵 苦楽園･兵 橿原･奈 能登川･滋 神戸長坂･兵 光陽･奈

8月6日 100mH

8月6日 走高跳

8月6日 砲丸投

8月6日 200m

坂野　七海  12.60 (+0.9) 上月　亜美  12.91 (+0.9) 古段　佐南  12.93 (+0.9) 廣瀬　桃奈  13.06 (+0.9) 湊　杏梨  13.08 (+0.9) 髙島　寿莉亜  13.09 (+0.9) 多田　愛海  13.16 (+0.9)

田尻･大 井吹台･兵 本山南･兵 月輪･京 太地･和 山陽･兵 京都光華･京

吉野　史織  12.26 (-0.7) 宮田　乙葉  12.55 (-0.7) 大崎　美都  12.76 (-0.7) 小東　ゆい  12.76 (-0.7) 細川　凜  12.84 (-0.7) 菊岡　萌々  12.92 (-0.7) 水谷　陽子  13.05 (-0.7) 木ノ本　日菜  13.11 (-0.7)

日吉･滋 朝霧･兵 学文･兵 小野･兵 五領･大 大成･奈 守山南･滋 河南･大

吉田　夏帆  12.25 (+0.8) 岸本　若奈  12.34 (+0.8) 佐々木　梓  12.38 (+0.8) 藤原　沙耶  12.40 (+0.8) 植松　亜里紗  12.61 (+0.8) 春木　麻実伽  12.65 (+0.8) 寄田　麗蘭  12.73 (+0.8) 南本　羅那  12.78 (+0.8)

岡崎･京 大原･兵 西陵･大 宝殿･兵 桂･京 片塩･奈 咲くやこの花･大 八景･兵

荒井･兵  50.36 日吉･滋  50.59 山陽･兵  51.56 咲くやこの花･大  51.60 養精･大  51.87 長岡三･京  52.40 畝傍･奈  52.79

杉本　愛華 上野　美裕 山本　莉子 江田　朱里 長谷川　友香 川崎　友花 植田　早紀

松本　千咲 讃岐　美奈実 髙島　寿莉亜 島田　幸夢 山田　真由 渡邉　都幹 森脇　弥子

小西　環 柴田　千暉 岡田　華奈 村田　実優 早川　佑奈 井上　あずみ 中井　日奈子

奥野　璃音 吉野　史織 中井　亜子 島内　晶 新田　菜摘 城山　愛奈 根津　明日香

学文・兵 ２１点 赤坂台・大 １８点 山陽・兵 １７点 西陵・大 １７点 日吉・滋 １５点 大原・兵 １５点 咲くやこの花・大 １４点 姫路高丘・兵 １３点

兵庫 192 大阪 153 京都 55 滋賀 44.5 奈良 42.5 和歌山 15

大会新 : 大会記録

大会タイ : 大会タイ記録

学校対抗得点女子

府県対抗得点女子

w (wind assist) : 追風参考

AJR : 近畿中学記録

w 26.57 (+3.2) w 26.26 (+3.2)

3年女子 8月6日 100m

低学年女子 8月6日 4x100mR
大会新 大会新

1年女子 8月7日 100m

2年女子 8月7日 100m

w 26.63 (+3.2) w 26.54 (+3.2) w 26.82 (+3.2) w 26.64 (+3.2)

 1.40  1.49

 9.40  9.09

 26.70 (+2.0)  27.40 (+2.0)

 12.11  11.92  10.93  9.06  10.60  11.09

 15.48 (+0.5)  15.96 (+0.5)  15.06 (+0.5)  16.42 (-0.5)

 1.58  1.55  1.52  1.49  1.43  1.43

8月6日 四種競技

 14.76 (+0.5)  15.10 (-0.4)  15.37 (-0.5)  15.31 (-0.4)

8月6日 走幅跳

8月7日 砲丸投

8月6日 円盤投

8月7日 走高跳

100mH

8月7日 4x100mR

7位7位7位7位 8位8位8位8位

共通女子

8月6日 200m

8月6日 800m

8月7日 1500m

8月7日

主催団体名 近畿中学校体育連盟 陸協名 滋賀陸上競技協会

1位1位1位1位 2位2位2位2位 3位3位3位3位 4位4位4位4位 5位5位5位5位 6位6位6位6位

競技会名 第６２回近畿中学校総合体育大会　陸上競技の部
期日・時刻 2013/8/6-7

競技場名 東近江市布引運動公園陸上競技場

最優秀選手賞 男子: 廣田　歩夢 太子西(3)･兵　共通円盤投 決勝１位 44m39 競技会コード　13501703

女子: 髙橋　ひな 山陽(3)･兵  　共通800m 　決勝１位 2'08"56 競技場コード　253040

大会新記録一覧表

月日 近畿中新 近畿中タイ 大会新 大会タイ 男女 種　目 予準決 記　録 氏　　名 学校(学年)･府県

8/6 ○ 女 共通200m 決 24"95(+0.8) 津山　　葵 学文(3)･兵庫

8/6 ○ 女 共通200m 決 24"97(+0.8) 祐岡　舞衣 飛鳥(3)･奈良

8/6 ○ ○ 女 共通800m 決 2'08"56 髙橋　ひな 山陽(3)･兵庫

8/6 ○ 男 低4×100m 決 45"74

8/6 ○ 女 低4×100m 決 50"36 総　　務 斉　藤　隆　史

参加校 参加人数 電気計時 審 判 長 ﾄﾗｯｸ 山　口　兼　司

男子 213 479 8/6 ○ 女 低4×100m 決 50"59 跳躍 大　前　智　也

女子 160 385 電気計時 投擲 大　橋　聖　一

合計 307 864 8/6 ○ 女 共通四種競技 決 3002点 シュレスタ まや 友渕(3)･大阪 混成 森　本　昌　浩

8/6 ○ 女 共通四種競技 決 2937点 川口　真弥 古江台(3)･大阪 記録主任 億　田　明　彦

8/7 ○ 女 共通砲丸投 決 15m72 尾山　和華 志方(3)･兵庫

滋賀県中学校体育連盟陸上競技専門部

上野､讃岐
柴田､吉野

日吉(2112)
滋賀

大路､松本
野中､松本

加古川(2112)
兵庫

杉本､松本
小西､奥野

荒井(2112)
兵庫


